盛り上げよう！岩手・宮城県際交流

●一関・大船渡・栗原・登米・気仙沼 合同広報紙

岩手・宮城県際ネットワーク
－ 平成２８年２月１日発行 － （担当公所：北部地方振興事務所栗原地域事務所） （第１４３号）
●編集・発行

地域づくり団体ネットワーク岩手・宮城県際交流会事務局

岩手県

県南広域振興局経営企画部

0197-22-2812

http://www.pref.iwate.jp/index.rbz

岩手県

沿岸広域振興局経営企画部大船渡地域振興センター

0192-27-9911

http://www.pref.iwate.jp/index.rbz

宮城県

北部地方振興事務所栗原地域事務所商工・振興班

0228-22-2195

http://www.pref.miyagi.jp/nh-khsgsin/

宮城県

東部地方振興事務所登米地域事務所商工・振興班

0220-22-6123

http://www.pref.miyagi.jp/et-tmsgsin/

宮城県

気仙沼地方振興事務所 商工・振興班

0226-24-2593

http://www.pref.miyagi.jp/ks-tihouken/

圏域情報
◇◆◆◇ 宮城県北部地方振興事務所栗原地域事務所 ◇◆◆◇

「活動拝見！地域づくり見学会」を開催しています！
「名前は知っているけど」「昔からあるよ

ら，「昔はもちがごちそうだったからね」「こ

ね」地元で地域づくりに取り組んでいる団体

うやって伝統が受け継がれていくといいね」

が、どのような活動をしているかについては、

と皆さんの声。笑顔と歓声の絶えないもちつ

団体同士でも以外と知られていない場合があ

き大会になりました。

ります。そこで、みやぎ地域づくり団体協議
会栗原支部では、｢活動拝見！地域づくり見学
会」と題して、各会員団体を訪問し、活動の
内容を視察する活動を 10 月から行っています。
4 回目は、NPO 法人 Azuma-re の「カフェ・
アズマーレ」を訪問しました。カフェ・アズ
マーレとは、Azuma-re が毎月第 2 水曜日に開
催している「まちづくりカフェ」のこと。「身
近な、小さなことにスポットライトをあてる」
ことなどをモットーに､地域で活動している

栗原支部では、今度も見学会を実施してい

方々を講師に迎えたワークショップや研修会

きます。地域で活動している方々の様子を，

等を行っています。

みんなで実際にみてみませんか。

今回はその「特別版」として､子どもも大人

■お問い合わせ先

も参加できる「もちつき大会」を開催しまし
た。初めての人もベテランの人も、交代で杵

みやぎ地域づくり団体協議会栗原支部
（事務局）

を振るいました。ついた餅は子どもたちがお

宮城県北部地方振興事務所栗原地域事務所

母さん方の指導を受けながら手で丸めていき

地方振興部商工・振興班

ます。臼でついた美味しい餅をほおばりなが

電話：0228-22-2195
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◇◆◆◇ 宮城県気仙沼地方振興事務所 ◇◆◆◇

岩井崎の縁起物「龍の松」が復活します
気仙沼市の代表的な景勝地である岩井崎は、

「龍の松」は海水をかぶった影響で枯死し、

クロマツが茂り、長い年月をかけて海水によ

倒壊の恐れがあったことから、昨年７月に切

って浸食された石灰岩地質になっています。

断・搬出され、保存作業が進められていまし

岬の先端には海水が浸食して空いた岩孔に波

た。今年 2 月末に作業が完了する予定で、8

が打ち寄せるたびに潮を吹き上げる潮吹岩が

ヶ月ぶりに元の場所に戻されることとなりま

あり、波が荒い干潮時にはよりダイナミック

した。

に潮を吹き上げます。また、石灰岩の表面に

津波に耐え抜き、さらに復活した復興のシ

はウミユリやサンゴなどの化石がよく見られ

ンボルを見に、足を運んでみてはいかがでし

ることから、岩井崎は「三陸ジオパーク」の

ょうか。

ジオサイトとして認定されています。
この岩井崎には、東日本大震災の津波で大
きく曲がった幹と折れた枝がまるで龍が昇る
姿に見えることから、「龍の松」と名付けら
れたクロマツがあります。高さ約 2.5 メート
ル、幹周り約 1.7 メートルで、辰年であった
2012（平成 24）年には縁起の良い松として年

■問い合わせ先

賀状の題材になるなど話題になりました。

気仙沼市観光課
電話：0226-22-3438

（潮吹岩）

（保存処理前の「龍の松」）
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◇◆◆◇ 宮城県東部地方振興事務所登米地域事務所 ◇◆◆◇

とめ市民活動大交流会を開催しました！
平成 27 年 12 月 12 日（土）、登米祝祭劇場

第 2 部のパネルディスカッションでは、羽

で「とめ市民活動大交流会（主催：とめ市民

田正行氏（ＮＰＯ法人シニアサロン井戸端会

活動フォーラム）」を開催しました。

議副理事長）より、ＮＰＯ法人が運営する居

市民団体の交流とさらなる活動の促進を目
的として開催され、登米市内外より 25 の団体

酒屋という全国的にも珍しい事例の紹介があ
り、来場者の関心を集めていました。

が集まりました。
当日は 2 部構成で行われ、第 1 部「市民活

今回の交流会は、手作りのパネルやランチ

動団体のパネル展示＆活動紹介発表」、第 2

といった来場者の「心」が込められた交流会

部は仙台市で活躍する 3 団体の代表の方をお

であり、「他団体と交流の機会が少なく、今

招きし、「地域の居場所で楽しもう」をテー

日のような交流会があればまた参加したい」

マにパネルディスカッションを開催しました。

との声も多く挙がり、活動の活性化につなが

昼食は「ランチ交流会」として、地元の市民

る機会となりました。

団体の方々により手作りのおにぎりとはっと
汁が提供され、そのおいしさと手作りの暖か
さで、会場は笑顔で溢れていました。
第 1 部の活動紹介は、22 団体が手作りのパ

■問い合わせ先

ネルを使用して行いました。各団体のパネル

とめ市民活動プラザ

は個性に富んでおり、シンプルなデザインの

電話：0220-44-4167（FAX 兼）

ものから、写真やカラー付箋を利用した明る

ＨＰ：http://www.tome-shiminplaza.jp/

いデザインのものまで様々で、説明終了後も
多くの来場者がパネルの写真を撮影し発表者
へ質問するなど、大いに盛り上がりました。

（活動紹介発表の様子）

（ランチ交流会の様子）
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◇◆◆◇ 岩手県県南広域振興局 ◇◆◆◇

広域連携で結婚支援！
県南広域振興局では、花巻市、北上市、遠

また、フジテレビ「ホンマでっか！？TV」等

野市、一関市、奥州市、西和賀町、金ケ崎

のテレビ番組に出演している印象評論家の

町、平泉町の圏域 8 市町と連携して、平成

重太みゆきさんから「恋愛印象力 UP トレーニ

28 年 3 月 12 日（土）に県南広域圏若者交流

ング」と題して、特別講演も催されます。

イベント「南いわてで幸せつかもう」を平泉町

一方、一関市では、栗原市、登米市と連

の平泉ホテル武蔵坊において開催します。

携し、県境を越えた若者の出会いに取り組ん

このイベントは、県内における「未婚者の

でいます。12 月にはベリーノホテル一関で

増加、晩婚化、若年層の人口減少」という現

「恋をしよう、サンタが運んだ出会い」と題した

状を踏まえ、県南圏域の 8 市町と県南広域

婚活イベントが 3 市の連携事業として初めて

振興局の職員をメンバーとする「政策課題研

開催され、18 組のカップルが成立しました。

究会」で人口減少対策として案が出され、広

そして、2 月 13 日（土）には、同じくベリーノ

域的な若者の出会いを創出することを目的

ホテル一関において、婚活イベント「恋せよ、

に開催するものです。

一関」が開催される予定です。

イベントでは、昨年 10 月に設立された「い

一市町単位での「出会い」には限界があり、

きいき岩手結婚サポートセンター（i-サポいわ

広域的な若者の出会いを創出するために、

て）」をはじめ、県南地区で活動する婚活団

地域間の連携が今求められています。

体の PR とブース出展があります。

結婚を望む多くの若者が、県の垣根を越え
て運命の人にめぐり会い、結婚できる地域に
していきたいですね。
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◇◆◆◇ 岩手県沿岸広域振興局経営企画部大船渡地域振興センター ◇◆◆◇

サンタが町にやってくる！
～岩手☆おおふなと大作戦～が開催されました
平成 27 年 12 月 20 日（日）、「2015 サン
マチ実行委員会」主催によるクリスマスイベ
ントが開催されました。
今年で３回目となるこのイベントは、サン
タクロースに扮したボランティア参加者が大
船渡市内を歩き、子供たちにプレゼントを贈
るイベントです。また、メイン会場となった
大船渡市民交流館カメリアホールでは、地域
から各種団体が出演し、歌やダンスのステー
ジ発表や、リースや牛乳パックを使ったキャ
ンドル作りなど、子ども向けのワークショッ
プも行われました。地元高校生も地域を盛り

（プレゼントを配りに市内へ出発する様子）

上げるべく「高校生カフェ」を出店し、寒い
中お越しくださった方々に温かい飲み物を販
売しました。
サンマチ実行委員会は、東日本大震災津波
からの復興に向け大船渡をさらに盛り上げる
べく当イベントを企画しました。また、大船
渡にない冬の風物詩を地元大船渡のチカラで
作りだし、地元の子供たちに笑顔を届けよう
という思いが込められています。
当センターではこのイベントで、平成 28
年１月 27 日から始まっている希望郷いわて国
体・希望郷いわて大会の PR 活動を行いました。
公式ＰＲキャラクターのうにっちと、子ども
から大人まで一緒にわんこダンスを踊り皆で
体を動かしました。

（参加者の皆さんとうにっちの記念写真）

イベント当日は、これまでに見たことがな
いほどの数のサンタクロースと、子供たちの
笑顔がいっぱいで、大盛況のイベントとなり
ました。全国から駆けつけてくださったボラ
ンティアの皆さま、大変ありがとうございま
した。
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イベント情報など

◇◆◆◇ 宮城県北部地方振興事務所

◇◆◆◇ 宮城県気仙沼地方振興事務所 ◇◆◆◇

志津川湾牡蠣・わかめまつり福興市が
開催されます

栗原地域事務所 ◇◆◆◇

第１１回花山雪っこまつり
栗原市花山で、さまざまな雪遊びを楽しめ

南三陸町の恒例イベントとなった福興市。

るお祭り「花山雪っこまつり」が開催されま

2 月は「牡蠣・わかめ」をテーマに開催され

す。

ます。旬の焼き牡蠣・蒸し牡蠣を手軽に堪能

会場では、雪上ドッチビー大会、スノーモ

できるほか、三陸の海で獲れた新鮮なわかめ

ービル体験、歩くスキー、雪の滑り台でのそ

やめかぶ等を安価に購入することができます。

り遊びなど、雪を楽しむイベントが盛りだく

また、地元名産の海産物や農産品もあわせて

さんです。昨年から開催している綱引き大会

販売されます。三陸の旨味が凝縮された牡蠣

では、出場した皆さんが雪上で熱い戦いを繰

とわかめを味わえますので、ぜひお越しくだ

り広げます。

さい。

子どもはもちろん、大人の方も童心にかえ
って、雪遊びを楽しんでみてはいかがでしょ
うか。

■日時
平成 27 年 2 月 13 日（土）、14 日（日）
午前 10 時から午後 3 時

■日時

■場所

2 月 28 日（日）午前 9 時から午後 2 時まで

道の駅路田里（ろーたりー）はなやま前ほか

■場所

（栗原市花山字本沢北前 112-1）

ベイサイドアリーナ特設会場

■問い合わせ先
花山雪っこまつり実行委員会

（南三陸町志津川字沼田 56）
■問い合わせ先

（道の駅路田里はなやま内）

福興市実行委員会

電話：0228-56-2265

電話：090-7077-2550
-6-

◇◆◆◇ 東部地方振興事務所
登米地域事務所 ◇◆◆◇
ひ

と よ ま

心の絆で山車を曳 け～登米 秋まつり異聞～

登米市民による手作りの創作劇公演、登米

■公演日時

市民劇場「夢フェスタ水の里」が登米祝祭劇

平成 28 年 3 月 5 日（土）18:00～

場で開催されます。今年度の演目は「心の絆

平成 28 年 3 月 6 日（日）13:30～

で山車を曳け～登米秋まつり異聞～」。340
年の伝統を誇る登米秋まつりを題材とし「少

■会場

子高齢化社会の中での伝統文化やコミュニテ

登米祝祭劇場

ィーの継承」をテーマに上演します。舞台に

（宮城県登米市迫町佐沼字光ヶ丘 30）

は、祭りで実際に使用した山車も登場し、祭
りの特別展示会も同時開催します。

■チケット（全席自由）
前売り（当日）
大人 1,000 円(1,200 円)
小中高生 500 円(600 円)
販売場所
登米祝祭劇場
登米祝祭劇場プレイガイド
登米公民館
※お早めにお買い求め下さい。
■問い合わせ先
登米祝祭劇場
電話：0220-22-0111
ＵＲＬ：http://www.tome-syukusai.or.jp/
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◇◆◆◇ 岩手県県南広域振興局 ◇◆◆◇

◇◆◆◇岩手県沿岸広域振興局経営企画部

天下の奇祭！！
一関市・大東大原水かけ祭り

大船渡地域振興センター◇◆◆◇

つばきまつりが開催されます

「一関市・大東大原水かけ祭り」は、江戸

大船渡市の花であるツバキの祭典「いわて

時代から続く 350 年近くの歴史を持ち、毎年、

三陸・大船渡第 19 回つばきまつり」が 1 月

極寒の 2 月に行われることから“天下の奇祭”

17 日（日）から３月 21 日（月）まで、大船

といわれています。

渡市の世界の椿館・碁石で開催されています。

火防祈願、無病息災、大願成就を祈願し、
裸の厄男たちが町の中を走り抜けます。

会場では、世界 13 カ国、550 種類のツバキ
が植栽展示され、きれいに咲き誇る椿を見る

走り抜ける厄男たちは、沿道で桶を持って

ことができます。また、催事の期間中は寄せ

待ち構えた観衆から、諸々の願いを込めた水

植え体験などの体験コーナー、お楽しみ企画

を浴びせかけられます。

として館内スタンプラリー＆クイズが予定さ

■開催日：２月 11 日（木・祝）

れています。つばきまつり限定スイーツも用

■時

意されていますので、ご家族やお友達をお誘

間：９：00～15：50 頃
（メインの水かけは 15：00 頃から）

■場

所：一関市大東町（大原商店街ほか）

いの上、是非つばきまつりにお越しください。
■開催期間

■参加費：約 5,500 円（裸男のみ）
※

平成 28 年３月 21 日（月）まで

装束を自前で調達できる場合

※期間中は休館日なし

は 1,000 円

■会場

■駐車場協力金：１台 500 円

世界の椿館・碁石

■お問い合わせ先：一関市大原市民センター
TEL:0191-72—2282

（大船渡市末崎町字大浜 280-1）
■問い合わせ先
つばきまつり実行委員会事務局
（大船渡市農林水産部農林課）
0192-27-3111

ケロ平（ひら）も一緒に
走りたいケロ～！！
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