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圏域情報
◇◆◆◇ 宮城県北部地方振興事務所栗原地域事務所 ◇◆◆◇

「地域づくり活動支援事業」を実施しています！
みやぎ地域づくり団体協議会栗原支部では、 組合法人水鳥のしいたけを提供していただきま
支部の活性化を図ることを目的に、会員が行

した。地元で美味しい銀杏としいたけが生産され

うイベントなどの開催経費を助成し、活動を

ていることを知り、驚く参加者も。調理中は、プロ

支援する「地域づくり活動支援事業」を今年

の細やかなワザが随所に。参加いただいた皆さ

度から実施しています。

んからは、質問が飛び交いました。皆さん、きれ

そのうち、平成 28 年 12 月に開催された、

いな茶碗蒸しを４～５個蒸し上げてお持ち帰り。

くりはらツーリズムネットワークが主催する

銀杏の割り方、薄皮の取り方、保存方法なども

栗原の地元食体験事業「和食のプロから学ぶ

学び、盛りだくさんの内容で皆さん大満足の様子

おもてなしの茶碗蒸し」の様子を紹介します。

でした。

（菅原美恵研究員）

【くりはらツーリズムネットワーク寄稿】
年末年始に欠かせない料理のひとつ「茶碗蒸
し」。栗原市産の特用林産物、銀杏としいたけを
使い、ひと手間かけた「おもてなしの茶碗蒸し」の
作り方を和食の料理人に学びました。
特 用 林 産 物 と は 、 森 林 や 原 野 を 起 源 とす る
様々な生産物のことで、きのこや山菜、樹実、木
材以外の竹材、木炭などが含まれます。

■問い合わせ先

今回は、茶碗蒸しの作り方をはじめ、材料とな
る特用林産物の魅力を学びました。

みやぎ地域づくり団体協議会栗原支部事務局

（ 宮城県北部地方振興事務所栗原地域事務所

材料は、共催の宮城県特用林産振興会の会
員である、かんなり銀杏生産組合の銀杏と農事

地方振興部商工・振興班内）

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

南三陸町の復興商店街が本設オープンします！
東日本大震災後、仮設営業を続けていた南

また、三陸自動車道が南三陸町まで延伸し、

三陸町内の２つの商店街が、今春、本設オー

昨年 10 月に志津川ＩＣが開通し、３月に南三

プンします。

陸海岸ＩＣ（仮）が開通予定となっています。

まず、「南三陸さんさん商店街」は、平成

これにより、仙台空港から「南三陸さんさ

24 年２月に南三陸町志津川地区に仮設商店街

ん商店街」の最寄りＩＣとなる志津川ＩＣま

としてオープンしました。お土産の購入やご

で約１時間 20 分での移動が可能になり、仙台

当地グルメの「キラキラ丼」を食べることが

方面からのアクセスが便利になりました。

できる店舗等が建ち並び、イベントが開催で
きるフードコートも設置され、住民やボラン

復興が進みつつある南三陸町に、足を運ん
でみてはいかがでしょうか。

ティア、観光客など大勢の人でにぎわいまし
た。経済産業省の「がんばる商店街 30 選」に
も選ばれ、全国的に知名度が高まりました。
当商店街は昨年末に閉鎖され、飲食店など計
28 店舗がかさ上げ工事がされた高台の新商店
街に３月３日、移転します。
また、「伊里前福幸商店街」は、「震災前
より活気のある町にしよう」という店主の方々
の思いや地域の人々の願いが形になり、平成
23 年 12 月に南三陸町歌津地区に仮設商店街
としてオープンしました。当商店街にはＪリ
ーグのチームフラッグが飾られ、色鮮やかに
はためいていました。周辺のかさ上げ工事に
伴い、仮設から現在の伊里前湾を臨む仮設商

■問い合わせ先

店街へ移転しました。新商店街は４月、かさ

株式会社南三陸まちづくり未来

上げ工事がされ、かつて仮設商店街があった

電話：0226-28-9880

場所に再移転します。

URL：http://machi-mirai.jp/

いずれの商店街も地域の生活基盤やコミュ
ニティ拠点、三陸周遊の観光拠点や休憩エリ
アとなる観光交流拠点施設として、にぎわい
の創出が期待されています。
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◇◆◆◇ 宮城県東部地方振興事務所登米地域事務所 ◇◆◆◇

みやぎ地域づくり団体協議会登米支部交流会を開催しました！
12 月９日に開催した平成 28 年度登米支部

講演終了後には、３つのグループに分かれ、

交流会には、市内で活躍中の市民活動団体や

「登米市の抱える課題」をテーマにグループ

コミュニティ協議会など、約 30 名が集まりま

ワークを開催しました。

した。

各グループから、主に「世代間の交流がな

当日は「市民活動の第一歩～想いを実現す

い。」「後継者不足。」「同世代でも交流不

るための仲間づくり～」と題し、仙台市のＮ

足、話し合う場所がない。」といった発表が

ＰＯ法人杜の伝言板ゆるる代表理事であり、

ありました。発表を受けて、大久保氏から「交

登米市ともつながりのある大久保 朝江 氏に

流不足を解決するためには、明確な目的を設

講演いただきました。

定し、相手に伝えることが大切。」 「話し合

「市民活動の始まりは、熱い想い。想いを

う場所は、小さな場所で十分。ぜひ、お茶を

周りに伝え、仲間を増やし、組織化すること

飲みながらリラックスして行ってほしい。」

で、活動範囲を広げることができる。」「活

「現状の課題を解決するのは自分たち、とい

動を続けるうちに当初の目的が薄れ、活動に

う自覚を持ち続けてほしい。」などのアドバ

対する意欲が失われていくことも多々ある。

イスをいただきました。

継続させるために、定期的に活動目的を設定
し、仲間と共有してほしい。」など、市民活

それぞれが今後の活動促進へ第一歩を踏み
出すための交流会となりました。

動の第一歩と継続していくためのポイントに
ついてお話いただきました。

■問い合わせ先
みやぎ地域づくり団体協議会登米支部
（宮城県東部地方振興事務所登米地域事務所
地方振興部商工・振興班）
電話：0220-22-6123
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◇◆◆◇ 岩手県県南広域振興局 ◇◆◆◇
◇◆◆◇ 岩手県県南広域振興局 ◇◆◆◇

首都圏中心に活躍！満員が続く、人気講師が初来県！！
＜詳細＞
◆日時：平成 29 年３月５日（日）
恋愛印象力アップセミナー開催！！！
県南広域振興局では、花巻市、北上市、遠
野市、一関市、奥州市、西和賀町、金ケ崎町、

＜詳細＞
◆場所：水沢グランドホテル(モーガンホール)

平泉町の圏域８市町と連携して、県南広域圏

（岩手県奥州市水沢区東町 40）

若者の出会い応援イベント「恋愛印象力アッ

◆プログラム

プセミナー～魅力アップで恋愛も仕事もうま

13:00～

受付開始

くいく～」を開催します。

13:30～

「恋愛印象力アップ」セミナー

15:40～

結婚支援団体ブース相談会

このイベントは、未婚率の上昇、晩婚化等
の現状を受けた人口減少対策として、県南地

◆参加費：無料

域全体の若者の出会いを応援することを目的

◆対象：どなたでも参加ＯＫ

として開催するものです。

◆定員：60 名（定員に達し次第、募集を終了

当日は、セミナー講師として、首都圏を中
心に活躍されている「魅力ブランディングト

します。ご了承ください。）
◆申し込み方法：左記「問い合わせ先・申し

レーナー」の岩井結美子氏をお呼びして、

込み先」にご連絡いただくか、又は岩手県

・印象によって、出会いのチャンスも、仕
事の成果も左右される理由

ホームページから「恋愛印象力アップセミ
ナー」と検索後、掲載してある「申込書」

・出会いを引き寄せる印象とは何か？

に必要事項をご記入の上、お申し込みくだ

・成果が上がる印象とは何か？

さい。

といった内容についてご講演いただくととも

＜岩手県ホームページＵＲＬ＞

に、具体的な自己表現の仕方のアドバイスや、

https://www.pref.iwate.jp/event/kouza/

恋愛印象力を上げるデモンストレーションも

052015.html

行い、すぐに使えるノウハウについて教えて
いただきます。
セミナーの終了後には、県南地区で活動す
る婚活団体のブース相談会が開催され、各団
体に個別で相談を行うことができます。
■問い合わせ先・申し込み先
岩手県県南広域振興局経営企画部
電話：0197-22-2812
FAX：0197-22-3749
Email：BD0010@pref.iwate.jp
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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 ◇◆◆◇

「三陸・けせん観光物産フェア」を開催しました！
１月 12 日（木）から 14 日（土）、東京・
銀座の「いわて銀河プラザ」で、気仙地域の
地場産品の展示即売を行う「三陸・けせん観
光物産フェア」が開催されました。
このイベントは、気仙３市町（大船渡市、
陸前高田市、住田町）で構成する「三陸・け
せん観光協議会」が、特産品の展示即売によ
る物産の販路拡大と、観光情報の発信による
観光誘客の促進を図る目的で、平成 12 年度か
ら実施しています。
特産品の展示即売コーナーでは、牡蠣やあ

「三陸・けせん観光物産フェア」の開催と

わび、「鶏ハラミ」、「北限のゆず塩マドレ

併せ、県と気仙地域３市町の担当者が、関西

ーヌ」など、気仙地域の自慢の特産品約 70

圏、東海、首都圏の旅行代理店や、マスコミ

種類が販売されました。また、会場では、早

を訪問し、観光情報の売り込みを行うキャラ

採りわかめのしゃぶしゃぶ体験ができるコー

バンを実施しました。

ナーが設置され、体験した方々は、さっと湯

キャラバンでは、三陸沿岸道路の整備によ

にくぐらすだけで鮮やかな緑色に変わる様子

り移動時間が短縮され、世界遺産「橋野鉄鉱

を楽しみながら堪能していました。

山」や、青森県八戸市から宮城県気仙沼市ま
での「三陸ジオパーク」と併せた観光ができ
ることをＰＲしました。そして、３市町それ
ぞれの魅力として、震災からの教訓や復興に
向けた取組などを学ぶ震災学習ができること
や、ご当地グルメなどの特色ある食の魅力を
ＰＲしました。
訪問先の旅行代理店担当者からは、これま
でに催行された気仙地域へのツアー参加者の
反応などを教えていただき、有意義な情報交
換ができました。

観光情報コーナーでは、大船渡市のＰＲを
担う「つばき娘」や、住田町の「五葉山火縄

■問い合わせ先

銃鉄砲隊」が、大船渡市にある恋愛のパワー

三陸・けせん観光協議会事務局

スポット三陸鉄道「恋し浜駅」や、陸前高田

（陸前高田市観光物産協会内）

市の「奇跡の一本松」、住田町の「滝観洞」

電話：0192-54-5011

など観光情報を案内しました。
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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 ◇◆◆◇

気仙沼合同庁舎臨時直売所が設置されます

栗原地域事務所 ◇◆◆◇

「第 18 回くりこま商家のひな祭り」
当所では、地場産品の消費拡大を図るため、
栗原市栗駒岩ケ崎商店街で、春を呼ぶ「く
りこま商家のひな祭り」を開催します。

毎月第１金曜日を「地場産品生産者応援の日」
として、地場産品の臨時直売所を設置してい

参加店舗では、代々商家に伝わるひな人形

ます。

が展示されます。

臨時直売所では、気仙沼・南三陸地域の直

また、特設会場では日本古来の「正藍冷染

売所や農協等の団体にご協力をいただき、新

（しょうあいひやぞめ）」やサクラ、アカネ

鮮な野菜や農林水産物の加工品など、様々な

などで染めた「草木染」のつるし飾りが展示・

地場産品を販売しています。

販売されるほか、2015 年より作成してきた“栗
駒三大特産品”を模した飾りの締めくくりと

商品は数に限りがありますので、お早めに
お越しください。

して、今年は「くりこま耕英イチゴ」が飾ら
れます。
世代を超えて愛されるひな人形をぜひご覧
ください。

■設置日時
第 32 回：平成 29 年２月３日（金）
第 33 回：平成 29 年３月３日（金）
■開催期間

両日とも午前 11 時 30 分から午後１時まで

平成 29 年２月 19 日（日）～３月３日（金）
■開催場所

（予定）
■設置場所

栗原市栗駒岩ケ崎商店街

宮城県気仙沼合同庁舎１階

（各店舗の営業時間など、詳しくは下記まで
お問合せください）

玄関ホール

（気仙沼市赤岩杉ノ沢 47-6）
■問い合わせ先

■問い合わせ先

宮城県気仙沼地方振興事務所

栗駒・鶯沢商工会

地方振興部

電話：0228-45-2191

電話：0226-24-2593
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商工・振興班

◇◆◆◇ 宮城県東部地方振興事務所

◇◆◆◇ 宮城県東部地方振興事務所

登米地域事務所 ◇◆◆◇

登米地域事務所 ◇◆◆◇

とよま凧あげ大会が開催されます！

第１９回夢フェスタ水の里
かまがみ

「竈 神 様の置き土産～豊里町おこし物語～」
３月４日（土）、５日（日）の２日間、登
米市迫町の登米祝祭劇場にて、創作市民劇で
ある夢フェスタ水の里が開催されます。
今年は登米市の南端に位置する豊里町が題
材となっています。

今年で 54 回目を迎えるとよま凧あげ大会。
北上川の堤防で行われ、毎年多くの家族連れ
で賑わいます。この大会は、年代別に５部門
に分かれ、高さを競います。また、アイデア
賞やデザイン賞などの特別賞もあります。さ
らに、参加者全員に参加賞、来場者には地元
の方々から“あつあつ”の豚汁も用意されま
す。
凧をあげる“技”、地元の“あたたかいお
役者や舞台スタッフ、運営、広報など、公

もてなし”を味わいに、ぜひお気軽にお越し
ください。

演に関わるすべてを市民ボランティアが担っ

■日時

ています。ぜひ、会場にお越しいただき、登

２月５日（日）※雨天中止

米市民手づくりの演劇をお楽しみください。

受付：午後０時 30 分から

■問い合わせ先

開始：午後１時

※詳細は、登米祝祭劇場ＨＰをご確認ください。

登米祝祭劇場

■場所

URL：http://www.tome-syukusai.or.jp/index.html

北上川右岸堤防（駐車場：本覚寺）

電話：0220-22-0111

■問い合わせ先
登米公民館
電話：0220-52-2316
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◇◆◆◇ 岩手県県南広域振興局 ◇◆◆◇

◇◆◆◇ 岩手県県南広域振興局 ◇◆◆◇

中尊寺節分会

～天下の奇祭！！～
一関市・大東大原水かけ祭り

平泉町の中尊寺では毎年節分会が行われ、
大変な賑わいとなります。

沿道で待ち構えた人達から容赦のない冷水
を浴びせかけられながら、「火防祈願」「無

歳男や歳女、八角部屋の隠岐の海関を迎え、
近隣からも大勢の人が集まり、豆まきを盛大

病息災」「家内安全」を祈って勇ましく走り
抜ける裸男達。

に行います。

350 年前の江戸時代から続く伝統的な祭り

地元住民も福を分けてもらおうと帽子や袋
を持参してまかれた豆を手にしていきます。
特に、中尊寺伝承の護符「魔滅大師（まめ
だいし）」は、七難を払う護符であり、「雨

で、極寒の２月に行われることから”天下の
奇祭”とも呼ばれています。近年は全国から
の参加者も多く、一関市、岩手を代表する冬
の祭りです。

過天晴（うかてんせい：《雨がやみ、空が晴
れわたる意から》悪かった状況や状態が、よ
いほうに向かうことのたとえ。）」苦難を乗
り切る心意気を示すものと大変好評です。
「鬼は外、福は内」と盛大に声をかけなが
ら豆を巻く様は大変見応えがあるものです。
ご家族みんなで、中尊寺の節分会に参加し
てみてはいかがでしょうか。

■開催日：平成 29 年２月 11 日（土）
■時

間：午前 11 時～ 大しめ縄奉納行進
午後３時～ 水かけ開始

■開催日：２月４日（土）
■時

間：午後１時 30 分から

■場

所：中尊寺本堂

（午前９時～ 各種イベント開催）
■場

所：一関市大東町（大原商店街ほか）

■問い合わせ先

■問い合わせ先

一関市・大東大原水かけ祭り保存会事務局

中尊寺

電話：0191-72-2282（大原市民センター内）

電話：0191-46-2211
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◇◆◆◇ 岩手県沿岸広域振興局経営企画部

◇◆◆◇ 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 ◇◆◆◇

大船渡地域振興センター ◇◆◆◇

「冬の種山雪遊び」が開催されます！

大船渡港へクルーズ客船が入港します！

雪中宝探し、そりレース、そりボウリング、

４月と５月、大船渡港に、クルーズ客船「ぱ

スノーライダーなど、ご家族で楽しめる冬の

しふぃっくびいなす」と「にっぽん丸」が相

種山ならではの催しを企画して、みなさんの

次いで入港します。

ご来場をお待ちしております。

大船渡港へのクルーズ客船の入港は、昨年
６月に日本最大のクルーズ客船「飛鳥Ⅱ」が
１泊寄港して以来です。
いずれも、綾里大権現などの郷土芸能をは
じめ、多彩な行事を開催して入港を歓迎する
ほか、地元の魅力あるグルメなどの特産品が
販売されます。

■日時及び入港する客船
４月 25 日(火)８時：ぱしふぃっくびいなす
■日時

５月５日(金・祝)９時：にっぽん丸

２月５日（日）午前 10 時から午後２時
■会場

５月 22 日(月)８時：ぱしふぃっくびいなす
■入港歓迎行事開催場所

道の駅「種山ヶ原・ぽらん」
■主催

大船渡港野々田ふ頭特設会場
■問い合わせ先

すみた種山ヶ原直売組合・住田観光開発

大船渡市商工港湾部観光推進室

株式会社

電話：0192-27-9911

■留意事項

ＨＰ：http://www.city.ofunato.iwate.jp/

雪遊びができる服装でお越しください。

www/contents/1427158860028/index.

■問い合わせ先

html

住田観光開発株式会社
電話：0197-38-2215
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