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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/

■項目
圏域情報
内容
◇◆◆◇ 気仙沼地方振興事務所 ◇◆◆◇

南三陸の自転車散歩「みなチャリ！」
ガイドによる地域の案内を受けながら、自
転車で南三陸町内を巡る「みなチャリ！」の
プログラムが始まりました。
サイクリングのコースは、山あいの田園風
景が楽しめる「入谷地区」を廻るもので、ア
ップダウンの少ない約 12km をのんびりと走り
ます。

今年度の開催は 10 月 31 日までですが、地区
の田んぼが一面、黄色に輝く秋は特におすす
めです。
今後、南三陸の海を望む新たなコースの造
成も予定しています。
自転車で南三陸の魅力を感じてみませんか。
途中、地域の歴史や文化、産業などについ

■お問い合わせ先

て説明を受けながら進み、折り返し地点周辺

一般社団法人南三陸町観光協会

では、一般家庭にて地域の方とお話ししなが

電話：0226-47-2550

ら休憩します。

ホームページ：https://www.m-kankou.jp/
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◇◆◆◇ 岩手県 県南広域振興局 ◇◆◆◇

「平泉世界遺産祭２０１８」が開催されました！
「平泉世界遺産祭 2018」が 7 月 7 日、8 日

二日間を締めくくる最後のステージイベン

に平泉町の観自在王院跡特設会場で開催され

トには、釜石市出身のシンガー・ソングライ

ました。

ターあんべ光俊さんのミニライブが行われ、

会場内のステージでは多様なパフォーマン

会場に訪れた方々を沸かせました。

スが披露されたほか、グルメコーナーなどが

会場には、世界遺産平泉 PR キャラクター「ケ

開設され、雨模様の中多くの来場者でにぎわ

ロ平（ひら）」も登場。「ケロ平と遊ぼう！」

いました。

などの催しで、訪れた子供たちはケロ平との

このイベントは世界遺産平泉や地域の魅力

ふれ合いを楽しんでいる様子でした。

を内外に PR しようと、一関、奥州、平泉の 3
市町と県南広域振興局、エリア内の観光商工
団体で組織する世界遺産連携推進実行委員会
が主催しているもので、グルメコーナーには
牛ハラミ串や牛タンつくね、焼き鳥などの販
売テントが設けられ、地元物産品や観光 PR
コーナー、ケータリングカーコーナーも開設
されました。
７日の特設ステージでは地元平泉町の「山
王太鼓」「達谷窟（たっこくのいわや）毘沙
門神楽」を皮切りに、一関市の「一関祝い餅

〔平泉イベント情報〕

つき振舞（ふるまい）隊」による餅の振る舞
い、北上市の「相去鬼剣舞(あいさりおにけん

「第 41 回 中尊寺 薪 能 」
・日時 ８月 14 日(火)午後４時 30 分～

ばい)」などのパフォーマンスが披露されまし

・場所

たきぎ の う

中尊寺白山神社能舞台

た。また８日には一関修紅高校音楽部や一関

周囲にかがり火が燃える中、喜多流の能・

市、北上市の「コントローラーダンスカンパ

和泉流の狂言が披露され、眼前に幽玄の世

ニー」、奥州市の「YOSAKOI 江刺華舞斗(えさ

界が展開されます。

しかぶと)」などによるパフォーマンスが披露

・薪能奉賛券（チケット）発売中。

されました。

S席

10,000 円

A席

7,000 円

B席

4,000 円

学生

3,000 円

■お問い合わせ先
中尊寺薪能の会(平泉観光協会内)
電話:0191-46-2110
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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◇◆◆◇

三陸ぐるっと食堂 inOFUNATO×B-１グランプリが開催されました！
７月７日（土）・８日（日）、大船渡市の

また、そのほかにも静岡県浜松市から「浜松

キャッセン大船渡エリア特設会場にて「三陸

餃子」、千葉県勝浦市から「タンタンメン」

ぐるっと食堂 inOFUNATO×B-１グランプリ」

など、B-１グランプリに出展する７団体も駆

が開催されました。

けつけ、会場は美味しい匂いに包まれました。

このイベントは、三陸ぐるっと食堂 in
OFUNATO 実行委員会（事務局：岩手県沿岸広
域振興局経営企画部）が主催となり、三陸を
支える地域づくり団体・人材の育成、交流の
促進と、復興に取り組む三陸を県内外に発信
することを目的に、平成 27 年から沿岸市町で
開催している、グルメを通した地域交流イベ
ントです。来年６月～８月に開催される三陸
防災復興プロジェクト 2019 のプレイベントと
して開催しました。
また、ステージ企画では、大船渡市の PR キ
ャラクターおおふなトンが登場し、パフォー
マンスを披露したほか、扇流ゑびす太鼓や、
大船渡市の友好都市である山形県最上町の瀬
見温泉伝統芸能保存会太鼓部会による演奏が
披露され、来場者を魅了しました。
今年で３回目となるこのイベント。一昨年
は台風 10 号の影響により開催見送り、翌年、
久慈市での開催時では大雨により１日中止と、
天候に恵まれない機会が続きましたが、今回
当日は、沿岸地域及び県北地域から 10 の地

は、２日目に青空がのぞく時間帯もあり、多

元団体が出店し、大船渡市の「さんま水餃子」

くの観光客や親子連れが来場され、イベント

（さかなグルメのまち大船渡実行委員会）、

を楽しんでいる様子でした。

陸前高田市の「ホタテの炙り焼き」（陸前高
田ホタテとワカメ料理推進協議会）、住田町
の「五葉山火縄銃鉄砲隊御用達

■お問い合わせ先

どん菓子ズ

沿岸広域振興局

経営企画部

ドーン」（合同会社 HUB）、県北地域からは

企画推進課

久慈市の「短角牛串焼」（田村牧場）や二戸

電話：0193-25-2701

市の「ぶっとべつくね串」（二戸若手料理人
の会）など、各地域の自慢のグルメが提供さ
れました。
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◇◆◆◇ 宮城県北部地方振興事務所栗原地域事務所 ◇◆◆◇

地域住民主導型イベントの開催に向け、プロジェクト進行中！
～ ツール・ド・いちはさま 2018 ～
８月 19 日（日）に栗原市一迫地区を会場に

③くりはらサイクル＆マーケット

開催されるサイクルイベント「ツール・ド・

栗原地域の美味しいものが大集合。この機

いちはさま 2018」の実施に向け、プロジェク

会に栗原市内の“うめえ！もの”を満喫して

トが進行中です。

ください。

このプロジェクトは、地域の活性化を目指

栗原地域の豊かな自然と美味しいものを満

して、地元住民が互いに声を掛け合い、実行

喫しに、ぜひお越しください。会場でお待ち

委員会を立ち上げ、実施に向け検討を重ねて

しております。

きたものです。栗原市内外への地域の魅力発
信やこのイベントを通じて地域の人の一層の

なお、詳細は下記までお問合せください。
■開催日

連携強化を目指しています。

平成 30 年８月 19 日（日）

初開催となる今年のイベントは、乗って楽

■時間・場所

しい、食べて嬉しいイベント満載です。サイ

①サイクルイベント

クリストはもちろんのこと、子どもや女性も

時間：午前８時スタート

楽しめる体験イベントも同時開催されます。

場所：栗原市一迫総合支所

【イベント内容】

（栗原市一迫真坂字清水田河前 5）

①サイクルイベント

②サイクル体験＆マーケット

豊かな田園風景や自然に触れながらサイ

時間：午前 10 時～午後３時

クリングコースを走ります。

場所：あやめの里特設会場

また、エイドステーションで地元食を楽
しみながら、地域の人々と交流しましょう。

（栗原市一迫真坂字清水田川 4-1）
■お問い合わせ先

②サイクル体験コーナー

ツール・ド・いちはさま実行委員会事務局

最新の電動アシストスポーツ自転車や珍

（栗原市観光物産協会内）

しいタンデム（二人乗り）自転車の試乗体

電話：0228-25-4166

験ができます。お子さんも一緒に体験して

https://www.kurihara-kb.net/publics/in

みませんか？

dex/258/

（試乗体験できる自転車の一例）
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◇◆◆◇ 宮城県東部地方振興事務所登米地域事務所 ◇◆◆◇

みなみかた花菖蒲まつりが開催されました！
登米市南方花菖蒲の郷公園で「みなみかた花

６月 17 日に開催されたまつりの当日には、地

菖蒲まつり」が開催されました。花菖蒲は例年

元茶道趣味の会の方々によるお茶提供，地場産

６月下旬から７月上旬に見頃を迎える花です。

品及び屋台の出店のほか、ジュニア・リーダー

初夏の訪れを知らせてくれる花菖蒲は、多くの

コーナーが設けられ、子ども向けの水ヨーヨー

見物客を魅了したことでしょう。

すくいなどが行われました。また、大道芸やピ

一本一本の美しさも魅力ですが、約５万平方

エロによるマジック、地元の子どもたちのヒッ

メートルにもおよぶ広大な回遊式大庭園に約

プホップダンスやよさこい踊りが披露され、大

300 種、約 80 万本も花菖蒲が咲き乱れた風景は

人から子どもまでが楽しいひとときを過ごしま

圧巻でした。また、淡い薄紫色と純白が織りな

した。

はな かつ み

す美しい６枚花「花 且 美 」を見ることができま
した。花菖蒲の中でも「花且美」は、平安初期
に古今集にも詠われたとされており、かの松尾
芭蕉も探し、陸奥国を尋ね歩いた幻の花といわ
れています。

■お問い合わせ先
登米市南方総合支所
電話：0220-58-2111
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イベント情報など

◇◆◆◇ 気仙沼地方振興事務所 ◇◆◆◇

◇◆◆◇ 気仙沼地方振興事務所 ◇◆◆◇

サンオーレで夕涼み

気仙沼ベイクルーズ遊覧船が運航します

平成 30 年８月 11 日（土）に、サンオーレそ
ではま海水浴場で、夜まで楽しめるイベントが

気仙沼湾と大島瀬戸エリアを巡る遊覧船が今
年も運航します。

開催されます。

所要時間は約 50 分で、昨年完成した気仙沼

遊泳可能時間は午前９時 30 分～午後４時で、

大島大橋をくぐり、大島の北側海域を廻って、

通常、海の家はこの時間に合わせて営業してい

間近に唐桑半島を望みながら周遊するコースで

ますが、イベント当日は午後５時 30 分～午後

す。

８時の時間帯での営業を行います。

今年は橋の供用開始前、最後の遊覧となりま

海の家のほか地域の酒店が出店し、地酒や洋

す。ぜひお楽しみください。

酒の提供もあります。また、子供向けのイベン
トとして「宝探しゲーム」も開催されますので、
ご家族揃ってお越しください。
波の音を聞きながら、残暑が厳しいお盆に浜
辺でゆったり過ごしませんか。

■運航日
平成 30 年８月４日(土）・５日（日）
11 日(土)・12 日(日)
13 日(月)・14 日(火)・15 日(水)

写真：南三陸町観光協会

■日時

■出航時間

平成 30 年８月 11 日（土）
午後５時 30 分～午後８時

9:30 発・11:00 発・13:30 発・15:00 発
■料金

■場所
サンオーレそではま海水浴場

大人：1,500 円・小人：750 円
■出航場所

住所：南三陸町志津川字袖浜地内

大島フェリー発着所

■お問い合わせ先
一般社団法人南三陸町観光協会

住所：気仙沼市南町海岸１-15
■お問い合わせ先

電話：0226-47-2550

大島汽船株式会社

ホームページ：

電話：0226-23-3315

https://www.m-kankou.jp/event/201874.html/

ホームページ：
http://oshimakisen.com/
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◇◆◆◇ 岩手県 県南広域振興局 ◇◆◆◇

◇◆◆◇ 岩手県 県南広域振興局 ◇◆◆◇

第４８回かわさき夏まつり花火大会

全国地ビールフェスティバル in 一関

「おらが自慢のでっかい花火」
二尺玉を含む一万発の花火大会は東北有数の
規模で花火ファンを魅了します。

全国の主な地ビールが一同に集まるイベント
です。今年 21 回目を迎え、日本全国から 200
種以上の地ビールが集まります。

■開催日
平成 30 年８月 16 日（木）
■時間
・昼の部

正午打上げ合図開始、

イベント開始
・夜の部

午後３時より

午後７時～９時

■場所
一関市川崎町

北上大橋下流河畔

■料金
【事前予約席】

（※過去の地ビールフェスティバル）

SS ペア椅子席(限定 15 組)5,000 円

■開催日

S 席 7,000 円(４～５人用)

平成 30 年８月 24 日（金）～26 日（日）

A 席 5,000 円(４～５人用)

■時間

【当日席】

24 日

午後４時～午後８時

B 席 1,000 円(１人用)

25 日

午前 11 時～午後８時

有料観覧席(千厩川水門側)500 円（１人用）

26 日

午前 11 時～午後６時

【一ノ関駅から会場までのシャトルバス】

■場所

・往復乗車券
大人（中学生以上）700 円

一関市

一関文化センター前広場

■料金

小人（小学生）350 円

地ビール・おつまみ共通チケット制

・観覧席付き往復乗車券

綴券 2,000 円（前売り・当日券あり）

大人（中学生以上）1,000 円

・当日はバラ券の販売もあります。

小人（小学生）650 円

・おつまみは現金でも購入可能です。

■お問い合わせ先

■お問い合わせ先

かわさき夏まつり実行委員会

全国地ビールフェスティバル実行委員会

(一関商工会議所川崎支店)

(一関市商業観光課)

電話：0191-43-2440

電話：0191-21-8413
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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◇◆◆◇

大船渡港にクルーズ客船が入港します！

三陸・大船渡東京タワーさんままつりが
開催されます！

日本最大のクルーズ客船「飛鳥Ⅱ」をはじ
め３隻のクルーズ客船が大船渡港野々田ふ頭
に入港します。

三陸・大船渡東京タワーさんままつりは、
平成 21 年から開催され、今年で 10 回目の開
催となります。

【にっぽん丸】

高さ 333 メートルの東京タワーにちなみ、

JA おおふなとが創立 50 周年を記念して企画

3,333 匹の大船渡港で水揚げされたさんまが

した大船渡港発着のチャータークルーズ。

炭火焼きで無料配布されます。

・クルーズ名：「豪華客船にっぽん丸で航く

振る舞い後は、333 匹の炭火焼きさんまが

錦秋の北海道・釧路クルーズ３日間の旅」

１尾 200 円で販売されるほか、さんまのすり

・出入港日時：平成 30 年９月 16 日（日）

身汁 2,000 食（１杯 300 円）も販売されます。

午前 11 時出港

このほか、大船渡市内の水産加工品、菓子、

平成 30 年９月 18 日（火）

農畜産品などを販売する特産品コーナーやス

午後４時入港

テージショーも行われ、郷土芸能公演には、
10 回目の開催を記念し、大船渡市三陸町綾里

【飛鳥Ⅱ】

の大権現が初披露されます。

郵船クルーズ株式会社の日本最大自社クルー
ズ客船。

■日時

・クルーズ名：「秋の日本三景クルーズ」

平成 30 年９月 23 日（日・祝）

・入出港日時：平成 30 年９月 25 日（火）

午前９時 30 分～午後４時 30 分

午前８時入港/午後５時出港

（開催式：午前９時～午前９時 30 分）

【ぱしふぃっくびいなす】

■会場

日本クルーズ客船株式会社の自社クルーズ

東京タワー屋外特設会場（東京都港区）

で就航 20 周年を迎える客船。
・クルーズ名：「秋の日本一周クルーズ」

■お問い合わせ先

・入出港日時：平成 30 年 10 月 13 日（土）
午前８時入港/午後５時出港

三陸・大船渡東京タワーさんままつり実行
委員会
（事務局：(一社)大船渡市観光物産協会）

■お問い合わせ先

電話：0192-21-1922

大船渡市商工港湾部観光推進室
電話：0192-27-3111

-8-

◇◆◆◇ 北部地方振興事務所

◇◆◆◇ 北部地方振興事務所

栗原地域事務所 ◇◆◆◇

栗原地域事務所 ◇◆◆◇

第 11 回くりはら万葉祭が開催されます！

「みんなでしあわせになるまつり２０１8」が
開催されます！

栗原市一迫にある、古民家と里山を活用し

会場に集まった方々、商店街の人々やスタ

た現代美術館「風の沢ミュージアム」の野外

ッフなど、このまつりに関わったすべての人

広場で「第 11 回くりはら万葉祭－土と火のま

が幸せな気持ちになれるようにという願いが

つり－」を開催します。

込められた「みんなでしあわせになるまつり

この祭りは、平成 20 年の岩手・宮城内陸地

2018」が開催されます。

震からの復興に向けて立ち上がろうと始まり、
今年で 11 回目を迎えます。

今年で 13 回目を迎えるこの祭りでは、昭和
に活躍したレトロな車の展示やパレードのほ

縄文時代と同様の手法による土器の野焼き
を中心として、地元の特色豊かな伝統芸能の

か、ボンネットバス乗車会やフリーマーケッ
トなどのイベントを盛大に行います。

上演を行います。また、会場には陶芸家と市

どこか懐かしい雰囲気に包まれた商店街を

民とが共同制作した巨大な土のオブジェに火

訪れ、古き良き時代の気分を味わってみませ

がともされ、土器づくりや伝統芸能のワーク

んか。

ショップなども楽しめます。

ほっと一息、幸せな気持ちになれるお祭り

美しい里山でたかれる炎の下、縄文から脈々

に、ぜひお越しください。

と続く東北ならではの魅力を体感しに、ぜひ
お越しください。

■日時

９月 16 日(日)
午前９時～午後３時

■日時
９月１日(土)

■場所
午後１時～午後８時 30 分

栗駒岩ケ崎六日町通り商店街

■お問い合わせ先

■場所

みんなでしあわせになるまつり実行委員会

風の沢ミュージアム里山広場

（栗駒鶯沢商工会内）

（栗原市一迫片子沢外の沢 11）

電話：0228-45-2191

■お問い合わせ先
タラチネの会（風の沢ミュージアム内）
電話：0228-52-2811
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◇◆◆◇ 宮城県東部地方振興事務所
登米地域事務所 ◇◆◆◇

第 34 回とよま明治村夏まつりが開催されます
今年で 34 回目となる「とよま明治村夏まつ
り」が８月４日（土）に開催されます。
今回のステージでは有名声優のモノマネで有
名なアイデンティティによるお笑いショーや名
探偵コナンの最新作映画「ゼロの執行人」の野
外上映、スケートボード体験など企画が盛りだ
くさんとなっています。また、今年から新しく
「人工ビーチ」の設置予定がありますので、お
越しの際はタオルをご持参ください。

さらに、屋台コーナーやビアガーデンなども
あり、子どもから大人まで楽しめるイベントに
なっています。

■ 日時
８月４日（土）午前 11 時～午後９時

■ 場所
登米総合体育館「とよま蔵ジアム」
（登米市登米町寺池目子待井 10）
■お問い合わせ先
みやぎ北上商工会登米支所

0220-52-2259
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