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宮城県
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宮城県
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0220-22-6123
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も楽
圏域情報
◇◆◆◇ 宮城県東部地方振興事務所登米地域事務所 ◇◆◆◇

自然の豊かさを、遊びながら学ぶ！『スターカードゲーム』
登米市は星が綺麗に見える地域。この魅力

も楽しめます。ご家庭はもとより、学校や公

を取り入れた「スターカードゲーム」は、遊

民館、児童館などでのご活用もお勧めします。

びながら星のことを学び、向かい合った対戦

基本ルールに加え、新たにダブルス戦を開

でコミュニケーションタイムを創る、学びと

発した高校生グループもいるなど、自分たち

想像力・感性を育てるツールとして地元のＮ

で工夫も加えられます。

ＰＯが新たに制作したものです。

■対象

７歳～大人、２人～５人

■価格

１セット

2,800 円

■取扱先
・ザ・スタディールーム（仙台市）
・南三陸直売所みなさん館（南三陸町歌津）
・事務用品販売「株式会社ヤマサ」（登米市）
・cafe たばごや（登米市）
・インターネットショップ
https://nine-town.shop-pro.jp/
登米市内の天文愛好家が撮りためた写真や、 ■お問い合わせ先
高校生のイラストを使用した「星どころ登米

特定非営利活動法人

産」のカードで遊びながら、星のことを楽し

故郷まちづくりナイン・タウン

く学べるだけでなく、超アナログなカードゲ

電話・FAX：0220-44-4301

ームならではの、会話や心の通じ合いを育み

E-mail：info@nine-town.org

ます。英語併記となっており、英語圏の人と

ホームページ：http://nine-town.org
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◇◆◆◇ 宮城県北部地方振興事務所栗原地域事務所 ◇◆◆◇

新たな商店街の形成に向け、プロジェクト進行中！
『まちのたからばこ』開催！
栗原市築館・高清水・志波姫・瀬峰地区で
『まちのたからばこ』実施に向け、プロジェ
クトが進行中です。
『まちのたからばこ』とは、商店主・市民
が講師となって、その店・その街ならではの

～ 見つける、楽しむ、ワクワクはじまる ～

プログラム（講座・体験）を実施するもので

このプロジェクトは、今年で３回目を迎え、

す。そのほか、期間中に栗原市内で開催され

タイルで作る
「簡単かわいいコースター教室」、

る祭り・イベントの紹介、飲食店によるスペ

工務店が教える「手作りイス DIY 講座」、靴

シャルメニュー提供等を、ガイドブックにま

屋さんが行う「無料足形測定会」、スポーツ

とめて広く紹介します。たくさんの方々に街

少年団が行う「サッカー体験教室」、劇団と

の宝を発見・楽しんでいただくための取り組

酒造店が行う「新酒の飲み比べと朗読会」な

みです。

ど様々な内容が企画されています。

また、この事業では次の４つの項目を開催

皆さんも地域が一体となって考えたプログ

方針としています。

ラムに参加し、新たな商店街づくり、地域づ

①商店街の枠を超えた新たなネットワークを

くりに参画してみませんか？

構築する。

新たな発見が

盛りだくさんです。

②商店・市民が主体のプログラムを創出する。
③商店・商店街の資源を発掘及びブラッシュ

まちの魅力が詰まった『まちのたからばこ』
を体感しに、ぜひお越しください。

アップを行う。
④効果的な広報宣伝による誘客を行う。
このような方針の下、商工会・行政・商店
主・NPO・市民が協力しあって、街の貴重な資
源「お店・商店街・地域」の“ヒト・モノ・
コト” を磨きあげることで、街の魅力を高め
る “エリアマネージメント” が図られます。
「古新聞でオシャレなバックづくり!」の様子
（Ｈ29.10 月実施）

■開催期間
平成 30 年 10 月 17 日（水）～11 月 18 日（日）
■開催場所

各店舗

■お問い合わせ先
栗原南部商工会志波姫支所
電話：0228-25-3868
「街をスケッチしてみませんか？」の様子
（Ｈ29.10 月実施）

または

NPO 法人 Azuma-re(事業コーディネート）
電話：0228-22-1905
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◇◆◆◇ 宮城県気仙沼地方振興事務所 ◇◆◆◇

オルレのオープンに向けて，韓国語教室を開催！
韓国版トレッキングコース「宮城オルレ」
気仙沼唐桑コースのオープンに向けて、韓国
からのお客様を温かくお迎えするため、韓国
の文化や言葉に触れる研修会を開催しました。

気仙沼唐桑コースのオープンは 10 月７日で
第１回目は、地元唐桑地区の観光ガイドや
地域の方々に参加いただき、韓国のスナック

すので、皆様もぜひ唐桑半島の自然豊かな景
色を楽しみにお越しください。

菓子やチョコパイなどをつまみながら、和や
かな雰囲気で研修が進みました。

■お問い合わせ先
唐桑半島ビジターセンター内唐桑町観光協会
住所：気仙沼市唐桑町崎浜４-３
研修会では、韓国の文化や食についての講

電話：0226－32－3029

義のあと、あいさつや簡単な会話のフレーズ

開館時間：午前８時 30 分～午後４時 30 分

を学びました。

休館日：毎週火曜日

その後、演習として参加者同士で会話の練
習を行い、韓国語の発音を確かめました。

（但し，当日が祝日のときは翌日）
祝日の翌日
（但し，土日にあたるときは開館）
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◇◆◆◇ 岩手県 県南広域振興局 ◇◆◆◇

地ビールフェスティバル＆ホップ収穫祭 ダブル開催！！
一関市の夏の恒例イベント「全国地ビー

25 日（土）、26 日（日）には、一ノ関～盛

ルフェスティバル in 一関」が８月 24 日（金）

岡間をつなぐ臨時列車「地ビールフェス一関

から 26 日（日）までの３日間開催されました。

号」も運行されました。

会場となった一関文化センター前広場（一関
市大手町）には、県内外から大勢の来場者で
賑わいました。
今年で 21 回目となるこのイベントは、毎年
全国からたくさんの地ビールが集まります。
今回は、40 都道府県のほか、ドイツからの参
加もあり、計 85 社が参加し、200 種類以上の
地ビールが販売されました。
県内からはいわて蔵ビール（一関市）と銀
河高原ビール（西和賀町）、さくらブルワリ
ー（北上市）、夢花まき麦酒物語（花巻市）、
遠野麦酒 ZUMONA（遠野市）が参加しました。
全国から集まった地ビールの中には、カラ
フルな色合いのビールや、パインや桃など、
フルーツフレーバーのビールもあり、特に女
性の来場者から人気を集めていました。
ビールの他にも、「幻の肉」とも言われる
鶏ハラミを使用した「いちのせきハラミ焼」、
ブランド肉を使用し、東京でも有名な「格之

［遠野ホップ収穫祭の様子］

進のハンバーグ」等、地場産の食材を使った
美味しいおつまみコーナーも行列ができてい

■一関イベント情報

ました。

「全国ご当地もちサミット 2018in 一関」

また、25 日（土）、26 日（日）には、遠野

・日時

10 月 27 日(土)～28 日(日)

市で「遠野ホップ収穫祭 2018」も開催され、

・会場

一関文化センター前広場

このイベントも多くの来場者で賑わいました。

「餅の聖地」一関に全国から多彩な「ご当地

「全国地ビールフェスティバル in 一関」と

もち」を一堂に集め、来場者の投票によって

「遠野ホップ収穫祭」は同日開催であり、

グランプリを決定します。

25 日（土）には、遠野～一ノ関をつなぐ臨時

■お問い合わせ先

列車「遠野ホップ収穫祭号」が運行され、車

ご当地もちサミット実行委員会 事務局

内では「遠野醸造」と「上閉伊酒造（株）」

一関市役所 商工労働部商業観光課

がそれぞれ限定醸造したビールが数量限定で

電話：0191-21-8413

販売されました。
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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◇◆◆◇

三陸ジオパークけせん地域協議会が設立されました！
大船渡市、陸前高田市、住田町の２市１町

設立総会では、設立、規約案、役員選任、

で構成される気仙地域において、三陸ジオパ

平成 30 年度事業計画などについて協議され、

ークけせん地域協議会が設立されました。

いずれも原案どおり決定されました。

８月 22 日（水）に行われた設立総会には、

役員については、会長に戸田大船渡市長、

２市１町の首長や行政機関、教育機関、民間

副会長に戸羽陸前高田市長及び神田住田町長

団体の 21 団体が出席し、気仙地域において、

が選出され、会長に就任した大船渡市長から

関係団体との連携、三陸ジオパークの普及啓

は、「ジオパークが目指す持続可能な地域の

発、地域資源の調査研究を行うことなどを申

発展と２市１町の連携による交流人口の拡大

し合わせました。

に向けて、全力で取り組む。」との決意表明
がありました。

平成 25 年９月に日本ジオパーク認定を受け
た三陸ジオパークは、青森県、岩手県、宮城

今年度は、三陸ジオパーク気仙沼地域協議

県に跨る南北 220km にわたる日本一大きなジ

会との連携による気仙産金文化等をテーマと

オパークです。しかし、平成 29 年 12 月の再

した広域ジオツアーの実施や、気仙地域のジ

認定審査の結果、「地域や関係機関間の情報

オサイトの見直しなどの事業が計画されてい

共有と連携が不十分であり、ジオパークの理

ます。

念の共有や活用が進んでいない」との指摘か

会員からは、「今回参加している団体の活

ら、翌２年間で指摘事項が改善されなければ

動を知るため、交流会の機会を設けていただ

認定が取り消される「条件付き再認定」とな

きたい。」との前向きな要望もあり、今後開

りました。

催される企画運営委員会で検討される予定で

これを受けて、三陸ジオパーク推進協議会

す。

では、地元の意見を吸い上げる地域協議会を
設立する方針を決定し、今回、これまでも諸

■お問い合わせ先

問題に対して一体となって取り組んできた気

岩手県沿岸広域振興局大船渡地域振興センター

仙地域が一丸となり、地域協議会を立ち上げ

電話：0192-27-9911

たものです。
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イベント情報など

◇◆◆◇ 宮城県東部地方事務所

◇◆◆◇ 宮城県東部地方事務所

登米地域事務所 ◇◆◆◇

登米地域事務所 ◇◆◆◇

石森いろいろ市場 毎月第一日曜日に開催！

明治 150 年記念 特別講演会を開催！

『石森いろいろ市場』は、登米市中田町石

平成 30 年が明治元年から数えてちょうど

森・安永寺様の旧幼稚園園舎をメイン会場に、

150 年になることを記念し、みやぎの明治村

３年前から始まりました。初回は５店舗でし

【登米（とよま）】で特別講演会を開催しま

たが、現在は、手作り品・小物・惣菜・野菜・

す。建設中の新国立競技場を設計するなど世

雑貨のお買い物や、整体・マッサージ・健康・

界的に著名であり，登米市の「伝統芸能伝承

美容など癒し系の体験、屋台やケータリング

館森舞台」や「（仮称）新登米懐古館」の設

カー等、30～40 店舗が出店するようになりま

計者でもある隈研吾氏を講師に招きます。

した。店主の方々は、登米市内はもとより、
気仙沼市や東松島市などの沿岸地域、一関市
や栗原市、大崎市、遠くは仙台市からも出店
しております。
また、旧講堂では、子どもたちが一日中楽
しく過ごせる「プレイランド」や「ミニライ
ブ」、ボードゲーム大会などを、地元高校生
が主体となって開催！お買い物だけではない
「お楽しみ」も用意してありますので、是非、
足を運んでみてください。

■日時
毎月第一日曜日

午前 10 時～午後 4 時

■日時

■場所

平成 30 年 10 月 13 日（土）

宮城県登米市中田町石森字町 132-4

午後２時～午後４時

石森山安永寺山門前・旧石森幼稚園園舎 他

■場所

（石ﾉ森章太郎ふるさと記念館 となり）

登米市登米公民館

■お問い合わせ先
特定非営利活動法人

（登米市登米町寺池目子待井 391）
■お問い合わせ先

故郷まちづくりナイン・タウン

株式会社とよま振興公社

電話：0220-44-4301

電話：0220-52-5566
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◇◆◆◇ 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 ◇◆◆◇

「SATOYAMA MUSIC 2018」が開催されます！

「花山新そば祭り」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

手打ちそば職人が石臼でひいた地場産のそ

た現代美術館「風の沢ミュージアム」で、コ

ば粉を使い、丁寧に打ったそばを提供する「花

ンサート「SATOYAMA MUSIC 2018

山新そば祭り」が開催されます。

“IHATOV”FARMER’S

HARVEST ～

SONG～」が開催されま

す。宮沢賢治へのオマージュ「ポランの広場」

寒暖差のある気候で育った花山のそばは、
風味豊かで甘みがあるのが特徴です。

より、カントリー・サイドへの憧れ、そして

当日は、来場者の目の前でそばを打つ実演

ケルト＆ブリティッシュ・ソングスと、東と

やそば茶を振る舞う「そばカフェ」のほか、

洋の田舎を意識した内容となります。仙台在

岩魚の塩焼き販売、そばひき体験などを開催

住のささきたかお氏がプロデュースし、地元

します。

栗原のジャズボーカリストＭＩＫＡ、ギター

職人による「ひきたて・打ちたて・ゆでた

のウエキ弦太、井上英司のピアノによる構成

て」の風味豊かな三たてそばを味わいに、ぜ

で、里山に美しい調べを奏でます。

ひお越しください。

また、音楽を通して東北の地域性を探り、
これからの田舎文化を思考する機会にもなり
ます。
至福のひとときをお楽しみに、ぜひご来場
ください。

■日時
11 月 17 日(土)、18 日(日)
午前 11 時～午後３時
■日時

（そば粉が無くなり次第終了）

10 月21 日(日) 開演午後４時（開場３時30 分）

■場所
道の駅 路田里はなやま（自然薯の館）
（栗原市花山本沢北の前 112-１）
■お問い合わせ先
自然薯の館
電話：0228-56-2265

■場所
風の沢ミュージアム

カフェ

（栗原市一迫片子沢外の沢 11）
■料金
前売2,500 円、当日3,000 円、高校生以下無料
■お問い合わせ先
風の沢ミュージアム
電話：0228-52-2811/E-mail：info@kazenosawa.jp
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◇◆◆◇ 宮城県気仙沼

◇◆◆◇ 宮城県気仙沼

地方振興事務所 ◇◆◆◇

地方振興事務所 ◇◆◆◇

気仙沼サンマフェスティバル２０１８

南三陸町産業フェア２０１８

国内でも有数の水揚げ量を誇る気仙沼のサン
マと音楽が融合したお祭りが開催されます。

南三陸町の海・山・里の幸が一堂に会し、実
りの秋を存分に楽しむことができる「南三陸町

震災後の 2012 年から毎年開催されており、

産業フェア」が開催されます。

地域を知ってもらい、地域をもっと元気にする
ことが目的です。

フェアでは、新米や野菜、牛肉などの特産品
の販売や、南三陸自慢の魚介炭火焼や汁物など

ステージではアーティストによるパフォーマ

の販売も多数予定されています。

ンスが行われるほか、炭火焼きサンマの無料お

また、屋内会場では町内事業者による「企業

ふるまいが今年も行われる予定です。会場では、

ＰＲ展」が開催されるほか、町内周遊企画とし

地域の飲食店や物販の出店ブースも多数あり、

て「南三陸を巡ろう！秋のわくわくスタンプラ

サンマと音楽だけでなく、地域をまるごとたっ

リー♪」（10 月 28 日～12 月 29 日）もスター

ぷりとお楽しみいただけます。

トします！

入場は無料、出演アーティスト等はホームペ

ぜひご来場頂き、南三陸の旬の食材と南三陸

ージでご確認ください。

散策を楽しんでみませんか。

■日時

■日時

平成 30 年 10 月６日（土），７日（日）

平成 30 年 10 月 28 日（日）

午前９時から午後６時まで

午前９時から午後２時 30 分まで

■場所

■場所

気仙沼市波路上瀬向

ベイサイドアリーナ特設会場
（ 南三陸町志津川沼田 56）

■お問い合わせ先

気仙沼サンマフェスティバル 2018 実行委員会

■お問い合わせ先

ホームページ：https://sanmafes.com/

南三陸町商工観光課
電話：0226-46-1385
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◇◆◆◇ 岩手県 県南広域振興局 ◇◆◆◇

◇◆◆◇ 岩手県 県南広域振興局 ◇◆◆◇

室根神社特別大祭

秋の藤原まつり

国 指 定重 要無 形文 化財登 録 を受 けて いる 、

藤原四代公追善法要から始まり、中尊寺では

1,300 年の古式を今に伝える、東北三大荒祭り

稚児行列が花を添え、野外能楽堂では「中尊寺

の一つとして名高い祭りです。故事に則り旧暦

能」が奉納されます。毛越寺では「延年の舞」

閏年の翌年にのみ開催される習わしです。

の公演が行われます。期間中は両山の境内、平

室根神社の勧請の様子を再現する特別大祭で
す。

泉駅前で鹿踊りや神楽などの郷土芸能も堪能す
ることができます。
中尊寺菊まつりの開催期間中でもあります。
（10 月 20 日(土)から 11 月 15 日(木)まで）
併せてお楽しみください。

■開催日

平成 30 年 10 月 26 日（金）～10 月 28 日（日）
■時間
26 日(金)
・袰、南流神社参拝（午後２時～）等

■開催日

27 日(土)

平成 30 年 11 月１日(木)～11 月３日(土)

・荒馬、袰揃い（午後２時～）等

■場所

28 日(日)

平泉町内

・御魂移し～御輿御下り（午前３時～神社）

■お問い合わせ先

等

(一社)平泉観光協会

■場所

電話：0191-46-2111

一関市室根町折壁・矢越地内
■お問い合わせ先
室根大祭協賛会
（一関市役所室根支所産業経済課）
電話：0191-64-3806
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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◇◆◆◇

クルーズ客船が入港します！

全国太鼓フェスティバルが開催されます！

就航 20 周年を迎える客船「ぱしふぃっくび

「いのちは、鼓動からはじまる」をキャッ

いなす」と、日本最大クルーズ客船「飛鳥Ⅱ」

チフレーズに、平成元年からスタートした、

が、大船渡港に入港します。

全国太鼓フェスティバル。

「ぱしふぃっくびいなす」は５月に、「飛

今年は新会場となる陸前高田市総合交流セ

鳥Ⅱ」は９月にも入港しており、両船とも今

ンター「夢アリーナたかた」での開催となり

年度２回目の入港となります。

ます。
当日は、全国でも名高い太鼓集団が集結し、

【ぱしふぃっくびいなす】

30 周年という節目の年を、迫力満点の太鼓で

クルーズ名：「秋の日本一周クルーズ」

盛り上げます。

（神戸発堺着／横浜発着 10 泊 11 日最大）
・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
【飛鳥Ⅱ】
クルーズ名：「第 28 回燦（きらめき）くる～
ず 2018

飛鳥Ⅱで航く北海道の黄葉とみちの

くの紅葉をめぐる寛ぎの日本一周クルーズ」
（博多発着８泊９日最大）
・入出港日時：平成 30 年 10 月 15 日（月）
午前８時入港／午後５時出港
■場所：大船渡港

野々田ふ頭

■お問い合わせ先
大船渡市商工港湾部観光推進室

■日時

電話：0192-27-3111

平成 30 年 10 月 21 日（日）
午前９時開場
午前 10 時開演

午後３時閉演（予定）

■会場
陸前高田市総合交流センター（夢アリーナ
たかた）
■お問い合わせ先
全国太鼓フェスティバル実行委員会事務局
（陸前高田市企画部商工観光課内）
電話：0192-54-2111
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