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◇◆◆◇ 宮城県北部地方振興事務所栗原地域事務所 ◇◆◆◇ 

 

 

 

 

 

 

 令和元年 12 月 19 日（木）に、みやぎ地

域づくり団体協議会栗原支部の事業である

「地域づくり見学会」が開催されました。 

 今回は、栗原市花山地区で活動している 

「一般社団法人はなやまネットワーク」を

訪問し、活動を視察するもので、栗原支部

会員を含む 14 名の方々が参加しました。 

「一般社団法人はなやまネットワーク」 

は人口減少と住民の高齢化が著しい花山地

区において、移動販売車による買い物支援

や空き家利活用プロジェクト、移住体験事

業などを行っている団体です。 

  

（見学会の様子） 

 

 

  

 活動拝見を通じて，今後の地域づくり活動 

 同団体が取り組んでいる買い物支援は，地

域の高齢者世帯に対する見守りサービスとし

ても機能しています。空き家利活用は、花山

地域にある空き家を片付け、移住者の方の入

居に繋がっているとのことでした。また、移

住体験事業は、首都圏の移住希望者を対象に

農作業体験や地域住民との交流などを通じて、

移住促進を図っているとのことでした。 

見学会を通じて、「一般社団法人はなやま

ネットワーク」が取り組む地域づくりを学ぶ

ことができ、栗原支部会員の今後の地域づく

り活動の促進へと繋がる貴重な時間を過ごす

ことができました。 

栗原支部では、これからも魅力ある地域づ

くりに向け、「地域づくり見学会」を継続し

ていきます。 

■お問い合わせ先 

 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 

   地方振興部商工・振興班内） 

 電話：0228-22-2195 
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圏域情報 

地域づくり団体協議会栗原支部「地域づくり見学会」が開催されました！ 
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◇◆◆◇ 岩手県 県南広域振興局 ◇◆◆◇ 
  

 

 

 

岩手県の県南地域はたくさんのマラソン大会

が開催されています。 

岩手県（県南広域振興局）と管内８市町で

は、マラソンを通して県南地域の魅力向上を

図ることを目的とし、2018 年から「県南レジ

ェンドランナーズ」の企画を始めています。 

 「県南レジェンドランナーズ」とは、岩

手の県南で開催されるマラソン大会のうち、

１年間でいくつの大会に出場し、完走できる

かを競うマラソンシリーズです。 

 2019 年からは、岩手県南のレースに加え、

台湾の台北国道マラソンを対象レースの 1 つ

として実施しています。 

 県南レジェンドランナーズにエントリーし

た方は「チャレンジャー」と呼ばれ、エント

リー者全員に大会で身につけるシリコンバン

ドをプレゼントしています。身につけて参加

することでチームとしての一体感を感じるこ

とができます。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、完走回数に応じて、特製Ｔシャツ等

のオリジナルグッズをプレゼントします。 

その他、フォトスポットの設置やオリジナ

ルＴシャツの貸出、タトゥーシールの貼付け

など、ランナーが楽しみながら参加できるよ

う取り組んでいます。 

 

 

 

2020 シリーズは、県南 11 大会と台湾１大

会の 12 大会を結ぶシリーズ戦「県南レジェン

ドランナーズ 12」として実施します。 

 

 

 

 

 

 

県南レジェンドランナーズへのエントリー

は特設ホームページまたは対象となるマラソ

ン大会に設置する特設ブースで行います。ど

なたでも無料で登録できます。 

エントリーサイト http://run-iwate.com/ 

県南レジェンドランナーズで目指すのは、

速さでも距離でもなく、楽しみながらの連続

出場！ 

県南レジェンドランナーズへの参加をきっ

かけにランニングを始めた方も大勢います。 

まずは県南レジェンドランナーズにエント

リーすることから始めてみませんか？ 

皆様のエントリーお待ちしています！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

■お問い合わせ先 

県南広域圏スポーツ等連携事業実行委員会 

（事務局 県南広域振興局経営企画部企画推進課） 

電話：0197-22-2812 

メール：run-iwate@pref.iwate.jp

岩手県南のマラソン大会をつなぐ「県南レジェンドランナーズ」！ 

 

 2019 シリーズシリコンバンド  2020 シリーズシリコンバンド 

http://run-iwate.com/
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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 ◇◆◆◇ 

 

 

 

 

 

令和元年 12 月 21 日（土）～令和２年１月

５日（日）に大船渡市内の７ヵ所で漁火イル

ミネーションが点灯されました。 

 今年で３回目となる漁火イルミネーション

は東日本大震災後に地元の女性の『遠くなっ

た海を近くに感じて欲しい』という思いから

スタートしました。 

 

毎年、冬の季節にはお店や個人の家などに

様々なイルミネーションが飾られますが、漁

火イルミネーションは実際に漁で使われてい

た集魚灯や漁具を再利用してイルミネーショ

ンにしている世界でここだけでしか見ること

が出来ないちょっと変わったイルミネーショ

ンです。 

 

 

 

 

 

 

イルミネーションが飾られているのは、お

おふなぽーと（大船渡市防災観光交流センタ

ー）、盛駅、かもめテラス、大船渡市魚市場、

碁石海岸インフォメーションセンター、ど根

性ポプラ、恋し浜ホタテデッキで、主に浮き

球（ブイ）を再利用した浮きあかりが各地で

点灯されます。 

 

おおふなぽーとの多目的広場では浮きあか

りだけでなく、２階の壁面にもイルミネーシ

ョンが飾られ、漁船と大漁旗と共に集魚灯も

イルミネーションとして活用されており、ま

るで海のような沿岸地域ならではのきらびや

かなイルミネーションでした。 

 

 

世界でここだけ！漁火イルミネーションが点灯されました♪ 
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◇◆◆◇ 宮城県東部地方振興事務所登米地域事務所 ◇◆◆◇  

 

 

 

 令和元年 12 月１日（日）に登米市迫町にあ

る中江中央公園で「第 16 回日本一はっとフェ

スティバル」が開催されました。当日は、朝

早くから多くの来場者で賑わいました。 

会場では、海鮮はっと汁やあずきはっとな

ど、37 の出店者による様々なはっと汁が１杯

300 円で販売されました。そして、今年もは

っと汁を食した皆様の割り箸による投票で「は

っと大賞」が決定しました。 

 

～はっと大賞結果～ 

第１位 牛すじはっと/チャチャワールドいし

こし 

第２位 せり鍋はっと汁/マルニ食品（株） 

第３位 赤豚カレーはっと/（有）伊豆沼農産 

↑牛すじはっと 

 

また、ステージでは、はっと踊りやよさこ

いなどの演出、 キャラクターによる市町等の

ＰＲイベントが開催されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

キャラクターによるイベントでは、登米市

観光ＰＲキャラクターのはっとンや姉妹都市

である富山県入善町のジャンボ～ル３世、令

和２年９月に開催される「全国豊かな海づく

り大会」バージョンのむすび丸などが出演し、

大変盛り上がりました。 

寒くなったこの時期に食べるはっと汁は、

心も体もほっと温めてくれるものでした。 

 

↑ステージイベントの様子 

 （右から、はっとン、オクトパス君、みや

とめさん、ジャンボ～ル３世、パタ崎さ

ん、けんけつちゃん、むすび丸） 

 

 

■お問い合わせ先 

第 16回日本一はっとフェスティバル実行委

員会事務局 

（登米市観光物産協会） 

電話：0220-52-4648 

 （登米市産業経済部商業観光課） 

 電話：0220-34-2734 

 

 

第１６回日本一はっとフェスティバルが開催されました 
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◇◆◆◇ 宮城県気仙沼地方振興事務所 ◇◆◆◇   

 

 

 

 気仙沼内湾地区に内湾商業施設「拓（ヒラ

ケル）」が，令和元年 12 月 20 日（金）にプ

レオープンしました。地ビールの醸造所，鮮

魚店，青果店が出店するほか，施設内には映

画の上映やステージ発表ができるコミュニテ

ィホールを備えています。 

 

「拓」外観 

 

鮮魚店 

 

青果店で販売しているスムージー 

 

 

 

地ビール醸造所 
 

オープン初日には俳優の渡辺謙さんを招い

た映画の上映会も行われました。 

また，「拓」の向かいには，商業施設の「結

（ユワエル）」が営業を始めており，雑貨店

やラーメン店，惣菜店，カフェ等が出店して

います。 

 
メカジキの唐揚げ，揚げかまぼこ 

 

グランドオープンは春の予定です。周辺の

商業施設「迎（ムカエル）」，公共公益施設

「創（ウマレル）」と合わせて，内湾地区の

観光・商業の拠点としてますますの賑わいを

見せています。 

■場所 

拓：気仙沼市南町３丁目２番５号 

結：気仙沼市南町３丁目１番 20 号 ほか 

■お問い合わせ先 

 気仙沼地域開発（株） 

 電話：0226-48-5091

内湾商業施設「拓」（ヒラケル）がプレオープンしました！ 
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◇◆◆◇ 岩手県 県南広域振興局 ◇◆◆◇ 

第 13回せんまやひなまつり 

 千厩酒のくら交流施設を中心に、毎年様々

なテーマに沿って飾り付けられるイベントで

す。今年度は「オリンピックイヤー」にちな

んだ飾り付けと「バラの花と干支」をメイン

テーマに、特別展示「伊達家の姫籠」をはじ

め、古今雛や享保雛、30 組以上の段飾り、一

針一針心を込めて縫い上げられたつるし飾り

などが飾り付けられます。イベント期間中は、

町内ではひなまつり特別ランチも堪能できま

す。 

 

■開催日 

 令和２年２月 11 日(火・祝)～３月３日(火) 

■時間 

 午前 10 時～午後４時 

■場所 

 千厩酒のくら交流施設・旧ナガサワ時計

店・千厩商店街 

■料金 

300 円 / 高校生以上イベント会場入場料 

（千厩酒のくら交流施設のみ） 

■お問い合わせ先 

 千厩ひなまつり実行委員会 

（一関商工会議所千厩支所内） 

電話：0191-53-2735 

 

 

◇◆◆◇ 岩手県 県南広域振興局 ◇◆◆◇ 

中尊寺大節分会 

節分の豆撒きは招福の嘉例、立春大吉を迎

える行事です。本堂で護摩祈祷の後、大相撲

関取を迎え、厄年の善男・善女等とともに「福

は内、鬼は外」と声高らかに豆をまき、境内

は終日にぎわいます。 

中尊寺伝承の「魔滅大師(まめだいし)」は

七難を祓う護符であり、苦難を乗り切る心意

気を示すものとして好評です。 

本年は八角部屋の北勝富士関を迎えます。 

 

 

 

 

 

 

■開催日 

 令和２年２月２日(日) 

■時間 

 午前 12 時 30 分   祈祷 

 午後１時 30 分頃  豆撒き 

■場所 

 中尊寺本堂 

■お問い合わせ先 

 中尊寺 

電話：0191-46-2211 

イベント情報など 
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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◇◆◆◇  

気仙川 ヤマメ・イワナ釣り解禁！ 

 

気仙川は、住田町上有住の高清水山を水源

に陸前高田市広田湾に注ぎ気仙地域を縦断す

る延長 44ｋｍの岩手を代表する清流のひとつ

です。かつては平泉の黄金文化を支えていた

といわれた砂金の産地でもありました。 

気仙川には良質な水で育ったアユ、ヤマメ、

イワナをはじめとした川魚が数多く生息して

おり、ヤマメ・イワナ釣り解禁日を境に３月

～10月頃には豊富な魚類を求めて県内外から

多くの渓流釣りの太公望たちが訪れます。 

なお、釣りをされる場合には遊漁料の納付

等が必要になりますので、御確認のうえお越

しください。 

 

■解禁日 

 令和２年３月１日（日） 

■お問い合わせ先 

 気仙川漁業協同組合 

 電話：0192-46-3841 

 

 

 

 

 

 

 

◇◆◆◇ 宮城県北部地方振興事務所 

            栗原地域事務所 ◇◆◆◇ 

第 21回くりこま商家のひな祭りが開催されます 

 

 栗駒岩ヶ崎商店街で春を呼ぶ「ひな祭り」

を開催します。参加店舗では、店頭商家に代々

伝わるひな人形を展示します。特設会場には

商工会女性部員が染め、市民と一緒に作った

「つるし飾り」も展示します。 

 世代を超えて愛されるひな人形やつるし飾

りをぜひご覧下さい。 

 

 

■開催期間 

 令和２年２月 23 日（日）～３月３日（火） 

■場所 

 六日町通り特設会場ほか 

■お問い合わせ先 

 くりこま商家のひな祭り実行委員会 

（栗駒鶯沢商工会内） 

 電話：0228-45-2191 
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◇◆◆◇ 宮城県東部地方振興事務所 

登米地域事務所 ◇◆◆◇ 

創作劇公演 第 21回夢フェスタ水の里 

 

３月７日、８日に登米市迫町にある登米祝

祭劇場で「創作劇公演 第 21 回夢フェスタ水

の里」が開催されます。 

 登米市で最大級の舞台系文化事業である

「夢フェスタ」。今回は、津山町ゆかりのイ

ナイリュウ（稲井竜）たちの目を通して、同

町に脈々と受け継がれる「義の心」を描いた

作品を上演します。 

 

■日時 

 令和２年３月７日（土）、８日（日） 

 両日とも午後１時 30 分開演 

■場所 

 登米祝祭劇場 

 （登米市迫町佐沼字光ヶ丘 30） 

■お問い合わせ先 

 登米祝祭劇場 

 電話：0220-22-0111 

 

◇◆◆◇ 宮城県気仙沼 

地方振興事務所 ◇◆◆◇ 

第 98回 志津川湾牡蠣まつり福興市 

 

 福興市は，震災直後の 2011 年４月から復興

に向けて毎月開催されてきた南三陸町恒例の

イベントです。 

 ２月は「志津川湾牡蠣まつり福興市」とし

て，牡蠣を中心に様々な海産物等が販売され

ます。リアス式に囲まれ独立閉鎖された内湾

には山々からミネラル豊富な雨水が流れ込み，

魚介類の育成に理想的な環境を作り出してい

ます。そのような湾で育った南三陸町産の牡

蠣は上質でクリーミーと人気です。 

 

南三陸町観光協会提供  

 

 当日は地元店舗自慢の牡蠣メニューが

販売されます。また、無料開放される炭

火焼きコーナーで焼きガキにして楽しむ

ことができますのでご家族揃ってお越し

ください。  
 

■日時 

令和２年２月 23 日（日） 

午前９時～午後１時 

■場所 

 志津川仮設魚市場特設会場 

 （宮城県本吉郡南三陸町志津川字旭ヶ浦８） 

■お問い合わせ先 

 福興市実行委員会 

電話：090-7077-2550 

Facebook： 

https://www.facebook.com/fukkouichi 

https://www.facebook.com/fukkouichi

