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◇◆◆◇ 宮城県 気仙沼地方振興事務所 ◇◆◆◇ 

 

 

 

 

 

 

 

このたび、株式会社南三陸ワイナリー（代

表取締役：佐々木道彦氏）が、南三陸町に海

の見えるワイナリーとして｢南三陸ワイナリ

ー｣をオープンすることとなりました。 

南三陸の豊かな食材とワインを通じて人と

人とが繋がり、南三陸が豊かに繋がることを

願って、２０１７年に｢南三陸ワインプロジェ

クト｣が始動し、南三陸町入谷地区に７００本

のブドウの苗木が植樹されました。 

２０１９年には、ワインの販売を開始し、

その年の日本ワインコンクール２０１９では、

｢ＤＥＬＡＷＡＲＥ２０１９｣が奨励賞を受賞

しました。これは宮城県内で初受賞という快

挙です。また、同年にプロジェクト開始時の

ブドウが初収穫となりました。 

沿岸地域ならではの取り組みとして、ワイ

ンを海中に沈めて早く熟成させる｢海中熟成｣

も行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ワイナリーは、醸造棟のほか、試飲・販売

のショップ棟、潮風を感じながら飲食を楽し

めるテラスを備えています。是非、海を眺め

ながら美味しいワインを楽しんでみませんか。 

南三陸ワイナリー完成イメージ 

 

■お問い合わせ先 

南三陸ワイナリー株式会社 

電話：0226-48-5519 

E-mail:info@msr-wine.com   
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圏域情報 

南三陸ワイナリーがオープン！ 
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◇◆◆◇ 岩手県 県南広域振興局 ◇◆◆◇ 
 

 

 

 

 一関市大東町で、８月 13 日～20 日に「オ

ンライン摺沢水晶あんどん祭り」が開催され

ました。「摺沢水晶あんどん祭り」は、お盆

の送り火に合わせて、同町摺沢の商店街を美

人画や浮世絵、漫画などが描かれたあんどん

で彩る恒例行事で、今回が 34回目となります。 

今年は新型コロナウイルス感染拡大防止の

ため、「オンラインにみんなの灯をともそう。」

を合言葉に地元の若手が中心となって、あん

どん絵を募集し、インターネット特設サイト

上で「オンラインあんどん祭り」として開催

されました。 

 

 

全国から 207点のあんどん絵の応募があり、

投票により上位 10 点に「オンラインあんどん

賞」が贈られました。 

 

 

 

 

 

 

また、今回、オンライン開催となったお祭

りへの取り組みが NHK Web ニュース「コロナ

と祭り特集」に掲載され、1 日 20 万 PV を記

録する話題のニュースとなりました。 

各あんどん絵は現在も公開されており、閲

覧する事ができます。 

 

 

 

 

 

■お問い合わせ先 

・あんどん祭り実行委事務局 

電話：0191-75-2448 

・オンラインあんどん祭り URL 

https://surisawa-andon.com/  

 

 

 

オンラインでともそう 摺沢
すりさわ

水晶
すいしょう

あんどん祭り！ 

 

https://surisawa-andon.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 ◇◆◆◇ 

  

 

 

 

 米崎りんごの魅力とは… 

    「海の見えるりんご畑で 

        栽培されていること」 

そう語るのは、米崎りんごを後世に受け継ぐ

活動をしている特定非営利活動法人ＬＡＭＰ

の平出祐悟さんです。 

今回は、米崎町に受け継がれている米崎りん

ごについて紹介します。 

陸前高田市の特産

品は？と聞かれた

あなたは何を思い

浮かべるでしょう

か？海産物を思い

浮かべる方が多い

と思いますが、忘

れてはならないの

が米崎りんご
．．．．．

です。

陸前高田と聞いて

りんごを思い浮かべる方は少ないかもしれま

せんが、米崎りんごの歴史は明治まで遡りま

す。 

明治 22年頃から現在に至るまでの約 130年間

米崎の地に受け継がれている米崎りんご… 

そのりんごは、バブルや震災による離農とい

う困難を乗り越えて来ました。現在ＬＡＭＰ

では、20 種類以上のりんごを育てており、旬

のりんごを販売しています。 

 

 

 

 

 

 

 

〈栽培しているりんご：さんさ〉 

 

 

 

 

海の見えるりんご畑で農業体験！？ 

ＬＡＭＰでは、生産・販売だけではなく農業

体験も行っています。晴れた日には、高田の

海を一望しながら農業体験をすることができ、 

これまで多くの方が体験に訪れ、たくさんの

喜びの声をいただいています。 

10月１日からは県際地域の方限定ではありま

すが、米崎りんごの収穫体験を行います。 

皆様のご参加をお待ちしております！ 

※詳細については、イベント情報をご覧くだ

さい。 

～予約受付中の品種～ 

🍎ジョナゴールド（10 月中旬以降発送予定） 

ニューヨーク州生まれの中生品種で、日本で

はふじなどに続く生産量４位の人気品種！ 

濃厚な甘みと共に、くせになる酸味が特徴。 

🍎シナノゴールド（10 月下旬以降発送予定） 

信州りんご３兄弟のひとつで、口にいれたら

ジュワーッと果実が溢れ出すりんご界のオア

シス！ 

この機会に購入してみてはいかがでしょうか。 

■お問い合わせ先 

特定非営利活動法人 ＬＡＭＰ 

〒029-2205 陸前高田市米崎町字大隅 93-1 

連絡先：info@lamp-yr.org 

公式ウェブサイト 

https://lamp-yr.org/  

 

米崎へ受け継がれているりんご🍎 未来へとつなぐ！ 

 

 

https://lamp-yr.org/


 - 4 - 

◇◆◆◇ 宮城県北部地方振興事務所栗原地域事務所 ◇◆◆◇ 

 

 

 

 

 

 栗原市築館地区の商店街で、「くりはらシ

ャッターアート」プロジェクトが進行中です。 

 このプロジェクトは、４つの商店街（駅前

大通り、東町、中町、銀座通り）に、足を運

んでもらうきっかけにするため、以下の２つ

の取組を行うものです。 

① 持ち主の許可を得たシャッターに、栗原

市のマスコットキャラクター“ねじりほん

にょ”や、長屋門、白鳥、はすの花、黄金

色の田んぼなど、これぞ栗原！と言えるも

のや季節を感じられる風景をモチーフに絵

（シャッターアート）を描く 

② シャッターアートを見に来てくれた方に

写真を撮ってもらい、ＳＮＳなどで情報発

信してもらう 

  

 現在、シャッターアートは全て完成してお

り、商店街を通りかかると、鮮やかな絵を数

多く楽しむことができます。 

 

また、ＳＮＳに、シャッターアート前で撮

った写真に「#くりはらシャッターアート」と

ハッシュタグを付けて投稿すると、優秀な投

稿をされた方へ、栗原市の地場産品をプレゼ

ントするキャンペーンも行われています。 

 

 

 

 

 

投稿の期限は１１月１５日（火）まで。ぜひ

御参加ください！ 

 

 

■お問い合わせ先 

 築館地区地域おこし協力隊 

 電話：070-8408-2314 

 フェイスブック：

https://www.facebook.com/tsukidatek

yoryokutai/ 

 インスタグラム：

https://www.instagram.com/tsukidate

iroha/  

 

 

 

 

「くりはらシャッターアート」プロジェクト 

 

https://www.facebook.com/tsukidatekyoryokutai/
https://www.facebook.com/tsukidatekyoryokutai/
https://www.instagram.com/tsukidateiroha/
https://www.instagram.com/tsukidateiroha/
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◇◆◆◇ 宮城県東部地方振興事務所登米地域事務所 ◇◆◆◇  

 

 

 登米産の「ササニシキ」と「りんご」をい

ろいろな形で堪能できるフェアを登米市内の

飲食店と菓子店で開催しています。 

あっさりとした味で、ごはんがどんどん進

む「ササニシキ」と、樹上で完熟してから収

穫されている「りんご」は、登米市自慢の食

材です。 

 登米産ササニシキを使用したごはんやお寿

司、おにぎりを味わうことができる「登米産

ササニシキごはんの日」は、10 月３日（土）

から 11 月 29 日（日）までの土・日、祝日に、

市内道の駅や食堂など計 18店舗で開催されて

います。 

※期間中に休業日のある店舗もありますので、

事前に御確認の上、来店してください。 

 

 

りんごを使用したお菓子や料理を楽しむこ

とができる「登米産りんごを使っています」

は、10 月１日（木）から 12 月 31 日（木）ま

での期間、市内の菓子店やカフェなど計 12

店舗で開催されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ぜひ、この機会に登米の秋の味覚をたっぷ

りと味わいに来てください。 

 

■お問い合わせ先 

宮城県東部地方振興事務所登米地域事務所 

地方振興部 

電話：0220-22-6123 

 

参加店舗など詳しくは下記のホームページを

御覧下さい。 

ＵＲＬ：

https://www.pref.miyagi.jp/soshiki

/et-tmsgsin-e/sasarinngo0210.html  

 

 

↓こののぼりが目印 

 

 

 

 

 

 

 

  

新米ササニシキ＆完熟りんごフェアを開催しています 

 

https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/et-tmsgsin-e/sasarinngo0210.html
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/et-tmsgsin-e/sasarinngo0210.html


 - 6 - 

 

 

 

◇◆◆◇ 岩手県 沿岸広域振興局 ◇◆◆◇ 

【県際地域限定】 米崎りんご収穫体験 

  

 いまだ先の見えないウィズコロナ期を、感

染対策と楽しみを両立しながらポジティブに

乗り切るために、県際地域に限定して「米崎

りんご収穫体験」の参加者を募集します。 

リンゴ狩りのように食べ放題ではありません

が、農家の醍醐味である収穫作業がたっぷり

満喫できます！開放的な野外で思いっきり秋

を楽しみましょう♪ 

 
■開催日時 

 令和２年 10 月１日（木）～10 月 31 日（土） 

 ①午前 10 時～  ②午後２時～ 

 ※所要時間：約１時間～ 

■入園料（体験料） 

 1、000 円（小学生以上） 

■対象 

 大船渡市、陸前高田市、住田町、一関市、 

 栗原市、登米市、気仙沼市在住の方 

■場所 

 岩手県陸前高田市米崎町のりんご畑 

■参加方法 

 ３日前までの事前予約が必要です 

■お問い合わせ先 

特定非営利活動法人ＬＡＭＰ 担当 （平出） 

電 話：080-1856-1535 

メール：info@lamp-yr.org 

 

 

 

◇◆◆◇ 宮城県北部地方振興事務所 

            栗原地域事務所 ◇◆◆◇ 

「ジオサイトの写真を撮って、 

ジオカードをもらおう」キャンペーン開催中 

 

栗駒山麓ジオパーク推進協議会では、８月

９日(日)から１１月１５日(日)まで、「ジオ

サイトの写真を撮って、ジオカードをもらお

う！」キャンペーンを開催しています。 

栗駒山麓ジオパークの対象となるジオサイ

ト（８か所）で自分と看板が一緒に写った写

真をスマホやデジカメで撮影して、ビジター

センターでその画像を提示すると、撮影した

ジオサイトのジオカードがもらえます。 

また、全８種類をコンプリートした方には

ロゴマークピンバッジがプレゼントされます。 

御家族や御友人と一緒にジオサイトを巡っ

て、風景を楽しみながら学んで、記念のカー

ドをゲットしましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■お問い合わせ先 

栗駒山麓ジオパーク推進協議会 

所在地：宮城県栗原市栗駒松倉東貴船 5 

電話：0228-24-8836 

ＨＰ： 

https://www.kuriharacity.jp/geopark/

index.html  

イベント情報など 

https://www.kuriharacity.jp/geopark/index.html
https://www.kuriharacity.jp/geopark/index.html

