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いわて生協「復興支援地産地消フェスタ」
奥州市内で開催！

入りの特産品を買い求めていました。
会期中は両日とも好天に恵まれ，多数の来

9 月 8 日・9 日の土・日曜日，奥州市水沢区

場者で賑わいました。会場内特設ステージで

の「いわて生協カルチャーパークあてるい」

は，奥州水沢厄年連（25 歳・42 歳）演舞，

駐車スペースにおいて，東日本大震災からの

YOSAKOI 演舞，民謡ミニライブ，太鼓演奏，

岩手県北・沿岸地域の復興支援を目的とした

神楽演舞などが次々と披露され，会場を盛り

物産まつりが開催され，被災地から合わせて

上げました。

20 の事業者が出展し，それぞれ自慢の特産品

■問い合わせ先

を紹介，販売しました。

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地域振興課
電話：0192-27-9911

三陸・大船渡東京タワーさんままつり開催！
大船渡のサンマを首都圏の人々にＰＲする
「三陸・大船渡東京タワーさんままつり」が，
大船渡管内からは 7 事業者が出展し，陸前
高田市の味噌・醤油，しいたけ，りんご，大船渡

9 月 23 日(日)に東京都港区の東京タワー屋外
特設会場で開かれました。

市の焼き牡蠣などが出品され，来場者はお気に

第 4 回目となる今年度は，一日中雨が降り
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続くあいにくの天候となりましたが，秋の味

■問い合わせ先

覚を求めて約 1 万人が来場し，復興に向けて

三陸・大船渡東京タワーさんままつり実行

歩む大船渡の元気を発信しました。

委員会
（事務局：大船渡市観光物産協会）
電話：0192-21-1922
◇◆◆◇ 宮城県気仙沼
地方振興事務所 ◇◆◆◇

南三陸キラキラ秋旨丼はいかがですか？
南三陸町内の飲食店では震災前, 世界三大
漁場と称される三陸産の海産物など地元食材
イベントの目玉となった｢炭火焼サンマ｣は，

にこだわった「南三陸キラキラ丼」を提供し,

東京タワーの高さ約 333 メートルにちなんで

年間 4 万 5000 食を売り上げ, ヒット商品とな

3,333 匹が無料で提供されました。振る舞い

っていました。

が始まった午前 10 時には，傘を手にした家族

その「南三陸キラキラ丼」は, 地域の方々

連れらの長い列が東京タワーを囲むほどに伸

の頑張りで平成 24 年 2 月に復活いたしました。

び，香ばしいにおいが立ち込める中，多数の

それから半年, キラキラ丼は, 9 月 1 日から

来場者が大船渡の旬のサンマに舌鼓を打ちま

10 月 31 日の間, 第 3 弾として, イクラ・ウ

した。

ニに次ぐ「キラキラ秋旨丼」となって提供さ

用意したサンマすり身汁 2,000 杯，サンマ

れています。

照り焼きバーガー1,000 個は大好評につきイ

カツオやサンマ, アナゴ, そして南三陸町

ベント終了前に完売したほか，水産加工品，

が誇る銀ザケ等の旬の味覚が, 「キラキラ秋

菓子，農畜産物を販売する特産品コーナーが

旨丼」に盛りつけられます。

終日買い物客で賑わいました。

「南三陸さんさん商店街」の飲食店４店と,

会場ステージでは「さんりく・大船渡ふる
さと大使」のアカペラカルテットＸＵＸＵ（シ

移転再開した飲食店など計 8 店舗での提供と
なっています。

ュシュ）や大船渡市出身の歌手ＨＡＭＡさん
らが音楽ライブで盛り上げました。

お近くにお越しの際は, ぜひご賞味くださ
い。

■問い合わせ先
南三陸町観光協会
電話: 0226-47-2550
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◇◆◆◇ 宮城県北部地方振興事務所
栗原地域事務所

ついて話をしていました。はすの花とマイナ

◇◆◆◇

スイオンに包まれて，心がとても落ちつきま

みやぎ地域づくり団体協議会栗原支部の

すと話していました。

交流会を開催しました

期間中は,軽トラ市やはす茶会,雅楽演奏,
震災鎮魂祭などの各種イベントも同時に行わ

みやぎ地域づくり団体協議会栗原支部では， れ，多くの見物客が湖面いっぱいに広がるは
栗原市内で活動する団体の交流を深め，活動

すの花の遊覧を楽しんでいました。

の活性化を図ることを目的に，平成 24 年 9
月 7 日(金)に交流会を開催しました。
今回の交流会は第 1 部の「活動発表会」と
第 2 部の「交歓会」の 2 部構成で，支部会員
はもとより，未加入団体にも参加を呼びかけ，
12 団体，32 名の参加がありました。
「活動発表会」では，参加した団体がそれ
ぞれ普段の活動内容や抱えている課題，興味
■問い合わせ先

のある活動などについて紹介しました。活動
風景を撮影した写真を持参した方や，楽器の

登米市観光物産協会

演奏を披露した方もおり，参加者は興味を持

電話：0220-52-4648

って聴いている様子でした。
また，「交歓会」では参加者が活発に交流

イベント情報など

し，各団体相互の協力や，活動の活性化にい
かしていこうとする様子がうかがえました。
今後も各団体の強みを生かし，協力して栗

◇◆◆◇ 岩手県県南広域振興局 ◇◆◆◇

原の地域づくりに参加していただけることを

一関地方産業まつり商工祭

期待しています。

第１回中東北ご当地もちサミット 2012in 一関
一関・平泉バルーンフェスティバル 2012

◇◆◆◇宮城県東部地方振興事務所
登米地域事務所 ◇◆◆◇

長沼はすまつりが開催されました

10 月 20 日（土），21 日（日）は一関市総
合体育館（ユードーム）等周辺で，たくさん

平成 24 年 8 月 1 日（水）から 8 月 31 日（金）

のイベントが開催されます。

の間，登米市迫町・長沼で長沼はすまつりが
開催されました。

見て，食べて，体験できるイベントが盛り
だくさんですので是非いらしてください。

長沼の特設桟橋からは湖上遊覧船が運航さ
れ，はすの花の間を縫うようにゆったりと移

★第 63 回一関地方産業まつり商工祭★
一関地方の特産品や工芸品を一堂に集めた

動，船上から間近で“はすの花”を観賞する

展示即売イベントです。見て，知って，味わ

ことができました。
船頭さんは，はすの花が一番きれいに咲い

って，郷土の自慢・産業まつりをキャッチコ

ているポイントに船を止め，はすの生育状況

ピーに地場産品バザール，工業コーナー，ふ

や花がきれいに咲く時間帯，仏教との関連に

るさと味自慢コーナーなど各種イベントが盛
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★一関･平泉バルーンフェスティバル 2012★

りだくさんとなっています。
■日

時

熱気球は，自然の風を利用して鳥の目線で

平成 24 年 10 月 20 日（土），21 日（日）

地球の大きさ，美しさを体験できます。東日

9 時 30 分～16 時

本大震災復興支援イベントの一環として開催

■場

所

され，競技飛行，係留，バルーンイリュージ

一関市総合体育館（ユードーム）

ョンなどが行われます。

■問い合わせ先

■日

時

一関市商業観光課

平成 24 年 10 月 20 日（土），21 日（日）

電話：0191-21-8413

競技飛行：6 時 30 分～（20 日，21 日），
15 時～（20 日のみ）

★第１回

バルーンイリュージョン：17 時 30 分～（20

中東北ご当地もちサミット 2012in 一関★

日のみ）

古くからもち文化が根付いている中東北(岩

■場

手県南・宮城県北）のご当地もち料理が勢ぞ
ろいします。16 店のもち料理を食べ比べて，

所

一関遊水地記念緑地公園多目的広場
■問い合わせ先

投票式でナンバーワンを決めるグランプリで

一関・平泉バルーンフェスティバル実行委

す。もち好きには見逃せません。

員会（一関市商業観光課内）

■日

電話：0191-21-8413

時

平成 24 年 10 月 20 日（土），21 日（日）
10 時～15 時
■場

所

一関市総合体育館（ユードーム）周辺特設
会場（屋外テント）
■料

金

300 円均一（16 種類全て）
■問い合わせ先
一関市商業観光課
電話：0191-21-8413

◇◆◆◇ 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 ◇◆◆◇

「三陸大船渡さんままつり」２年ぶりに再開！
全国有数のさんまの水揚港である，大船渡
港に水揚げされた旬の「さんま」をふんだん
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に使った「三陸大船渡さんままつり」が，10

■問い合わせ先
大船渡市秋刀魚まつり実行委員会

月 21 日（日）に開催されます。

（大船渡市観光物産協会内）

大船渡港は震災の影響を受けた昨年も，関

電話：0192-21-1922

係者の皆さんの努力により，さん まの水揚げ
量・金額ともに全国第 5 位となりました。今

「全国太鼓フェスティバル」が地元・陸前高田で

年は 8 月 21 日に，本州のトップを切って初水

復活再開！

揚げを記録しています。

陸前高田市で平成元年から毎年開催されて
きた「全国太鼓フェスティバル」が，10 月 21
日（日）に開催されます。
全国の太鼓愛好家から「太鼓の甲子園」と
呼ばれ，親しまれてきたこのイベント。昨年
は市街地が東日本大震災津波により壊滅的な
被害を受け，会場であった市民体育館も被災。
昨年は残念ながら開催中止を余儀なくされ

断腸の思いで地元開催を断念し，多くの支援

ましたが，今年は 2 年ぶりに再開。26 回目を

を頂いている名古屋市（ナゴヤドーム）での

迎える今回も「さんま炭火焼試食コーナー」

開催となりました。

では，今が旬のおいしいさんまを味わうこと

今年は陸前高田市内での復活開催が実現。

ができます。その他にも，旬の新鮮な魚介類

「太鼓の里

を販売する「秋の鮮魚直売コーナー」なども

激励に対しての「ありがとう」の気持ちを全

設置される予定です。

世界へ届けます。

陸前高田」から，多くの支援や

先述の「東京タワーさんままつり」に続い

地元からは，「気仙町けんか七夕太鼓」，

て，食欲の秋にふさわしいイベントです。ぜ

「氷上太鼓」（ともに陸前高田市），「長安

ひとも会場で，脂ののったおいしい秋の味覚

寺太鼓・寺町一座」，「県立大船渡東高校太

をご賞味ください。

鼓部」（ともに大船渡市）が出演します。こ
のほかにも「仙臺すずめ踊り」（宮城県）を
はじめ福島，東京，石川，長野の各都県から
も団体が出演します。
このイベントのメインテーマは，第１回か
ら変わらず「いのちは鼓動からはじまる」。
震災で多くの方が犠牲となったこの地から，

（平成 22 年の「もちまき」の様子です）

命の鼓動に通じる太鼓の希望の響きが，深い
感動と感銘を与えてくれることでしょう。

（平成 22 年の「もちまき」の様子です）

■日時

■日時

平成 24 年 10 月 21 日（日）

平成 24 年 10 月 21 日（日）

10：00～15：00（9：00 開場）

■場所
大船渡市民文化会館

※ 当日券の販売も行う予定（3,500 円）
リアスホール

（岩手県大船渡市盛町字下舘下 18-1）
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■場所

■日時

陸前高田市立第一中学校体育館

10 月 6（土）,7（日）,8 日（月）

（岩手県陸前高田市高田町字鳴石 5-1）

午前 10 時～午後 3 時

■問い合わせ先

■場所

全国太鼓フェスティバル実行委員会

とよま観光物産センター「遠山之里」

（陸前高田市企画部商工観光課内）

■問い合わせ先

電話：0192-54-2111

とよま観光物産センター

Ｅ-ｍａｉｌ taiko@city.rikuzentakata.iwate.jp

電話：0220-52-5566

ホームページ http://www.3riku.jp/taiko/
◇◆◆ 宮城県東部地方振興事務所
登米地域事務所 ◇◆◆◇

心豊かな潤いのある文化の華をご披露します
「２０１２芸術祭」開催
登米市迫文化協会が主催する
「2012 芸術祭」
が下記日程で開催されますので，ぜひ御来場
ください。
【展示発表の部】
文化協会加盟団体による「書・ちぎり絵・
生け花・手芸・俳句・短歌・川柳・菊花・着
物」と「一般市民の個人作品」の展示のほか，
「観菊茶会」「小中学校児童生徒作品展」「公
民館学級等創作展」を行います。
展示作品は千数百点と見どころ満載です。
◇◆◆ 宮城県東部地方振興事務所

土曜・日曜の昼食時間帯は郷土料理「はっと」

登米地域事務所 ◇◆◆◇

（1 食 250 円）コーナーも設置されます。

はっと屋台村が開催されます

■日時
10 月 26 日(金)～10 月 28 日(日)

とよま観光物産センター｢遠山之里（とおや

午前 9 時 30 分～午後 4 時 30 分

まのさと）｣前に「はっとの屋台」約 10 店舗
以上が出店し,｢はっと｣の食べ比べができま

（最終日は午前 9 時 30 分～午後 3 時まで）
■場所

す。

登米市迫公民館・迫体育館

定番の｢油麩入はっと｣をはじめ,｢あずきは

■料金

っと｣,｢牛もつはっと｣,｢赤豚カレーはっと｣,

入場無料

「海鮮はっと」など各店舗オリジナルの味が
楽しめます。

【芸術発表の部】

登米の郷土料理「はっと」をぜひご賞味く
ださい。

文化協会加盟団体による「舞踊・洋舞・詩
吟・歌謡・文芸・郷土芸能など」のステージ
発表を行います。
出演は 29 団体,約 56 演目を予定しています。
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最後には景品抽選会もあります。
■日時
11 月 4 日(日)
開場：午前 9 時 10 分
開会式：午前 9 時 30 分
閉会式：午後 3 時
■場所
登米祝祭劇場
■料金
入園料 1,000 円
■問い合わせ先
登米市迫文化協会
電話：0220-22-7324
登米市迫教育事務所
電話：0220-22-2262

-7-

