盛り上げよう！岩手・宮城県際交流

●一関・大船渡・栗原・登米・気仙沼 合同広報紙

岩手・宮城県際ネットワーク
－ 令和４年６月１日発行 － （ 担 当 公 所 ： 岩 手 県 沿 岸 広 域 振 興 局 ）（第
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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

https://www.pref.iwate.jp/kennan/keiei/index.html

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

https://www.pref.iwate.jp/engan/ofuna_chiiki/index.html

宮城県

北部地方振興事務所栗原地域事務所地方振興部

0228-22-2195

https://www.pref.miyagi.jp/site/nh-khsgsin-e/index.html

宮城県

東部地方振興事務所登米地域事務所地方振興部

0220-22-6123

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

宮城県

気仙沼地方振興事務所地方振興部

0226-24-2593

https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/ks-tihouken-e/

圏域情報
◇◆◆◇ 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 ◇◆◆◇

陸前高田のニューウェーブ・スポーツ、“フレスコボール”を楽しもう！！
■「思いやりのスポーツ」

■高田松原で公式大会が開催されます！

フレスコボールとは、ブラジルのリオデジャ

今夏、陸前高田市内でフレスコボールの公式

ネイロ発祥のビーチスポーツであり、木製のラ

戦「フレスコボールリクゼンタカタカップ 2022」

ケットとボールを用い、パートナーとなる相手

が開催されます！

とラリーを続けることで楽しむスポーツです。

日程：2022 年７月 16 日（土）、17 日（日）

ボールを落とさず、ラリーを長く続けるには、
相手の打ちやすい所にボールを打ち返すことが

※18 日（月・祝）予備日
場所：岩手県陸前高田市

高田松原海水浴場

重要であり、そのためにはパートナー同士で息
を合わせ、積極的にコミュニケーションを取る

■フレスコボール体験会もあります！

ことが必要不可欠です。まさに「思いやりのス

日程

６月 11 日（土）

６月 12 日（日）

ポーツ」と言え、老若男女に親しまれています。

時間

15：00～17：00

10：00～13：00

2020 年に、フレスコボールプレイヤーの方が

場所

高田松原運動公園

高田松原海水浴場

陸前高田市に移住したことをきっかけに、市内

第２サッカー場

で少しずつその輪が広がってきました。

事前申し込み不要、参加費無料です！ぜひ、
お気軽に御参加ください！
■お問い合わせ先
一般社団法人陸前高田市観光物産協会
TEL：0192-54-5011

写真提供：一般社団法人陸前高田市観光物産協会
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H P： https://takanavi.org/

◇◆◆◇ 岩手県 県南広域振興局経営企画部 ◇◆◆◇

南いわての魅力ある情報が勢揃い‼各種コンテンツの紹介☆
1

南 IWATE

北 MIYAGI
ドライブマップ

このマップは、以下の岩手県の HP に掲載い
たします。是非活用して南いわての様々な魅

南いわて・北みやぎの９つの市町各地域の
ご当地グルメや観光スポットをピックアップ

力にふれてみてください。
https://www.pref.iwate.jp/kennan/kankou/1053549.html

し、ドライブマップを作成しました。新型コ
ロナウイルス感染症対策の観点からもドライ
ブを楽しみながらの観光は魅力的！
このマップ一つ持っていれば、気分に沿っ
た観光プランが立てられます。是非このマッ
プを参考に楽しいドライブをしてみてくださ

３

い。
https://www.pref.iwate.jp/kennan/kankou/1023065/index.html

世界遺産平泉 PR キャラクター
『ケロ平』について

ケロ平（ひら）は、平泉の柳之御所遺跡か
ら出土した「平泉のカエル戯画」をモチーフ
とした岩手県公認キャラクターです。
そんなケロ平は、各種 SNS でいわて県南地
域の魅力ある観光地や体験などといった現地
の状況を全国に配信しています。
ケロ平のちょっと珍妙な中にも、可愛さが
あるギャップに心癒されます。是非チェック
してみてください。
・Facebook

２

・Twitter

南いわて観光マップ
南いわての歴史・文化や先人、温泉などと

・YouTube

いった６つの分野ごとに観光地をピックアッ
プし、南いわての幅広い魅力が多く含まれる
マップを作成しました。最近ではスマホ一つ
©2013 岩手県ケロ平ｄesigned by センウェンルー

で検索する観光が増えてきましたが、「南い
わて観光マップ」のように地域の魅力を探り

■お問い合わせ先

ながら楽しむ観光も魅力があるかと思います。

経営企画部産業振興室観光商業・食産業課
TEL:0197-22-2843
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◇◆◆◇ 宮城県 北部地方振興事務所栗原地域事務所 ◇◆◆◇

栗駒山夏山シーズン到来
５月 15 日に山開きが行われ、今年も栗駒山
に登山シーズンがやってきました。

一部通行止めとなっている登山道もありま
すが、安全に、そして楽しく栗駒山を満喫し

秋には、素晴らしい紅葉が楽しめる栗駒山
ですが、高山植物が咲き始める６月も残雪と
植物のコントラストが美しい時期となってい

ていただけるよう「栗駒山トレッキングＭＡ
Ｐ」を、栗駒山麓ジオパークビジターセンタ
ーなどの市内の施設で御用意しています。

ます。

「栗駒山トレッキングＭＡＰ」は当所のホ
ームページからもダウンロードできますので
御利用ください。
栗駒山には比較的安全に登ることができる、
中央コースや東栗駒コースなどが整備されて
います。

ホームページ↓
https://www.pref.miyagi.jp/site/nh-khsgs
in-e/kanko_brochure.html

時間に余裕がある場合は、花山の湯浜から
山頂を目指す「湯浜コース」や大地森から御

■お問い合わせ先

室に向かう「大地森コース」など多彩な景色
を楽しめるトレッキングコースもあります。

宮城県北部地方振興事務所栗原地域事務所
地方振興部
電

話:0228-22-2195

E-mail:nh-khsinbk@pref.miyagi.lg.jp
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◇◆◆◇ 宮城県 東部地方振興事務所登米地域事務所 ◇◆◆◇

登米まるごと農泊!
■内容

また、地元の方しか知らない穴場スポット
を教えてもらったり、歴史や文化を学べたり
するのも魅力の１つです。
日常生活から少し離れ、自然豊かな登米市
で体と心をリフレッシュし、新しい旅行体験
をしてみてはいかがでしょうか。
※施設によって体験内容や食事内容が異なり
ますので、ご興味・ご関心がある方は各施設
にお問い合わせください。
「農泊」とは、農山漁村地域に宿泊し、滞
在中に豊かな地域資源を活用した食事や体験
等を楽しむ「農山漁村滞在型旅行」のことで

登米市は宮城県の北部に位置する県内有数

す。地域資源を観光コンテンツとして活用し、

の農業地域です。お米や野菜の栽培、畜産が

インバウンドを含む国内外の観光客を農山漁

盛んな地域で「仙台牛」の産地としても有名

村に呼び込み、地域の所得向上と活性化を図

です。

ります。（農林水産省ホームページ：「農泊」

また、渡り鳥の飛来地「伊豆沼・内沼」や

の推進についてより）

武家屋敷通りが印象的な観光スポット「みや
ぎの明治村」があるほか、ユネスコ無形文化

■URL

遺産にも登録されている「米川の水かぶり」、

https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/et-tm

1675 年（延宝３年）から始まったといわれる

sgsin-e/nouhakutome/nouhakudouga.html

「とよま秋まつり」が開催されるなど、魅力
あふれる地域です。

■お問い合わせ先

登米市では現在６軒の施設で農泊体験を行
うことができます。（令和４年３月現在）

宮城県東部地方振興事務所登米地域事務所
地方振興部

ホテルや旅館と違うところは、宿泊する方

電話:0220-22-6123

が施設の方と相談しながら自分らしいスタイ
ルで宿泊ができるところ、地元の方とコミュ
ニケーションをとりながら思い出づくりがで
きるところです。
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◇◆◆◇ 宮城県気仙沼地方振興事務所 ◇◆◆◇

気仙沼市観光キャラクター「海の子 ホヤぼーや」が 15 周年を迎えました！
気仙沼市観光キャラクターの「海の子

ホ

ヤぼーや」は、毎年全国各地から多くの年賀
状が届き、令和４年には過去最高の 2,005 通
を記録するなど、全国のファンから愛されて
います。
そんなご当地キャラホヤぼーやは、今年７
月に誕生から 15 周年を迎えることとなり、こ
れを記念した 15 周年記念企画が発表され、第
１弾として「記念デザイン」及び「公式 WEB

公式 WEB サイト

サイト」が公開されました。

15 周年記念デザイン
公開されているホヤぼーやのデザインは、

動画一覧ページ

どなたでも無料で利用可能となっています。
なお、15 周年記念デザインについては来年６
月末までの１年間限定となっていますので、
是非様々な場面でご活用してみてはいかがで
しょうか（商用利用は気仙沼市内事業者に限

トップページでは、ホヤぼーやとその仲間
達が海中を漂う演出が見られる他、数回に１
度「サメのリアス号」も出現するなど、ここ
でしかみられない仕掛けが満載です。

ります）。

ホヤぼーやの「出張スケジュール」として、
イベント出演情報も公開されておりますので、

また、新たに公開された公式 WEB サイトで
は、ホヤぼーやの動画やダウンロードコンテ
ンツが公開されている他、ホヤぼーやの日頃

是非お出かけの参考にされてはいかがでしょ
うか。
■特設サイト

の活動を紹介する「おもいで」ページも随時
更新されていますので、是非チ

https://kesennuma-kanko.jp/hoyaboya/
■お問い合わせ先

ェックしてみてください。

気仙沼市産業部観光課
TEL：0226-22-3438
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イベント情報など

◇◆◆◇ 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
■内容
約５ヘクタールにも及ぶ回遊式大庭園で、数多くの見事な花菖蒲が咲き乱れます。その中
でも、平安初期の古今集に詠われた幻の花「花且美（はなかつみ）」は必見です。また、園
内には日本庭園や独創的な現代彫刻が配置されています。
■開催時期
６月中旬から７月上旬
■場所
みなみかた花菖蒲の郷公園
(宮城県登米市南方町翌沢 70)
■時間
9 時 00 分～16 時 30 分
■入場料
無料
■お問い合わせ先
登米市役所南方総合支所
電話:0220-58-2112
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