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岩手県

県 南 広 域 振 興 局 経 営 企 画 部

0197-22-2812

https://www.pref.iwate.jp/kennan/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

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

圏域情報
◇◆◆◇ 宮城県 北部地方振興事務所栗原地域事務所 ◇◆◆◇

＃くりはらんちフォトキャンペーン開催中です！
７月 16 日（土）から 10 月 16 日（日）までを
期間として、「＃くりはらんちフォトキャンペー
ン」が開催されています。
宮城県栗原市内の飲食店や直売所等で購入し
たおすすめしたい飲食物（朝食・昼食・夕食・ス
イーツ等）の写真を募集します。
応募頂いた方の中から抽選で 81 名の方に地場
産品等をプレゼントします！
○応募方法
①応募者は、「ございんくりはら」公式アカウ
ント（@nhkhsinbk）を、公開しているアカウント
でフォローします。
②応募者は、期間中の応募用ハッシュタグ
「＃くりはらんち」をキャプションにつけ，撮影

詳細は下記 HP をご覧ください。

地（飲食店等）を明記した上、栗原市内の飲食店

HP:https://www.kurihara-kb.net/publics/inde

の外観とそこで注文したおすすめフードやスイー

x/671/

ツ等の写真を２枚１組として投稿します。
③キャプションもしくは写真で感想、営業時間、 ■お問い合わせ先
定休日の情報を記載した場合には、W チャンス賞

宮城県北部地方振興事務所栗原地域事務所

の対象とします。

地方振興部
電話：0228-22-2195
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6 月 29 日は平泉世界遺産の日！
★平泉世界遺産ガイダンスセンター

相撲では、家族や来館者の応援を受けた子

「ケロ平」 一日館長就任★

供たちは「絶対勝つ！」と、勢い良く元気い

岩手県が定めた「平泉世界遺産の日」（６
月 29 日）関連企画として６月 25 日(土)、26

っぱいに相撲を行い、館内はとても賑わって
いました。

日(日)に平泉町の県立平泉世界遺産ガイダン

また、来館者全員が１人１回参加できる「い

スセンターで世界遺産平泉 PR キャラクター

わての世界遺産ガチャ」が設置されていて、

「ケロ平」が一日館長に就任しました。

エコバックやマリンボトルといった世界遺産
関連グッズのプレゼントがありました。

一日館長の仕事は、応援に駆け付けた県 PR

他にも、小学生以下の来館者には県内にあ

キャラクター「おもっち」と一緒に来館者と

る３つの世界遺産について学ぶことができる

記念写真を撮ることや、未就学児との相撲で、

「岩手の世界遺産ワークブック」がプレゼン

「ケロ平」は、来館者を元気いっぱいお出迎

トされました。

えしました。

来館者には「ケロ平」を知らない方や初め

記念撮影では、子どもたちだけでなく、
「ケ

てガイダンスセンターを訪れる方もいて、そ

ロ平」や「おもっち」のファンや家族連れに

のような方々にとっても楽しく学ぶ機会とな

も人気で、来館いただいた方々は、大満足の

りました。

様子でした。

岩手県南地域では、今後イベントや祭りの
再開が見込まれています。新型コロナウイル
ス感染症の感染防止に留意しながら、夏祭り
を盛り上げていきましょう。

■お問い合わせ先
経営企画部

産業振興室

観光商業・食産業課

TEL：0197-22-2843

©2013 岩手 県 ケロ平
ｄesigned by センウェルー
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さんりく周遊トレイルスタンプラリーが開催されます！！
８月から三陸沿岸地域を舞台に、「さんり
く周遊トレイルスタンプラリー」が開催され
ます。三陸沿岸地域（田野畑村～気仙沼市）
で開催されるみちのく潮風トレイルの対象イ
ベントに参加して、集めたスタンプ数に応じ
て、みちのく潮風トレイルのオリジナルグッ
ズをプレゼントします。（応募多数の場合は
抽選となります。）
熊の鼻展望台（岩泉町）
【スタンプラリー台紙

イメージ】

唐桑半島（気仙沼市）
【写真提供】浄土ヶ浜ビジターセンター

この機会にぜひ「ハイカー」としてトレイ
ルイベントに参加し、三陸沿岸地域の雄大で
美しい自然を楽しみましょう！
■開催期間
令和４年８月～令和４年 11 月
（プレゼント応募締切：令和４年 12 月 20 日）
スタンプラリー台紙は、各イベント参加時
に直接配布されるか、または沿岸地域のトレ

■お問い合わせ先

イル関連施設や道の駅などに配架されていま
す。

浄土ヶ浜ビジターセンター
（一般社団法人
電

浄土日和）

話：0193-65-1690

メール：info@jodogahama-vc.jp
－３－

◇◆◆◇ 宮城県 東部地方振興事務所登米地域事務所 ◇◆◆◇

みやぎの明治村 水沢県庁記念館の紹介
水沢県庁記念館は、明治初期に現在の宮城
県北部と岩手県南部を管轄する地域の県庁と

裁判所当時の資料を展示した「水沢県庁記念
館」として一般に公開されています。

して使用されていました。
この水沢県庁記念館では、宮城県制 150 周

水沢県庁記念館周辺には、教育資料館や警

年を記念して、4 月から展示の一部をリニュ

察資料館など明治時代の名残を感じさせる建

ーアルしています。従来の展示に、初代から

物が随所に残っており、明治時代にタイムス

4 代までの宮城県庁舎パネル、当時の水沢県

リップしたかのような風情を楽しむことがで

権令だった増田繁幸の解説パネルや宮城県と

きます。

水沢県が歩んだ歴史の対比年表の展示が加わ

水沢県が歩んだ歴史と宮城県誕生の歴史を

るなど、水沢県変遷と宮城県誕生の歴史をよ

学びつつ、明治ロマン漂うみやぎの明治村に、

り深く学ぶことができます。

ぜひ訪れてみて下さい。

明治 4 年、現在の登米市登米町に登米県庁
が設置され、当初は「登米県庁舎」として着
工されたものの、落成までに「登米県」から
「一関県」、「水沢県」へと何度も整理統合
が行われ、最終的には「水沢県庁舎」として
完成しました。
このような激動の時代の中で、県庁舎とし
て使用されたのは明治 5 年から明治 8 年の 4
年間のみで、その後、現在の宮城県に統合さ
れ、明治 9 年からは小学校、さらに明治 22
年からは裁判所として多様に使用されました。

■場所
〒987-0702
宮城県登米市登米町寺池桜小路 1 番地 5
■開館時間
午前 9 時から午後 4 時 30 分
■入場料
一般:200 円 高校生:150 円 小中学生:100 円
■お問い合わせ先
株式会社とよま振興公社

平成 3 年からは、宮城県の誕生経緯や

TEL:0220-52-5566
URL:http://toyoma.co.jp/
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◇◆◆◇気仙沼地方振興事務所 ◇◆◆◇

気仙沼・南三陸地域の海水浴場を紹介！
宮城県北東端に位置する気仙沼・南三陸地

■住所：気仙沼市本吉町三島 94-11

域には、きれいな海や砂浜はもちろん、買い

■お問い合わせ先：本吉町観光協会

物やマリンスポーツ、景勝地なども楽しめる

TEL 0226-25-7388

海水浴場が５つもあります！
環境省の「快水浴場百選」に選ばれている

４ ．小泉海岸海水浴場 環境省「快水浴場百選」

ところもあり、お気に入りの海水浴場が見つ

近くにはサーフショップもあり、サーフィ

かるはず。ぜひ、チェックしてみてください！

ン経験者でなくても気軽にサーフィンを始め

海水浴場

られるサーファー

１ . お伊勢浜海水浴場 環境省「快水浴場百選」

の方達にお勧めの

１２年ぶりのオープンとなるお伊勢浜海水

海水浴場です。

浴場。少し足を延ばせ
ば、潮吹き岩や龍の松

■住所：気仙沼市本吉町中島

で有名な景勝地・岩井

■お問い合わせ先：本吉町観光協会

崎や、東日本大震災遺

TEL 0226-25-7388

構・伝承館もあります。
■住所：気仙沼市波路上杉ノ下 6

５ ．サンオーレそではま海水浴場

■お問い合わせ先：気仙沼市階上観光協会

内湾に位置する海水浴場のため、波がおだ

TEL 0226-27-5410

やかで小さいお子さんた
ちでも安心して泳げます。

２ ．小田の浜海水浴場 環境省「快水浴場百選」

海水浴場のすぐ隣「荒島

東北最大の島である、連続テレビ小説「お

・楽天パーク」には、大

かえりモネ」の舞台、気仙沼・大島にある小

人気の「オクトパス君」

田の浜海水浴場。白く

をモチーフにした遊具もあります。

美しい砂浜とエメラル

■住所：南三陸町志津川字袖浜 1

ドグリーンの海が織り

■お問い合わせ先：(一社)南三陸町観光協会

なす景色は格別です。

TEL 0226-47-2550

■住所：気仙沼市中山
■お問い合わせ先:(一社)気仙沼市観光協会

開設期間

大島支部 TEL 0226-28-3000

7 月 16 日（土）～8 月 21 日（日）まで
※サンオーレそではま海水浴場は 7 月中は

３ ．大谷海岸海水浴場 環境省「快水浴場百選」

土日祝のみ開設

ＪＲの駅が日本一近い海水浴場。リニュ
ーアルオープンしたばかりの道の駅「大谷海

開設時間

岸」がすぐそばにあり

9:00～16:00 まで

ます。お昼ご飯や帰り

※サンオーレそではま海

のお土産選びにもおす

水浴場は 9：30～16：00 まで

すめの海水浴場です。

※時間は変更となる場合があります。
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