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◇◆◆◇ 宮城県 気仙沼地方振興事務所 ◇◆◆◇ 

気仙沼・南三陸のお酒を楽しめるバスツアーを開催します！ 

気仙沼・南三陸地域では、歴史ある酒蔵の日本

酒が有名ですが、近年はブリュワリーが設置され

クラフトビールが提供されている他、地元産ぶど

うを使用したワインと食事が楽しめるワイナリー

も注目されています。それらのお酒と地元の美味

しい海の幸が楽しめる１泊２日のバスツアーを開

催しますので、この機会にぜひお越しください。 

■気仙沼ツアー 

開催日： 

令和４年 12 月 14 日（水）～12 月 15 日（木） 

訪問先例： 

男山本店（日本酒）酒蔵見学、試飲、買物 

BLACK TIDE BREWING（ｸﾗﾌﾄﾋﾞｰﾙ）見学、試飲等 

■南三陸ツアー 

開催日： 

令和４年 12 月 15 日（木）～12 月 16 日（金） 

訪問先例： 

南三陸ﾜｲﾅﾘｰ（ﾜｲﾝ）見学、昼食、ｸﾞﾗｽﾜｲﾝ 

提供 

道の駅さんさん南三陸・山内鮮魚店 

（ｵﾘｼﾞﾅﾙﾋﾞｰﾙ）飲み比べ等 

（気仙沼ツアー） 

 

 

 

 

 

 

 

（南三陸ツアー） 

 

 

 

 

 

 

■予約・お問い合わせ先 

仙台リビング新聞社 

TEL：022-265-2511 

■受付時間 

月曜～金曜：９時 30 分から 17 時 30 分まで 

土曜：９時 30 分から 15 時 30 分まで 

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 

岩岩手手・・宮宮城城県県際際ネネッットトワワーークク                                     

－ 令和４年１２月１日発行 －（担当公所：宮城県気仙沼地方振興事務所 ）（第１７５号） 

●編集・発行 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/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 

BLACK TIDE BREWING 男山本店（魚町店舗） 

南三陸ワイナリー 道の駅さんさん南三陸 

 

 

https://www.pref.iwate.jp/kennan/index.html
https://www.pref.iwate.jp/engan/ofuna_chiiki/index.html
https://www.pref.miyagi.jp/site/nh-khsgsin-e/index.html
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/et-tmsgsin-e/
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/ks-tihouken-e/
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◇◆◆◇ 岩手県 県南広域振興局 ◇◆◆◇ 

 

 

 

 

 

 

  

平泉世界遺産ガイダンスセンター開館１周

年を記念して 11 月５日（土）、６日（日）に

「いわて世界遺産まつり in 平泉」が開催され

ました。企画内容が盛り沢山で子供から大人

まで幅広い世代が楽しむことができ、岩手の

世界遺産の学びにもつながるイベントとなり

ました。 

 中でも魅力的だった企画が、「柳之御所

Cafe」です。この Cafe では、柳之御所遺跡を

眺めながら、平泉・釜石・一戸のご当地スイ

ーツをお茶とともにゆったりと味わうことが

できる、本イベント限定の Cafe です。義経千

本桜だんご、はなまがりクッキー、ラガーボ

ール等のスイーツも販売され、完売してしま

うほどの人気でした。 

 

 

 

 

 

 

 他にもイベント限定で行った「世界遺産ワ

ークショップ」では、世界遺産にまつわるも

のづくり体験の他、砂金採り世界大会で優勝

した経験のある方から教わって行う砂金採り

体験（みちのくゴールド浪漫推進協議会）な

ど、大人も楽しむことができる企画で来場者

の方々も大満足でした。 

 また、岩手県の３つの世界遺産のまち（平

泉・釜石・一戸）のキャラクターの登場、郷

土芸能の披露やいわてまるごとおもてなし隊

によるステージといった企画もあり、子供た

ちは大喜びでした。 

 

 このイベントを通して、紅葉を目当てに訪

れた県内外の観光客の方々に、本県の３つの

世界遺産についての理解を深めていただく機

会になりました。今後とも地域を越えて世界

遺産・文化遺産同士の連携強化による地域活

性化の取組を進めていきたいと思います。 

 

■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

圏域情報 

「いわて世界遺産まつり in平泉」が開催されました 

©2013 岩手県 ケロ平  

ｄesigned by センウェルー 
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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 ◇◆◆◇ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 岩手県沿岸広域振興局では、令和４年 11

月から、岩手県三陸地域の冬の魅力を発信す

るため、「赤」と「白」のカラーに着目し、

「三陸冬色さがし」をテーマとしたフォト投

稿キャンペーンを開催中です。冬の三陸で見

つけた「赤いモノ」または「白いモノ」を撮

影し、指定のハッシュタグをつけて Twitter

に投稿してください。投稿していただいた方

の中から抽選で９名様に、三陸地域の特産品

をプレゼントします。 

あなただけが知っている冬の三陸の魅力を

撮影し、ぜひキャンペーンに御参加ください。 

 

■開催期間 

 令和４年 11 月 21 日（月）～令和５年２月

19 日（日） 

 

 

 

 

 

■応募方法 

 １ キャンペーン対象の「道の駅」（全 12

駅）をチェックする。 

２ 公式アカウント「@huyuirosagashi」を

フォローする。 

 ３ 対象の道の駅で見つけた「赤」または

「白」の商品、風景などを探して写真撮

影する。 

 ４ Twitter で「♯三陸の赤」または「♯

三陸の白」と、撮影した道の駅名「♯道

の駅○○○」の、２つのハッシュタグを

つけて投稿する。 

 

■景品及び応募締切 

【第１回】 

 景品：田野畑村、釜石市、陸前高田市 

各特産品セット 各１名様 

締切：令和４年 12 月 15 日（木） 

【第２回】 

 景品：岩泉町、山田町、大船渡市 

    各特産品セット 各１名様 

 締切：令和５年１月 20 日（金） 

【第３回】 

 景品：宮古市、大槌町、住田町 

    各特産品セット 各１名様 

 締切：令和５年２月 19 日（日） 

※ 当選者にはダイレクトメッセージにてお

知らせします。 

 

■お問い合わせ先 

 三陸冬色さがし フォト投稿キャンペーン

事務局 

メール：info@sanriku9.com 

公式サイト：https://sanriku9.com/ 

「三陸冬色さがし フォト投稿キャンペーン」開催中！！ 

 

mailto:info@sanriku9.com
https://sanriku9.com/
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◇◆◆◇ 宮城県 北部地方振興事務所栗原地域事務所 ◇◆◆◇ 
 

 

 

 

ラムサール条約に登録されている伊豆沼・

内沼は、全国有数の渡り鳥の飛来地です。冬

になると数多くのガンやハクチョウが渡って

きます。代表的な冬鳥で、国の天然記念物に

指定されている数万羽のマガンが、日の出と

ともに一斉に飛び立つ光景や、夕方に沼に帰

る“ねぐら入り”の姿は見応えがあり、その

羽音や鳴き声は感動的です。 

 

 

 

11 月から１月にかけては、宮城県伊豆沼・

内沼サンクチュアリセンターで「ガンの飛び

立ち観察会」が開催されます。詳しくは下記

のＨＰをご覧ください。 

http://izunuma.org/ 

 

 

 

 

 

 

伊豆沼・内沼の周辺の施設、見どころ、体

験メニューを紹介している「伊豆沼・内沼周

遊ガイドマップ」をサンクチュアリセンター

等の市内施設で御用意しております。  

 

「伊豆沼・内沼周遊ガイドマップ」は下記

の当所ＨＰからもダウンロードできますので

是非御利用ください。 

https://www.pref.miyagi.jp/site/nh-khsgs

in-e/kanko_brochure.html 

 

 また、当事務所 Youtube チャンネル「ござ

いんくりはら」では、「くりはらを楽しむ伊

豆沼・内沼コース」として、伊豆沼・内沼周

辺での１泊２日のモデルコースを紹介してい

ますので、こちらも下記のＵＲＬから是非ご

覧ください。 

https://www.youtube.com/watch?v=FvaRzS68

Gjc 

■お問い合わせ先 

 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 

伊豆沼・内沼のマガンの飛び立ち、ねぐら入り 

http://izunuma.org/
https://www.pref.miyagi.jp/site/nh-khsgsin-e/kanko_brochure.html
https://www.pref.miyagi.jp/site/nh-khsgsin-e/kanko_brochure.html
https://www.youtube.com/watch?v=FvaRzS68Gjc
https://www.youtube.com/watch?v=FvaRzS68Gjc
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◇◆◆◇ 宮城県東部地方振興事務所登米地域事務所 ◇◆◆◇ 
 

 

 

 

 

  現在、登米市内で「トメ旅！2022」を開催

しています。このイベントは、市内９地域を

まわりながら９つの『現地でクイズ』に答え、

６問以上正解で 5,000 円相当の「煮込みハン

バーグと赤豚しゃぶしゃぶセット」、３問以

上正解で 3,000 円相当の「登米物産品詰め合

わせセット」、Ｗチャンスではっとンのオリ

ジナルグッズなど豪華景品が抽選でもらえる、

登米市の魅力を再発見できるイベントです。 

 

 

『現地でクイズ』の内容は市内の道の駅や

産地直売所、公民館等に配架しているチラシ

に記載しているほか、一般社団法人登米市観

光物産協会のホームページにも掲載していま

す。 

 

 

 

 

 

『現地でクイズ』にチャレンジしたら、チ

ラシについている専用応募はがきに切手を貼

ってポストへ投函するか、一般社団法人登米

市観光物産協会ホームページの応募フォーム

に必要事項を入力して、ご応募ください。 

ぜひ、「トメ旅」をしに登米市へ遊びにい

らしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■開催期間 

令和４年 10 月 20 日から令和５年１月 31 日 

 

■お問い合わせ先 

県制 150 周年記念トメ旅！2022 応募係 

TEL 0220-52-4648 

URL:https://www.tome-city.com/publics/in

dex/440/ 

 

 

県制１５０周年記念 トメ旅！２０２２開催中 

 


