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◇◆◆◇ 岩手県県南広域振興局 ◇◆◆◇ 

「チームケロ平（ひら）」を結成しました！！ 

 

 岩手県県南広域振興局では、ケロ平の認知度

を上げ、県内外における世界遺産平泉への興

味・関心を掘り起こすことを目的に、若手職員

によるチームケロ平を結成しました。 

 

◎ケロ平（ひら）とは 

 ケロ平は、平和を願い、万物との共生を理想

とする「平泉」の理念を現代人に伝えるため、

平泉の柳之御所遺跡から 800年の時を越えて発

見された「平泉のカエル戯画」から飛び出して

きたキャラクターです。 

 

【誕生日】６月 29日（平泉世界遺産の日） 

【生まれ】平安時代後期 

【性 格】明るい、のんびり 

【好きな場所】浄土庭園（池） 

【好きなもの】どぶろく 

【苦手なこと】争いごと 

【行きたいところ】世界中の世界遺産 

【特 技】相撲 

【チャームポイント】ぽっこりしたお腹 

【友 達】きよひらくん（平泉町） 

 
©2013 岩手県 ケロ平 designed by センウェンルー 

 

◇◆◆◇ 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 ◇◆◆◇ 

  スイーツ列車が運行されました 

 

 岩手県沿岸広域振興局では、平成 26年 10月

にプロジェクトチーム「三陸ブランド創造隊（通称：

さんぶら隊）」を結成し、三陸地域のブランド創出、

情報発信等に取組んでいます。 

この度、三陸鉄道株式会社と共同で、三陸鉄道
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南リアス線レトロ車両を会場にオリジナルスイーツ

を楽しむイベント「Train de Dessert～三陸鉄道スイ

ーツ列車～」を企画し、１月 17日（土）に開催しまし

た。 

当日は、東京と岩手・釜石市の一流パティシエ

による、県産のリンゴをふんだんに使った６種類の

スイーツを詰め込んだスイーツボックスが提供され、

乗車した方々は、スイーツとともに、車窓からの眺

めや、パティシエとの交流を楽しんでいました。参

加者からは、「同じリンゴという食材で、いろいろな

食感や味を楽しむことができた」「大船渡ではなか

なか体験できない素敵なひとときだった。また参加

したい」といった感想が寄せられました。 

 

２月には、同じく、さんぶら隊が企画した三陸鉄

道南リアス線の駅弁「三賛六
さんさんろく

弁当」の販売が始まり

ます（お弁当の詳細は「イベント情報」にて）。今後

も、さんぶら隊ではイベント列車などを企画していく

予定ですので、その活躍にご期待下さい。 

 

 

■問い合わせ先 

 沿岸広域振興局経営企画部 

大船渡地域振興センター  

電話：0192-27-9911 

 

◇◆◆◇ 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 ◇◆◆◇ 

「北限のゆず」新作発表会が開催されました 

 

 「ゆずの北限」といわれている陸前高田市で

は、ゆずの果汁や果皮を活用した商品の開発が

進められています。これまでに、「北限のゆず」

ケーキなどのスイーツ５品を商品化し、同市の

「川の駅よこた」や陸前高田観光物産センター

で販売されてきましたが、その「北限のゆず」

の新作発表会が、12月３日（水）に陸前高田市

のキャピタルホテル 1000 で開催されました。 

新しく開発されたのは、ゆずの風味を様々な

商品に添加できる調味料を目指し、野田村産の

塩と組み合わせた「ゆず塩」（１袋 50ｇ540 円）

と、「ゆず塩」を使った「ゆず塩マドレーヌ」（1

個 120 円）、「やわらかゆず塩ようかん」（1 個

220 円）です。 

 

 新作発表会では関係者約 60 人が集まり、試

食などが行われました。 

商品は、「川の駅よこた」の他に、一部のス

ーパーでも販売されています。皆さんも「北限

のゆず」の新たな味を是非ご賞味ください。 
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■商品問い合わせ先 

(1)ゆず塩 

 あすなろホーム 電話：0192-55-2978 

（2）ゆず塩マドレーヌ、ゆず塩ようかん 

   川の駅よこた 電話：0192-59-2365 

 

◇◆◆◇ 宮城県北部地方振興事務所 

栗原地域事務所 ◇◆◆◇ 

「みやぎ地域づくり団体協議会栗原支部」

の Facebookを開設しました！ 

 

 「みやぎ地域づくり団体協議会栗原支部」の

活動を中心に、会員団体の紹介、イベント等のお

知らせなどを情報発信する Facebookページを開

設しました。 

今年度の支部事業のあり方についてワークショ

ップ形式で検討している様子など、支部の活動状

況を随時更新しておりますので、ぜひご覧くださ

い。 

 
 

■問い合わせ先 

みやぎ地域づくり団体協議会栗原支部事務局 

（宮城県北部地方振興事務所栗原地域事務

所地方振興部商工・振興班内） 

電話：0228-22-2195 

 

◇◆◆◇ 宮城県東部地方振興事務所 

登米地域事務所 ◇◆◆◇ 

みやぎ地域づくり団体協議会登米支部 

交流会が開催されました 

 

地域づくり団体相互の交流を通じて活動の

活発化を図ることを目的に、平成 26 年 11月 21

日(金)にみやぎ地域づくり団体協議会登米支

部交流会を開催し、登米支部会員や登米地域の

NPO法人から19名が参加しました（事務局含む）。 

今年度は、塩竃市の合同会社「顔晴れ塩竈」

と、登米市津山町の「津山木工芸品事業協同組

合」を研修視察しました。 

「顔晴れ塩竈」は古来の製法を踏襲した塩づ

くりに取り組んでおり、塩づくりの歴史や塩を

活用した地元企業と連携する地域活性化の取

り組みについて研修しました。 

 

「津山木工芸品事業協同組合」では、地場資

源である杉を使った矢羽集成材の加工の現場

を視察し、組合設立の経緯や現状、取り組みに

ついて研修しました。 

 

“こだわり”を持ってものづくりに取り組む

２団体の研修は、参加者の今後の活動にも参考

となり、参加者同士の交流も深めることができ

ました。 

 

■問い合わせ先 

みやぎ地域づくり団体協議会登米支部事務局 

（宮城県東部地方振興事務所登米地域事務

所地方振興部商工･振興班内） 

電話：0220-22-6112 
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◇◆◆◇ 宮城県東部地方振興事務所 

登米地域事務所 ◇◆◆◇ 

「ひまわりハウス」で 

ランドセルストラップが発売されました 

 

登米市迫町佐沼にある迫障害者地域活動支

援センター「ひまわりハウス」で、通所者の活

動支援の一環として製作されたランドセルス

トラップが発売されました（12色各 350円）。 

 

このストラップは、登米市内を中心に活動し

ている工芸作家の愛遊夢
あ ゆ む

工房・酒井和男さんが

考案して作り方を伝えたもので、通所者の方々

が一つ一つ丁寧に手づくりしています。 

「ひまわりハウス」では、これ以外にも市内

で活躍する工芸作家の指導により、様々な小物

雑貨が製作・販売されています。また、喫茶コ

ーナーも併設されており、地域の方々との触れ

あいの場となっています。 

味のある手づくりの逸品をぜひお買い求め

ください。 

 

■開店時間 

午前 10時から午後 3時まで（土、日は休業） 

■場所 

登米市迫町佐沼字中江５－１－２ 

（登米市迫保健センター向かい） 

■問い合わせ先 

迫障害者地域活動支援センター「ひまわりハ

ウス」 

電話：0220-22-0222 

 

 

◇◆◆◇ 宮城県東部地方振興事務所 

登米地域事務所 ◇◆◆◇ 

着ぐるみ製造請け負います！ 

 

登米市迫町佐沼にある佐沼ファッション専

門学校に併設された宇壽山商品開発研究所で

は、着ぐるみ製造を手がけています。昨年末は、

ニッカウヰスキー株式会社仙台工場からの依

頼で、商品のラベルにデザインされた W.P.ロー

リー卿の着ぐるみを製作しました。このほかに

も、仙台市の一番町一番街のマスコットキャラ

クター「エモドナル５世」などの製作実績があ

ります。 

着ぐるみ製作をお考えの方は、ぜひご用命く

ださい。  

 

 

■問い合わせ先 

宇壽山商品開発研究所（佐沼ファッション専

門学校） 

電話：0220-22-3296 

 

◇◆◆◇宮城県気仙沼地方振興事務所◇◆◆◇ 

ネットショップ「けせんぬまーけっと！」

がオープンしました 

 

12 月 11 日、気仙沼市では、震災で失われた

販路の回復や新規の販路開拓を支援するため、

ヤフー株式会社と協力して、ネットショップ

「けせんぬまーけっと！」をオープンしました。 

フカヒレやサンマ、ホタテなどの水産加工品

をはじめ、地元でお馴染みのお菓子やパン、小
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物類など、オープン時点で市内 34 社が生産・

製造する 66 品が出品されています。出品希望

が多いため、現在、出品待ちの状況となってい

ますが、市の委託を受けてショップを運営する

気仙沼市物産振興協会では、準備が整い次第、

順次出品数を増やしていく予定としています。 

 気仙沼の特産品を数多く取り扱っています

ので、ぜひ御利用ください。 

 

■けせんぬまーけっと！ＵＲＬ 

http://store.shopping.yahoo.co.jp/kesen

nu-market/ 

■問い合わせ先 

気仙沼市物産振興協会Ｙａｈｏｏ！ＪＡＰ 

ＡＮショッピング事務局 

電話：0226-25-8918 

 
 

◇◆◆◇宮城県気仙沼地方振興事務所◇◆◆◇ 

リアス・アーク美術館が地域創造大賞に

輝きました 

 

１月 16 日、東京都千代田区のグランドアー

ク半蔵門において、リアス・アーク美術館（所

在地：気仙沼市赤岩牧沢１３８－５）に対する

地域創造大賞の授賞式が行われました。 

地域創造大賞は、創造的・文化的な表現活動

の環境づくりに功績のあった公共文化施設を

顕彰するため、一般財団法人地域創造が平成 16

年度に創設したもので、県内ではこれまで、せ

んだいメディアテークなど３施設が受賞して

います。 

平成６年度に開館したリアス･アーク美術館

では、これまで、食文化を題材とした資料展や、

東北・北海道の若手アーティストを紹介する企

画展などを開催し、地域の文化・芸術を発信し

てきましたが、特に平成 25 年４月より常設展

示されている「東日本大震災の記録と津波の災

害史」が、津波文化史を一体的に学べる全国に

も類を見ない展示との高評価を得て、この度の

受賞となりました。 

同美術館の今後のさらなる活動が期待され

ます。 

 

 

■問い合わせ先 

 リアス・アーク美術館 

 電話：0226-24-1611 

 

 

 

 

 

 

◇◆◆◇ 岩手県県南広域振興局 ◇◆◆◇ 

一関市・大東大原水かけ祭り 

 

天下の奇祭「大東大原水かけ祭り」は、1657

年（明暦３年）に江戸に大火があったこの日を

厄日と定め、火防祈願と火防宣伝を兼ねた祭り

として始まったものと伝えられています。 

イベント情報など 

http://store.shopping.yahoo.co.jp/kesennu-market/
http://store.shopping.yahoo.co.jp/kesennu-market/
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今日では、火防祈願、無病息災、大願成就を

祈願し、厄年の男たちは裸で町の中を走り抜け、

人々は桶を持って待ち構え、諸々の願いをこめ

て男達に水を浴びせかけるという祭りです。 

先頭を切って走る厄男の持つ旗には「火防御

祈祷」としたためられています。 

 皆様ぜひ、迫力ある水かけ祭りを体験しにい

らしてください。 

 

■日時 

平成 27年２月 11日（水・祝） 

■時間 

午前９時から午後３時 50 分頃 まで 

    （メインの水かけは午後３時頃から） 

■場所 

一関市大東町大原 

大原商店街ほか 

■参加費 

約 5,500円（裸男のみ） 

※ 装束を自前で準備する場合は 1,000円 

■駐車場協力金 

１台 500円 

■問い合わせ先 

一関市大原公民館 

電話：0191-72—2282 

 

 

◇◆◆◇ 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 ◇◆◆◇ 

三陸鉄道駅弁「三賛六弁当」が発売されます 

 

 三陸鉄道公式駅弁「三賛六
さんさんろく

弁当」の予約販売

が、２月 14 日（土）から釜石駅にて開始され

ます。 

 この弁当は、東京都の日本料理店「賛否両論」

笠原将弘シェフ考案メニュー、大槌町の「六串

商店」製造によるコラボレーション商品で、食

材は全て県産のものを使用し、あわびのやわら

か煮など三陸の海の幸がふんだんに使われて

います。 

価格は 1,500 円（税別）で、予約販売となり

ます。お近くにお越しの際には、ご予約の上、

是非「三賛六弁当」をご賞味くだい。 

 

※写真はイメージです 

■問合せ・予約申し込み先 

三陸鉄道株式会社（本社） 

電話：0193-62-8900 

HP：http://www.sanrikutetsudou.com/ 

■販売場所 

 三陸鉄道釜石駅 

■販売開始日 

 平成 27年２月 14日（土） 

 ※予約受付は２月１日（日）から 

 ※受取の２日前、正午までにご予約ください 

 

◇◆◆◇ 宮城県北部地方振興事務所 

栗原地域事務所 ◇◆◆◇ 

「栗原地元食大学」開催！ 

 

平成 27 年２月８日（日）事始めの日から３

月７日（土）大安まで、栗原市の各地を会場に、

地元の食の名人が教授となり、地元食に関する

講座を行う「栗原地元食大学」が開催されます。 

郷土料理はもちろんのこと、今だからできる

http://www.sanrikutetsudou.com/
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調理法も含めて、「まで」（栗原の言葉で「丁寧」

の意味）に暮らしを営んでいく豊かさを「地元

食」という言い方で深めることで、地域の魅力

を市内外の人々で共有するイベントです。 

プログラムの内容は、「味噌づくり体験」や

「がんづき教室」などを予定しています。お気

に入りのプログラムを見つけてぜひご参加く

ださい。 

詳細はくりはらツーリズムネットワークの

ホームページ（http://ktnpr.com/klu/index.html）

をご覧ください。 

 

 

 
「がんづき教室」の様子 

 

■開催期間 

平成 27年２月８日（日）から３月７日（土）

まで 

■問い合わせ先 

くりはらツーリズムネットワーク 

電話：0228-23-0050 

E-mail：kurihara.tn@gmail.com 

 

◇◆◆◇ 宮城県北部地方振興事務所 

栗原地域事務所 ◇◆◆◇ 

「Café Azuma-re」開催！ 

 

 NPO法人 Azuma-re（アズマーレ）では、まち

づくりのカフェ「Café Azuma-re」を開催して

います。 

地域のために何かしたい、地域の人と交流し

たいという思いを持つ方々が集まり、地域づく

り実践者の話を聞いた後、ワークショップで語

り合い、交流を深めます。２月は長谷川敬氏（株

式会社 長谷川新聞店代表）を講師に招き、「情

報で地域をかえたい！」をテーマに開催されま

す。 

地域づくりの活動等について知りたい方、新

しい繋がりを作りたい方は、ぜひお気軽にご参

加ください。 

 

 

■日時 

平成 27年２月 12日（木） 

午後６時 30分開場 午後７時スタート 

※通常は毎月第２水曜日 

■場所 

 栗原市市民活動支援センター 

 （栗原市築館伊豆２－６－１） 

■参加費 

 300円（お茶菓子代） 

「味噌づくり体験」の様子 

http://ktnpr.com/klu/index.html
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■問い合わせ先 

 栗原市市民活動支援センター 

 電話：0228-21-2060 

 

◇◆◆◇ 宮城県東部地方振興事務所 

登米地域事務所 ◇◆◆◇ 

米川の水かぶり 

 

 国の重要無形民俗文化財にも指定されてい

る「米川の水かぶり」は、登米市東和町米川五

日町地区に 800年以上の長い歴史と伝統を誇る

火伏せの行事です。 

 毎年２月の初午の日の朝、地区内在住の男た

ちが裸に藁装束としめ縄を身につけ、顔に墨を

塗って神々の使いとなり、地区の家々の屋根に

水をかけながら町中を走り抜けます。 

 男たちが身につけている藁を引き抜き、屋根

に上げると、火伏せのお守りになると伝えられ

ています。 

 由緒ある伝統行事をぜひご覧ください。 

 

 

■日時 

平成 27年２月 11日（水・祝） 

午前 10時 30 分から 

■場所 

登米市東和町米川五日町地区 

（大慈寺山門広場） 

■問い合わせ先 

登米市東和総合支所市民課 

電話：0220-53-4112 

 

 

◇◆◆◇宮城県気仙沼地方振興事務所◇◆◆◇ 

志津川湾牡蠣まつり福興市が 

開催されます 

 

 ２月 22日（日）、南三陸町のさんさん商店街

で「志津川湾牡蠣まつり福興市」が開催されま

す。 

焼き牡蠣や、蒸し牡蠣がお得な価格で提供さ

れるほか、各飲食ブースでオリジナルメニュー

も味わえます。また、地元名産の海産物や、農

産品も販売されます。 

三陸の旨味がつまった牡蠣を味わえますの

で、ぜひお越しください。 

 

 
 

■日時 

 平成 27年２月 22日（日） 

 午前９時 30分から午後２時 30分まで 

■場所 

さんさん商店街隣特設会場 

（南三陸町志津川字御前下５９－２） 

■問い合わせ先 

 福興市実行委員会 

 電話：090-7077-2550 
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◇◆◆◇宮城県気仙沼地方振興事務所◇◆◆◇ 

歌津春告げわかめまつりが開催されます 

 

 ３月８日（日）、南三陸町の伊里前福幸商店

街で「歌津春告げわかめまつり」が開催されま

す。 

春を告げる南三陸町歌津産生わかめ・生めか

ぶの詰め放題や、わかめ汁・わかめシャブシャ

ブの無料試食などがお楽しみいただけます。 

 

 

 

■日時 

 平成 27年３月８日（日） 

 午前 10時から午後２時 30分まで 

■場所 

伊里前福幸商店街特設会場 

（南三陸町歌津字伊里前９６－１） 

■問い合わせ先 

 伊里前福幸商店街事務所 

 電話：0226-36-2235 

 

 

 

◇◆◆◇宮城県気仙沼地方振興事務所◇◆◆◇ 

志津川湾わかめまつり福興市が 

開催されます 

 

 ３月 29日（日）、南三陸町総合体育館「ベイ

サイドアリーナ」で「志津川湾わかめまつり福

興市」が開催されます。 

わかめづくしのメニューがご堪能いただけ

るほか、安価でシャキシャキ新鮮なわかめ・め

かぶ等をご購入いただけます。 

 

 

■日時 

 平成 27年３月 29日（日） 

 午前９時 30分から午後２時 30分まで 

■場所 

ベイサイドアリーナ特設会場 

（南三陸町志津川字沼田５６番地） 

■問い合わせ先 

 福興市実行委員会 

 電話：090-7077-2550 

 


