
 

 - 1 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ５月１日（金）～５日（火・祝）、春

の藤原まつりが平泉町で開催されました。 

 １番の見どころである「源義経公東下

り行列」では、源義経役に扮した人気俳

優の吉沢亮さんが登場すると、沿道を埋

める観光客から大きな歓声が飛び交いま

した。 

５日に行われた第 90回弁慶力餅競技大

会では、餅と三方合わせた 160kg を各参

加者が豪快に持ち歩き、まつり最終日を

盛り上げました。 

なお、晴天に恵まれたまつり期間中に

は 35 万２千人の観光客が訪れ、2005 年に

次いで過去２番目の入込となりました。 
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◇◆◆◇岩手県県南広域振興局◇◆◆◇ 

春の藤原まつりが開催されました！ 
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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 ◇◆◆◇ 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

平成 26年３月に着工し県が大船渡市三

陸町綾里白浜―小石浜間で整備を進めて

きた主要地方道・大船渡綾里三陸線（仮

称）小石浜トンネル築造工事について、

平成 27 年５月 15 日（金）に貫通式が行

われました。 

当該地域は「恋し浜」という統一した

ブランドによる地域おこし活動を展開し

ており、トンネル名称についても「恋し

浜トンネル」とするよう地域から要望が

あったことから、県はその思いを受け止

め、「恋し浜トンネル」とすることに決

定しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当日貫通式では、大船渡市長はじめ関係

者が見守る中、貫通点清めの儀、貫通点

通り初めの儀、鏡開きが行われ、順調な

工事の進展を喜ぶとともに、工区全体（延

長約 2.3km）の早期完成を祈願しました。 

トンネルは延長約 840ｍで、本トンネル

含む工区全体が完成すると、約 11 分の時

間短縮が図られる見込みとなっています。

トンネルの工期は今年の９月19日までで、

進捗率は 80％ほど。工区全体は 28 年度中

の完成を目指しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主要地方道大船渡綾里三陸線『恋し浜トンネル』の 

貫通式が行われました 
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◇◆◆◇ 宮城県気仙沼地方振興事務所 ◇◆◆◇ 

 

 

 

 

 

 

 

４月 19 日（日）、気仙沼大島観光協会

から、気仙沼大島産のユズを使用した「柚

子ドレッシング」と「ゆず味噌」が販売

されました。 

離島での栽培が北限となる大島のユズ

を使って新たな特産品をつくり、島を活

性化したいとの思いから、陸前高田市の

八木澤商店と共同で商品開発したもので、

同日、島内で行われた気仙沼つばきマラ

ソンの会場で初めて販売されました。 

さっぱりした風味でユズの香りが楽し

める「柚子ドレッシング」（１本 500 円）

はサラダや肉料理に、スライスしたユズ

の皮が入っている「ゆず味噌」（１個 700

円）はおでんや炒め物で味わうのがおす

すめで、大島観光キャラクター「柚花」

と「木春」があしらわれたパッケージが

目印です。 

ドレッシングは 320 本、味噌は 420 個

が製造され、現在、同観光協会での販売

のみとなっていますが、今後、島内のス

ーパーや 

飲食店での販売も検討しているとのことです

ので、大島にお立ち寄りの際には是非ご賞

味ください。 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

■問い合わせ先■問い合わせ先■問い合わせ先■問い合わせ先    

 気仙沼大島観光協会 

 電話：0226-28-3000 

 URL：http://www.oshima-kanko.jp

大島のユズを使った新商品ができました！ 
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◇◆◆◇ 宮城県東部地方振興事務所登米地域事務所 ◇◆◆◇ 

 

 

 

 

 

 

    

  平成 27 年４月 25 日（土）と４月 26 日

（日）の二日間、登米市迫町の長沼フー

トピア公園を会場に登米フードフェステ

ィバルを開催しました。 

 登米市内外の「うまいもの」が集合し、

参加者で「うめがったＮo.1」を決めるこ

のお祭りは、登米市、登米市観光物産協

会、当所が主催となり開催されたもので

す。期間中は好天に恵まれたこともあり、

昨年よりも多い約 27000 人の来場者で賑

わいました。 

 また、同時開催された東北風土マラソ

ンは今年で二回目を迎え、県内外から約

2700人が参加しました。スタート前には、

アンバサダーとして訪れたサンプラザ中

野くんさんが「ランナー」を熱唱して会

場を盛り上げてくれました。他にも野球

解説者の古田敦也さんや俳優の杉浦太陽

さんなど著名な方が訪れ、大会を盛り上

げてくれました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

■■■■問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先    

登米市観光物産協会 

電話：0220-52-4648 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

登米フードフェスティバルを開催しました。 
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◇◆◆◇ 宮城県北部地方振興事務所栗原地域事務所 ◇◆◆◇ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

平成 27 年３月 14 日に「座禅」と「栗

原の食」をテーマとして、みやぎ地域づ

くり団体協議会栗原支部交流会を開催し

ました。栗原市若柳にある柳徳寺を会場

に、管内で地域づくり活動を行っている

方々20 名の参加がありました。 

はじめに事務局から協議会の趣旨につ

いて説明を行った後、柳徳寺の荘司大功

住職から「座禅とは?」について講話をい

ただき、その後、実際に座禅を体験しま

した。約 20 分と短い時間ではありました

が、作法や座り方など丁寧に教えていた

だきながらの体験となり、静かに自分と

向き合う貴重な時間を過ごすことができ

ました。 

座禅体験の後は、地元で郷土食等を研

究している「くりはら食ツーリズム研究

会」の方々に作っていただいた「栗原の

食」について、料理の由来や調理方法の

特徴、背景にある栗原の風土、習慣のお

話しをいただきました。参加者の方々は

興味深そうにお話を聴き、地元に伝わる

「えび餅」や「がんづき」などを味わっ

ていました。    

終始和やかな雰囲気の会となり、地域

づくり団体同士の交流を深め、新たな交

流のきっかけとなる良い機会になりまし

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

    

    

    

    

    

■問い合わせ先■問い合わせ先■問い合わせ先■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 

 

 

 

 

 

みやぎ地域づくり団体協議会栗原支部交流会を開催しました 
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◇◆◆◇ 岩手県県南広域振興局 ◇◆◆◇ 

世界遺産登録４周年記念 

「平泉世界遺産の日」制定１周年記念 

平泉世界遺産祭 

    

世界遺産登録５周年のプレイベントとして、

平泉世界遺産祭が開催されます。 

世界遺産及び地元の芸能競演のほか、世界

各国のグルメやＢ級グルメが集合します。 

■■■■開催日開催日開催日開催日        

 ６月 20 日（土）、21 日（日） 

■■■■時間時間時間時間    

 午前 10 時から午後４時 

■■■■場所場所場所場所    

 観自在王院跡特設会場（平泉町） 

■■■■主な内容主な内容主な内容主な内容    

 （20 日）早池峰神楽 

     盛岡さんさ踊り 

     一関祝い餅つき隊のもちつき実演 

     フラ＆タヒチアンダンス 

     久保田雅ミニライブ（宮古市在住） 

 （21 日）INSPi ミニライブ 

     ヨガエクササイズ 

     フラメンコ 

■■■■問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先    

 世界遺産連携推進実行委員会 

 電話：0191-46-5572（平泉町観光商工課内） 
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◇◆◆◇ 岩手県県南広域振興局 ◇◆◆◇ 

「平泉世界遺産の日」シンポジウム 

テーマ「平泉 し の 」 

 

    

 ６月 29 日の「平泉世界遺産の日」を記念し

てシンポジウムを開催します。 

 山田俊和氏（中尊寺貫主）による講話のほ

か、原剛氏（早稲田環境塾長・早稲田大学名

誉教授）による基調講演が行われます。 

 また、佐々木邦世氏（中尊寺仏教文化研究

所長）をコーディネーターに迎え、４名のパ

ネリストによるパネルディスカッションも開

催されます。 

■■■■開催日開催日開催日開催日        

 ６月 27 日（土） 

■■■■時間時間時間時間    

 午後１時 30 分から午後４時 45 分 

■■■■場所場所場所場所    

 中尊寺本堂（平泉町） 

■■■■定員定員定員定員    

 300 人（入場料無料） 

■■■■申込方法申込方法申込方法申込方法    

【往復ハガキの場合】 

①郵便番号、②住所、③氏名、④電話番号を

明記し、下記宛先までお申し込みください。 

〒023-0053 奥州市水沢区大手町 1-2 

県南広域振興局経営企画部観光労働商業課 

【メールの場合】 

 上記４点を明記し、下記アドレスまでお申

し込みください。 

県南広域振興局経営企画部アドレス 

BD0010@pref.iwate.jp 

■■■■問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先    

 岩手県県南広域振興局経営企画部 

観光労働商業課  電話：0197-22-2812 

ケロ平も登場するケロ～！ 

みんなで平泉世界遺産祭に遊

びに来てケロ～！ 

イベント情報などイベント情報などイベント情報などイベント情報など    



 

 - 7 -

 

◇◆◆◇宮城県気仙沼地方振興事務所◇◆◆◇ 

 

気仙沼大島の海開きが行われます 

 

    

気仙沼湾に浮かぶ気仙沼大島の小田の浜の

海水浴場が海開きします。 

小田の浜は、平成 18 年に環境省の「快水浴

場百選」の海の部特選に選ばれた美しい海水

浴場です。 

東日本大震災により、宮城県内の多くの海

水浴場が大きな被害を受けましたが、その中

でも小田の浜は地元の方々やボランティアの

皆様のご支援により、震災の翌年、平成２４

年に復旧、海開きを行うことができました。 

多くの方に楽しんでいただけるよう海開き

の準備を行い、皆様のお越しをお待ちしてい

ます。 

 

 

 

■■■■日時日時日時日時    

 平成 27 年７月 25 日から８月 23 日まで 

 （予定） 

■■■■問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先    

 気仙沼大島観光協会 

 電話：0226-28-3000 

■■■■ホームページホームページホームページホームページ    

http://www.oshima-kanko.jp/ 

 

 

 

◇◆◆◇宮城県気仙沼地方振興事務所◇◆◆◇ 

 

志津川湾夏まつり福興市が開催されます 

 

    

南三陸町の夏を彩る「志津川湾夏まつり福

興市」を今年も開催します。 

伝統芸能「トコヤッサイ」踊りや音楽イベ

ントがステージで披露されるほか、まつりの

締めくくりには、復興への願いを託す夢メッ

セージ花火が打ち上げられ、志津川の夜空に

華を咲かせます。 

また、地元食材を使った料理や地場産品の

販売、縁日コーナーなどたくさんの出店が立

ち並びますので、ぜひお越しください。   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

■■■■日時日時日時日時    

 平成 27 年７月 25 日（土） 

 午後１時 30 分から午後８時 30 分まで 

■■■■場所場所場所場所    

 南三陸町志津川仮設魚市場周辺特設会場 

■■■■問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先    

 南三陸福興市実行委員会 

 電話：090-7077-2550 

■■■■ホームページホームページホームページホームページ    

 http://www.m-kankou.jp/ 
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◇◆◆◇ 宮城県東部地方振興事務所 

登米地域事務所 ◇◆◆◇ 

幻想的なホタルの舞いを観賞できます！ 

 

    

 登米市東和町鱒渕地区では、毎年６月下旬

から７月上旬にホタルを観賞することができ

ます。この地区は昭和５４年に「東和町ゲン

ジボタル生息地」として国の天然記念物に指

定されました。 

 ホタルの生育条件として、安定した水質や

人工照明がないことが挙げられます。豊かな

自然環境とそれを守り続けてきた地域の方々

の保護活動により、幻想的なホタルの舞いを

観賞することができます。 

 見頃は夕方から午後９時頃です。なお、期

間中は登米市ホームページにホタルの発生状

況が掲載されます。ぜひご活用下さい。 

 

■■■■期間期間期間期間    

平成 27 年６月下旬から７月上旬 

■■■■問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先    

登米市産業経済部商工観光課 

電話：0220-34-2734 

■■■■ホームページホームページホームページホームページ    

http://www.city.tome.miyagi.jp/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇◆◆◇ 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が開催されます 

 

    

 登米市南方町にある「みなみかた花菖蒲の

郷公園」で今年もみなみかた花菖蒲まつりが

開催されます。５ヘクタールを誇る広大な園

内には、約 300 種 80 万本のハナショウブが咲

き誇り、幻の花といわれる『花且美（はなか

つみ）』を見ることができます。 

 ハナショウブの見頃は６月下旬から７月上

旬までで、開花期間中に「みなみかた花菖蒲

まつり」が開催されます。 

 お昼に南方町でハナショウブを見て、夕方

からは東和町でホタルを観賞してみてはいか

がでしょうか。 

 

■■■■「みなみかた花菖蒲まつり」開催日「みなみかた花菖蒲まつり」開催日「みなみかた花菖蒲まつり」開催日「みなみかた花菖蒲まつり」開催日    

平成 27 年６月 28 日（日） 

■■■■場所場所場所場所    

みなみかた花菖蒲の郷公園 

■■■■入園料入園料入園料入園料    

無料 

■■■■問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先    

    登米市南方総合支所市民課 

 電話：0220-58-2112 
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◇◆◆◇ 宮城県北部地方振興事務所 

            栗原地域事務所 ◇◆◆◇

第 30 回みちのく鹿踊大会が 

開催されます！ 

    

栗原市一迫で「第 30 回みちのく鹿踊大会」

を開催します。 

400 年の伝統を持つ一迫地区の鹿踊は、県

の無形民俗文化財に指定されており、勇壮で

迫力ある舞いが特徴です。 

また、会場となる山王史跡公園あやめ園で

は、６月 19 日（金）から７月８日（水）まで

「あやめ祭り」を開催しています。鹿踊大会

と併せてぜひお楽しみください。 

 

 
 

■■■■日時日時日時日時    

 平成 27 年６月 21 日（日） 

 午前 10 時から午後 1 時まで 

■■■■場所場所場所場所 

 山王史跡公園あやめ園 

※公園への入園料が必要です 

■■■■問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先 

 一迫観光協会 

（栗原市一迫総合支所市民サービス課内） 

電話：0228-52-2114 

    

 

 

 

 

 

◇◆◆◇ 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 ◇◆◆◇ 

大船渡ポートサイドマラソン大会が開催されます 

 

    

平成 27 年７月 26 日（日）、大船渡市内に

おいて「大船渡ポートサイドマラソン大会」

が開催されます。 

この大会は、10km、５km、３km に分かれて

おり、自分のレベルに合わせて参加すること

ができます。毎年県内外から多くのランナー

が参加し、大船渡の潮風を浴びながら市内を

走り抜きます。 

大船渡市では平成28年いわて国体デモンス

トレーションスポーツがマラソンとなってお

り、今回の大会は国体リハーサル大会となり

ます。 

今年も多くの方の御参加をお待ちしており

ます。 

■■■■開催日開催日開催日開催日    

 平成 27 年７月 26 日（日） 

■申込締切■申込締切■申込締切■申込締切    

 平成 27 年６月 23 日（火）必着 

■■■■参加料参加料参加料参加料    

 【一般】3,000 円【高校生】1,500 円 

【小中学生】1,000 円 

【ファミリー】2,000 円 

■参加資格参加資格参加資格参加資格 

 小学生以上 

■■■■種種種種    目目目目    

 （１）10km の部 

（２）５km の部 

（３）３km の部 

■問い合わせ先■問い合わせ先■問い合わせ先■問い合わせ先    

 大船渡ポートサイドマラソン大会実行委員

会事務局 

 電話 : 0192-27-1001 

 


