
1 

 

 

 

 

◇◆◆◇ 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 ◇◆◆◇ 

一般国道 397号「津付道路」が開通しました 

 

 平成 17年度に着工された一般国道 397号「津

付道路」の開通式が、10 月 26 日（日）に住田

町子飼沢地内にて行われました。セレモニーで

は、地元住田町の郷土芸能「大股神楽」の披露

や開通記念パレードなどが盛大に行なわれま

した。 

  

 この道路は延長約 2.7km で、従来までの狭い

道路幅員、急カーブ・急勾配が解消され、交通・

災害に対する安全性が高まるとともに、走行距

離も約１km短縮され、内陸部から沿岸部のアク

セスも向上します。 

 「津付道路」は、東日本大震災津波により被

災した沿岸地域の一日も早い復興に貢献する

とともに、産業や経済の活性化による地域振興

にも貢献することが期待されます。 

  

■問い合わせ先 

 津付ダム建設事務所  

 電話：0192-22-8182 

 

◇◆◆◇ 宮城県北部地方振興事務所 

栗原地域事務所 ◇◆◆◇ 

「花山新そば祭り」を開催しました 

 

 栗原市花山で、11月 22 日（土）・23日（日）、

地元のそば職人が目の前で打ったそばを味わ

える「花山新そば祭り」が開催されました。 
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好天にも恵まれ、２日間で約３千人のお客様

が来場しました。 

 

 風味豊かで甘みがあるのが特長の花山産そ

ば粉を使用した、「挽きたて・打ちたて・ゆで

たて」の三たてそばは、「ぷりぷりしておいし

かった」、「遠くから来たかいがあった」と大変

好評でした。 

 

 小学生以下を対象に今回初めて開催した「か

ご作り体験」、「木工教室」、「棒パンコーナー」

も大人気でした。 

新そば祭りで好評を得た花山産そば粉で作

る「そば打ち教室」は、年間を通じて、５名以

上の申し込みで体験できます。花山においしい

そばを食べにお越しください。 

■問い合わせ先 

道の駅路田里
ろーたりー

はなやま（自然薯の館） 

電話：0228-56-2265 

 

◇◆◆◇ 宮城県東部地方振興事務所 

登米地域事務所 ◇◆◆◇ 

Ｂ－1グランプリ in郡山に 

“とよま油麩丼の会”が出展しました 

 

10 月 18日(土)・19日(日)に福島県郡山市

で開催された、「第９回ご当地グルメでまち

おこしの祭典！Ｂ－１グランプリ in 郡山」

に登米市の「とよま油麩丼の会（会長：海老

名康和さん）」が出展しました。 

今大会には「東北・福島応援特別大会」と

して被災地の復興を後押しするため、全国か

ら 59 団体が集結し、晴天にも恵まれて２日

間の来場者数は 45万 3千人と盛況でした。     

  

今年で６回目の出展となる「とよま油麩丼

の会」では、来場者に油麩丼を味わってもら

うとともに、「みやぎの明治村登米（とよま）」

のレトロな魅力を伝えるため、「ハイカラさ

ん」や「書生」に扮して接客やステージイベ

ントを行い、登米市を PR しました。 

 

さらに今回は、登米（とよま）中学校の生

徒が応援に駆けつけ、ステージ上でとよま囃

子を披露したほか、会場内で油麩丼と登米市

の PRに協力してくれました。 

「とよま油麩丼の会」と登米中学校の生徒

たちの力で、多くの人に登米市の魅力と良さ

を知ってもらうことができました。 

登米市にお越しの際には、油麩丼をぜひ御

賞味ください！ 

■問い合わせ先 
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 とよま油麩丼の会事務局（海老名康和） 

 電話：0220-52-2016 

 

◇◆◆◇宮城県気仙沼地方振興事務所◇◆◆◇ 

全国丼グランプリで南三陸キラキラ丼が 

金賞に輝きました！！ 

 

日本全国の素晴らしい丼を多くの人に知っ

てもらうために全日本丼連盟（全丼連）が主催

する第１回「全国丼グランプリ」の投票結果が

11 月 10日「いい丼の日」に発表され、「南三陸

キラキラ丼」がご当地部門で金賞を受賞しまし

た。 

同グランプリでは、ご当地部門のほか海鮮丼

部門やカツ丼部門など、11 部門に募集のあった

全 1,300種の丼から全丼連が一次選考した「優

秀丼」200 種を対象に、９月から約１か月間に

わたって Web 投票が行われ、75の「金賞丼」が

決定しました。 

また、南三陸町観光協会では、12 月 31 日ま

で「金賞受賞記念キャンペーン」を行っており、

南三陸キラキラ丼提供店で南三陸キラキラい

くら丼を注文する時に、協会の公式 Facebook

で「いいね！」を押した状態の画面を提示する

と、キラキラ丼応援キャラクター「イクラン」

又は「キララン」のピンバッジがもらえます。

（キャンペーンはピンバッジが無くなり次第

終了となります。） 

 

 

（「イクラン」(左)と「キララン」のピンバッジ） 

■問い合わせ先 

一般社団法人南三陸町観光協会 

電話：0226-47-2550 

ＵＲＬ：http://www.m-kankou.jp/ 

 

◇◆◆◇宮城県気仙沼地方振興事務所◇◆◆◇ 

気仙沼観光の人気スポット 

「復興かき小屋 唐桑番屋」で 

新鮮なカキを食べてみませんか？ 

 

 気仙沼市唐桑地区では、森から運ばれてくる

養分がカキの栄養になることから、海と森のつ

ながりを大切にして、風味豊かなカキを大事に

育てています。 

 唐桑番屋では、唐桑産の新鮮なカキやホタテ

を貝の中の水分だけで蒸し焼きにし提供して

います。今年はカキの実入りが良いため、昨年

より約２週間早い 10 月４日にオープンしまし

た。また、窓越しに湾や港の風景も見ることが

できて、カキの風味を引き立てています。 

 新鮮で濃厚な唐桑番屋のカキとホタテは来

年５月末頃まで味わえますので、ぜひお越しく

ださい。 
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■営業日 

 土曜日、日曜日、祝日（要予約） 

※平日は 10 人以上の団体予約があれば開店。 

■時間 

 午前 11時～午後２時 

■料金 

 1,500円 

※カキ 15個セットとミックスセット（カキ 

10個、ホタテ２枚）があります。 

■場所 

 気仙沼市唐桑町鮪立 241－６ 

■問い合わせ先 

 復興かき小屋 唐桑番屋 

 電話：080-8205-4186 

代表：菅野店長 

 

 

 

 

 

◇◆◆◇ 岩手県県南広域振興局 ◇◆◆◇ 

磐井清水若水送り 

 

若水とは、元日の早朝に汲む水のことで、藤

原秀衡公が元日の早朝に磐井清水の若水で一

年の邪気を除いたと伝えられています。 

当時は、里人たちが坂道に並び、手繰り（て

ぐり＝手送り）で奈良坂峠、東岳峠を越えて、

磐井清水の若水を柳之御所まで届けたといわ

れており、平成５年、約 800 年ぶりに地元有志

たちによって若水送りが再現されて以来、現在

も続けられています。 

現在は、地元の有志らが烏帽子、狩衣、武士、

山伏などの装束を身にまとい、かがり火を掲げ、

法螺貝を吹き鳴らしながら、行列を組んで平泉

町中尊寺まで約 20ｋｍの距離を若水桶を地に

つけることなく徒歩で若水を届けています。 

■開催日 

１月１日（木・祝） 

■時 間 

１：30 行列出発 

 ７：30 行列到着（予定） 

■受 付 

12月 31日午後 11 時～午後 12時まで 

（受付場所は松川公民館） 

■場 所 

一関市東山町松川字卯入道地内から 

平泉町中尊寺まで 

■料 金 

参加は無料 

 ※白装束使用の場合、１着 1,500 円 

  桧笠使用の場合、500 円 

■問い合わせ先 

一関市役所東山支所教育文化課 

電話:0191-47-2111 

 

 

◇◆◆◇ 岩手県県南広域振興局 ◇◆◆◇ 

毛越寺二十日夜祭 

 

新年１月 20 日に行なわれる「常行堂二十日

夜祭（じょうぎょうどうはつかやさい）」は、

850 年前に始まったと伝えられています。 

正月 14日から 20日まで新春の祈祷である常

イベント情報など 
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行堂の摩多羅神（またらじん）祭が執り行われ、

結願の 20 日は二十日夜祭と称され、献膳式に

引き続き古伝の常行三昧供の修法が行われま

す。 

 さらに、厄年の老若男女がたいまつの明かり

を先頭に常行堂まで練り歩き、宝前に大根や白

菜などの供物を奉げて、無病息災、家内安全を

祈願する献膳上り行列が行われます。 

法要の後に常行堂内で奉納される国指定重

要無形民俗文化財の「延年の舞」は、唐拍子・

田楽・花折・若女・老女など、平安時代の数多

くの舞を昔のままの姿で今に伝えています。 

■開催日 

１月 20日（火） 

■時 間 

15：00 献膳式 

16：00 常行三昧供 

18：00 後夜作法 

19：30 献膳行列 駅前出発 

19：40 大護摩供 

20：00 献膳行列 山門到着 

21：00 延年の舞奉納 

0：00 舞終了（予定） 

■場 所 

毛越寺ほか町内各地 

■問い合わせ先 

毛越寺 電話:0191-46-2331 

 

©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 ◇◆◆◇ 

三陸・大船渡 つばきまつりが開催されます 

 

 大船渡市の花であるツバキの祭典「三陸・大

船渡つばきまつり」が 1 月 18 日（日）から３

月 22 日（日）まで、大船渡市総合交流ターミ

ナル施設「世界の椿館・碁石」で開催されます。 

会場の「世界の椿館・碁石」は、世界 13 カ

国、約 600種類のツバキが植栽展示されていま

す。催事の期間中は大船渡のゆるキャラ「おお

ふなトン」との写真撮影などのイベントや寄せ

植え体験などの体験コーナー、お楽しみ企画と

して館内クイズ＆スタンプラリーが予定され

ています。つばきまつり限定スイーツも用意さ

れていますので、お楽しみに。 

 ご家族やお友達をお誘いの上、是非つばきま

つりにお越し下さい。 

■日時 

 1月 18日（日）～３月 22日（日） 

 午前９時～午後５時 

■会場 

 大船渡市総合交流ターミナル施設 

 「世界の椿館・碁石」 

■問い合わせ先 

 つばきまつり実行委員会 

 電話：0192-27-3111 

  

 

◇◆◆◇ 宮城県北部地方振興事務所 

栗原地域事務所 ◇◆◆◇ 

伊豆沼・内沼自然体験講座 

「伊豆沼のガンの飛び立ち観察会」 

 

 ラムサール条約登録湿地である伊豆沼・内沼

では、ガンの飛び立ち観察会が開催されます。

伊豆沼・内沼で越冬する数万羽のマガンは、早

TEL:0191-46-2331
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朝一斉に飛び立ち、えさを求めて周辺の水田に

向かいます。 

 この観察会では、朝日を受けて一斉にマガン

が飛び立っていく、美しく、雄大な光景を見る

ことができます。また、飛び立つ時の羽音と鳴

き声は、荘厳で迫力満点です。 

 観察会のあとは、サンクチュアリセンター内

のレストラン「四季味」で地物の食材を生かし

たおいしい朝食をいただきます。 

 感動の瞬間を、ぜひご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（撮影者：伊藤利喜雄さん） 

■日時 

 １月 17日（土） 

 午前 5時 30 分～午前 8時 

■対象 

 小学生以上（小学生は保護者と一緒に） 

 先着 20名 

■参加費 

 600 円（朝食代） 

■場所・問い合わせ先 

 宮城県伊豆沼・内沼サンクチュアリセンター 

 電話：0228-33-2216 

 E-mail：izunuma@circus.ocn.ne.jp 

 HP：http://izunuma.org/ 

 

◇◆◆◇ 宮城県東部地方振興事務所 

登米地域事務所 ◇◆◆◇ 

石ノ森章太郎ふるさと記念館 2014 

光のページェント 

 

 登米市中田町の石ノ森章太郎ふるさと記念

館で、11 月 29 日(土)より光のページェントが

行われています。 

 記念館の前庭を主会場に、約３万５千個の色

とりどりの電球で庭木や小川が彩られます。美

しいオルゴールのメロディも流れ、幻想的な光

の世界を演出します。 

 冬空の下、美しい光のページェントをぜひご

堪能ください。 

 

 

■日時 

 11月 29 日(土)～ １月３日(土) 

 午後５時～午後 10時 

 （点灯場所は記念館敷地内の前庭ですが、 

自由に出入りできます） 

■場所 

 石ノ森章太郎ふるさと記念館前庭 

 （前庭は入場無料） 

■問い合わせ先 

 石ノ森章太郎ふるさと記念館 

 電話：0220-35-1099 

 

◇◆◆◇宮城県気仙沼地方振興事務所◇◆◆◇ 

ＯＮＥ-ＬＩＮＥ 気仙沼クリスマス 

イルミネーションプロジェクトが開催されます 

 

来年１月９日（金）まで、気仙沼市内湾が光

mailto:izunuma@circus.ocn.ne.jp
http://izunuma.org/
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り輝く「ＯＮＥ-ＬＩＮＥ 気仙沼クリスマス

イルミネーションプロジェクト」が開催されて

います。 

周辺施設や住宅を合わせて、約 30 万球を使

用し、内湾地区の岸壁が約 1,300ｍにわたり、

イルミネーションに包まれます。 

 

 

■期間 

 11月 29日（土）～１月９日（金） 

■時間 

 午後６時～午後 10時 

（大晦日は翌日、元旦の午前６時まで点灯） 

■場所 

 気仙沼港周辺（内湾地区） 

■問い合わせ先 

 ＯＮＥ-ＬＩＮＥ実行委員会 

電話：070-6486-3108 

ＵＲＬ：http://kesennuma-christmas.com/ 

 

◇◆◆◇宮城県気仙沼地方振興事務所◇◆◆◇ 

あわびまつりが開催されます 

 

 12月 20日（土）、道の駅「大谷海岸」で、気

仙沼の冬の味覚であるアワビを特別価格で販

売する「あわびまつり」が行われます。 

 新鮮な農産物や魚介類などが販売されます

ので、ぜひお越しください。 

 

 

■開催日 

12月 20日（土） 

■場所 

 道の駅「大谷海岸」 

（気仙沼市本吉町三島 94-12） 

■問い合わせ先 

 本吉町産業振興公社 

 電話：0226-44-3180 

 

◇◆◆◇宮城県気仙沼地方振興事務所◇◆◆◇ 

志津川湾おすばでまつり福興市が開催されます 

 

12月29日（月）、南三陸町の年の瀬の恒例イ

ベントとして今年も「志津川湾おすばでまつり

福興市」が開催されます。 

「おすばで」とは、三陸沿岸部で酒の肴、お

つまみを意味する方言で、祭りでは、物産テン

トで地元名産の海産物や農産物などの新鮮な

正月用食材がお得な価格で販売されるほか、飲

食ブースも設けられます。 

お正月用品を購入できる今年最後の福興市

にぜひお越しください。 
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■日時 

 12月29日（月） 

 午前８時30分～午後１時30分 

■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） 

■問い合わせ先 

 福興市実行委員会 

 電話：090-7077-2550 

 


