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◇◆◆◇ 宮城県 気仙沼地方振興事務所 ◇◆◆◇ 

連続テレビ小説「おかえりモネ展」の開催期間が延長されました！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連続テレビ小説「おかえりモネ」の舞台地とな

った気仙沼市にある商業施設にて、番組展が開催

されています。 

会場内には、メインキャストの特大ビジュアル

や、オープニング映像で実際に使用された「なな

いろの布」を用いたなりきりフォトスポット等も

設置されており、モネの世界に浸ることができま

す。 

 この他にも、制作スタッフが語る撮影秘話など、

ここでしか見られない展示の数々が、全て撮影可

能となっております。 

この度、好評により開催期間が 1 年延長となり

ました。10 月からは撮影で使用された小道具な

どが追加で展示され、既に来場された方にも、改

めてお楽しみいただける内容となっています。是

非モネ展に足を運んでみてはいかがでしょうか。 

■開催期間 

令和 4 年 10 月 31 日まで 

時間：8:30～17:00（7 月～8 月は 8:30～18:00） 

 ※1 月 1 日のみ休館 

■会場 

UMI-ICHI ホヤぼーやホール 

（宮城県気仙沼市魚市場前 7-13） 

気仙沼「海の市」２階 

■入場料 

無料 

※内容が変更される場合がありますので、 

最新の情報をご確認ください。 

■お問い合わせ先 

気仙沼市観光サービスセンター 

TEL:0226-22-4560 
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圏域情報 
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◇◆◆◇ 岩手県 県南広域振興局 ◇◆◆◇ 
岩手・宮城県際広域観光推進研究会の取組を紹介します！ 

 

岩手・宮城県際広域観光推進研究会とは、

岩手・宮城両県の県際地域の広域観光を推進

するため、岩手県側は、一関市・平泉町・大

船渡市・陸前高田市・住田町、宮城県側は、

栗原市・登米市・気仙沼市・南三陸町の市町

や観光協会、県などの観光関係団体の担当職

員を構成員として、平成 22 年 6 月に設置され

た組織です。年に 2 回の研究会、また、必要

に応じて開催する幹事会を通じて、県際地域

の観光振興に必要な施策の検討や情報共有を

行っています。 

 

同研究会ではこれまで、南いわて北みやぎ

ドライブマップの発行やポータルサイト「南

いわて・北みやぎの観光情報」での情報発信、

各地域のご当地キャラクターを活用した観光

地等の PR を行っています。 

 

 

 

今年度は、第 1 回幹事会を 6 月 24 日（木）に奥

州市で開催しました。県機関の担当者が今年度の

連携事業について検討するとともに、各事務所の

実施事業について情報交換を行いました。 

なお、第 1 回研究会は、新型コロナウイルス感

染症拡大の影響から、書面とオンラインを併用し

10 月 19 日（火）に開催しました。連携事業とし

て、常時ポータルサイトで情報発信しており、今

年度の後半はドライブマップの改訂を行います。

その他の連携事業についても、今後研究会で協議

を行う予定です。 

 

 

 

■お問い合わせ先 

 岩手・宮城県際広域観光推進研究会事務局 

（県南広域振興局経営企画部） 

  TEL:0197-22-2843 

 

 

 

圏域情報 

過去にケロ平が宮城県の観光地を訪問した様子。左上から
時計回りに、くりでんミュージアム（栗原市）、みやぎの明治
村（登米市）、氷の水族館（気仙沼市）。 

 
南いわて北みやぎドライブマップは左記

QR コード先ポータルサイト「南いわて・北みや
ぎの観光情報」から閲覧可能です。 

 

 

©2013 岩手県 ケロ平 
designed by センウェンルー 

tel:0197-22-2843
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◇◆◆◇ 沿岸広域振興局経営企画部大船渡地域振興センター ◇◆◆◇ 

陸前高田の新ブランド！？ “北限のゆず”に迫る！ 

 岩手県陸前高田市に、200 年以上前から生息

していたゆず… 今回は震災を契機に陸前高田

の復興の象徴として地域のブランド化を目指し

ている“北限のゆず”を紹介します。 

 今年もたわわに実を付けてくれた北限のゆず

は、北限のゆず研究会の会員やサポーターによ

って育てられています。今年は約 5 トンの収穫

が見込まれており現在、その収穫作業が行われ

ています。地域のブランド化を目指し現在では、

北限のゆずを使用したさまざまな商品が開発さ

れ、市内の店舗で販売されています。 

 

～ 豆 知 識 ～ 

“北限のゆず”は大正期からあった！？ 

『南船北馬集』にその記述はあった－ 

 名物に うまいものなき 世の中に 

          柚子羊羹は 独り例外 

（南船北馬集 第十四編より） 

この句は、大正 6 年 7 月 10 日、宮城県気仙沼市

での活動を終え、岩手県気仙郡高田町（現陸前

高田市）に入り、町内の名物であった柚子羊羹

を喫して井上円了が贈った一句とされている。 

現在、陸前高田でブランド化が進む「北限のゆ

ず」が大正期にはすでに名産品であったことを

窺わせる記述であった。 

◇「北限のゆず」を使った主な商品 

 

 

 

◇「北限のゆず」商品販売店 

 

■編集・お問い合わせ先 

 大船渡地域振興センター 

 電話：0192-27-9911 

■写真提供 

 北限のゆず研究会 

 http://www.hokugen-yuzu.jp/ 

http://www.hokugen-yuzu.jp/
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◇◆◆◇ 宮城県 北部地方振興事務所栗原地域事務所 ◇◆◆◇ 

シビックプライド醸成セミナーを開催しました 

地域の方が地元の魅力を再発見し、観光等で

栗原を訪れた方々に「くりはら」の観光資源を、

御案内できるようセミナーを開催しました。 

 

セミナーでは、栗原市内のホテルや農泊・民

泊等の宿泊施設、観光関連施設、タクシー会社

や地域おこしに関わる方々などが、栗原市の観

光地など四季折々のみどころや、特産品等につ

いて学びました。 

 

○現地研修「栗原の産業遺産」 

くりはら田園鉄道公園 

くりでんミュージアム 

 

 

講座のなかでは、地域おこし協力隊からみた

栗原市の魅力として、市外から見える栗原市の

魅力や、住んでみたい田舎としての栗原につい

て、移住された方からお話をいただき、魅力を

再認識することができました。 

 セミナーを受講された方に対しては、観光等

でいらした方とのきっかけづくりのアイテムと

して、「わがまち案内人」のバッチを交付しま

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

栗原を訪れていただいた方などを、心温かく

御案内できるよう、来年度もセミナーの開催を

予定しています。 

ぜひ、御参加ください。 

 

○研修「くりはらの苔」 

 

苔玉づくり講習会の様子 

 

完成した苔玉 

 

■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 
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◇◆◆◇ 宮城県 東部地方振興事務所登米地域事務所 ◇◆◆◇ 

地元の食と自然と文化に触れよう！ トメ旅！2021 

現在、登米市内では「トメ旅！2021」を開催

しています。このイベントは、登米市内をまわ

りながら、クロスワードパズルや現地での謎解

き問題、指定のお店での食事又は買い物でもら

える「食べたぜシール」獲得の全 9 つのミッシ

ョンがあります。3 つ以上のミッションをクリ

アすることで、仙台牛や登米産りんごなどの「ト

メのお宝セット」が当たります。 

なお、クリア数に応じて、10,000 円相当・

5,000 円相当・3,000 円相当の商品が当たりま

す。 

  

※応募用紙は、登米市内道の駅や直売所などに

配架しています。 

 

あわせて、Instagram のプレゼント企画「雨

のちトメ賞」も実施しています。こちらの応募

方法は下記のとおりです。 

①登米市観光物産協会の公式インスタグラムの

アカウント（＠tome_stagram）をフォロー 

②おすすめしたい登米市のいいところ、好きな

ものと一緒に写真を撮影 

★雨のちトメポーズを忘れずにしてください 

③「#雨のちトメ」と「#ほっとめーしょん」を

付けて投稿 

 

応募した方の中から、抽選で 50 名様に 1,000

円相当のグッズが当たります。 

↑雨のちトメポーズ（雨がやんだかな？とい

うポーズです） 

 

 ぜひこの機会に登米市の魅力を再発見してみ

ませんか。  

 

■開催期間 

 令和 3 年 10 月 23 日～令和 3 年 12 月 26 日 

■お問い合わせ先 

 地元の食と自然と文化に触れよう！トメ旅！

2021 応募係（登米市観光物産協会内） 

 電話：0220-52-4648 
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◇◆◆◇ 宮城県 東部地方振興事務所 

登米地域事務所 ◇◆◆◇ 

公式 Instagram ほっとめーしょん 

1 周年！感謝祭！ 

 当所公式 SNS「ほっとめーしょん」が令和 3 年

11 月 11 日で開設 1 周年を迎えたことから、記念

に Instagramにおけるプレゼント企画を実施して

います。応募した方の中から抽選で 50 名様に、 

1,000円相当の本イベントオリジナルの木工芸品

が当たります。 

たくさんの魅力情報の投稿をお待ちしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■応募方法 

①当所公式 Instagram（＠miyagi_hot_tome）

をフォロー 

 ②登米市内で写真を撮影（風景、食べ物など何

でも可） 

 ③「#ほっとめーしょん」及び「#ほっとめーし

ょん 1 周年」のハッシュタグを付けて投稿 

 ※プライバシー設定で「非公開アカウント」とし

ている場合は，こちらで投稿を確認できない

ため，公開しているアカウントでの投稿をお

願いいたします。 

■お問い合わせ先 

宮城県東部地方振興事務所登米地域事務所

地方振興部 

電話：0220-22-6123 

 

 

 

 

イベント情報など 


