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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◇◆◆◇ 

箱根山テラスがオープンしました 

 

 陸前高田市小友町の箱根山麓で整備が進め

られていた宿泊施設「箱根山テラス」が、9

月 11 日にグランドオープンしました。 

 この施設は、県内外からのお客様に宿泊場

所を提供するとともに、「学びと創造の拠点」

として起業を志す方々にも広く開放しようと

造られたものです。 

 木造 2 階建てのセンター棟には、カフェ・

バーやワークショップ・ルームが設けられて

いる他、宿泊棟には和洋室計 14 部屋、45 人

までが収容可能となっています。施設内には

木質バイオマスを使うストーブや、雨水利用

のポンプなども整備され、施設全体で自然エ

ネルギーを活用したものとなっています。 

 箱根山テラスの周りには豊かな自然が広が

り、ウッドデッキからは広田湾も見渡せます。

陸前高田市にいらした際には、是非ご利用下

さい。 

 

 

■問い合わせ先 

箱根山テラス 

電話：0192-22-7088 

メール：contact@hakoneyama-terrace.jp 

Facebook：www.hakoneyama-terrace.jp 

 

 

◇◆◆◇ 宮城県東部地方振興事務所 

       登米地域事務所 ◇◆◆◇ 

 登米市の歴史講座が始まりました 

  

 登米市迫町の「登米・南三陸 Festival」な

どを会場に、「登米市の歴史講座」が始まり

ました。 

 この講座は登米市を拓いた先人たちの歴史

を学び、歴史を活かしたまちづくりや商店街

の活性化を目指そうと、佐沼大通り商店街協

同組合と登米・南三陸フェスティバルが企画

したもので、8 月から 12 月にかけて 6 回シリ
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ーズで開催される予定です。 

 すでに開催された第 1 回は、8 月 23 日(土)

に「佐沼 3 町（一市町・八日町・五日町）の

開発」をテーマに行われ、約 70 名が参加しま

した。9 月 15 日(月)には、第 2 回「市内歴史

探訪」として、登米市内各所の史跡を巡りま

した。 

 12 月まで開催される予定ですので、参加を

ご希望の方は下記のお問い合わせ先までお申

込みください。 

 

■今後の予定 

・第 3 回 10 月 4 日(土) 午後 2 時より 

内容 「亘理家陪臣の暮らし」他 

・第 4 回 10 月 25 日(土) 午前 9 時より 

内容 世界遺産｢平泉｣歴史探訪（先着 25名） 

・第 5 回 11 月 15 日(土) 午後 2 時より 

内容 「この地方の歴史に残る親孝行物語」 

・第 6 回 12 月 6 日(土) 午後 1 時より 

内容 「みやぎの明治村とよまの歴史探訪」 

※この他にも，商店街カレッジとして「健康講

座」「フラダンス教室」「料理教室」「絵手紙教室」

などの開催が予定されていますので、下記へお

問い合わせください。 

■講師 

佐沼郷土史研修会会員 

登米市歴史博物館古文書整理ボランティア 

遊佐 英男 先生 

■問い合わせ先 

登米・南三陸フェスティバル 

電話：0220-23-9227 

迫にぎわいセンター 

電話：0220-21-5565 

 

◇◆◆◇ 宮城県 

気仙沼地方振興事務所 ◇◆◆◇ 

みやぎ南三陸海宝弁当が販売されています 

 

 南三陸町志津川湾の海産物を使った「みや

ぎ南三陸海宝弁当～地元漁師のごっつぉう編

～」の販売が 8 月 5 日から始まりました。 

 株式会社日本レストランエンタプライズ

（NRE）仙台支社が宮城大学産業学部や、宮城

県漁業協同組合志津川支所などの協力を得な

がら開発した復興支援商品で、献立は、南三

陸町名物のタコを使用した炊き込み飯や、銀

鮭「伊達のぎん」を使用した銀鮭酢飯、付け

合わせにはホヤ酒塩漬けや茎ワカメの天ぷら、

茎ワカメの醤油漬けが添えられています。 

 価格は 1,080 円（税込み）で、JR 仙台駅の

NRE 弁当売店 10 か所のほか、JR 東京駅セント

ラルストリート「駅弁屋 祭」で発売されて

いますので、両駅をご利用の際は、ぜひお買

い求めください。 
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◇◆◆◇ 岩手県県南広域振興局 ◇◆◆◇ 

いわて世界遺産祭が開催されます！ 

 

 平泉世界文化遺産登録 3 周年、平泉世界遺

産の日の制定を記念して「いわて世界遺産祭」

が開催されます。 

 テレビ岩手アナウンサーとめぐる「平泉プ

チツアー」やパネル展示など、平泉の文化遺

産の魅力を学べるほか、ユネスコ無形文化財

の「早池峰神楽」の演舞披露、ユネスコ無形

文化遺産の「和食」でもある「もち」のお振

る舞いなど、文化遺産の魅力を幅広く楽しめ

る内容となっておりますので、皆様ぜひ足を

お運びください！ 

■日時 

10 月 12 日（日） 

午前 10 時から午後 4 時まで 

■場 所 

平泉町観自在王院跡 特設会場 

■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 

■岩手県ホームページ（イベントカレンダー） 

http://www.pref.iwate.jp/cgi-evt/event.cgi 

 

第３回全国ご当地もちサミット 2014in 一関 

 

 今年も「もちの聖地 いちのせき」でもち

グルメの熱き戦いが開催されます！ 

日本には古来から各地域に独自の「もち食

文化」が存在し、岩手県南から宮城県北に及

ぶ圏域一帯（いわゆる「中東北地域」）では、

「もち」に関する深い伝統的食文化が根付い

ており、もち食メニューでも、伝統的に供さ

れてきた「もち膳」に加え、現代風にアレン

ジされた多彩な「ご当地もち」が存在します。 

特に昨年度は和食が世界無形文化遺産に認

定され、一関のもち食文化はその重要な構成

要素として含まれることとなりました。 

一方、もちの食文化は全国各地に存在して

おり、こうした全国各地のご当地もちの魅力

を多くの人に知ってもらい、同時に東北地域

の復興を図るイベントとして「全国ご当地も

ちサミット 2014 in 一関」を開催します。 

なお、会場付近の一関水辺プラザにおいて、

一関・平泉バルーンフェスティバル 2014 が開

催され、熱気球の競技飛行と体験搭乗が行わ

れます。 

■日時 

10 月 18 日（土）、19 日（日） 

午前 10 時から午後 3 時まで 

（もちの人気投票は午後 2 時まで） 

■場 所 

一関市総合体育館周辺特設会場 

（屋外テント） 

■料 金 

すべて 300 円 

■メニューの種類 

24 種類 

■問い合わせ先 

一関市商業観光課 TEL:0191-21-8413 

一関商工会議所  TEL:0191-23-3434 

■特設サイト：http://mochi-summit.jp/ 

■公式 facebook： 

https://ja-jp.facebook.com/mochisummit 

イベント情報など 

http://www.pref.iwate.jp/cgi-evt/event.cgi
https://ja-jp.facebook.com/mochisummit
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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◇◆◆◇ 

全国太鼓フェスティバルが開催されます 

 

平成元年から陸前高田市で開催されてきた

全国太鼓フェスティバルが、今年も 10 月 19

日（日）に開催されます。 

このイベントは、900 年以上の歴史と伝統

を誇る陸前高田市気仙町の「けんか七夕」と

いう祭りに由来しています。祭りの際に激し

く打ち鳴らされる「けんか七夕太鼓」、「こ

れを活用して地域起こしができないか」とい

う思いから企画されました。 

震災で平成 23 年は休止しましたが、翌年か

らは力強い太鼓の鼓動とともに陸前高田から

元気を発信するために開催されています。 

今年は、国内 9 団体と海外 1 団体、計 10

団体が出演します。見所は、「台湾・日本太

鼓ジュニアコンクール」で準優勝した台湾の

「天祥太鼓團」という団体の演技です。 

当日は是非、力強い太鼓の鼓動をお楽しみ

下さい。 

■日時 

 平成 26 年 10 月 19 日（日） 

 開演 午前 10 時から午後 3 時まで（開場 

午前 9 時） 

■場所 

 陸前高田市立第一中学校体育館 

■主催 

 全国太鼓フェスティバル実行委員会 

■問い合わせ先 

陸前高田市役所企画部商工観光課 

電話：0192-54-2111 

メール：taiko@city.rikuzentakata.iwate.jp  

 

 

◇◆◆◇ 宮城県北部地方振興事務所 

       栗原地域事務所 ◇◆◆◇ 

「くりはら産品フェア」が開催されます！ 

 

 栗原地域には、米や野菜の他、地域資源を

活かした農商工連携商品が豊富にあります。 

今回、このような地域食材を PRするために、

仙台市一番町四丁目商店街において、PR 展示

即売会「くりはら産品フェア」を開催します。

生産者自らが、栗原市内で生産・製造した農

産物や加工品を販売します。 

宮城県産ひとめぼれの米粉で作った「しんこも

ち」、伊豆沼のほとりで栽培されている北限の「レ

ンコン」、美容と健康を目指す瀬峰産「アロエベ

ラ」などおいしさが満載です。 

会場内には、栗原の観光 PR ブースも設け、

食だけではなく、観光面においても、栗原の

魅力を伝えます。 

 

 

mailto:taiko@city.rikuzentakata.iwate.jp
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■日時 

 10 月 25 日（土），26 日（日） 

  午前 10 時から午後 3 時 30 分まで 

■場所 

 仙台市一番町四丁目商店街 

■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 

 

「花山・湖秋まつり」が開催されます！ 

 

自然広がる花山湖畔でバーベキューが楽し

める「花山・湖秋まつり」が開催されます。 

まつりの目玉は何と言っても、宮城県産黒

毛和牛のステーキ肉です。食欲の秋に、おい

しいお肉を贅沢に味わってみませんか。 

バーベキュー用の肉と野菜は、当日会場で

セット販売され、鉄板は無料で貸し出されま

すので、気軽に御参加いただけます。 

そのほか、栗原の新しい郷土料理「そばだ

んご」汁の振舞い（300 食限定）や、楽しさ

満点の体験コーナー、ミニイベント、肉や野

菜の販売等、盛りだくさんの内容となってい

ます。 

ご家族やお仲間お誘い合わせの上、ぜひ栗

原の美味しい食と美しい自然を堪能しにお越

しください。 

 

 

■日時 

 10 月 12 日（日） 

午前 10 時から午後 2 時まで 

 （雨天時は食材の引換えのみ） 

■場所 

 花山青少年旅行村（栗原市花山） 

■当日券 

 4,000 円（限定 50 セット） 

【セット内容】ステーキ肉/スライス肉/野菜 

※食中毒防止の為，飲食物の持ち込みは禁

止されています。 

■問い合わせ先 

 栗原市花山農山村交流センター 

（ふるさと交流館） 

電話：0228-43-5111 

 

◇◆◆◇ 宮城県東部地方振興事務所 

        登米地域事務所 ◇◆◆◇ 

まるごといしこしまつりが開催されます！ 

 

登米市石越町の石越総合運動公園で、「ま

るごといしこしまつり」が開催されます。 

新鮮な農産物の販売が行われる旬彩市や JA

まつり、チャリティーバザー、うまいもの市、

秋の展示会など様々なイベントが行われます。 

ステージイベントでは、小中学生によるブ

ラスバンド演奏やお楽しみ抽選会が行われま

す。また当日は地域の食材を使った芋煮なべ

や仙台牛の串焼きといった地元の味を味わう

こともできますので、ぜひお越しください。 
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■日時 

10 月 26 日（日） 

午前 9 時 30 分から午後 3 時まで 

■場所 

石越総合運動公園（登米市石越町） 

■問い合わせ先 

まるごといしこしまつり実行委員会 

（登米市石越総合支所市民課） 

電話：0228-34-2111 

 

◇◆◆◇ 宮城県 

気仙沼地方振興事務所 ◇◆◆◇ 

気仙沼サンマフェスティバル２０１４が 

開催されます 

 

10 月 11 日（土）、12 日（日）にイオン気

仙沼店で「気仙沼サンマフェスティバル 2014」

が開催されます。 

今年で 3 回目を迎える「気仙沼サンマフェ

スティバル」は、毎回多くの来場者で賑わい

ます。 

当日は、焼きたてのサンマが無料で振る舞

われるほか、県内外のアーティストが多数出

演するライブやバスケットボールの魅力を紹

介するイベントなどが予定されています。 

 

 

■日時 

 10 月 11 日（土）、12 日（日） 

 午前 9 時から午後 6 時まで（予定） 

■場所 

 イオン気仙沼店駐車場 

 （気仙沼市赤岩舘下 6-1） 

■問い合わせ先 

 気仙沼サンマフェスティバル実行委員会 

 電話：080-4167-5636  

URL：http://sanmafes.com/ 

 

第３０回気仙沼市産業まつりが 

開催されます 

 

 10 月 26 日（日）に、気仙沼市魚市場で地

域最大の物産展「気仙沼産業まつり」が開催

されます。 

 この産業まつりは、地元の農林水産物や商

工業者による商品を展示・販売するもので、

昨年は気仙沼市本吉地区での開催でしたが、

今年は震災前の会場である、魚市場において

開催されます。 

 当日は、市内の地場産品を一堂に集めた展

示即売や、地場産品等が当たる大抽選会など

も行われます。 

 

■日時 

 10 月 26 日（日） 

 午前 9 時から午後 3 時まで 

■場所 

 気仙沼市魚市場 

 （気仙沼市魚市場前 8-25） 

■問い合わせ先 

 気仙沼市産業まつり実行委員会 

 電話：0226-22-3436 

 URL：http://www.city.kesennuma.lg.jp/ 

 

 

 


