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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 ◇◆◆◇ 

  

 

 

 

 

 

 

 2021 年２月６日（土）から３月 21 日（日）

にかけて「三陸・大船渡第 24 回つばきまつり」

が開催されます。 

 会場となる「世界の椿館・碁石」には、世界

13 ヶ国約 550 種のつばきが展示され、訪れる

方々にくつろぎの時間を与えてくれます。 

 つばきまつりの期間中は休館日なしで開館

しています。詳しいイベント内容やスケジュ

ールにつきましては、右記スケジュール又は

大船渡市のホームページをご確認ください。 

また、つばきまつり最終日には、令和４年

に大船渡を会場に行われる全国椿サミットの

ＰＲイベントも行われます。 

 世界の椿館・碁石では新型コロナウイルス

感染症対策を実施

したうえで、皆様

のご来場をお待ち

しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■お問い合わせ先 

 つばきまつり実行委員会事務局 

（大船渡市農林水産部農林課） 

 TEL 0192-27-3111 

 URL https://www.cit y.ofunato.i wate.jp/si te/corona/13327 .html

盛り上げよう！岩手・宮城県際交流   ●一関・大船渡・栗原・登米・気仙沼 合同広報紙 

岩岩手手・・宮宮城城県県際際ネネッットトワワーークク                                     

－ 令和３年２月１日発行 －（担当公所：岩手県沿岸広域振興局）（第 167 号） 

●編集・発行 地域づくり団体ネットワーク岩手・宮城県際交流会事務局 

岩 手 県 県 南 広 域 振 興 局 経 営 企 画 部 0197-22-2812 https://www.pref.iwate.jp/kennan/keiei/index.html  

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  0192-27-9911 https://www.pref.iwate.jp/engan/ofuna_chiiki/index.html  

宮 城 県 北部地方振興事務所栗原地域事務所地方振興部 0228-22-2195 https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/nh-khsgsin-e/  

宮 城 県 東部地方振興事務所登米地域事務所地方振興部  0220-22-6123 https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/et-tmsgsin-e/  

宮 城 県 気仙沼地方振興事 務 所地方振興部  0226-24-2593 https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/ks-tihouken-e/  

 

圏域情報 

三陸・大船渡 第 24回つばきまつりが開催されます！！ 

https://www.city.ofunato.iwate.jp/site/corona/13327.html
https://www.pref.iwate.jp/kennan/keiei/index.html
https://www.pref.iwate.jp/engan/ofuna_chiiki/index.html
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/nh-khsgsin-e/
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/et-tmsgsin-e/
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/ks-tihouken-e/
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◇◆◆◇ 岩手県 県南広域振興局 ◇◆◆◇  

 

 

12 月３日（木）、東北デスティネーション

キャンペーン（※東北ＤＣ）を盛り上げる、

「ＴＯＨＯＫＵサポーター」に、平泉のご当

地キャラクターである『ケロ平（ひら）』が

就任しました。 

 

岩手県奥州地区合同庁舎で認定証の授与式

が行われ、県南広域振興局の佐々木隆局長か

らケロ平へ認定証が授与されました。 

 

※東北デスティネーションキャンペーンと

は…東北６県の自治体や観光関係者とＪＲ６

社などが一体となって行う大型の観光キャン

ペーン。期間は 2021 年４月１日から９月 30

日まで。

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ケロ平（ひら）とは？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ケロ平」は、平泉の柳之御所遺跡から出土し

た「平泉カエル戯画」をモチーフとした岩手県の

公認キャラクターです。「ケロ平」の名前は「平泉」

の「平（ひら）」を表現しています。 

 

■今年度のケロ平の活躍 

・６月 13日…じゃじゃじゃＴＶご当地キャラ運動会 

        （IBC テレビ） 

・７月 17 日…You Tube ケロ平チャンネル開設 

・９月５日～６日…平泉世界遺産祭 

(めんこいテレビ出演) 

 

■ケロ平 Twitter 

https://twitter.com/kerohira0629 

■ケロ平 Face Book 

https://www.facebook.com/kerohira/ 

■ケロ平 You tube 

https://www.youtube.com/channel/UCM0NTyj

PLO9CpQQQvQgY0ig 

ケロ平が東北 DCの TOHOKU サポーターに就任！ 

 

 

「ＴＯＨＯＫＵサポーター認定証が届いたケ

ロ♬東北ＤＣ期間中、東北６県に訪問して

いただいたお客様に東北の魅力と感謝の

気持ちを伝え、また来ていただけるように

頑張るケロ☆特設サイトのサポーター一覧

にケロ平が掲載されて嬉しいケロ～みんな

もＴＯＨＯＫＵサポーターに登録してケロ平

と一緒に東北ＤＣを盛り上げてケロ！」 

https://twitter.com/kerohira0629
https://www.facebook.com/kerohira/
https://www.youtube.com/channel/UCM0NTyjPLO9CpQQQvQgY0ig
https://www.youtube.com/channel/UCM0NTyjPLO9CpQQQvQgY0ig
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◇◆◆◇ 宮城県 北部地方振興事務所栗原地域事務所 ◇◆◆◇ 
 

 

 

 

栗原市西部にある花山湖に、県内初のワカ

サギ釣りドーム船が登場し、連日大勢の釣り

客らで賑わっています。 

花山漁業協同組合によると、今シーズンか

ら、定員 8 席のドーム船を 3 隻に増やし、合

計 24 席で営業していますが、大人気でキャン

セル待ちの状態が続いています。 

 

ワカサギはエサを求めて常に移動する回遊

魚のため、群れに出会わないとなかなか釣れ

ませんが、花山湖では一日中釣れると評判に

なっています。一日に 800 匹という釣果を上

げた人も出たとのこと。 

 

今年は、新型コロナ対策のため、「完全予

約制」による人数制限を実施して密にならな

いよう配慮し、換気も十分行っています。ま

た家族で 1 隻を貸し切るという方も多いそう

です。 

 

 

 

 

  

      

 

 

 

 

 

 

 

     （ドーム船全景） 

 

 

 

 

 

 

 

 

     （ドーム船内部） 

漁協の三浦事務局長によると、ドーム船人

気を受けて、来年度からワカサギふ化事業に

取り組む計画があるそうです。 

さらに、花山で育てたワカサギを釣り、食

事や宿泊を楽しんでいただくイベントの開催

なども企画したいという熱い意気込みを伺い

ました。 

■営業期間 

令和 3 年 3 月 31 日まで 午前 8 時～午後 4 時 

■予約受付時間 

午前 9 時～午前 11 時／午後 2 時～午後 4 時 

■お問い合わせ先（予約先） 

花山漁業協同組合事務局（道の駅路田里はな

やま内） 

住所：栗原市花山字本沢北ノ前 112-1 

電話：0228-56-2265 

花山湖のワカサギ釣りドーム船が大人気です 
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◇◆◆◇ 宮城県 東部地方振興事務所登米地域事務所 ◇◆◆◇ 
 

 

 

 

登米
と め

市登米
と よ ま

町の「みやぎの明治村」では、

みやぎの明治村をより多くの方に知っていただく

ため、11 月 10 日から 11 月 30 日までと、１月

１日から１月 20 日までの計２回、“Instagram

プレゼントキャンペーン”を実施しました。 

このキャンペーンは、みやぎの明治村の

Instagram のアカウントをフォローし、指定

された投稿に「いいね・コメント」をした方

の中から抽選でプレゼントが当たるというも

のでした。プレゼントは、“登米のうまいも

の”が詰まったギフトや、観覧無料券＆特選

うな重といった豪華な内容となっており、応

募者数は第１弾が 694 名、第２弾が 749 名で

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

みやぎの明治村では、併せて“Instagram

投稿キャンペーン”も実施しています。こち

らは、入館券を購入し、Instagram に“#みや

ぎの明治村”を付けて写真を投稿した方に景

品をプレゼントするキャンペーンです。 

開催期間は３月 31 日までですが、景品がな

くなり次第終了となります。 

 

ぜひ、この機会にみやぎの明治村で撮影し、

とっておきの写真を Instagram に投稿してみ

てはいかがでしょうか。 

 

■お問い合わせ先 

株式会社とよま振興公社 

電話：0220-52-5566 

ＨＰ：http://toyoma.co.jp/ 

みやぎの明治村 Instagramプレゼントキャンペーンが実施されました 

http://toyoma.co.jp/
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◇◆◆◇宮城県 気仙沼地方振興事務所地方振興部 ◇◆◆◇ 
 

 

 

 

 

12 月 29 日（火）に志津川仮設魚市場特設

会場にて志津川湾おすばでまつり福興市が開

催されました。 

 

 「おすばでまつり福興市」は、南三陸町年

末恒例の物産市で、町内の水産加工会社など

17 団体が出店し、年越しや正月用の食材を買

い求める客でにぎわいました。 

 

今年は、新型コロナウイルス感染症拡大防

止の観点から、来場者を東北６県の方限定に

するなど、感染症対策を徹底しながら開催さ

れました。 

 

 

「おすばで」とは、三陸沿岸の方言で「酒

の肴（さかな）」という意味があります。年

越しやお正月に欠かせないタコやアワビ、ホ

タテなどの魚介類、蒲鉾や海苔などの水産加

工品、さらに農産物など南三陸町の特産品が

勢揃いしました。中には早々に完売する商品

もあり、大盛況となりました。 

 

 

 

 

今年度のおすばでまつりは終了となりまし

たが、南三陸町の特産品は町内でお買い求め

いただけますので、ぜひ南三陸町にお越しく

ださい。 

    

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■お問い合わせ先 

南三陸町商工観光課 

TEL:0226-46-1385 

 

 

恒例の志津川湾おすばでまつり福興市が開催されました。 

 


