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◇◆◆◇ 岩手県県南広域振興局 ◇◆◆◇ 

「うまっ！いわて観光キャンペーン」 

開催中です！ 

 

 岩手県では、平成25年4月19日から9月30日

まで、「うまっ！いわて観光キャンペーン」

を開催中です。 

 このキャンペーンは、昨年度開催された「い

わてデスティネーションキャンペーン」によ

る誘客効果を維持・拡大するため展開されて

いるものです。 

 特に、岩手県県北・沿岸地域の観光客の震

災前水準の回復に力を入れるため、復興応援

バスツアーの拡大や「あまちゃん」効果を活

かしたイベントの展開等を行っております。 

 このキャンペーンの重点期間を7月から9月

に設定し、岩手県県南広域振興局においても、

9月6日から30日までの「『レゴ®ブロック』で

作った世界遺産展」（会場：一関市、平泉町、

奥州市）や、9月28日、29日の「いわてまるご

と肉フェスタ」（会場：えさし藤原の郷）を

開催し、岩手県への誘客を図ります。 

 

 

 

 

 

■お問い合わせ先 

 県南広域振興局経営企画部 

 観光労働商業課観光グループ 

  電話：0197-22-3008 

  FAX：0197-22-3749 

 

◇◆◆◇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◇◆◆◇ 

「駅―１（エキイチ）グルメ」パンフレット第４弾が

完成！三陸沿岸の飲食店30店舗を紹介！！ 
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青森県八戸市から宮城県気仙沼市にかけて

の三陸沿岸を走る鉄道駅ごとに、ご当地のお

勧めメニューを紹介する「駅－1（エキイチ）

グルメ」のパンフレット第4弾が完成しました。 

今回は「凄うまっ！三陸」をテーマとして、

海鮮もの・イタリアン・薬膳料理などジャン

ルを問わない「三陸の最高の自慢の味」をピ

ックアップしてい

ます。 

JR 八戸線、三陸

鉄道北リアス線、

JR 山田線、JR 釜石

線、三陸鉄道南リ

アス線、JR 大船渡

線沿線の合計30店

舗の料理などが写

真入りで紹介され

ています。このう

ち気仙地域からは、大船渡市から4店舗、陸前

高田市から3店舗、住田町から1店舗の合計8

店舗が掲載されています。 

このパンフレットは、三陸沿岸への観光誘

致を目的として、官民有志の組織・ SMAP

（Sanriku Marketing Action Party の略称。

会長：望月正彦三陸鉄道社長）が作成し、岩

手県内の主要駅や観光関係機関などで無料配

布しています。 

 

■問い合わせ先 

駅－1グルメ事務局 

（三陸鉄道㈱内 駅－1グルメ係） 

 電話：0193-62-8900 

 

◇◆◆◇宮城県東部地方振興事務所 

         登米地域事務所 ◇◆◆◇ 

仙台・宮城デスティネーションキャンペーン 

登米市ファイナルイベントが開催されました 

  

 仙台・宮城デスティネーションキャンペーン

の登米市における締めくくりとして、平成25年

6月30日（日）にみなみかた花菖蒲の郷公園に

おいて、登米市ファイナルイベントが開催され

ました。 

 

登米風土博覧会2013バイキングや軽トラ市の

ほか、みなみかた花菖蒲まつりが同時開催され、

大勢の来場者で賑わいました。 

登米風土博覧会2013バイキングでは、デステ

ィネーションキャンペーン期間中に実施した風

土博覧会の各種グランプリで入賞した料理をは

じめ、はっとや油麩のアレンジ料理など約30種

類が提供されました。 

 

このほか、デスティネーションキャンペーン

期間中に募集したフォトコンテストやキャラ弁

コンテストの表彰式も行われました。 

仙台・宮城デスティネーションキャンペーン

は6月をもって終了しましたが、今後も登米の

魅力を発信していきます。 

 

■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 商工・振興班 

電話：0220-22-6112 
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◇◆◆◇ 岩手県県南広域振興局 ◇◆◆◇ 

全国地ビールフェスティバル in一関開催！ 

 

 毎年恒例の「全国地ビールフェスティバル

in 一関」が開催されます。 

 今回も、記念グラス付のプレミアムチケッ

ト（3,000円）を300枚限定で販売されていま

す。 

 今年は、全国の地ビール60社、約150種類の

地ビールを集め、盛大に開催されます。 

 

 全日本エレキ音楽祭も同時開催されますの

で、音楽を聴きながら地ビールを楽しめるイ

ベントです。是非おいでください!! 

 

■開催日時 

 8月23日（金） 

午後5時30分から午後8時まで 

 8月24日（土）午前11時から午後８時まで 

 8月25日（日）午前11時から午後６時まで 

■場 所 

 一関文化センター前広場 

 

■問い合わせ先 

 (一社)一関観光協会 電話：0191-23-2350 

 一関市商業観光課 電話：0191-21-8413 

 いち旅! http://www.ichitabi.jp/ 

 

◇◆◆◇ 岩手県県南広域振興局 ◇◆◆◇ 

「『レゴ®ブロック』で作った世界遺産展  

PART-3」岩手開催決定！ 

 

 日本ユネスコ協会連盟が行う世界遺産活動

をバックアップすることを目的として開催さ

れている、レゴ®ブロックで表現された世界遺

産の展覧会が、世界遺産の地『平泉』エリア

で開催されます。 

 PART-3から新たに加わった中尊寺金色堂と

毛越寺浄土庭園が、ついにご当地へやってき

ます。各国の世界遺産が一同に集まるこの機

会をお見逃しなく！ 

 

 

■開催日時 

 9月6日（金）から9月30日（月）まで 

■詳 細 

 ◇一関会場（メイン会場） 

  なのはなプラザ 

   （2階 にぎわい創造センター） 

  午前9時から午後7時まで 

（入場は閉場の30分前まで） 

  入場料：大人300円（中学生以上） 

      小学生100円、小学生未満無料 

 ◇奥州会場（サテライト会場） 

  歴史公園えさし藤原の郷 

イベント情報など 
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  （政庁 南側西脇殿） 

  午前9時から午後5時まで 

（入場は閉場の60分前まで） 

  入場料：えさし藤原の郷への入場料が必

要 

  『レゴ®ブロック』で作った世界遺産展の

観覧は無料 

 ◇平泉会場（サテライト会場） 

  平泉文化遺産センター（ふれあいホール） 

  午前9時から午後5時まで 

（入場は閉場の30分前まで） 

  入場料：無料 

■お問い合わせ先 

 世界遺産連携推進実行委員会事務局 

  県南広域振興局経営企画部 

   観光労働商業課 

   電話：0197-22-3008 

  平泉町観光商工課 

   電話：0191-46-5572 

 

◇◆◆◇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・大船渡夏まつり」開催！ 

 

 東北最大級の海の祭典の一つ、三陸・大船

渡夏まつりが、8月2日（金）・3日（土）の2

日間、岩手県大船渡市内で開催されます。 

 当日は、海上七夕の湾内巡航や、市民道中

踊り、大船渡にゆかりのある歌手や郷土芸能

の発表などが行われます。また、3日には、市

民協賛花火を始めとした5,000発の花火が、祭

りを盛り上げます。 

今年度は、大船渡青年会議所とのタイアッ

プ企画として、「大船渡復興グルメフェステ

ィバル」も開催される予定です。 

大船渡が熱く盛り上がる2日間。この熱気を

味わいに、ぜひ大船渡までお越しください。 

 

 

 

 
 

■開催日時 

8月2日（金）、3日（土） 

【花火大会】 

 8月3日（土）午後7時から開始 

■場所 

 大船渡港付近及び JR 大船渡駅前広場特設

ステージ  

■問い合わせ先 

 三陸・大船渡夏まつり実行委員会 

（大船渡商工会議所内） 

 電話：0192-26-2141 

 

◇◆◆◇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◇◆◆◇ 

「陸前高田うごく七夕まつり」＆ 

「気仙町けんか七夕まつり」開催！ 

  

 「陸前高田うごく七夕まつり」は、陸前高

田の夏を代表するお祭りです。祭組によって

製作された山車が、町内を巡ります。夜には、

色鮮やかにライトアップされた山車が、陸前

高田の町を彩ります。 

 昨年度は6台の山車で行われましたが、今年

度は更に2台増え、8台の山車が運行される予

定です。 

 「気仙町けんか七夕まつり」は、陸前高田

市気仙町で、約900年間開催されてきた歴史あ

る祭りです。東日本大震災により、4台あった

山車は1台を残し流失。昨年度は、残った1台

と、震災後新調された1台の計2台で、山車が

ぶつかり合う「けんか」が復活しました。今

年度も、2台の山車が町内を練り歩き、 

迫力のある「けんか」を披露する予定です。 
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 力強く、そして美しい山車が皆さんを待っ

ています。この夏は是非陸前高田までお越し

ください。 

 

 

■開催日時及び場所 

【うごく七夕まつり】 

日時：8月7日（水） 

場所：高田町大町付近（午前10時30分頃及び

午後6時30分頃に山車が集結する予定

です。） 

 【気仙町けんか七夕】 

日時：8月7日（水） 

昼の部 

 午前10時30分から午後2時30分まで 

夜の部 

 午後6時から午後8時まで 

（「けんか」は、午後2時頃及び午後7時頃

に行われる予定です。） 

場所：陸前高田市気仙町付近 

■問い合わせ先 

 陸前高田市観光物産協会 

 電話：0192-54-5011 

 

◇◆◆◇ 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、ずんだジャ

ムや酒ケーキなど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。 

 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。 

 栗原の美味しいものを発見に、ぜひお越し

ください。 

 

 

■日時 

 9月14日(土)・15日(日) 

  午前10時から午後4時まで 

 10月26日(土)・27日(日) 

  午前10時から午後3時30分まで 

 11月16日(土)・17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 

 

◇◆◆◇ 宮城県北部地方振興事務所 

栗原地域事務所 ◇◆◆◇ 

第6回「くりはら万葉祭」が開催されます！ 

 

 栗原市一迫の「風の沢ミュージアム」で、

「くりはら万葉祭」が開催されます。 

 第6回目となるこのお祭りでは、土器の野焼

きや、東北に伝わる伝統芸能の披露など様々
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な催しものが行われます。地元栗原の神楽に

加えて、岩手県等他県の伝統芸能も一緒に観

賞できる機会はなかなかありません。また、

出店等もあり、ご家族でお楽しみいただけま

す。 

 土器の野焼きや伝統芸能などを通じて、自

然と人の営みを感じてみてはいかがでしょう

か。 

 

■日時 

 9月22日（日） 

 正午から午後8時まで 

■場所 

 栗原市一迫片子沢外の沢11 

■問い合わせ先 

 風の沢ミュージアム 

電話：0228-52-2811 

 

◇◆◆◇宮城県東部地方振興事務所 

登米地域事務所 ◇◆◆◇ 

長沼はすまつり開催中です 

 

登米市迫町の長沼で「長沼はすまつり」が開

催されています。 

期間中は湖上遊覧船が運航され、湖面いっぱ

いに広がるハスの花を船上から鑑賞することが

できます。 

ハスの花は朝開き、夕方にかけてしぼんでい

くため午前中が見頃です。ハスの花に癒やされ

ながらの遊覧をぜひお楽しみください。 

 

 

 

■期間 

 8月1日（木）から8月31日（土） 

■時間 

 午前9時から午後4時まで 

（最終乗船は午後3時30分） 

■場所 

 兵粮山
ひょうろうやま

公園長沼特設桟橋 

■料金 

一般：700円 小学生：500円 

4歳以上：300円 

※はすの開花時期により日時が変更になる場合

がありますので、詳しくはお問い合わせくださ

い。 

■問い合わせ 

 一般社団法人 登米市観光物産協会 

 電話：0220-52-4648 

■ホームページ（長沼はすまつり情報） 

http://www.tome-city.com/ 

 

◇◆◆◇宮城県東部地方振興事務所 

登米地域事務所 ◇◆◆◇ 

とよま秋まつりが開催されます 

  

とよま秋まつりは、登米神社の秋季例祭に行

われる山車行事で、約340年にわたって継承さ

れてきた伝統行事です。宵祭り・本祭と2日間

行われ、様々な伝統芸能が披露されます。この

山車行事は宮城県無形民俗文化財に指定されて

います。 

14日の宵祭りでは、山車・みこしが集合し審

査が行われます。 その他、小笠原流弓術や、

仙台伊達藩の大蔵流の流れを現在まで継承する

登米薪
たきぎ

能
のう

が奉納されます。 

15日の本祭は、7種類のおはやしが鳴り響く

中、武家屋敷が残る登米の城下町を豪華絢爛な

山車やみこしが練り歩きます。このほか、「と

よま囃子踊りパレード」や五葉山火縄銃鉄砲隊

の演武などもあります。 

皆様お誘い合わせの上、ぜひお越しください。 

http://www.tome-city.com/


 - 7 - 

 

 

■日時 

 9月14日（土）・15日（日） 

 14日：午後2時から午後9時まで 

 薪能開演時間は午後5時から午後8時30分まで 

15日：午前9時30分から午後6時まで 

■場所 

 登米市登米町寺池地区 

薪能は伝統芸能伝承館「森舞台」 

小笠原流弓術は教育資料館前庭 

武者行列や他のイベントパレードなどは寺池

地区中心部で行われます。 

■薪能鑑賞料金 

前売券：A 席2,500円・B 席1,500円 

当日券：A 席2,500円・B 席1,500円 

（前売り券は8月17日から予約開始） 

■問い合わせ 

 登米市登米総合支所市民課 

 電話：0220-52-5051 

  とよま振興公社 

 電話：0220-52-5566   

 

◇◆◆◇宮城県気仙沼地方 

振興事務所◇◆◆◇ 

第６２回気仙沼みなとまつりが開催されます 

 

8月10日（土）、11日（日）に、航海の安全

と大漁を祝う気仙沼市最大の祭り「気仙沼みな

とまつり」が開催されます。震災後初の開催と

なった昨年に引き続き、今年も田中前大通りを

メイン会場として行われます。 

初日は、「街頭パレード」や「はまらいんや

踊り」が行われます。「はまらいんや」とは地

元の方言で「一緒に参加しませんか」を意味し

ます。バンドの生演奏とともに参加団体が各々

工夫を凝らした踊りを披露し、祭りを盛り上げ

ます。 

2日目は、今年復活する太鼓の競演とともに、

気仙沼湾内の海上から花火が打ち上げられます。

勇壮な太鼓の音と、夜空を彩る大輪の花火を同

時に楽しむことができます。 

祭り一色に染まる「気仙沼みなとまつり」に、

ぜひお越しください。 

 

 

■日時・場所 

【8月10日（土）】 

時間：午後2時15分から午後8時まで 

場所：田中前大通り 

【8月11日（日）】 

時間：午後5時から午後8時まで 

場所：港町臨港道路、湾内海上 

■問い合わせ先 
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 気仙沼みなとまつり委員会 

 電話：0226-22-4600 

■ホームページ 

http://www.kesennuma.or.jp/minatomatsur

i/ 

 

http://www.kesennuma.or.jp/minatomatsuri/
http://www.kesennuma.or.jp/minatomatsuri/

