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◇◆◆◇ 宮城県 東部地方振興事務所登米地域事務所 ◇◆◆◇ 

みやぎ地域づくり団体協議会登米支部交流会を開催しました 

 令和４年 11 月 10 日（木）に登米合同庁舎にて、

「令和４年度みやぎ地域づくり団体協議会登米支部

交流会」を開催しました。当日は、登米市内で活動

するコミュニティ団体の代表者など、計８名が参加し

ました。 

今年度は、元地域おこし協力隊員で、退任後も

登米市に移住し活動している一般社団法人 BAKKE

の浦田紗智氏、までな舎の鈴木景子氏、一般社団

法人 BANSOU の氏家和寛氏を講師にお招きし、取

組紹介や参加者との意見交換を行いました。 

取組紹介では、地域おこし協力隊時の活動や登

米市に移住することになったきっかけ、移住者を

受け入れる側へのアドバイスなどを紹介していた

だき、交流会後半には登米市に移住してくる人に

とって住みやすい地域にするためにはどのように

すればよいかなど活発な意見交換が行われました。 

参加者からは、「講師の方々から登米市が好き

になった理由が聞けて良かった。」、「地域課題

を知ることができた。」などの感想をいただきま

した。 

 

登米支部では、今後も管内の地域づくり活動促

進に取り組んでいきます。 

 

 ■お問い合わせ先  

みやぎ地域づくり団体協議会登米支部事務局 

（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：0220-22-6123 
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◇◆◆◇ 岩手県 県南広域振興局 ◇◆◆◇ 

平泉・奥州・一関謎解き周遊キャンペーンを開催します！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【開催期間】 

令和４年 12 月１日（木） 

～令和５年２月 28 日（火） 

【参加施設】 

▼平泉エリア 

・岩手県立平泉世界遺産ガイダンスセンター 

・弁慶堂（中尊寺内） 

▼奥州エリア 

・歴史公園えさし藤原の郷 

・みずさわ観光物産センター 

▼一関エリア 

・猊鼻渓 

・骨寺村荘園交流館（若神子亭） 

 

本キャンペーンでは、平泉世界遺産ガイダンス

センターを拠点に、世界遺産平泉エリアの観光ス

ポットを周遊しながら、スマートフォンでクイズ

に挑戦し、宿泊施設割引券や特産品等のプレゼン

トへの応募ができます。 

また、AR キャラクター「ヨシツネさま」が登場

し、クイズのヒントを与えてくれる他、現地での

記念撮影も可能です。 

 本キャンペーンの他にも、飲食店 30 カ所を巡る

クーポンブックなど、世界遺産平泉エリアを堪能

できる企画が様々ございます。ぜひチェックして

みてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■お問い合わせ先 

【世界遺産連携推進実行 

  委員会専用アドレス】 

E-mail：iwate-nazotoki@sonobe.co.jp 
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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 ◇◆◆◇ 

第 26回三陸・大船渡つばきまつりが開催されます！！ 

 

令和５年２月５日（日）～３月 21 日（火）

にかけて「第 26 回 三陸・大船渡つばきまつ

り」が開催されます。 

 つばきまつりは、「市の花・つばき」、「椿

の里・大船渡」の PR を行うとともに、地域資

源としての椿に対してより理解を深めることを

目的に、毎年開催されています。会場となる「世

界の椿館・碁石」には、世界 13 ヵ国約 600 種

類の椿が展示されています。 

 つばきまつりの期間中は、大人から子どもま

で楽しめる様々なイベントが行われる予定です。

この機会にぜひ足をお運びいただき、美しい椿

の魅力に触れてみてください。 

 

■期間 

 令和５年２月５日（日）～３月 21 日（火） 

※ ２月 13 日（月）、27 日（月）、３月 13 日

（月）を除く。 

■時間 

 午前９時～午後５時 

※ 日曜日のイベントは午後２時まで。 

■会場 

 大船渡市総合交流ターミナル施設「世界の椿

館・碁石」（大船渡市末崎町字大浜 280-1） 

 

■まつり内イベント内容 

(1) おおふなトン・大船渡つばき娘による出迎

え 

(2) 写真映えスポットの設置★ 

(3) 「つばきゆべし」振舞い 

(4) 館内のガイド 

(5) 郷土菓子・椿関連グッズ販売業者出店 

(6) 椿クレープ販売 

(7) 椿油搾油体験・ハンドマッサージ体験 

(8) 子ども向け貸衣装 

(9) 椿苗・椿グッズ販売★ 

(10) おおふなトンを探せ★ 

(11) おおふなトンを探せ Super‼ 

(12) 人気椿の投票・紹介★ 

(13) 寄せ植え体験 

(14) 初心者向けカメラ教室 

※ ★のついたイベントは、まつり期間中毎日

実施します。また、上記イベントは変更又は中

止となる場合があります。 

 

■入館料 

 高校生以上 500 円 

 小・中学生 300 円 

※ 団体は 20 名以上適用で、各 50 円割引。 

※ 幼児は無料。 

 

■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 
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◇◆◆◇ 宮城県 北部地方振興事務所栗原地域事務所 ◇◆◆◇ 

サイエンスプラスが開催されました！ 

令和４年 12 月 10 日（土）に、東北職業能力

開発大学校で、「サイエンスプラス」が開催さ

れました。 

 

「サイエンスプラス」は、栗原市内の企業・高

校・大学校等が、小中学生を対象に、「楽しみ

ながら学べるものづくり体験教室」を開催し、

科学の魅力とものづくりの楽しさを体験するこ

とができるイベントです。 

  

 消火器の操作体験、自分だけのエコバックや

クッション、万華鏡の作成、マイクロビットを

使ったプログラミング体験、ＶＲを使った疑似

ジオツアー、紙ヒコーキを作り最新の測量機械

を使って距離を測定、ソーラー発電のエコカー

作成等、様々なプログラムを参加者の皆様に体

験していただきました。 

 

 

 

当日は、栗原市内に限らず近隣市町等からた

くさんの方々にお越しいただきました。 

今後も、このようなイベントを通じて栗原地

域のものづくり企業の魅力発信と地域のものづ

くり産業への理解促進に取り組んでまいりま

す。 

 

■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 

 E-mail:nh-khsinbk@pref.miyagi.lg.jp 
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◇◆◆◇ 宮城県 気仙沼地方振興事務所 ◇◆◆◇ 

第２弾！ 気仙沼・南三陸のお酒を楽しむツアーを開催します！  

 

気仙沼・南三陸の酒蔵を巡る１泊２日のバス

ツアー第２弾を２月に開催します！ 

 

気仙沼コースでは、市内にある「男山本店」

にて、今まさに行われている仕込み作業の見学

と日本酒の試飲をしたあと、夜には大島亀山か

らの星空観察を予定しています。 

南三陸コースでは、「南三陸ワイナリー」に

てワイン付ディナーを楽しんだり、オリジナル

日本酒を販売する佐藤酒店での日本酒の試飲も

できます。 

お酒と一緒にいただくこの時期の三陸の海の

幸も格別ですので、ぜひお越しください！ 

 

■気仙沼ツアー 

開催日 

令和５年２月 12 日（日）～２月 13 日（月） 

訪問先例 

男山本店（日本酒）酒蔵見学、試飲、買物

など 

 

■南三陸ツアー 

開催日 

令和５年２月 19 日（日）～２月 20 日（月） 

訪問先例 

道の駅さんさん南三陸・山内鮮魚店（オリ

ジナルビール）試飲 

南三陸ワイナリー（ワイン）見学、夕食 

ハマーレ歌津・佐藤酒店（オリジナル日本酒）

試飲 など 

 

（気仙沼ツアー） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（南三陸ツアー） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■予約・お問い合わせ先 

仙台リビング新聞社 

TEL：022-265-2511 

■受付時間 

月曜～金曜：午前９時 30 分から午後５時 30

分まで 

土曜：午前９時 30 分から午後３時 30 分まで 

大島亀山の星空観察 

男山本店 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

南三陸ワイナリー 

佐藤酒店 


