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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

http://www.pref.iwate.jp/index.rbz

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

http://www.pref.iwate.jp/index.rbz

宮城県

北部地方振興事務所栗原地域事務所商工・振興班

0228-22-2195

http://www.pref.miyagi.jp/nh-khsgsin/

宮城県

東部地方振興事務所登米地域事務所商工・振興班

0220-22-6123

http://www.pref.miyagi.jp/et-tmsgsin/

宮城県

気仙沼地方振興事務所 商工・振興班

0226-24-2593

http://www.pref.miyagi.jp/ks-tihouken/

研究者は国内候補地を一本化したものの、
国は日本誘致の可否を決定していない状況で

圏域情報

あり、引き続き、県、関係市町が協力しなが
ら、啓発活動等を行っていくこととしました。
(1) 会議名称

◇◆◆◇ 岩手県県南広域振興局 ◇◆◆◇

県南広域振興圏国際リニアコライダー
関係市町等情報交換会

「県南広域振興圏国際リニアコライダー（ＩＬＣ）

(2) 構成団体

関係市町等情報交換会（平成 26 年度第１回）」

岩手県県南広域振興局及び管内８市町

を開催しました

(3) 取組内容
①

県南広域振興局では、ＩＬＣの建設実現に

生活環境整備や関連産業の受入整備
に関する調査及び情報共有

向けて、関係市町等と協力しながら、機運の

②

醸成に取り組んでいます。

県及び市町が行う普及啓発活動の連
携など

ＩＬＣの誘致に当たっては、設置される地

■お問い合わせ先

元の理解や協力が不可欠であることから、平
成 24 年２月に県南広域振興局と管内の市町

岩手県県南広域振興局経営企画部
電話：0197-22-2812（内線 209）

による情報交換会を設置し、情報を共有しな
がら、普及啓発事業に取り組んでおり、この
４月 24 日に、本年度の第１回の会議を開催し
ました。
会議では、岩手県政策地域部から、国内候
補地一本化以降の情勢や本年度の主な活動内
容を説明したほか、関係市町及び県南広域振
興局における本年度の事業について情報交換
を行いました。
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◇◆◆◇ 岩手県沿岸広域振興局

◇◆◆◇ 宮城県気仙沼地方

大船渡地域振興センター ◇◆◆◇

振興事務所 ◇◆◆◇

大船渡市魚市場で完成記念式典

気仙沼「海の市」がプレオープンしました！

が開催されました
震災前、年間約１００万人の来場者で賑わ
平成 21 年に着工された大船渡魚市場が、５

った気仙沼「海の市」で、施設２階の復旧工

年の歳月を経てついに完成し、平成 26 年４月

事が終わり、被災から約３年目となる４月２

23 日（水）に完成記念式典が盛大に行われま

日、プレオープンセレモニーが行われ、「シ

した。

ャークミュージアム」のリニューアルオープ
ンと，新設された「気仙沼市観光サービスセ
ンター」の開所を祝いました。
サメの生態や種類などを紹介する施設「シ
ャークミュージアム」では、全長４メートル
のジンベイザメの模型に最新の映像技術を駆
使してサメを映し出すほか、震災から立ち上
がった気仙沼の水産業を学ぶエリアなどがあ
ります。

新魚市場は、鉄筋コンクリート４階建てで、
これまでの魚市場の約２倍の広さとなります。
また、新たに展望デッキや漁業・水産に関す
る展示施設などが加えられ、観光の拠点とな
ることが期待されています。
４月 30 日（水）から水揚げが始まり、当
日午前６時すぎには、マダラやスケソウダラ
などおよそ５トンの魚が次々に水揚げされ、
賑やかな魚市場となりました。
「水産のまち・
大船渡」が、これからますます勢いづきます。

気仙沼観光コンベンション協会が運営する
「気仙沼市観光サービスセンター」には、42
インチのタッチパネル式情報端末が設置され、
気仙沼の「海・山の見どころ」や「飲食店・
宿泊施設」などの情報が誰でも簡単に検索で
きるようになっています。また、インフォメ
ーションカウンターも設置されており、気仙
沼観光の総合窓口として協会スタッフが常時
観光客の案内業務にあたっています。

■お問い合わせ先

今後、物産販売店や飲食店のテナントが、

(株）大船渡魚市場

７月末までに順次オープンしていく予定で、

電話 : 0192-26-4111

気仙沼「海の市」は、気仙沼市の水産と観光
の復興に大きな役割を果たすことが期待され
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ています。

登米市観光物産協会、当所が主催となり開催
されたものです。
登米の旨いを決める各種グランプリ
（Rice-1
グランプリ、サンドグランプリ、スイーツパ
ラダイス、伊達なお土産コンテスト）や軽ト
ラ市、花の名所を巡る巡回バスの運行が実施
されました。また、宮城県内初のフルマラソ
ンとして東北風土マラソンが同時開催されま
した。
期間中は好天に恵まれ多くの来場者で賑わ
いました。会場には登米市のゆるキャラ「は

■お問い合わせ先

っとン」のほか、県の「むすび丸」や南三陸

【海の市／シャークミュージアム】

町の「オクトパス君」などが集合して会場を

株式会社

気仙沼産業センター

盛り上げました。

電話：0226－24－5755
【気仙沼市観光サービスセンター】
気仙沼観光コンベンション協会
電話：0226-22-4560

◇◆◆◇ 宮城県東部地方振興事務所
登米地域事務所 ◇◆◆◇
■登米地域事務所ホームページ

登米風土博覧会２０１４～Tome food Expo

http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/10.html

2014～を開催しました。
平成 26 年４月 26 日（土）と４月 27 日（日）
の２日間、登米市迫町の長沼フートピア公園
を会場に登米風土博覧会 2014 を開催しました。

これは、「地域の食の充実・掘り起こし」
をテーマに登米市観光推進協議会、登米市、
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◇◆◆◇ 岩手県沿岸広域振興局

イベント情報など

大船渡地域振興センター ◇◆◆◇

第 26 回大船渡ポートサイドマラソン大会
◇◆◆◇ 岩手県県南広域振興局 ◇◆◆◇
平成 26 年７月 27 日（日）、大船渡市内に

「平泉復興祭 2014」が開催されます！

おいて「大船渡ポートサイドマラソン大会」
が開催されます。

平泉町では、「世界遺産登録３周年」及び

この大会は、将来を担うランナーの育成と

「平泉世界遺産の日」制定を記念し、震災か

市民の健康づくりを目的に開催されています。

ら復興を目指す沿岸地域と連携した「平泉復

毎年、県内外から多くのランナーが参加し、

興祭 2014」を開催します。

昨年は 700 名を超える選手が大船渡市内を走

平成 23 年から開催し、４回目を迎える今年

り抜きました。

は、沿岸地域からご当地グルメの出店も出る

今年も多くの方の御参加をお待ちしており

ほか、郷土芸能やゆるキャラのイベントや、

ます。

もちつき隊のお振る舞い、ミニライブ等も予

■開催日

定しています。

平成 26 年７月 27 日（日）

詳細は近日中に平泉町ホームページなどで

■申込締切

発表されますので、楽しみにお待ちください。
皆様のお越しをお待ちしています！

平成 26 年６月 24 日（火）必着
■参加料

■期間：６月 21 日、22 日

【一般】3,000 円【高校生】1,500 円

■場所：平泉町

【小学生】1,000 円

観自在王院跡（世界文化遺産）

■内容：郷土芸能、沿岸地域からの出店、ご
当地グルメなど

【ファミリー】2,000 円
■参加資格

■お問い合わせ先：平泉町商工観光課
電話

0191-46-5572

小学生以上
■種

目

■平泉町ホームページ

（１）10km の部

http://www.town.hiraizumi.iwate.jp

（２）５km の部
（３）３km の部

やあ！

■お問い合わせ先

僕、ケロ平♪平

大船渡ポートサイドマラソン大会事務局

泉で待ってる

電話 : 0192-27-1001

ケロ！

））））
©2013 岩手県

ケロ平 designed by センウェンルー

⇒このカエルは何者？？
岩手県ＨＰ

http://www.pref.iwate.jp
「ケロ平」で検索してください！
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志津川湾夏まつり福興市が開催されます

◇◆◆◇ 宮城県気仙沼地方
振興事務所 ◇◆◆◇

７月 26 日（土）、南三陸町の志津川漁港特

気仙沼大島の海開きが行われます

設会場で志津川湾夏まつり福興市が開催され
ます。

気仙沼湾に浮かぶ気仙沼大島の小田の浜海
水浴場が海開きします。

当日は、よさこい等のステージイベントの
ほか、「南三陸夢メッセージ花火２０１４」

小田の浜は、平成 18 年に環境省の「快水浴
場百選」の特選に選ばれた美しい海水浴場で

が行われ、色とりどりの花火が打ち上げられ
る予定です。

す。

祭りでにぎわう南三陸町にぜひお越しくだ

東日本大震災の影響で、宮城県内の海水浴

さい。

場が海開きを断念するなか、ボランティアの
皆さんの心温まる支援により、一昨年、県内
で一早く海開きが行われました。
今年も多くの方に楽しんでいただけるよう
海開きの準備を行い、皆様のお越しをお待ち
しています。

■期間
平成 26 年７月 26 日から８月 24 日まで

■日時

■お問い合わせ先

平成 26 年７月 26 日（土）

気仙沼大島観光協会
電話：0226－28－3000

午後１時から午後８時 30 分まで
【花火打ち上げ予定時間】

■ホームページ
http://www.oshima-kanko.jp/

午後７時 50 分から午後８時 20 分まで
■場所
南三陸町志津川漁港特設会場
■お問い合わせ先
福興市実行委員会
電話：090－7077－2550
■ホームページ
http://www.m-kankou.jp/
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◇◆◆◇ 宮城県東部地方振興事務所

た「レールバイク乗車会」を開催しています。

登米地域事務所 ◇◆◆◇

レールバイクは２人漕ぎ４人乗りで、自転
車のペダルを漕ぎながら進んでいく乗り物で

みなみかた花菖蒲まつりが開催されます

す。
のどかな田園風景を眺めながら、かつて「く

登米市南方町にある、５ヘクタールの広大
な大庭園では、250 種 60 万本のハナショウブ

りでん」が走った線路をレールバイクで楽し
んでみませんか。

が咲き誇り、幻の花といわれる『花且美（は

詳 細 は 、 栗 原 市 の ホ ー ム ペ ー ジ

なかつみ）』を見ることができます。深い紫

（http://www.kuriharacity.jp/index.cfm/1

や爽やかな白の花々は、初夏の訪れを感じさ

,html）をご覧ください。

せてくれます。
ハナショウブの見頃は６月下旬から７月上
旬までで、開花期間中には「みなみかた花菖
蒲まつり」が開催されます。花とイベントを
お楽しみください。

■開催日時（6～7 月開催分）
【走行区間：150ｍ】（予約不要）
平成 26 年６月１日（日）
平成 26 年７月６日（日）
午前９時 30 分～正午
■「みなみかた花菖蒲まつり」開催日

午後１時～午後３時

６月 28 日(土)、29 日（日）

（最終乗車時刻午後２時 50 分）

■場所

【走行区間：900ｍ】（事前申込制）

みなみかた花菖蒲の郷公園

平成 26 年６月 15 日（日）、29 日（日）

■入園料

７月 20 日（日）、27 日（日）

無料

午前９時 30 分～午後３時 30 分

■お問い合わせ先

（最終乗車時刻午後３時）

登米市南方総合支所市民課

※開催日の５日前まで下記へ電話でお申し

電話：0220-58-2112

込みください。
■場所

◇◆◆◇ 宮城県北部地方振興事務所

旧くりはら田園鉄道

栗原地域事務所 ◇◆◆◇

若柳駅舎

（栗原市若柳字川北塚ノ根 17-24）
■料金

レールバイク乗車会が開催されます！

無料
■お問い合わせ先

平成 26 年４月から 11 月まで、旧くりはら

栗原市企画部企画課

田園鉄道（通称：くりでん）の廃線を活用し

電話：0228-22-1125
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◇◆◆◇ 宮城県北部地方振興事務所

■入場料

栗原地域事務所 ◇◆◆◇

一般：500 円/未成年：無料
■お問い合わせ先

風の沢ミュージアムで

風の沢ミュージアム

「土思考 泉田之也展」を開催中です！

電話：0228-52-2811

里山にある古民家を改装した美術館、「風
の沢ミュージアム」では、現在「土思考
いずみだゆきや

泉田之也 展」を開催中です。
陶芸家の泉田氏が、今回初めて現代美術と
いうジャンルで土を素材に大掛かりなインス
タレーション（空間全体を作品とする表現方
法）を試みます。

今年の春には、アンティーク家具と作家の
器でコーヒーなどが楽しめるショップ兼カフ
ェがオープンしました。ぜひお気軽にお越し
ください。
■開催日時
平成 26 年４月 20 日（日）から
平成 26 年 10 月 19 日（日）まで
午前 10 時～午後５時
※水曜日・木曜日は休館日です。
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