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～仙台地域の復旧復興情報を発信！～

宮城県仙台地方振興事務所
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新規就農者２人が仙台市六郷地区でレタス生産を開始しました
【農業振興部：仙台農業改良普及センター】
仙台市六郷地区は昔からレタス産地として有名でしたが，
東日本大震災で地域農業の様相は一変しました。長年レタ
ス産地育成に貢献してきた，レタス栽培の先進技術を持つ
農家の多くが農業の再開を断念したため，六郷の地からレ
タス産地が消えつつありましたが，今年，その地で新規に
レタスを専門に農業を開始した若者が２名います。大友裕
貴さん，三浦来喜さんです。
レタスが大好きな大友さんは，レタスの生産が始まらな
いことを寂しく思い，自らレタス栽培を試みました。その
レタス栽培を偶然に見た三浦さんがレタスの成長に感動し，
レタス栽培を一生の仕事にしたいという希望を持ち，意気
投合した二人は就農を決意しました。幼馴染みの二人は，
１年前までは別の仕事をしており，農業との接点はほとん
収穫間近のレタス畑で，三浦来喜さん(左)
どありませんでした。
農地の確保や栽培技術などゼロからのスタートでしたが，
と大友裕貴さん(右)
農業委員のお世話で農地を借りることができ，地域のレタ
スの先進農家の指導を受けながら平成２６年１月，正式に就農しました。また，仙台市の青年等就農
給付金も受けられることになり，就農に弾みがつきました。
就農して１０か月，２人は作業と販売は共同で行ない，レタスを中心に白菜などにも挑戦し，大手
量販店など７店舗と契約するに至っています。農業を開始したときに一番苦労した農地の確保も，今
や，地域の人から自分の農地を使ってほしいという声が次々にかかるなど，六郷の農業と，仙台地区
の農業を支える４Ｈクラブ(※１)にも欠かせない存在として活躍しています。
※1

宮城県農業青年クラブ連絡協議会

「きてけさいん！名亘秋の特産市」が開催されました
【地方振興部】
10 月 1 日から 2 日までの 2 日間，勾当台公園で「きてけさ
いん！名亘(めいこう)秋の特産市」が開催されました。
特産市では，名取市，岩沼市，亘理町，山元町の沿岸 2 市 2
町の「名亘(めいこう)地域」が，かまぼこ，はらこめし，奈良
漬け，りんご，こんにゃくなど普段地元でしか味わえないグル
メを限定販売し，そのおいしさと地元の魅力を PR しました。
両日とも天気に恵まれ，2 日間を通じた来場者数は昨年を上
回る約 15,000 人となり，出店者が自慢のグルメを PR しなが
らお客さんとやりとりをする様子が各店舗で見られ，にぎやか
なイベントとなりました。
【次のページへ続く】
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秋晴れの空の下，にぎわう会場

地方振興部では，会場内に設置した観光 PR コーナーで観光パンフレット，ポスターを展示して名
亘地域の観光情報を紹介しました。同コーナーでは，お客様から名亘地域への交通情報やイベント情
報について質問をされることが多かったほか，「よく遊びに行きます」「温泉(わたり温泉鳥の海)も
復興したので，近いうちに遊びに行きたいです」など，温かい声も多く聞くことができ，名亘地域の
復興に関心を持っている方が多く来場されているようでした。
ぜひ皆さんも復興に向かう名亘地域へ足を運び，はらこめしなど旬のグルメを味わいながら，観光
にいらしてください。

県産木材をふんだんに使用した県内最大級の木造公共施設が完成
～「オーエンス泉岳自然ふれあい館」がオープンしました～
【林業振興部】

～泉ヶ岳の自然環境と調和する施設～

昭和４８年に開館した「泉岳少年自然の家」の改築施設
として，仙台市が平成２２年度から建設を進めてきた「オ
ーエンス泉岳自然ふれあい館」がオープンしました。
オーエンス泉岳自然ふれあい館は，泉ヶ岳の自然に親し
みながら行う野外体験学習を中心とした市立小中学校の教
育施設機能と一般利用が可能な野外レクリエーション機能
を併せ持つ，全国的にも稀少な大型の生涯学習施設です。
その構造は，延べ床面積 8,400 ㎡を超える木造(一部鉄
骨)造りで，全館には余すところなく県産スギ(優良みやぎ
材)が使用されています。これらの材料は，震災直後から，
地元の根白石地区をはじめとする県内各地から集められ

３２０席の本館大食堂

た 1,000 ㎥を超える木材であり，施設を利用する子供
たちの元気な声とともに，復興への力強い息吹きを感じる
ことができます。
館内は各部屋，通路の大部分がスギの腰壁になっている
ほか，テーブルや椅子にも県産スギが活用され，各木部が
織りなすハーモニーは落ち着きある雰囲気と，整然とした
中にも木の温かみを感じることのできる工夫が凝らされて
います。
本館にある３２０席の大食堂は，市内を見渡す眺望の良
さに加え，大きな梁と箒状の柱，吹き抜けからの採光が施
されており，眼下の雄大な自然とともにダイナミックな空
間を演出しています。

施設全景

～大きな梁と箒状の柱が特徴～

施設内には，一般利用もできる宿泊室や研修室，体育館，キャンプ場
も備えており，仙台市中心部から至近でキャンプ，スキー，登山とい
ったアウトドアライフが楽しめる拠点となっていますので，ご利用し
てみてはいかがでしょうか。
問合せ先電話番号：
022-379-2151(株式会社オーエンス)
オーエンス泉岳自然ふれあい館ホームページ：
http://www.shizenfureaikan.jp/
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丸棒加工の手すり階段

亘理の米と野菜を活用しよう！～米粉のパウンドケーキの試作実演会を開催しました～
【農業振興部：亘理農業改良普及センター】
６次産業化における農産加工について，ジャムや漬物など
のような生産者が作りやすい加工品ではなく，消費者の購買
意欲を高める高付加価値の商品の開発が求められています。
そこで，訴求力の高い新たな加工品開発を目的に，亘理管
内ですでに農産物を加工し販売している方々を対象に，亘理
農業改良普及センター(以下，亘理普及センター)と(株)ライフ
サポートわたりが共催し， 10 月 10 日，JA みやぎ亘理調
理室にて研修会を開催しました。
研修では，フードコーディネータ
ーである落合順子氏を講師に，地元
の農産物や米粉を材料にパウンドケーキを試作するとともに，普及センター
から加工機器と食品表示に関する講義を行いました。
パウンドケーキは，かぼちゃ，小松菜，いちじくを材料に３種を試作しま
した。講師の落合氏からは，
「米粉は小麦粉よりもダマになりにくく，使いや
すい。副材料にこだわることで他の商品と差別化できる」とのアドバイスが
ありました。
続いて，普及センターから，食品加工に便利な小規模な乾燥機や粉砕機を
紹介し，各機種の特徴を伝えるとともに，栄養成分やアレルギーの表示に関
する情報を提供しました。
研修では，これから農産加工に挑戦した３名の方が新たに参加し，被災地
での復興・再生への高い意欲を感じることができました。
パウンドケーキ試作の様子

仙台地域

加工機器と食品表示の
講義の様子

おすすめイベント情報

■第 4 回山元町ふれあい産業祭■
日時：11 月 23 日(日) 午前 10 時～午後 3 時
場所：山元町役場駐車場(山元町浅生原字作田山 32)
内容：特産品の，いちご，りんご，ホッキ貝の試食や，地場産品の販売，全国の特産品を集めたご当
地グルメフェアなど，食欲の秋に嬉しい，美味しいものが盛りだくさんのお祭りです。また，抽選会
やステージイベントなど，楽しい催しもご用意しております。
問 山元町ふれあい産業祭実行委員会

Tel：0223-37-1119

■スカイ・ハイおおひら 2014 第 3 回みやぎ福幸凧揚げ大会■
日時：11 月 30 日(日) 午前 8 時 30 分～午後 2 時
場所：大衡村万葉クリエートパーク(大衡村大衡字大日向地内)
内容：東日本大震災で亡くなられた方々に対する慰霊と地域の復興を願い，平和の象徴である凧を県
内外から訪れる凧愛好者と一緒にあげることで，笑顔と元気を発信します。前夜祭では全国の凧あげ
名人が製作した凧のオークションも行われ，売上げは震災復興募金へ寄付されます。
問 大衡村公民館

Tel：022-345-2197
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仙台地域

光のイベント情報

■松島紅葉ライトアップ■
日時：11 月 1 日(土)～11 月 30 日(日) 午後 5 時 30 分～午後 9 時
場所：円通院，瑞巌寺洞窟群，天麟院，観瀾亭など
内容： 円通院庭園を中心に紅葉の名所をライトアップします。昼間の景観とは趣の異なる松島の夜長
を実感できます。また，同期間，瑞巌寺の参道をろうそくなどの明かりで照らし，幻想的なそぞろ歩
きを楽しめる瑞巌寺灯道「秋」もお楽しみいただけます。
問(一社)松島観光協会 Tel: 022-354-2618
■悠久の詩都(まち)の灯■
日時：11 月 23 日(日)～12 月 31 日(水)
場所：JR 多賀城駅前広場
内容：今年で９回目となる「悠久の詩都の灯」。期間中，市民手作りのイルミネーションが多賀城駅
前を彩り，道行く皆さんを暖かい光で包みます。
点灯期間中の毎週金曜日には屋台なども出店し，身も心も温めてくれます。
問 ＴＡＰ多賀城 加藤 Tel:090-2368-4318
■しおがまがんばっページェント■
日時：11 月 29 日(土)～平成 27 年 1 月 3 日(土)

午後 4 時 30 分～午後 11 時
※12 月 31 日～1 月 3 日までは翌朝まで

場所：本塩釜駅神社参道口前ロータリー内
内容：本塩釜駅をイルミネーションで彩ります。
問 しおがまがんばっページェント実行委員会(塩竈市観光交流課内)

■岩沼ライトアップドリーム 2014■
日時：12 月 7 日(日)～平成 27 年 1 月 3 日(土)

Tel：022-364-1165

午後 5 時～午後 10 時
※12 月 31 日のみ翌朝まで

場所：JR 岩沼駅西口ロータリー
内容：多くの皆様に楽しんでいただき，今年で 10 年目を迎えるイベントです。
問 岩沼ライトアップ実行委員会

仙台地域

Tel： 090-4049-5209

伝統のイベント情報

■島田飴まつり■
日時：12 月 14 日(日)
場所：大和町吉岡八幡神社
内容：毎年 12 月 14 日に吉岡八幡神社境内で行われる縁結びのお祭りです。この日に販売される島
田髷(まげ)の形のした「島田飴」は，「千代のえにしを八幡様に結ぶあかねの島田飴」といわれ， 江
戸時代からこの飴を買って帰ると良縁を授かるという言い伝えがあります。
問 くろかわ商工会

Tel：022-345-3106

★ 読者の皆さまからのたくさんの明るい情報をお待ちしております！
問合せ先：宮城県仙台地方振興事務所地方振興部(担当：山本)
TEL：022-275-9140 FAX：022-275-0296 (E-Mail) sdsinbk2@pref.miyagi.jp
(HP) http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/sdsgsin-e/
※次号は 12 月下旬発行予定です。
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