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ってみないとね

のミツハシ(横浜市)の社員が花巻市内で稲刈り体

生産現場を知る機会は少ない。同社は約 10 年前

際の稲刈りをするのはほとんどの社員が初めてで

る作業を体験。生産者の苦労や米についての新た

ばと。

産地なの

花巻雑穀ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ 2012」が市内で開催中！市内の

59 の施設で、雑穀料理、雑穀を使用した菓子等の

者には抽選で雑穀商品が当たるﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄも。市内外

ｬﾝﾍﾟｰﾝは 11 月末まで。

産地に実りの秋

産の雑穀の収穫が最盛期を迎えている。雑穀の中

ｷﾞ。農業生産組合などがｺﾝﾊﾞｲﾝをﾌﾙ稼働させ、刈

ｱﾏﾗﾝｻｽ、ﾀｶｷﾋﾞなどが収穫が本格化、11 月中旬の

ぽ

･･名前の由来は諸説ありますが「鳩が好んで食べる」という

食用として用いられ、生薬名は「ヨクイニン」。利尿作用

代謝の促進などの効果があり、美容用途で化粧品の原料

は田んぼアートにも

八幡の田んぼｱｰﾄ「どんぐりと山猫」で刈り取り

連れなどがﾃﾞｻﾞｲﾝの“下地”部分だけを手刈りし

った。実りに感謝と喜びを分かち合った。収穫し

る。絵柄部分は 4種類の古代米を植え分けており

だけの田んぼｱｰﾄは楽しめる。
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験。米を扱う仕事であって

から田植え、稲刈り体験を

、慣れない手つきで手刈り

な知識を得て、米の販売に

(10 月 2日)

宿泊施設、飲食店、ﾊﾟﾝ販

土産品・雑穀ﾊﾟﾝなどを販

への雑穀 PR にチカラを入

(10 月 5日)

でも最も栽培面積が大きい

り取りに追われている。

うるちﾋｴまで続く。

ことから。 江戸時代には薬用・

、むくみの解消、解毒作用、

としても。

(10 月 8日)

作業開始。市内外から集ま

、束ねて「はせ掛け」する

たお米は地域のｲﾍﾞﾝﾄなど

、今月下旬に刈り取るまで
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最高賞でした！ (10 月 3日)

「2012 年度いわて特産品ｺﾝｸｰﾙ」(岩手県、いわて産業振興ｾﾝﾀｰ主催)で、「染屋たき

うら」(石鳥谷町)のパーテーションが最高賞の知事賞(工芸・生活用品部門)を受賞！

パーテーションは縦 180 ｾﾝﾁ、横 15 ｾﾝﾁの布 5 本を上下に棒を通したもので、間仕切

りのほか、ﾀﾍﾟｽﾄﾘｰ、のれんとしても使用できる。伝統の染めに加え、現代的なｾﾝｽ

を取り入れ落ち着いた空間を演出する。

同社の入賞は 7年連続、最高賞は 2005 年のﾜﾝｼｮﾙﾀﾞｰｴﾌﾟﾛﾝに続き 2回目。

「ベルンドルフの丘」へ行ってみない？ (10 月 12 日)

老朽化のため 2011 年に閉館した早池峰山岳博物館跡地に「ベルンドルフ・パビリオ

ン(あずまや)」が完成。このほど、友好都市ｵｰｽﾄﾘｱ･ﾍﾞﾙﾝﾄﾞﾙﾌ市から代表団が訪れ、

完成記念式典が行われた。ﾍﾞﾙﾝﾄﾞﾙﾌ市議ｱｽﾀｰさん、あずまやを設計した建築家ｼｪｰﾊﾞ

ｰﾙさんらと関係者約 50 人が出席。あづまやの屋根にはﾍﾞﾙﾝﾄﾞﾙﾌのｼﾝﾎﾞﾙ「ｸﾏ」をかた

どった風見鶏が設置されている。友好のｼﾝﾎﾞﾙとなる記念施設にこれからの国際交流

の発展を願った。

第96回在京大迫人会の集い (10月13日)

爽やかな秋晴れの日、第 96 回在京大迫人の集いが、神田神保町の日本教育会館で開

催された。総会では役員の改選が行われ、会長として 4期 8年務めた菊池裕氏に代わ

り、新会長に内村正明氏が承認された。

懇親会では大迫町自慢のワインを片手に、懐かしい

ふる里の話に花がさいた。途中、大迫音頭が流れる

と参加者が踊りの輪を作り会場内が一体となる盛り

上がり。この後、有志による威勢の良い音頭あげで

今後の発展と再会を誓い、集いを締めくくった。

会場では大迫町特産の菓子やﾜｲﾝの販売も行われ、

全て完売となった。創立 100 周年にむけて更なる発展

味覚の秋ですもの

東和町安俵の道の駅とうわで「2012 とうわ産業まつ

で賑わった。商工団体や産直施設が新米、ﾘﾝｺﾞ、野菜

ちによる百姓踊りや鹿踊なども披露された。「ご当地う

やきそば」「北上ｺﾛｯｹ」「釜石ﾗｰﾒﾝ」「花巻ﾊﾞｰｶﾞｰ」など

き続き人気を集めていた。

安心の医療を支えます

新興製作所(本社:花巻市)は、医療用酸素濃縮装置を

の医療機器製造販売認証を取得。開発した装置は「ｴ
に期待。

(10 月 13,14 日)

り」が開催され、多くの来場者

など旬の農産物を販売。子供た

まい市 in とうわ」では「横手

の B 級ｸﾞﾙﾒが出店、昨年に引

(10 月 12 日)

開発。県内では初の自社製品で

ｱﾘｰﾗｲﾌ「爽」」。大気中の空気か



3

ら酸素と窒素を分離させ、濃度の高い酸素を作る。呼吸疾患者の在宅酸素療法に使用

する機器で、12 月から販売を開始。在宅医療機器市場で注目を集める。

＊＊＊＊＊＊ information ＊＊＊＊＊＊

『いわて銀河プラザ開館１４周年祭』

おかげさまで１４周年！日頃のご愛顧に感謝をこめてお得なセールを実施中！

日時：平成２４年１０月１９日(金)～２４日(水) １０：３０～１９：００

会場：いわて銀河プラザ

(東京ﾒﾄﾛ日比谷線「東銀座」駅、都営浅草線「東銀座駅」すぐ)

お得な情報～☆お買い物ﾎﾟｲﾝﾄ 3 倍(一部除外品あり)

☆店内商品 10％OFF(一部除外品あり)

☆普段店頭にはない特産品を限定販売

☆特産品が当たる大抽選会(500円毎に抽選補助券進呈、6枚で1回抽選)

☆お買い上げ 1000 円以上の方、毎日先着１００名様に粗品進呈

☆山田町の「木村商店」の三陸海産物、大船渡市 寿司割烹「若大将」

の海鮮弁当の販売

お問い合わせ：いわて銀河プラザ TEL 03-3524-8282(代表)

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

『第 35 回かわさき市民祭り』

毎年多くの人で賑う「かわさき市民祭り」！

ふるさと交流広場には、花巻市から「賢治最中の末廣」「亀屋」「東和温泉」が出店、

皆さまのお越しをお待ちしております。

日時：平成２４年１１月２日(金)～４日(日) １０：００～１６：３０(荒天中止)

会場：神奈川県川崎市 川崎区富士見公園一帯

(JR 川崎駅、京急川崎駅から徒歩 15 分)

お問い合わせ：第 35 回かわさき市民祭り実行委員会事務局 TEL 044-200-2308

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

宝くじスポーツフェア『ドリーム・ベースボース』

元ﾌﾟﾛ野球選手による「ドリーム・チーム」が、花巻で親善試合を行います！

日時：平成２４年１１月４日(日)

会場：花巻球場(雨天時は総合体育館ｱﾈｯｸｽ)、なはんﾌﾟﾗｻﾞ

入場料：無料(入場整理券が必要)

入場整理券の配布 10 月 9 日(火)から、本庁総合案内、各総合支所、

各振興ｾﾝﾀｰ、花巻球場、総合体育館、市民体育館、なはんﾌﾟﾗｻﾞ、

県南広域振興局花巻支局で配布
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出場予定選手：金田正一、谷沢健一、堀内恒夫、村田兆治、大島康徳ほか

プログラム：9:30～11:45 少年少女野球教室(花巻球場)

10:30～11:30 ふれあい講演会「金田正一さん」(なはんﾌﾟﾗｻﾞ)

12:00～12:50 ﾄﾞﾘｰﾑ抽選会、開会式(花巻球場)

13:00～13:30 ｱﾄﾗｸｼｮﾝ(ﾌﾟﾛに挑戦、ﾎｰﾑﾗﾝ競争など)(花巻球場)

13:30～15:00 ﾄﾞﾘｰﾑ･ｹﾞｰﾑ 市の代表ﾁｰﾑとﾄﾞﾘｰﾑﾁｰﾑの対戦(花巻球場)

お問い合わせ：花巻市役所ｽﾎﾟｰﾂ振興課 TEL 0198-24-2111

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

『いわてバーガーフェスティバル in 花巻』

県内のご当地ﾊﾞｰｶﾞ―が花巻に大集合！

雫石ﾊﾞｰｶﾞｰ(雫石町)、紫波もちもち牛ｺﾛｯｹﾊﾞｰｶﾞｰ(紫波町)、すみたっこﾊﾞｰｶﾞｰ(住田

町)、遠野ﾊﾞｰｶﾞｰ(遠野市)、短角牛ﾊﾞｰｶﾞｰ(久慈市)、胆沢ﾊﾞｰｶﾞｰ(奥州市)、はまなす

ｲﾜｼﾊﾞｰｶﾞｰ(釜石市)、おらほの米っ粉ﾊﾞｰｶﾞｰ(滝沢村)、花巻ﾊﾞｰｶﾞｰ(花巻市)ほか

アレもコレも食べたくなる個性的なご当地ﾊﾞｰｶﾞｰのｵﾝﾊﾟﾚｰﾄﾞ！

(数に限りがありますのでお早目にお越しくださいませ)

そのほか、三陸復興屋台として、海の幸の浜焼き、水産加工品の販売も！

日時：平成２４年１１月４日(日)１０：００～１６：００

会場：花巻市交流会館(旧花巻空港ﾀｰﾐﾅﾙﾋﾞﾙ)

お問い合わせ：「いわてﾊﾞｰｶﾞｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ in 花巻」実行委員会事務局 TEL 0198-29-4733

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

※ｲﾍﾞﾝﾄ内容は予告なく変更する場合がございます。

※不要な方はお知らせください。

発行：花巻市東京事務所 (気まぐれ発行)

東京都千代田区有楽町 2-2-2 数寄屋橋大雅ﾋﾞﾙ 3 階

TEL 03-3573-5773 FAX 03-3573-5727


