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谷町人会の集い

下、平成 24 年度在京石鳥谷町人会総会・親睦交

精養軒で開催された。総会には 157 名の出席があ

の親睦と融和を図るとともに、ふるさと石鳥谷と

を一層深めていくことを確認した。

期満了による役員改選では高橋会長をはじめ役員

任が承認された。

は「南部杜氏の里』らしく、各テーブルに用意さ

場内で見られた。ステージではカラフルな衣装に

ふれるフラダンスや日本一となった川村ハツ子さ

文化財である春日流八幡鹿踊りなどが披露された

特産品大抽選会も行われ盛り上がりをみせた。全

いっぱいに笑顔の輪が広がった。当日は、100 歳

谷町好地出身）が家族の方と出席され、自身が作

あった。

河嶋副会長より来年の再会を誓い、集いを締めく

、会場内で購入した地元の特産や抽選会の賞品な

会場を後にした。

リーナがオープン！

イスアリーナがオープン！

後、初の週末となった 3日は無料開放され、リン

スケートを楽しんだ。今シーズンは、貸し靴を全

期待。今季の営業は来年３月３１日まで。月曜休

山猫タイムズ
第 12 号(平成 24 年 11 月 19 日)

発行：花巻市東京事務所
(11 月 4日)

流

り、

の

れた

身を

ん（

。ま

員参

を迎

った

くっ

ど、

クに

て新

館。
一升瓶でのお酒のやり

まとった女性役員によ

石鳥谷在住）の民謡、

た、100 名に当たる、

加による石鳥谷音頭で

えられた小松カツミさ

数多くの信玄袋のプレ
た。

沢山のお土産と思い出

(11 月 4日)

は多くの家族連れが久

調し、たくさんの人々



2

ヌーヴォーです！ (11 月 2 日)

エーデルワイン(大迫町)で、2012 年新酒「早池峰ヌーヴォー」の出発式。ブドウ生

産農家や関係者がテープカットの後、新酒を積んだトラックを見送った。今年の新酒

は 8,9 月の少雨の影響で糖度が高く、柔らかい酸味が特徴。早池峰ヌーヴォーは赤

5,500 本、白 3,500 本、ロゼ 2,000 本の限定製造。各 1,341 円(税込)

国内唯一、審判技術はトップレベル (11 月 3日)

花巻中学校の川村明教諭が、インドで行われるアジア野球選手権(15 歳以下)で審判

を務める。日本野球連盟の中央審判講習会に過去３回参加した実績と成績などが評価

され、同連盟の推薦で国内からただ１人選ばれた。審判歴 11 年、この機会にさらな

る技術の向上と、経験したことを伝えたいと。

いわてバーガーフェスティバル in花巻 (11 月 4日)

県内のご当地バーガーを集めた「いわてバーガーフェスティバル in 花巻」が開催さ

れ、市内外から約 8,000 人が会場を訪れた。肉の代わりにおからとこんにゃく粉で作

った「こん肉」を使った花巻バーガー7種類のほか、釜石イワシ(釜石市)、短角牛(久

慈市)など 9市町村 20 種類のバーガーのほか、白金豚、ホロホロ鳥、胡四の牛王を使

った高級バーガー3種類も。新開発の「花巻サイダー」1,200 本も限定発売。

売り場でのオープンと同時に行列が出来、整理券を配付し作りたての美味しいバーガ

ーを提供。早々に完売するものもあり、終日大盛況となった。

ドリーム・ベースボール (11 月 4日)

元プロ野球選手による宝くじスポーツフェア「ドリーム・ベースボール」が花巻球場

(松園町)で開催された。往年の名選手による、野球教室・サイン入りグッズ抽選会・

ホームラン競争・市選抜チームとの親善試合などを楽しんだ。堀内恒夫さん(元巨人)、

谷沢健一(元中日)らによる野球教室には、市内外の児童生徒約 450 人が打撃と守備に

分かれ技術指導を受けた。親善試合では、市選抜チームが７－３で勝利。市選抜チー

ムの高野橋亮さん(29)は村田兆治さん(元ロッテ)からホームランを打ち、優秀選手賞

に。ドリームチーム監督の金田正一さん(元巨人)は「野球が盛んなところだと分かっ

た。久しぶりに負けた。本当に感心、感動した」と市選抜チームの健闘を称えた。

子グマ出没っ！ (11 月 7日)

11 月 7 日午後 2 時半ごろ、日居野城運動公園内(松園町)に子グマが出没。公園内の

テニスコートに閉じ込め、約 40 分後の捕獲。体重は 10kg ほどで、今年生れたクマと

みられる。衰弱しているため、体力を戻してから山に放される。

対策を強化します！ (11 月 9日)

市有害鳥獣被害防止対策協議会総会が開かれ、市の策定した鳥獣被害防止計画に基づ
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く市鳥獣被害対策実施隊の設置に伴う規約改正などが行われた。今年度は、ツキノワ

グマの捕獲数が 10 月 31 日時点で３０頭(前年度の約４.２倍)と、今年度は異例の多

さ。駆除の実働組織となる同隊は、隊員は市の非常勤職員とし、狩猟税の軽減などの

優遇借置がある。クマ出没が相次ぐ中、人身・農作物被害を軽減するための迅速な対

応を確認。

ゴールデングラブ賞 (11 月 9 日)

花巻市出身のﾌﾟﾛ野球選手 畠山和洋選手(東京ﾔｸﾙﾄｽﾜﾛｰｽﾞ)が、一塁手として三井ゴー

ルデングラブ賞初受賞。同賞は全国の新聞、通信、放送各社のﾌﾟﾛ野球担当者の投票

によって選出される。厳しいプロの目から選ばれ、来季の活躍にも期待がかかる。

フード･アクション･ニッポン･アワード２０１２優秀賞 (11 月 11 日)

プロ農夢花巻と日本雑穀協会(東京都中央区)が共同

開発した県産雑穀「半もちひえ」商品が、フード･

アクション･ニッポンアワード２０１２で優秀賞を

受賞。優秀賞に輝いた商品は「食べやすい雑穀ごはん

～小粒プラス」「花咲かじいさん」「わたしキ･レ･イの

美かた」。地域の食材や知恵、技を活用した点が高く

評価された。受賞を機に、雑穀の良さが全国に広まれ

ばとの期待が高まる。同賞は、国産農産物消費拡大に向けた「フード･アクション･

ニッポン」の一環として２００９年に創設、食料自給率向上に寄与する団体･事業者

等の優れた取り組みを顕彰。

＊＊＊＊＊＊＊＊ information ＊＊＊＊＊＊＊＊

『品川区商店街連合会 大商業まつり』

先着 2,000 名様に岩手県の美味しいりんごのプレゼント！岩手県宮古市の物産･PR コ

ーナー(品川区と災害協定を締結)や、品川区の銘店コーナー、歌・ダンスなど賑やか

な催しがたくさん！

活気ある商店街の大商業まつりに、花巻からエーデルワインが出店します！

日時：平成２４年１１月２４日(土) １０：００～１６：００

会場：品川区中小企業センター しながわ中央公園となり (品川区西品川 1-28-3)

東急大井町線「下神明」駅から徒歩２分

JR 線･東急線･りんかい線「大井町」駅から徒歩１０分

※車でのご来場はご遠慮ください。

お問い合わせ：品川区商店街連合会 TEL ０３－５４９８－５９３１
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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

あなたのお宝大募集！！！

「出張！なんでも鑑定団 in 花巻」がやってきます！！！

開催日は平成２５年４月２８日(日)(予定)ですが、現在お宝を大募集しております。

お家の片隅のあるお宝でも、ご自慢のお宝でも、趣味で集めたものでも、

これぞと私のお宝というものを価値を鑑定してみませんか？

応募締切は平成２４年１２月２８日(金)です。

応募には専用申込書が必要です。

・・・同時に観覧者も募集中です(観覧無料)・・・

開催予定日：平成２５年４月２８日(日)

会場 ：花巻市文化会館 大ホール

時間(予定)：開場１２：００ 開園１３：００

観覧ご希望の方は、往復はがきに必要事項をご記入の上、ご応募ください。応募者多

数の場合は抽選となります。当選したハガキ 1枚につき 2名様まで入場できます。

(締切：平成２４年１２月２８日当日消印有効 平成２５年３月上旬抽選結果発表)

※往復ハガキ以外でのご応募は無効となります。

お宝鑑定応募、観覧募集に関する詳細は、

(社)花巻観光協会 TEL ０１９８－２９－４５２２

または、URL http://www.kanko-hanamaki.ne.jp/topics/detail.php?p=174

各々詳細をご確認の上、ご応募お願いいたします。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

※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


