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マックス岩手 立地協定調印式

ーカー「NTC ドリームマックス(東京都中央区)」

ドリームマックス岩手」を設立。市起業化支援セ

するにあたり、このたび立地協定調印式が行われ

ていたが、為替事情や品質維持のため、海外から

をめどに市内に自社工場を設置予定。新たな雇用

る時事用語

水素分子を含む水。無味、無臭、無色。健康に大きな影響

の活性酸素を大幅に減少させるといわれています。

」市日祈願祭

「九の市」市日祈願祭が大迫交流活性化センター

ということもあり、多くの来場者が見守る中、今

事に続き、大償神楽の権現舞が披露された。「九

、大迫町が宿場町として栄えた当時を思い出させ

菓子、色つきの菓子種（スカシコ）などが販売さ

巻名産の土雛や京雛、御道具などを並べ、多くの

沢や陸前高田などの町内外から約３０の露店が立

を販売。２月末日の市は、女性たち(あねっこ)が

農家の男性(あんこ)とのお見合いの場としても盛

呼ばれていた。

なります

郎を顕彰する高村記念館(太田)が５月１５日に移

移転先は隣接する花巻歴史民俗資料館。今までは

や愛用品をゆっくりと鑑賞できるように。2014

庫の改修を順次予定しており、光太郎の功績をよ

山猫タイムズ
第 19 号(平成 25 年 3 月 15 日)

発行：花巻市東京事務所
(2 月 22 日)

は、製造部門を担う新会社

ンターの貸工場で３月から

た。同社は台湾、韓国で生

撤退し国内での生産に。

創出に期待。

を持つとされる活性酸素、

(2 月 28 日)

で行われた。宿場の雛まつ

年１年の市日の発展、安全

の市」は４００年以上の歴

る。昔は節句に必要な魚や

れ、また花巻地方から来る

買い物客で賑わった。今日

ち並び、人形や置き物、海

着飾って買い物を楽しんだ

んだったことから「あねっ

(3月 2日)

転、広さ３倍となりリニュ

手狭なため展示しきれなか

年までに散策路など周辺設

り広く紹介する。



在京花巻人会歩こう会 (3月 2日)

第 13 回在京花巻人会主催歩こう会、今回のコースは新橋～浜離宮～旧芝離宮～増上

寺。前夜の雨も上がり、澄み渡った青空のもと８０名を超える参加者が集まった。汐

留の超高層ビルの谷間にある新橋停車場跡、都心とは思えないほどの緑が広がる浜離

宮庭園、回遊式庭園が見事な旧芝離宮庭園、増上寺などを巡った。ガイドの説明を熱

心に聞いたり、お友達とおしゃべりを楽しみながら歩いたりと、各々のスタイルでウ

ォーキングを楽しんだ。無事、歩き終えた参加者達は次回の再会を誓い帰路に。
ご声援ありがとうご

全日本綱引選手権大

回目の出場。在京石

に、一戦一戦気迫あ

げられた。予選リー

と惜しくも決勝リー

ったが、全国の強豪

にない勝ち星をあげ

選手に力を与えた花

ひときわ大きな声で

たえあった。チーム

団の力強い応援は、

花日和2013春号 で

季刊発行 花巻市ブラ

カレー麺」「劇団★星

ど花巻ファンの興味

巻末のアンケートに

エーデルワイン、ひ

「花日和」配布場所

岩手県東京事務所、

川崎市役所市民生活

2012年度地域伝統文

花巻地方神楽協会長

2012 年度地域伝統文
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ざいました！

会に県代表として「チ

鳥谷町人会が中心とな

ふれる勝負が繰り広

グの結果は３勝４敗

グ進出には届かなか

相手に大健闘！近年

た。

巻大応援団は、揃いの

一所懸命声援を送った

いしどりやの選手のさ

ともに〝日本一〟であ

きました

ンド情報誌「花日和」

鴉・わ太鼓満月組代表

をくすぐる内容。

お答えいただくと、温

えカレールーが抽選で

は、いわて銀河プラザ

平塚市役所文化交流課

部庶務課、花巻市東京

化功労者表彰

の佐々木 隆さん(82)=

化功労者表彰を受賞。
ームいしどりや」が出

り構成された花巻大応

半纏と手作りのわんこ

。試合後は選手と応援

わやかな笑顔と、ハチ

った。

春号は、「新鉛温泉

星鴉宮さん」「夢花

泉宿泊券、

当たります。

、

、

事務所 等

大迫町大迫が、伝統文

佐々木さんは７歳か
(3 月 3日)

場。今回で連続１３

援団のエールを背

そばを頭に乗せて、

団が笑顔で健闘をた

マキ姿の花巻大応援

(3月4日)

愛隣館」「花巻ひえ

まき麦酒醸造所」な
(3月6日)

化活性化国民協会の

ら神楽に携わり、以
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来、数々の海外公演の成功や現在も踊り手として出演し、神楽の伝承に貢献。これま

で多くの神楽ファンに支えられたと感謝を。

楽天トラベルアワード2012 (3月8日)

インターネット宿泊予約サイト「楽天トラベルアワード２０１２」に、鉛温泉「藤三

旅館」がレジャー部門で金賞受賞！同アワードは、利用者アンケート評価や宿泊実績

などから選出。同旅館は深さ１２５センチ立って入る珍しい温泉「白猿の湯」が有名。

インターネットの口コミに寄せられる評価に、スタッフ一同お客様の立場に立ち、温

泉を楽しみ喜んでもらえるよう地道に努めてきた結果が金賞に。

今年のは酸味穏やかなんですって！ (3月 8日)

大迫ワイン試飲会「ぶどう生産者と共にワインを楽しむ夕べ」、町内のぶどう生産者

とワイン愛好者が２０１２年度産のワインを味わった。今年度産のワインは夏の高温

の影響で糖度が高いぶどうを使用しているため酸味が穏やかなものに。園ごとに醸造

されたワインを飲み比べ、ぶどう生産者と消費者が直接お互いの意見を交わす。今後

のぶどう生産にも生かせる貴重な機会となった。

あの日から２年が経ちました (3月 11 日)

東日本大震災から２年。全国各地で鎮魂の祈りをささげる行事。花巻市内でも復興支

援団体による追悼行事が行われ、市内で避難生活を送る被災者も古里への祈りを。

花巻市内では現在、２５０世帯５０３人の被災者が今なお沿岸から移転し暮らしてい

る。２年を過ぎても余震活動は活発、震災の教訓を忘れないよう日常から心がけを。

雑穀ショコラバー

花巻市東京事務所近くにある、パティスリー「風と土」銀座本店。国内各地の選りす

ぐりの原料を使用した洋菓子が人気のお店。岩手県産の小麦「ネバリゴシ」を使った

タルト、ショートケーキ、マドレーヌ、県産の低温殺菌牛乳を使って作るプリンやカ

スタードなど素材の良さを生かしたスイーツが並ぶ。このお店で花巻産の雑穀を使っ

た「雑穀ショコラバー」販売中。9種類の雑穀をパフにしチョコレートと絡めた。甘

さ控えめのチョコレート、ザクザクした食感は口あたり軽く、食べやすい仕上がり。

1本 158 円(税込) 6 本入り 1,260 円(税込)

パティスリー「風と土」銀座本店

11:00～23:00(土 ～19:00)日曜定休 祝日不定休

東京都中央区銀座６－４－８

TEL ０３－６２２８－５７３１

お店の HP http://www.kazetotsuchi.com/
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＊＊＊＊＊ information ＊＊＊＊＊

日本橋高島屋『第４２回 大いわて展』

今年も開催「大いわて展」！今回は日本橋高島屋開店８０周年を記念し、より盛大に

岩手の風土が作り出した数々の逸品～懐かしいもの、新しいもの～をたくさん揃えて

皆様のお越しをお待ちしてます。

花巻からもたくさんの商品と元気を届けにやってきます。

☆カスイ・・・白金豚を使用した焼き餃子

☆佐々長醸造・・・味噌、つゆ

☆丸一食品工業・・・チャグチャグ漬などのお漬物

☆道奥・・・金婚漬などのお漬物

☆エーデルワイン・・・ワイン

☆高源精麦・・・ベーコンなど白金豚加工品

☆染屋たきうら・・・藍染製品

この他、山田町で被災し、現在は花巻市起業化支援センター貸工場で生産を続けてい

る「山田の牡蠣くん・・・燻製牡蠣のオイル漬け」も登場します。

日時：平成２５年３月２０日(水)～３月２５日(月)

１０：００～２０：００(最終日は１８：００まで)

会場：日本橋高島屋 ８階 催会場 (東京都中央区日本橋 2-4-1)

TEL ０３－３２１１－４１１１(代表)

アクセス：◎東京メトロ銀座線・浅草線「日本橋」駅すぐ

◎都営地下鉄浅草線「日本橋」駅から徒歩４分

◎JR 各線「東京」駅 八重洲北口から徒歩５分

※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。

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


