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杜氏 「３冠」の快挙！

杜氏佐藤孝信さん(大七酒造・福島県)は、地酒

011」で 3 年連続の 3 部門 1 位。生酛純米酒大吟醸

日本酒の 2部門、「生酛梅酒極上品」でﾘｷｭｰﾙ部門の

あったからこそ」と仕事仲間への感謝と一層の酒

畑ニ 居リマス」

「下の畑」保存会は 6月 17 日、賢治詩碑(桜町)近

、賢治設計の花壇「涙ぐむ目」を 10 分の 1 の大

竹やぶになっていた「下ノ畑」に花壇を整備して

生進学支援「若草リボンバッチ」販売減少

「若草ﾘﾎﾞﾝ基金」(花巻市・阿部博理事長)は、「

していることを受け、購入協力を呼び掛けている

若草のように再生しよう」と願い身に着けたリボ

円が、震災で経済状況が悪化するなどした高校 3

はネット主体。若草リボン基金ホームページ

苑」スイーツのニューフェース

サービス事業所「こぶし苑(湯口)」に、6月から

全粒粉のナッツクッキー」がお目見え。どちらも試

味を引き出す自信作。同事業所のブランドにまた

事に咲きました ～バラまつり～

～7月 8日、花巻温泉バラ園でバラまつりが開催

甘い香りに包まれた園内は多くの来場者で賑った

リュバン」が登場、花言葉は「不可能を可能にす
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の全国コンテスト「地酒大

「箕輪門」、純米酒「純米生

1 位を獲得。「蔵人たちの

作りへの努力を誓った。

くの「賢治自耕の地(下ノ

きさで再現。保存会は 2010

いる。

若草リボンバッチ」の販売

。震災後、県立千厩病院の

ンを基に作成。1個 500 円、

年生の進学支援に充てられ

http://www.bgr311.net/

新商品「森のバタークッキ

行錯誤の末に開発された、

ひとつ逸品が加わった。

されました。優雅に咲き誇

。今年は新品種の青いバラ

る」。
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花巻産の果樹や野菜を「まるごと産直」

神奈川、静岡、山梨 3 県の 6 生協で構成するユーコープ事業連合は 6 月 19 日、花巻

農協の農産物を産直品に指定・販売する「まるごと産直」協定を締結。これにより、

花巻産の果樹や野菜など、年間を通じ安定供給が可能になり、農家所得向上につなが

る。両団体は 2009 年から花巻産「ひとめぼれ」を提供・販売、「茶美豚」の生産に取

り組むなどの交流がある。

新花巻駅 誕生ものがたり

わが国初の新幹線地元請願駅となった JR 新花巻駅誕生を描いた映画「ネクタイを締

めた百姓一揆」の製作発表会が 6月 20 日に開かれた。原作は医師・渡辺勤さん(花城

町)。1971 年、東北新幹線開通計画において、停車駅から花巻が外されたことから物

語が始まる。市民数人が立ち上がり、粘り強く国へ交渉を重ね、冷笑を浴びても市の

発展のために諦ず、14 年の歳月を経て新駅が誕生するまでを描く。公開は、新花巻

駅開業 30 周年となる平成 15 年の予定。

イーハトーブ花巻を元気に

イーハトーブ花巻応援寄付金(ふるさと納税)について、2011 年度は 27 件、301 万円

が寄せられた。寄付件数は過去 4年間で最多。ただし、災害復興支援の意味合いが認

められるものは義援金扱いとし、同応援寄付金には含まれない。震災により、市のま

ちづくりなどに関心を持つ機会が増えたと思われる。引き続き協力を呼び掛けへ。

花巻は陶芸活動も盛んですよ！

6 月 22～25 日、石鳥谷町の香泥庵で「花巻やきものまつり」が開催された。11 人の

陶芸家の作品が展示販売のほか、電動ろくろ体験や作品のオークション・抽選会が行

われ、多くの陶芸ファンで賑わった。売上の一部は東日本大震災の復興支援に充てる。

日本酒ファン憧れの「南部杜氏の里まつり」

石鳥谷生涯学習会館で 6 月 23 日、恒例の酒まつりが開催された。今回は、幅広い年

代層が楽しめるよう昼の部も企画され、三陸海産物販売、縁日、ﾌﾘｰﾏｰｹｯﾄなど多彩な

催しが開かれた。夜の部は、ジャズ演奏を聴きながら、日本各地の南部杜氏が仕上げ

た日本酒に酔いしれた。

べつばらも満腹に。

市内外のおやつを一堂に集めた「花巻 BB(べつばら)ﾌｪｱ」(6 月 23,24 日)は、大勢の

家族連れなどで賑った。焼きプリン大福、しょう油たこ焼、花巻バーガーはもちろん、

ホテル特製バラロールケーキなど美味しそうな商品がならび、予想を上回る来場者に

品切れ店も続出。新しいグルメイベントとして今後の展開にも期待したい。
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新しい出会いがありました。

男女の出会いの場「東和 de まちこん」が 6月 24 日、東和町土沢商店街で開催された。

市内外から男女 70 人が参加。開催 4 店舗のうち 3 店舗を 1 時間ずつ巡り、会話を楽

しむというユニークなスタイル。各参加者も会話が弾み、楽しいひとときを満喫。企

画への感謝の声に、主催者も感無量。

夏が来た！

夏の風物詩「宵宮祭」が 7月 1日、藤木大明神を皮切りに始まった。市内中心部の神

社や寺で、29 日まで順番に夏祭りが開かれる。大明神近くにはたくさんの屋台が並

び、沿道には提灯が灯り、多くの家族連れが夏の雰囲気を楽しんだ。

オールスター出場決定！

花巻市出身のプロ野球ヤクルトスワローズ畠山和洋選手のマツダオールスターゲー

ム 2012 への出場が決まった。今回の球宴は、7月 20 日京セラドーム大阪、7月 21 日

松山・坊ちゃんスタジアム、7月 23 日盛岡県営野球場で開催される。

畠山選手は初出場した昨年の球宴第 1戦で、最優秀選手賞に輝いている。

夢舎夢舎の「夢ロール」

石鳥谷町の社会福祉法人「光林会」が運営する菓子店「Musya(むしゃ)」が 7月 12 日

ｵｰﾌﾟﾝ。障害者就労の場として期待される。菓子生産工房「夢舎夢舎」と、店舗「Musya」

を併設。将来的には喫茶ｺｰﾅｰも開設する予定。主な商品は「夢ﾛｰﾙ」やｱｯﾌﾟﾙﾊﾟｲ、ｼｭ

ｰｸﾘｰﾑなど。 (夢舎夢舎 TEL 0198-29-5356)

自慢のワイン、全国へ

「五月長根葡萄園 2011」(大迫町･ｴｰﾃﾞﾙﾜｲﾝ)の発売出発式が 7月 5日行われた。今年

で植栽から 30 年を迎えるﾘｰｽﾘﾝｸﾞ･ﾘｵﾝを 100%使用して長期低温発酵させた、やや辛

口の白ﾜｲﾝ。「11 年産は登熟期に寒暖差があり酸味と糖度がﾊﾞﾗﾝｽよく仕上がった」と

太鼓判。

「アユ釣り」してみませんか？

7月 5日、大迫町稗貫川でアユ釣りが解禁。時折雨が降る中、この日を待ちわびた愛

好者たちが清流に竿を並べ、久しぶりの手応えを満喫していた。この河川のアユは、

福島第一原発事故による放射性物質が基準値以下。風評被害の払拭に一役買いたい。

うちのお店へ「いらっしゃ～い」

花巻観光協会の HP にて「我が店の看板娘・看板息子」ｺｰﾅｰ開設。地域経済活性化の

ために企画されたこのｺｰﾅｰ、看板娘、看板商品を紹介し、商店の集客ｱｯﾌﾟを期待。

花巻観光協会 TEL 0198-29-4522 http://www.kanko-hanamaki.ne.jp/
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東京湾で岩手の元気を PR

7 月 6 日、東京湾納涼船内で毎年恒例のふるさと PR を実施。

花巻市、盛岡市、雫石町の各東京事務所ｽﾀｯﾌにより、

温泉宿泊券、特産品が当たる抽選会や、

南部煎餅・温泉入浴剤のﾐﾆﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄを配布。

このｲﾍﾞﾝﾄを目当てに乗船する人も。岩手の元気をｱﾋﾟｰﾙし、

夏から秋にかけての来県を呼びかけた。

在京花巻人のつどい

7月 7日七夕、八重洲富士屋ﾎﾃﾙにて「在京花巻人のつどい」が開催された。160 人を

超える参加者があり、久しぶりに会う同郷者と、懐かしい思い出や今のふるさとの話

題に話が弾んだ。また、ｱﾄﾗｸｼｮﾝでは在京花巻人会会員の高橋ケサ子さんによる「南

京たますだれ」が披露され、会場の盛り上がりに一役かった。

～花巻市内のイベントのお知らせ～

「土沢七夕まつり」

色鮮やかな吹流しや絵灯篭が土沢商店街を埋め尽くします。手踊りパレードも必見！

平成２４年８月６日(月)～８月７日(火)

会場：東和町土沢商店街

お問い合わせ：土沢七夕まつり実行委員会 TEL 0198-42-3155

「平成２４年夏巡業 大相撲花巻場所」(花巻市総合体育館アネックス落成記念)

平成２４年８月１１日(土) 開場８：００ 打出し(終了)１５：００

会場：花巻市総合体育館アネックス (花巻市松園町 50)

入場料(ﾁｹｯﾄ発売中)：5,000～13,000 円(席種によって異なります)

ﾌﾟﾚｲｶﾞｲﾄﾞ：花巻市総合体育館、なはんプラザ、カワトク(盛岡市)、

岩手日報本社・各支局

お問い合わせ：岩手日報社 事業局 TEL 019―653-4111(代)月～土 9:00～17:00

「石鳥谷夢まつり」

5,000 発の花火が、北上川の川面と半円状の 3 つのアーチが連なる大正橋を幻想的に

照らします。お盆の風物詩として人々の心も照らします。

平成２４年８月１３日(月) 花火の打ち上げ開始 １９：３０予定(少雨決行)

会場：石鳥谷町 大正橋公園(石鳥谷水辺ﾌﾟﾗｻﾞ)

お問い合わせ：石鳥谷夢まつり実行団体 TEL 0198-45-4488
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「あんどんまつり」

江戸時代の飢饉の被害者供養に始まったまつり。武者絵や仏画を施したあんどん山車

が町内を練り歩きます。

平成２４年８月１４日(火)、１６日(木)

会場：大迫町内

お問い合わせ：大迫あんどん山車保存会 TEL 0198-48-2111

「イーハトーブフォーラム in ＨＡＮＡＭＡＫＩ ２０１２」

◎「光と音のページェント～花火ファンタジー～」

平成２４年８月１８日(土) 花火の打ち上げ開始 １９：３０予定(少雨決行)

会場：北上川河川敷 朝日橋～朝日大橋

◎「第 15 回イーハトーブの里 ツーデーマーチ」(ｳｫｰｷﾝｸﾞｽﾎﾟｰﾂの祭典)

平成２４年８月１８日(土)～８月１９日(日) 雨天決行

会場：花巻市内全域(各々5km～40km の全 8 ｺｰｽ)

お問い合わせ：イーハトーブフォーラム実行委員会事務局 TEL 0198-23-3381

～都内の花巻関連のイベント情報～

うたものがたり『よだかの星』

宮沢賢治の文章をそのままに「うたものがたり」になりました。

よだかの声が歌になってそっと心に響きます。

平成 24 年 7 月 29 日(日)18:30 開場 19:00 開演

開場：国立ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ記念青少年総合ｾﾝﾀｰ(ｶﾙﾁｬｰ棟・小ﾎｰﾙ) 渋谷区代々木神園町 3-1

小田急線「参宮橋」駅下車徒歩 7分

ﾁｹｯﾄ代：3,000 円(全席指定)

ﾁｹｯﾄ申込み、お問い合わせ：ｵﾍﾟﾗｼｱﾀｰこんにゃく座 TEL 044-930-1720

冨田勲新制作「イーハトーブ」交響曲世界初演公演

ﾋﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞｸﾗｼｶﾙﾁｬｰﾄ連続第 1 位(「展覧会の絵」「月の光」「惑星」)を獲得した独創的

な音楽技法で、世界的名声を得た冨田勲。「世界の TOMITA」の進化の結晶となる「イ

ーハトーブ」交響曲が時空を超えた宮沢賢治の世界を創出します。人間や自然を超え

た宇宙的な力を音楽化する壮大な交響曲が、いかに東北の大地と人々が強く結ばれて

いるかを表現します。

平成 24 年 11 月 23 日(金・祝) 午後 2時 30 分開場 午後 3時開演

開場：東京オペラシティコンサートホール (京王新線「初台」駅)



ﾁｹｯﾄ発売中 S:8,500 円 A:7,500 円 B:6,500 円 S ﾍﾟｱ券:15,000 円 【全席指定】

ﾁｹｯﾄぴあ：TEL 0570-02-9999

東京ｵﾍﾟﾗｼﾃｨﾁｹｯﾄｾﾝﾀｰ：TEL 03-5353-9999(10 時～18 時)

お問い合わせ：日本ﾌｨﾙ・ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ TEL 03-5378-5911(平日 10 時～17 時)

※ｲﾍﾞﾝﾄ内容は予告なく変更する場合がございます。
発行：花巻市東京事務所

東京都千代田区有楽町 2-2-2 数寄屋橋大雅ﾋﾞﾙ 3 階
6

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


