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山開き

、早池峰山(標高 1,917 ﾒｰﾄﾙ)で山開き。気持ち良

の日、県内外から 1,000 人を超える登山者が訪れ

峰神社が登頂記念に用意した 1,000 枚の絵馬は配

くの人が見守る中、安全祈願祭が行われ、早池峰

た。本格的な夏山シーズンに入った早池峰山は、

制が行われ、麓の無料駐車場から登山口までシャ

0 月 14 日までのｼｰｽﾞﾝ期間中、携帯トイレ持参を

には、自然を守る取り組みがあってこそ。
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新緑の美しい日、在京花巻人会の歩

のコースは、両国～旧安田庭園～東

園～清澄庭園。由緒ある名所を回り

なかった歴史を興味深く見て回った

襲の際の身元不明者を慰霊し、その

住民が避難する場となり、東京都慰

記念館には、当時の被災の様子を描

ど展示されており、災害の記録を後

日本大震災後の防災に対する意識を

た。緑豊かな清澄庭園では、ガイド

る話を聞きながら、美しい庭園を散

歩いた参加者は、早くも次回の歩こ

いた。次回の歩こう会は、１１月ご

予定。
い青空が広がる登山日和と

、コース途中では長い渋滞

布後すぐになくなった。山

神楽保存会による権現舞が

この日から 8月 4日までマ

トルバスが運行される。

呼びかける。自然の美しさ

こう会が行われた。今回

京都慰霊堂～芭蕉展望庭

、近くにありながら知ら

。横網町公園は東京大空

後の関東大震災では周辺

霊堂が建てられた。震災

いた絵や、貴重な写真な

世に伝える大切さや、東

今一度改める機会となっ

の案内で、庭園にまつわ

策した。最後まで元気に

う会を楽しみに帰路に着

ろ調布市・深大寺周辺を



花巻温泉バラ園 見頃です
花巻温泉バラ園で「バ

バラでいっぱいに。2

テル公園から寄贈され

ーの花びらが優しい表

ト花巻」「花巻美人 80

クマ出没中！！！

６月１６日夕、北笹間

がクマに腕や背中をか

在する田園地帯で、前

クマが目撃されていた

に児童を車で送迎する

や散歩を控えるなどし

警戒を続けている。

夢の架け橋～北の魂、

6 月 15 日、東京都中

の魂、南の魂～」が開

早くから開演を待ちわ

い琉球舞踊、一瞬をも

ら大きな拍手が送られ

この公演は、入場整理

ろネット」のサンタ基

て活用。平成 5年の岩

の大震災においても沖

画された今回の公演。

観客が踊り出す一幕も
2

ラまつり」開催中(7

012 年に東日本大震災

た青いバラ「ブルーリ

情を見せている。花

」も可憐な花を咲かせ

で、男女がクマに襲わ

まれる事件が発生。３

日にも隣接する地区で

。近くにある笹間第一

よう保護者に要請、ま

た。猟友会ではクマを

南の魂～

央区・月島社会教育会

催された。山伏神楽と

びる観客の姿も。躍動

見逃すまいと観客の視

た。

券と引き換えに義援金

金に寄付され、津波被

手での大冷害の時、手

縄から温かい支援が届

終演後のロビーでは、

。最後まで競演の余韻

ブルーリュバン
月 15 日まで)。園内

復興祈念植樹として

ュバン」が見ごろを

巻温泉ｵﾘｼﾞﾅﾙ品種の「

、来場者を迎えてい

れ負傷、また、この

人とも命に別条はな

、男性がクマに襲わ

小学校、笹間第二小

た、近隣の保育園・

捕獲するためのワナ

館ホールで「伝統芸

琉球舞踊の競演を一

感あふれる神楽、緩

線は舞台に注がれ、

を募り、集まった義

害家庭の中高生進学

を差し伸べてくれた

けられた。その絆を

沖縄の三線のリズム

が心地よく心に残っ
が色鮮やかに咲いた

、静岡県の河津バガ

迎え、魅惑的なブル

ホット羽山」「ホッ

る

すぐ後にも別の男性

い。付近は民家が点

れ、親子とみられる

学校では、登下校時

幼稚園では園庭遊び

をしかけるなどし、
能 夢の架け橋～北

目見ようと、当日は

急のリズムが心地良

どの演目にも観客か

援金は「遠野まごこ

のための奨学金とし

沖縄、また、一昨年

大切にしよう、と企

に合わせ、出演者と

た。



ふるさと復興支援ツアー(６月１５日～１７日)

大迫・東和・花巻・石鳥谷の各在京会が、ふるさと復興支援ツアーを行った。今回は

ふるさとの 2大詩人「賢治と啄木」を訪ねるバスツアー。４５名の参加者の中には、

在京人会の役員さんからの紹介で参加した、花巻を初めて訪れるという方が１２名

も。東京を元気いっぱいで出発した一行は花巻市内到着後、賢治ゆかりの名所、賢治

詩碑、ｲｷﾞﾘｽ海岸、賢治記念館などを見学、夜は花巻温泉で懇親会を行い、地元の人

たちとの楽しいひとときを。

2日目は盛岡へ足を伸ばし、啄木記念館や小岩井農場、盛岡手づくり村を巡った。手

づくり村では、染屋たきうらの藍染めを体験。世界にひとつ自分だけのデザインのハ

ンカチを作製、旅の良い記念に。最終日は奥州市の「えさし藤原の郷」を見学後、帰

路に。東京駅に帰着した一行は、ふるさとでもらったパワーで益々元気になって笑顔

で家路に。

☆☆ツアー参加者の声(一部)

☆『３日間を通し好天に恵まれ

んが組んだきめ細やかなタイ

ー担当幹事である大迫人会に

ぜひ、皆様ご参加お願いいた

☆『天候に恵まれ楽しく参加させ

井農場等見学し、岩手大好き

ってます。』<在京花巻人会

☆『やっぱりふるさとはいいな

見上げれば親父の姿 耳をす

オーイ ふるさとさん ありが

アーは詩情豊かな岩手路、心

<在京東和町友会 副会長

☆『始めての岩手路の方も観光

事のある場所ですが、新しい

ためて、ふるさとの良さを見直

す。』<在京石鳥谷町人会 副

☆『花巻に着いて、賢治産湯の

時間のバスでお疲れのなか

日だったと思います。』<市役
3

☆☆

、日程通り楽しく終えることが出来ました

ムスケジュール、そして町人会の皆様

とって、とても参考になりました。来年の

します。』<在京大迫人会 事務局長

ていただきました。花巻初めてと言う私

人間になってしまいました。「花巻大好

理事 髙橋良光さん>

ぁ。山ならやっぱり岩手山 川ならやっぱ

ませば母のささやき いつも優しく皆が

とう。歳をとるごとに故郷が恋しくなるの

からリフレッシュして帰りました。スタッフ

蟹澤政志さん>

旅行とは違った趣があった事と思いま

発見や個人では訪れる事ができない場

し、身に沁みたのでは・・・(啄木の詩に

会長 飯塚悦子さん>

井戸、賢治詩碑、イギリス海岸、宮沢賢

、過密スケジュールだったと思いますが

所まちづくり課長(前 東京事務所長) 永

※お忙しい中、ツアーの感想やお写真をお
。幹事である石鳥谷町人会の大竹さ

のおもてなしの精神は、来年度のツア

ツアーは神楽をメインに計画します。

小野昌則さん>

の友達８名も参加。賢治、啄木、小岩

き万歳」又来年も是非参加したいと言

り北上川 花ならやっぱりリンゴの花

待っている。

は帰巣本能なのでしょうか。今回のツ

の皆様ありがとうございました。』

す。岩手県人なら誰もが一度は行った

所等、勉強になった事多々あり。あら

心うたれる)。いい企画だったと思いま

治記念館そして羅須地人協会と、長

、賢治についてさらに理解を深める半

田祐二>

寄せ頂いた皆さん、ありがとうございました。
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岩手産品 SHOP『岩手豊(いわてゆたか)』オープンします！

７月５日(金)、秋葉原駅そば「日本百貨店しょくひんかん」内に、岩手産品 SHOP

「岩手豊(いわてゆたか)」がオープンする。日本百貨店しょくひんかんは「日本の食

のテーマパーク」として、全国各地の優れた作り手や産地が一堂に会するユニークな

施設。その店内の、商品ラック１本の可愛らしいスペースに、地元の生産者とコラボ

しながら「作り手の顔の見えるこだわりの岩手産品」と「出会い」を大切にする心温

まる岩手発信基地がお目見えします。「岩手豊」を運営するのは㈱スプラウツ代表で

花巻市出身の児玉奈々子さん。

岩手、そして花巻の逸品をステキなセンスで一生懸命発信中！

『岩手豊』日本百貨店しょくひんかん店 11:00～20:00

東京都千代田区神田練塀町 8-2

ｱｸｾｽ：JR 山手・京浜東北線「秋葉原」駅電気街口より徒歩 1分

(UDX 目の前、JR 山手線高架下「ＣＨＡＢＡＲＡ」内)

㈱スプラウツ ＨＰ http://www.sprouts.co.jp/index.html

日本百貨店 ＨＰ http://nippon-dept.jp/index.html

＊＊＊＊＊ information ＊＊＊＊＊

『盛岡市・花巻市・雫石町 ふるさと PR in 東京湾納涼船』

涼しい夜風の中、東京タワー、スカイツリー、ゲートブリッジなどキラキラの夜景を

眺めながら楽しく一杯しませんか？

今年も東京湾納涼船の季節がやってきました。生ビール、各種サワー、ワイン、ソフ

トドリンクが飲み放題、カップルでも、ご家族でも、グループでもお楽しみ頂ける暑

気払いに最適なナイトクルーズです。

７月５日(金)は、船内にて“盛岡市・花巻市・雫石町”合同のふるさと観光 PR イベ

ントを開催します！温泉宿泊券などがあたるお楽しみ抽選会もあります。

日時：平成２５年７月５日(金) 出航１９：１５ (帰着２１：００)

(東京湾納涼船は７月１日から９月２３日まで毎日運行)

出航場所：竹芝客船ターミナル(竹芝桟橋)

JR「浜松町」駅北口から徒歩７分

ゆりかもめ「竹芝」駅から徒歩１分

都営浅草線・大江戸線「大門」駅から徒歩１０分

乗船料：１名 ２，５００円 (中高生１，０００円 小学生５００円)

(乗船料には飲み放題が含まれます(生ﾋﾞｰﾙ、各種ｻﾜｰ、ﾜｲﾝ、ｿﾌﾄﾄﾞﾘﾝｸ))

食べ物は船内にて販売(フードチケット制)

(注意！)乗船の予約と船内のお席については、各自での手配となります。

お席は数に限りがあり、席がなくなった場合は立ち飲みとなりますので、

ご了承ください。

http://www.sprouts.co.jp/index.html
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※乗船は全日予約制

※大人数グループの方にはお座敷プラン、個室貸切プランなどもあります。

乗船予約・プラン申込み・お問い合わせは、

東海汽船 ＴＥＬ ０３(３４３７)６１１９ (受付時間 9:30～20;00)

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.nouryousen.jp/

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

『宮沢賢治・詩と絵の宇宙～雨ニモマケズの心』

宮沢賢治の絵画や書簡、初版本等の資料類とともに、賢治作品に触発された後世の画

家等が描きあげた様々な絵本や挿絵の原画なども併せて展示。「雨ニモマケズ」の直

筆手帳や水彩画などの直筆資料(会期中一部展示入れ替えあり)も公開。

日時：平成２５年７月１３日(土)～９月１６日(月・祝)

会場：世田谷文学館２階展示室 １０：００～１８：００ (入館は 17:30 まで)

(東京都世田谷区南烏山 1-10-10 TEL 03-5374-9111)

(休館日：毎週月曜日(但し、月曜日が祝日の場合は開館し、翌日休館))

アクセス：最寄駅：京王線「芦花公園」駅下車 南口から千歳通りに沿って徒歩５分

料金 ：一般８００円、高校・大学生６００円 中学生以下無料

６５歳以上、障害者手帳をお持ちの方４００円

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

※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

http://www.nouryousen.jp/

