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」としての活躍 後世に

造(1862～1933)が生まれた 9月 1日、生誕 150 年

の花巻新渡戸記念館では、胸像除幕式のほか、稲

全弘名誉教授が市内の中学 3年生を前に、時代背

ﾄﾞを語り、志を高く大きく持って欲しいとｴｰﾙを送

内仲町の三の丸公園では、花巻市民らで構成する

実行委員会によって、顕彰碑除幕式が行われた。

う 1日に。

・・・」負けてませんよ！

わて文化大使でｼﾝｶﾞーｿﾝｸﾞﾗｲﾀｰ宇佐元恭一さんが

本)でｺﾝｻｰﾄを開いた。湯本中学校吹奏楽部員のﾊﾞ

披露。会場を埋めた観光客から盛んな拍手が送ら

賢治の歌

里花巻でうたう賢治の歌全国大会」(9 月 2 日)が

ンの広場」「星めぐりの歌」などを披露。また、

行した女優の林洋子さん、米国ﾎｯﾄｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｽ市の

りの声楽家古川精一さん、沿岸部の合唱ｸﾞﾙｰﾌﾟな

被災者も招待され、賢治の精神と復興を重ね合わ

ますか？

気ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 2012」(9 月 2 日)が日居城野陸上競技

区対抗として初めて開催、市民 1950 人が参加し

ど世代を超えて一緒に参加できる競技などが行わ

ｺﾐｭﾆﾃｨ会議が優勝。地域住民同士の連帯感が深ま

ることに繋がれば。
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を祝う催しが行われた。

造研究第 1人者大阪市立大

景を交えながら稲造の功績

った。

新渡戸稲造博士生誕 150 年

優れた偉業を後世へ伝える

(9 月 1 日)

9 月 1 日、花巻温泉ﾎﾃﾙ紅

ｯｸ演奏で、ﾋｯﾄ曲「雨ニモマ

れた。

(9月 2日)

開かれた。地元の小中高生

賢治精神でいち早く被災地

歌手ﾃﾞﾘｰﾝ･ﾃﾞﾋﾞｯﾄｿﾝさん、

どが登場。会場には東日本

せ、未来への思いを胸に。

(9月 2日)

場で開かれた、市内 27 の

、風船割りﾘﾚｰやﾎﾞｰﾙ送り、

れ、11 種目の競技の結果、

り、まちづくりへの参加意
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開通前の高速道に上がってみました。 (9月 1日)

完成間近の東北道釜石秋田線東和～宮守間で、見学会が行われた。東和～宮守間の起

点の東和小学校、終点の鱒沢小学校(遠野市)の児童と保護者が参加、新たな開通区間

約 24.0km のうち約 2.8km の区間が解放された。路面へのﾒｯｾｰｼﾞの書き込みも行われ、

児童たちはﾁｮｰｸを使い、将来の夢やお気に入りのｷｬﾗｸﾀｰなどを描いた。東和～宮守間

は 10 月末から 11 月にかけて完成予定。

５０周年を迎えました (9月 5日)

㈱エーデルワイン(大迫町)創業 50 周年記念式典・祝賀会が行われた。商工関係者、

ﾌﾞﾄﾞｳ生産者・酒販店が出席し、半世紀の節目を祝った。式辞で藤舘昌弘社長は「国

内外で数々の賞を獲得できるようになったのも皆さんの支援があったからこそ。社員

一丸となり未来に向って力強く一歩一歩前進していきたい」とさらなる発展を誓っ

た。祝賀会では各種ｺﾝｸｰﾙで入賞した限定品などのﾜｲﾝが振舞われた。

「日本一の雑穀産地」なんですよ！ (9 月 6 日)

日本雑穀協会(東京都中央区)が主催する「雑穀産地視察研修会」が花巻市内で行われ

た。全国から同協会の認定ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞ―が参加。雑穀の圃場や乾燥調整施設などの見学、

雑穀料理の食事、関係者との懇親会を通じ、産地の取り組みを真剣に学んだ。今後の

雑穀普及への活躍に期待。

今年も華やかに (9月7日～9日)

花巻まつりは上町おまつり広場を中心に 3日間に亘って開催。厳しい残暑の中、多く

の見物客が訪れた。神楽権現舞のﾊﾟﾚｰﾄﾞ・神輿運行が行われ、

優雅な花巻ばやしが流れる中、豪華な風流山車が登場すると

会場は華やかなﾑｰﾄﾞに包まれた。また、かかり火が灯される

幻想的な雰囲気の中での鹿踊りの群舞も観客を魅了。

「東北屈指の山車」として高さと豪華さを競った明治時代の

ものを復元した記念山車は、1992 年開町 400 年祭時に制作され、

毎年収蔵庫内で公開されていたが、今回はおまつり広場前の

エセナ跡地に移設。

高さ 13 ﾒｰﾄﾙの壮麗な姿が伝統のまつりを見守った。

9日には東京ﾃﾞｨｽﾞﾆｰﾘｿﾞｰﾄｽﾍﾟｼｬﾙﾊﾟﾚｰﾄﾞが行われ、ﾐｯｷｰと仲間

たちの登場に歓声が上がった。ﾐﾆｰやﾄﾞﾅﾙﾄﾞの乗った

ｵｰﾌﾟﾝﾊﾞｽの後に、地元ﾀﾞﾝｽ教室の子供たちが続き、

夢いっぱいのﾊﾟﾚｰﾄﾞとなった。ﾊﾟﾚｰﾄﾞを観るために

朝早くから待っていた人や沿岸被災地から見物に

訪れた人も。まつりはこの夜ｸﾗｲﾏｯｸｽを迎え、天候に

恵まれた 3日間の祭典は幕を下ろした。
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「古代文明展」が始まりました (9月 8日)

花巻市博物館で「特別展 吉村作治の古代七つの文明展」が始まった。早稲田大学名

誉教授で考古学者の吉村氏が総監修し、七文明(ｴｼﾞﾌﾟﾄ、ｵﾘｴﾝﾄ、ｷﾞﾘｼｱ･ﾛｰﾏ、ｼﾙｸﾛｰﾄﾞ･

ｲﾝﾄﾞ、中国、中南米、日本･縄文)の遺物約 250 点を展示。同館では 2004 年開館以来

最大規模の展覧会。会期は 11 月 4 日まで。

たくましく 力強く (9月8日～10日)

第 33 回石鳥谷まつりは、今年も賑やかに行われた。さんさ踊り、神輿、手踊り、鹿

踊、田植え踊り、吹奏楽の演奏、山車ﾊﾟﾚｰﾄﾞなど多彩な演目で沿道に詰め掛けた観客

を楽しませた。石鳥谷保育園の園児による鹿踊は、ﾀﾞｲﾅﾐｯｸな動きの中にも愛らしさ

が見え微笑ましい演技を。また、特別参加の宮城県大和町の「すずめ踊り」は扇子を

巧みに操り、躍動感あふれる踊りを披露。花巻まつりと比較し、男祭りといわれる所

以の勇壮な山車の数々がまつりのﾌｨﾅｰﾚを飾った。

まつりは 1980 年に初めて開かれ、地元住民総参加の行事として定着。

～都内でのおすすめイベント情報～

『大東北展』

日時：平成２４年９月１２日(水)～９月１７日(月・祝)

会場：横浜タカシマヤ ８階催会場 １０：００～２０：００(最終日は～18:00 閉場)

(JR 横浜駅西口すぐ)

東北 6県の味と技が集います！

花巻からは、ぶどうｼﾞｭｰｽの「菅原ぶどう園」、味噌・醤油の「佐々長醸造」、

ちゃぐちゃぐ漬などのお漬物の「丸一食品」が出店！

地下１階和洋酒売り場では、東北の地酒特集として「エーデルワイン」も登場！

『エーデルワインフェア』

ｴｰﾃﾞﾙﾜｲﾝのｽﾀｯﾌが試飲販売会を行います。

日時：平成２４年９月２０日(木)～９月２６日(水) １０：００～２０：００

会場：東武百貨店池袋本店 地下 1 階 ワインマーケット

(各線池袋駅すぐ)

『宮沢賢治 銀河鉄道の夜』プラネタリウム

本当の銀河鉄道に乗っているような幻想的な世界を体験してみませんか？

日時：平成２４年９月１５日(土)～１２月９日(日)

会場：郷土天文館「タイムドーム明石」(東京都中央区明石町 12-1)

東京ﾒﾄﾛ日比谷線「築地」駅から徒歩 10 分、

または有楽町線「新富町」駅から徒歩 10 分
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投影時間：火曜日～金曜日 午後６時～

土曜日・日曜日・祝日 午後４時～

(毎週月曜休館(祝日の場合は開館、翌日休館))

料金：ﾌﾟﾗﾈﾀﾘｳﾑ観覧料 300 円

※開館中でも、貸切利用や設備点検などで投影のない日もございます。

ご利用なる際はご確認お願いいたします。

お問い合わせ：タイムドーム明石(中央区郷土天文館)TEL 03-3546-5537

～テレビ番組のおすすめ～

『にっぽん百名山 ～「早池峰山」～』

放送予定日時：平成２４年９月１７日(月) １９：３０～２０：００

チャンネル：NHK BS ﾌﾟﾚﾐｱﾑ

～雑誌掲載のお知らせ～

OZ magagine (ｵｽﾞﾏｶﾞｼﾞﾝ)１０月号(吉祥寺＆中央線特集号) 発売中(580 円)

「わたしの旅時間」のコーナーで、“時計を外して楽しむくつろぎの温泉郷”として

花巻・台温泉、賢治ゆかりのｽﾎﾟｯﾄが紹介されています。

http://www.ozmall.co.jp/trip/jikan/

※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 (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


