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格しました！

高校 環境科学緑化ｺｰｽ 3 年生 15 人が、3 級造園

検生の合格が 2009 年から 4 年連続。生徒達は部

また生徒同士ｱﾄﾞﾊﾞｲｽをし合うなどしてお互いの

技能検定は、庭造りの基礎知識を問う学科と造園

えｽﾋﾟｰﾄﾞも要求される。全体の合格率は 60％。

ﾞｨｽﾌﾟﾚｲ賞産業賞 産業奨励賞を受賞しました

大迫町に開館した文化財の保存、早池峰信仰や神

ﾝﾀｰ。このｾﾝﾀｰの「早池峰」をﾃｰﾏにした常設展示室

賞を獲得。展示室のﾃﾞｻﾞｲﾝは、商業や博物館施設

都)が担当。歴史・神楽・信仰などを早池峰の魅力

いる。同産業賞は日本ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ業団体連合会が優

る作品を表彰。国内有数の空間ﾃﾞｻﾞｲﾝｺﾝﾃｽﾄの入

。

した

の北上川の「ｲｷﾞﾘｽ海岸」の泥岩層が少雨の影響

低い日中に川岸付近で泥岩層が露出。21 日に上流

、既に目標水位を下回っているとして、調整は行

RL から現在のｲｷﾞﾘｽ海岸のﾗｲﾌﾞｶﾒﾗ映像が見れます

www.kanko-hanamaki.ne.jp/sightseeing/ihatov/

ぽ

･･･猿ヶ石川と北上川の合流する地点の西岸にあり、凝灰質

ｰ海峡の白亜の壁を連想し、宮沢賢治が「ｲｷﾞﾘｽ海岸」と名付

、動物の足跡やクルミの化石を見つけた場所とされる。

･･･ﾌﾗﾝｽとｲｷﾞﾘｽを隔てている海峡。距離は約 34 ｷﾛﾒｰﾄﾙ。ﾄ

も同じ岩石であるﾁｮｰｸ(石灰岩)で出来ている。ﾁｮｰｸは日本
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技能検定で全員合格。同校

活動後や休日などに自主学

実力を高めてきた。

技術を試す実技がある。正

(9月14日)

楽の世界を展示する市総合

が、第 31 回ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ産業

などの内装を手掛ける丹青

に包まれるような展示構成

秀なﾃﾞｻﾞｲﾝと産業振興向上

賞に、地域の魅力発信にも

(9 月 14 日)

で姿を見せた。8 月下旬か

ﾀﾞﾑの放流調整を行う予定

わない予定。

！

igirisu/index.html

の泥岩が川に沿って露出してい

けた。賢治が農学校の教師を務

ﾞｰﾊﾞｰの白い崖が有名で、海峡の

語では「白亜」。
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華やかに秋を彩りました (9月 15,16 日)

鏑八幡宮例大祭～土沢まつりが行われ、大勢の見物客で賑った。鏑八幡神社で神事が

執り行われ、境内では奉納相撲も。神輿渡御、神楽、鹿踊、各団体の御輿などが土沢

商店街を中心に行われ、住民や見物客で賑わいをみせた。今年の山車は、歌舞伎の一

場面を題材とした駅上「宇治川先陣」、中下組「弁慶の立ち往生」、鏑町「源九郎狐」

の 3台。「つちざわはやし」の流れる中、山車の練り歩く姿は圧巻。

芸術の秋ですもの (9月 19 日)

萬鉄五郎記念美術館(東和町土沢)では「大正ﾛﾏﾝ・昭和ﾓﾀﾞﾝ展～竹久夢二、高畠華宵

とその時代～」が開催中。大正から昭和にかけて活躍した竹久夢二、高畠華宵をはじ

めとする画家の日本画、版画、挿絵、装丁本など大衆美術として庶民に親しまれた作

品約 200 点を展示。竹久夢二は「夢二式美人」といわれる、どこか哀愁を帯びた眼差

しを向ける美人画が有名。どこかで見たことがあるような懐かしさを感じる。

会期は 11 月 11 日まで。

山猫のしっぽ

竹久夢二･･･1884～1934 岡山県生まれ。詩文の挿絵、書籍の装丁、広告宣伝物、日用雑貨や浴衣のﾃﾞｻﾞ

ｲﾝなど人々の生活に関わりのあるものを多く制作。商業美術(ｸﾞﾗﾌｨｯｸﾃﾞｻﾞｲﾝ)の草分け的存在。

高畠華宵･･･1888～1966 愛媛県生まれ。少年少女雑誌や婦人雑誌の挿絵、美人画が有名。描かれる人

物画のﾌｧｯｼｮﾝﾚﾊﾟｰﾄﾘｰが多彩、和装では二度同じ柄を描かなかったといわれる。画題の髪型・ｱｸｾｻﾘｰに

いたるまで独自のｾﾝｽを表現。時代をﾘｰﾄﾞするﾌｧｯｼｮﾝﾃﾞｻﾞｲﾅｰでもあった。

閉店のお知らせ

花巻出身・古川義明さんが料理長を努める地中海料理ﾚｽﾄﾗﾝ「アルコイリス」(東京都

中央区銀座 4)が、9 月 29 日(土)をもって閉店することとなりました。岩手の新鮮な

食材、こだわりの逸品を提供し、岩手・花巻関係者に愛されてきたﾚｽﾄﾗﾝ。閉店はと

ても惜しいですが、古川さんが作る郷土愛あふれる料理は 29 日まで頂くことができ

ます！ｽﾀｯﾌ一同、皆様のご来店をお待ちしております。

アルコイリス TEL 03-3544-9331

～テレビ番組のお知らせ～

『迷宮 TRANOBEL～宮沢賢治「銀河鉄道の夜」～』

放送日時：平成２４年９月２２日(土) ２０：００～２０：５４

ﾁｬﾝﾈﾙ ：BS 日テレ

女優の宮沢りえさん、アートディレクターの長友啓典さんが花巻を訪れ、宮沢賢治記

念館、イギリス海岸、花巻農業高校（羅須地人会館）等で撮影した番組で、賢治の作

品及び賢治が愛したイーハトーブ岩手花巻の魅力に迫る番組です。
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～都内でのおすすめのイベント～

『大東北店』～日本橋タカシマヤ～

花巻からは「染屋たきうら」(和藍：花巻市石鳥谷町 本社：盛岡市)が出店中！

日時：平成２４年９月１９日(水)～２４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

東京ﾒﾄﾛ銀座線、東西線「日本橋」駅すぐ

JR「東京」駅八重洲北口から徒歩 10 分

お問い合わせ：日本橋高島屋 TEL 03-3211-4111

『かっぱ橋 100 周年道具まつり』(東京都台東区)

お世話になった調理道具を供養する「道具供養祭」をはじめ、調理・製菓道具のワゴ

ンセール、大抽選会など、毎年大勢の人で賑います！

このまつりで「復興支援物産フェア」が開催されます。岩手・宮城・青森など東北を

中心に 9県からご自慢の商品がズラリ勢揃い！

花巻からは“くるみゆべし切落しが大人気の「賢治最中本舗(末廣)」”、

“食べ出したら止まらない豆菓子<旨豆>の「亀屋」”が皆さまに会いに来ます！

日時：平成２４年１０月７日(日)～１０月８日(月・祝) １０：００～１７：００

会場：かっぱ橋道具街(復興支援物産ﾌｪｱは台東区生涯学習ｾﾝﾀｰ前ﾒｲﾝ会場)

東京ﾒﾄﾛ銀座線「田原町」駅から徒歩 5分、日比谷線「入谷」駅から徒歩 6分、

つくば EX「浅草」駅から徒歩 5分

お問い合わせ：かっぱ橋道具まつりｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ TEL 03-5777-8600

http://www.kappabashi.or.jp/home/kappabashiDouguMatsuri.html

『第 4回 東京岩手美術展』

花巻出身・高橋光夫さんら、岩手県ゆかりの作家による美術展。

日時：平成２４年９月２３日(日)～９月２９日(土)

１０：３０～１８：３０(最終日は 17:00 まで)

会場：東京交通会館 地下 1階「ゴールドサロン」

『高橋光夫油絵展「四季の紀行」』

花巻出身・高橋光夫さんの個展のご案内です。「点描技法」を用い、光と風を感じる

風景画、風の中を駆ける馬など温かさに満ちた作品をご覧頂けます。

日時：平成２４年１０月９日(火)～１４日(日)

１１：００～１８：００(最終日は 17:00 まで)

会場：ギャラリー金巴里(きんぱり) 千葉市中央区今井 1-23-5 TEL 043(261)0963

JR「蘇我」駅西口から徒歩 2 分 今井公園前
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～映画上映のお知らせ～

花巻が舞台の映画「よだかのほし」がいよいよロードショー！

公開初日は主演の菊池亜希子さん、斉藤玲子監督による舞台挨拶があります。

(当日予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください)

当日朝の開場時間より、整理券の受付を行います。(詳しくは上映館まで)

上映館：新宿武蔵野館(JR 新宿駅中央東口より徒歩 2分 武蔵野ﾋﾞﾙ 3 階)

TEL 03-3354-5670

上映時間：９月２２日(土)

①１０：００～ 上映終了後 舞台挨拶(11:20～11:40)

②１２：００～ 上映前 舞台挨拶(12:00～12:15)

③１４：０５～

④１９：１５～

９月２３日(日)～９月２７日(木)

①１０：００～

②１４：０５～

③１９：１５～

９月２８日(金)以降は上映時間未定。上記映画館へお問い合わせください。

※全回予告編なし、本編より上映。上映時間１時間２２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。

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


