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真心もお届けします

(9 月 16 日)

ｺﾝﾋﾞﾆﾁｪｰﾝ ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ花巻松園町一丁目店では、県内初のお届けｻｰﾋﾞｽ「ｾﾌﾞﾝらくらく
お届け便」を開始。交通手段を持たない高齢者や仕事・子育てで買い物が困難な家庭
などの利用を見込む。商品は注文を受けた後、超小型電気自動車(EV)で配達。ﾄﾖﾀ車
体が開発した 1 人乗り「ｺﾑｽ」、小回りが利き狭い路地も OK。6 時間の充電で約 60 ｷﾛ
走ることができる。二酸化炭素や大気汚染物質の排出がｾﾞﾛで環境に優しい。配達を
通し、1 人暮らし世帯などへの声かけや地域の見守りにも。
魅力度ランキング

(9 月 18 日)

BRI ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ総合研究所が「地域ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ調査 2012」(全国 1,047 市町村、及び 47 都道府
県の 20 代～60 代の男女約 3 万人が調査対象)の結果発表。都道府県の魅力度ﾗﾝｷﾝｸﾞ
で「岩手県」は「24 位」。東北地方では青森県の 14 位がﾄｯﾌﾟ。
1 位は「北海道」2 位は「京都府」、47 位は「群馬県」。
きっと 2 倍美味しいブドウ

(9 月 19 日)

大迫小学校(大迫町)の 4 年生が自分たちで育てたブドウを販売。総合学習の一環で地
元の特産品ブドウの栽培に取り組んでいる。19 日の市日「九の市」に合わせ収穫し
たキャンベルを販売。30 分ほどで用意した約 100 ｷﾛ分は完売。自らが育てたブドウ
を販売し、子供たちにも大きな収穫となった。売上金は全て被災地支援の義援金とし
て寄附。
山猫のしっぽ
キャンベル･･･主に北東北で生産されている。紫黒色で、酸味と甘みの両方がﾊﾞﾗﾝｽが良く、濃厚な味
わいで、生食のほか、ｼﾞｭｰｽやｼﾞｬﾑ、料理のｿｰｽなどに利用。ﾌﾞﾄﾞｳらしい甘酸っぱさが持ち味。

雰囲気は大事ですから

(9 月 23 日)

「古民家で味わう神楽鑑賞会」が市指定文化財の熊谷家(矢沢)で開催。県指定無形民
俗文化財の胡四王・幸田両神楽が交互に 3 演目を披露。熊谷家本屋は、江戸時代後期
ごろに建てられた寄棟造りの萱葺き直家で、風格ある古民家内で繰り広げられる迫力
の舞に約 200 人のﾌｧﾝから盛んに拍手が送られた。
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たろし滝の魅力

(9 月 26 日)

石鳥谷町の板垣寛さん(80)が、「巨大氷柱

たろし滝―氷柱測定に集う人々の願いと

その記録」を発刊。▽たろし滝物語▽寄稿▽たろし滝の里に生きる▽宮沢賢治とたろ
し滝の 4 部構成。たろし滝の歴史に始まり、温暖化問題の考察、板垣さんが滝の状況
を詠んだ川柳など。1975 年に始まった氷柱測定、今までの経緯やお世話になった人
のことなど書き記したかった、と板垣さん。たろし滝への愛情あふれる 1 冊。
(発行：ﾂｰﾜﾝﾗｲﾌ(矢巾町)B6 判、258 ﾍﾟｰｼﾞ 定価 1,000 円
初・就航

県内外の書店に配置)

～いわて花巻空港～

(9 月 26 日)

いわて花巻空港に、開港以来初めての大型旅客機が降り立った。到着したのは千葉黎
明高校(千葉県八街市)2 年生と引率教諭合わせて約 250 人を乗せたﾁｬｰﾀｰ便のﾎﾞｰｲﾝｸﾞ
777 機。着陸した大型機は消防車による放水ｱｰﾁの歓迎を受け、送迎ﾃﾞｯｷには見物客
の姿も。同高校は教育旅行として岩手・宮城両県を回り、命の大切さ・自然の怖さを
学んだ。今回の就航実績により、今後の大型機就航の機会が増えれば。
心にも磨きがかかります

(9 月 24 日)

花巻中学校の生徒が、地域貢献活動の一環として、特養で奉仕活動。同校の福祉委員
会の生徒 37 人が特別養護老人ホーム「アイリス花巻」を訪れ、車椅子 19 台の清掃を
行った。歯ﾌﾞﾗｼやﾀｵﾙを使い汚れを落とし、ﾀｲﾔや足置きなどの細部まで磨き上げた。
綺麗になった車椅子で利用者に快適な生活を送って欲しいと。

＊＊information＊＊

☆☆2012 東和産業まつり☆☆
秋の実りに感謝する恒例のイベントが開催されます！
東和町地域の農産物即売や大人気の B 級ｸﾞﾙﾒ「花巻ﾊﾞｰｶﾞー」「横手やきそば」「北上
ｺﾛｯｹ」等の販売、子供たちによる百姓踊りや鹿踊りも会場を盛り上げます。また、
「水
土里を守る大作戦」「ｴﾈﾙｷﾞｰと環境の共生」などのｺｰﾅｰも！
東和の風土を満喫できる 2 日間です。
日時：平成２４年１０月１３日(土)～１４日(日)
１０：００～１６：００(14 日は～15:30 まで)
会場：花巻市東和町安俵 「道の駅 とうわ」
お問い合わせ：東和総合支所

産業係 TEL 0198-42-1311(直通)

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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「steteco.com meets iwate」
岩手の伝統工芸品の展示販売会開催中です！
伝統を受け継ぎながらも、新しい時代のエッセンスを取り入れた素敵な品々に
出会えます。
花巻市からは「日本ホームスパン」が出展しています。ぜひお立ち寄りください！
日時：開催中～１０月１４日(日)まで

１０：００～２１：００

会場：steteco.com SOLA LABO (東京スカイツリータウン・ソラマチ 4 階)
出展者：日本ホームスパン(ホームスパン)、及源鋳造(南部鉄器)、翁知屋(秀衡塗)、
艸工房(浄法寺漆器)、さわはん工房(六原張り子)など
お問い合わせ：steteco.com SOLA LABO

TEL 03-5809-7071

10:00～21:00

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
いわて花巻旅行社からの耳寄り情報
～

今だからこそ三陸へ！行って見て伝える
陸前高田と大船渡応援ツアー(花巻市内発着)

～

被災地の今を、実際に見て感じて、たくさんの人に理解を深めて欲しい。
＊さいとう製菓では、社員の方に震災当日の様子を語っていただきます。
＊陸前高田では震災ｶﾞｲﾄﾞさんの案内で被災地を回ります。
等々、震災や復興状況について現地の方から直接お話を伺う予定を組んでいます。
日時：平成２４年１０月１２日(金)～１３日(土)
行程表
<１日目>

花巻温泉宿泊(夕食：ﾊﾞｲｷﾝｸﾞ)

<２日目>

(朝食：和洋ﾊﾞｲｷﾝｸﾞ)花巻温泉(7:50 発)===さいとう製菓(工場見学、DVD
視聴)===大船渡屋台村(自由昼食)===大船渡お魚ｾﾝﾀｰ(ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞ)===気仙
大工左官伝承館・希望の灯り(現地ｶﾞｲﾄﾞによる説明)===旧陸前高田市役
所(献花・黙祷)===陸前高田市(瓦礫の山)===陸前高田ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ(活動
状況の説明)===新花巻駅(16:40 着)===いわて花巻空港(16:50 着)

(※全行程貸切バスにて移動)
☆宿泊ｺｰｽ

10/12～13 旅行分
3～5 名/1 室
1 名/1 室

お１人様 12,900 円

お一人様 13,900 円

お一人様 15,900 円

(料金に含まれるもの
☆日帰りｺｰｽ

2 名/1 室

宿泊代(1 泊 2 食)、バス代、花代(献花用))

10/13 ご出発分
お一人様 4,900 円
(料金に含まれるもの バス代、花代(献花用))
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いわて花巻旅行社では、上記以外にも被災地応援ﾂｱｰをご用意しております。
また、ご希望の日にち、ｺｰｽでのｱﾚﾝｼﾞも承ります！
県内のご旅行の際はぜひご相談ください。
いわて花巻旅行社

TEL 0800-800-1257 (ﾌﾘｰｱｸｾｽ)

FAX 0198-27-2911

7:00～21:00 年中無休
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

http://www.iwatehanamaki.net/

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
『にっぽん元気マーケット in 東京国際フォーラム』
被災地の中小企業が集まって、皆さんに元気をお届けにやってきます。
花巻からは、エーデルワイン(五月長根葡萄園・月のｾﾚﾅｰﾃﾞほか)、早池峰だんご(だ
んご)、高源精麦(ﾍﾞｰｺﾝ・ｳｨﾝﾅｰなど白金豚加工品)、喜平堂(南部鬼くるみ(最中)・耳
かりんとう)、岩手阿部製粉(三色だんご、黒豆塩大福)、賢治最中本舗(くるみゆべし
切り落とし・最中)が出展します！
ぜひこの機会に懐かしい味、ふるさとの自慢の逸品をお買い求めください。
日時：平成２４年１０月２７日(土)１０：００～１７：００
１０月２８日(日)１０：００～１６：００
会場：東京国際ﾌｫｰﾗﾑ

展示ﾎｰﾙ 2

JR「有楽町」駅すぐ

または「東京駅」徒歩 5 分

東京ﾒﾄﾛ有楽町線「有楽町」駅地下ｺﾝｺｰｽにて連絡

または

日比谷線「銀座」駅から徒歩 5 分
お問い合わせ：にっぽん元気ﾏｰｹｯﾄ運営事務局(株式会社クレオ内)
TEL 03-3405-8731(平日 10:00～17:00)
東京国際ﾌｫｰﾗﾑ

TEL 03-5221-9000(代)

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
『宮沢賢治の伝えたいこと』～読書のまち・かわさき 読書普及講演会～
川崎市多摩区生田緑地にｵｰﾌﾟﾝした「かわさき宙と緑の科学館ﾌﾟﾗﾈﾀﾘｳﾑ」を会場に
宮沢賢治記念館副館長 牛崎敏哉氏による宮沢賢治についてのお話と、ﾒｶﾞｽﾀｰによる
賢治の物語の星空をご覧いただきます。
日時：平成２４年１０月２８日(日)

１７：００～１９：００

会場：かわさき宙と緑の科学館プラネタリウム

(多摩区生田緑地内)

対象：神奈川県川崎市に在住・在勤・在学の 15 歳以上の方
申込み多数の場合は抽選

１８０名

参加費は無料

申込み：往復ﾊｶﾞｷに、参加希望者(1 枚のﾊｶﾞｷに 2 名まで)、それぞれの方の住所・
氏名・電話番号・在勤在学者はその旨を記入し、返信部に返送先を記入して
下記まで郵送のこと。(締切：10 月 11 日(木)必着)
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〒211-0063

川崎市中原区小杉町 3-417

川崎市立中原図書館「講演会」係あて
お問い合わせ：川崎市立中原図書館

０４４－７２２－４９３２

http://www.city.kawasaki.jp/event/info11171/index.html
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

※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
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