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つながり×ひろがる                 いちのせき市民活動センター  

２月号 

NPO・行政・企業・地域の情報発信により、アイデアと出会いの機会を創ります。 
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【小野寺】最近はよく「６次産業化」という言葉を聞

きますが、実際に６次化ができるのかどうか、実際に

挑んでいる方にお話を伺ってみようということで今

回の対談を用意させていただきました。作物を作るだ

けではなく加工するための設備等にちゃんと資金投

資をする覚悟がないと６次化は難しいと思っていて、

公一さんが行っている、農商工連携が確実な第一歩な

んだろうなと感じています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【佐藤】俺は「一人農商工連携」と言っているからね。 

【小野寺】まず、団体についてお聞きしますが「いわ

て大東屋」を立ち上げたのはいつですか？ 

【佐藤】いわて大東屋の前に、今から１０年前に立ち

上げた「いわいの里ふるさとづくり研究会（以下「研

究会」）」が先です。私は前の仕事を退職した後、実家

がある大東に戻り「ふるさと管理サービス」という体

力・労力がいる農作業のお手伝いや、廃屋の管理を行

う事業を行っていました。活動を始めて２年目になる

頃、岩手県や県南振興局、ＪＡなどが一緒になり桑の

葉をパウダー加工しようとする取り組みがあったん

だよね。 

一関には桑の葉があるし、桑の葉の良さは地域から

情報を聞いていたし。その矢先、私の弟から「福島で

桑の葉を使った焼酎がある」と聞き、すぐに二本 

 

松市東和町まで買いに行ったんです。行ってみたらビ 

ックリ、桑の葉の焼酎のほかにパン、羊羹、クッキー 

といった色々な商品が店に並んでいて。それを見て私

は夢・野望が湧いてきてね。私はこの通り「おしょす

い」を知らないから、その日店番をしていた役場職員

の方に「なんで桑の商品がこんなにあるの？」と聞い

てみたんです。すると「ここは桑の量産地帯なので、

その桑の葉を利用して地域おこしをしている」と聞き

ました。加工はどうしているのか尋ねると「石巻の工

場に外注している」と聞いて、早速、大東に帰る途中

に、その工場に寄り「自分も桑の葉を持ちこみたい」

と工場の社長さんにお願いしたら了解してくれまし

た。原料の桑の葉は、地域の方から 80kg（軽トラ一台

分）を提供いただき、それを石巻の工場に持ち込んで、

できあがったのが最初。荒茶と桑の煎茶をつくり分け

てもらったけど、私はその時本当に嬉しかったですね。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【佐藤】私は全国各地に行きお茶を飲みましたが、手

前みそですけどやっぱり自分のお茶の味が一番いい

ですね。それは私の技術ではなく、一次加工（蒸した

り乾燥させて荒茶・煎茶にする加工）・二次加工（パ
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福島県の桑商品たちに刺激をうけて誕生した 

「いわて桑物語」 

対談者 いわいの里ふるさとづくり研究会／いわて大東屋 代表 佐藤公一 さん 
聞き手 いちのせき市民活動センター センター長 小野寺浩樹 

農商工連携で基礎づくりから 

商品化を目指している 

桑を生地に練りこんだ乾燥素麺（手前２つ） 



ウダー化）の技術なわけですが。 

【小野寺】一次加工、二次加工は外部に発注している

んですね。 

【佐藤】そうです。そこで加工してもらった粉をパッ

ク詰めして私が売っています。だから「６次産業じゃ

ない」と言われればその通り。６次化の定義から外れ

ているからね。自分で工場をもつ手もあるけど、工場

を建てると人を雇わなきゃならないし、常に８割から

９割の稼働率じゃないと商売になりませんから。それ

に建設にはかなりの資本金も必要ですしね。それなら

私は全部外注した方がいいかなと。で、“自分で売る

ためには”という出口が「いわて大東屋」だったわけ

さ。いわゆる販売部門ね。 

【小野寺】製造部門が研究会で、販売部門がいわて大

東屋で、うまく流れをつくったということですね。 

【佐藤】そうそう。俺は人と話すのが大好きだったし、

基本的に楽しみながらやってます。やはり６次化する

とエリアが狭まるし、関わる人も限られてくるから、

地域おこしには少し足りないと思います。一人農商工

連携というけど、加工だけでも商品によって関わる人

たちが多く、それぞれの産業の基本ができてくるから、

それが地域おこしにつながるでしょ。地域づくりで起

業するには、まずは自分が成功しないことには皆さん

にやりましょうと言えないからさ。これから本気を出

しますよ（笑） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【小野寺】地域では「産業がない」とか「仕事・働く

場がない」という意見が多いけど、自ら作り上げてい

こうという機運は、まだまだ少ないじゃないですか。

だから公一さんのように、自ら動いている人を少しず

つ盛り上げていかなければならないと思うし、実際に

自分の成功体験なくして、よその人は真似しませんか

らね。一関市の主要産業は農業ですが、果たしてそれ

が６次化まで可能か？といったらどうでしょうか。コ

ミュニティ・ビジネスの視点では、マーケットは小さ

くなってしまいがちだけど、農商工連携と考えれば、

それぞれが強みを活かして、成長していけると思うし、

広がりが持てるはずです。聞こえは６次化の方がいい

かもしれないけど、現実味を考えていくと、農商工連

携の方がビジネスチャンスですよね。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【佐藤】そういうこと。一関市は農商工連携が一番や

れるところじゃないかなと思いますよ。農商工連携を

推進するには、一関では一次産業も二次産業もそろっ

ているから。農と加工がコラボレーションすればいい

だけじゃない。 

【小野寺】お互い強みを発揮する「強みの掛け算」と

表現しましょう(笑)無理に６次化すると苦しくなっ

ちゃうと思んです。かといって新しく農業組合や法人

を立ち上げてやっていくにしても、結局は人の集まり

で、資金はどうするのか？といったら会費とか個人の

出資でやっていかなきゃいけないけど、限度があるし。 

【佐藤】農商工連携の先に出口をつくらなきゃならな

いけど、現場と連携先を繋ぐコーディネーターのよう

な人が必要だと思うよ。それは田舎の生産現場がどれ

ほど大変かがわかる地域の人だといいね。 

【小野寺】いわゆる営業的な役割なんだろうけど、一

番地域に近い存在の人が必要なわけでしょう。役所と

か商工会ではなく、地域内にいる人で、背景とか説明

ができる人が欲しいわけですよね。 

【佐藤】地域おこしに必要なのは「笑顔と元気と支え

合い」だと私は言っているよ。笑顔をつくるにはお金

が必要。元気になるには健康ではないとだめ。健康に

なるために桑茶があるよね。支え合いというのはこん

な風に語れる仲間がいるということさ。夢は見るもの

ではなく叶えるものですよ。 

 

 

 

 

 

 

┃基本情報 

【いわて大東屋】 

住所：〒029-0602 

一関市大東町鳥海字上野 97-3  

電話：0191-74-3555（佐藤公一さん） 

FAX：0191-74-3555 

 

強みと強みのかけ算 

トレードマークの麦藁帽子を 

かぶっていただきました 
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「ザッ…ザザッ…」レコードの針を落とす音とわず

かなノイズ。静寂を破って真空管アンプと波動スピー

カーが鳴らし始めたのは、古いレコードに収録された

エレキギターのコンサート。目を閉じ、背もたれに体

を預けながら演奏に身をゆだねていると、一瞬自分が

コンサート会場にいるような錯覚すら覚えます…。 

11月に東山地域交流センターで開催されたこの「懐

かしのレコード展」は、「東山真空管アンプ研究会」の

協力によるものでした。オーディオやアマチュア無線

を通じて真空管に魅せられた根っからの音好き。そん

な 5人の男性が集まった同会について、今回は代表の

山崎さんにお話を伺いました。 

 

 

会を立ち上げたきっかけは「せっかく作った真空管

アンプの音を他の人に聴いてもらいたい」という思い。

当初は縫製工場跡地を山崎さんが改装したオーディオ

ルームで、持ち寄ったレコードを聴く会を開催しまし

たが、公の場で一般の方にも聴かせたいという事で、

ここ数年は宮沢賢治の命日である 9月 21日に、自作し

た真空管アンプによるオーディオコンサートも開催。

来場者からのカンパを岩泉やネパールなど被災地へ義

援金として送る活動もしています。レコードやアンプ

の解説トークも交えたこのコンサートへは、わざわざ

仙台から駆け付けた方もいて「家庭では聴くことの出

来ない音」と感動されたというエピソードも。 

かつてはテレビやラジオの部品として使われていた

真空管ですが、半導体技術の進歩・普及により、一部

の分野を除いてほとんど姿を消しています。そんな真

空管へのこだわりを「当時は真空管が普通で、特別な

物という意識はなかったが、真空管は今でも十分通用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

する素材だし、真空管でなければ出ない音もある。そ

んな真空管の音と文化を伝えたい」と語る山崎さん。 

また、山崎さんは自作のアンプには真空管をはじめ

多くの部品にあえて廃材やジャンク品を使いますが、

そこには「時代の流れで真空管テレビ・ラジオが廃棄

されたり、9 割以上の部品はまだ使えるのに 1 個の部

品が壊れたからといって処分されるのは何とももった

いない。使える部品を組み合わせることで別の新しい

『いのち』を吹き込みたい」「そこで個々の部品を眺め

ながら音を鳴らすための組み合わせを考え設計するが、

作ったものが必ず動くとは限らない。だからこそ音が

鳴り、新しい『いのち』を感じた瞬間は何物にも代え

られない喜びがある」という思いもあるのです。 

 

 

現在に至るまで大の読書家でもある山崎さん。司馬

遼太郎をはじめ、野口英世、山頭火、武者小路実篤な

どハマったものをむさぼるように読み、アンダーライ

ンを引きまくった日々は「道は自らが切り拓くもの。

常に自分のアンテナの感度を高め、偶然出会った人、

物、本に『なんだろう？』と思い、それを積み重ねて

いくことが自分の踏み出す一歩となる」という人生観

も培いました。平成 17年には大病に見舞われ仕事を続

けられなくなりましたが「あと何年生きられるか？」

と考えた時、「悔いのない人生を生きる」という心境に

至ったと言います。 

「こだわって度が過ぎる位が良いと思う」と笑う山

崎さんにとって、真空管アンプは悔いを残さないため

のこだわりの一つなのかもし 

れません。そして、東山には 

真空管にこだわる男達の４つ 

のアナザーストーリーがまだ 

隠されています…。 
真空管アンプと波動スピーカー 

 

～基本情報～ 

◆代 表：山崎 司朗 さん 

◆連絡先：〒029-0303 

一関市東山町松川字滝ノ沢平 91 

◆電 話：0191-47-2124 

※連絡先・電話ともに 

代表山崎司朗さん宛 

根っから音好きな５人 

代表 山崎 司朗さん 
 

真空管の音と文化を伝えたい 

 

「いのち」を吹き込む喜び 

東山真空管アンプ研究会 

悔いのない人生を 
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 丑石自治会長の佐藤真由美さんは千葉県出身で、結

婚後子育て環境を考え、旦那さんの出身地大東町興田

地域に引っ越してきました。興田に暮らし 31年になる

佐藤さんは「結婚したての頃は、田舎で暮らすなんて

ちっとも考えていなかった」とよく通る声で話されま

す。千葉県で合唱団に所属していた佐藤さんは、別の

団体に所属していたご主人と出会い、生まれ育った環

境とまったく違う“百姓の家”に嫁ぎました。 

「今の歳になってやっと百姓の面白さが分かってき

た」と満面の笑みを見せる佐藤さんは「若い時には夏

の暑い中草取りをするなんて…と思っていたくらい。

でも今は真心こめて野菜を作り、それを食卓に出す。

素晴らしいことだなと思います」と語り、丑石地区を

「自然の恵みがいっぱいの所。春にはワラビやタラの

芽、夏には茗荷
みょうが

、秋には栗など山の幸がいっぱい。冬

になれば孫と雪遊びも満喫できて、生活しているだけ

で四季を感じられる」と続けます。 

 

 

昨年、前自治会長の急逝に伴い、役員改選が行われ

た丑石自治会。「ご多分に漏れず、私たちの地区も高齢

化。『年取って雪かきでぎねー』『草刈り大変だー』『こ

こで暮らしていけるべが？』『子ども達帰って来てくれ

るべが？』と地域課題を言い出せばきりがない。そう

いった中なので、なかなか自治会長が決まらない。そ

こで、『よし、わがった！みんながサポートしてけるの

であれば』と私が自治会長を引き受けることになりま

した」50代女性自治会長の誕生です。このことがきっ

かけとなり、役員も総入れ替え。50 代前半から 60 代

前半の若いメンバーでの新体制となりました。 

「ここは女性がとっても元気な地域だから、『こうい 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

うことやろう』と女性陣がいうと、男性陣がしっかり

サポートしてくれる。ただ『手伝いはするけど主体に

はなりたくない』と言う人も多いかな？でも、何かす

るきっかけを作らないと重い腰は上がらないからね。

『それでいいのが？なんとかしなきゃいけない時期じ

ゃないのか？』と喝を入れたよ」と、やはりよく通る

素敵な声で当時のエピソードを教えてくれました。 

 

 

 昨年、地域課題について協議し合う中、“H28レディ

ース「蓬莱
ほうらい

の郷」地域活性化隊”を女性有志 5 名で結

成。佐藤さんはその隊長です。「自治会組織とは別所帯

ですが、目指す目標は同じ。限界集落になる前に住民

が連携し、支え合っていかなければならない時代」と

語り、地元食材の利活用による特産品づくりや北限の

竹活用などの取り組みを今後考えています。現在は、

空き店舗を改装した集いの場所“ほっこりｃａｆｅ”

のオープンに向けた準備の真っ最中。「昔は収穫がひと

段落したり、雨が降ると孫子守りしながら身近で集い、

たわいのないおしゃべりをし、持ち寄りの料理を食べ

たり教わったり、そうやって知らず知らずのうちに結

の精神が生まれていったと思うんです。そういったこ

とが最近ではめっきりなくなりました。何かあった時

だけじゃなく、普段から顔の見える関係づくりにもう

一度集落全体で取り組み、次世代にもこの共助の力が

つながっていってほしい」と続けます。  

最後に「集落の若者が『ここで育ってよかった、子

育てできて幸せだな』 

と感じてもらえるように 

今後もみんなで協力し合 

いたいと思います」と語 

っていただきました。 

～基本情報～ 

◆自治会長：佐藤真由美さん（1期 1年目） 

◆丑石自治会は 121 戸 368 人が暮らす自然豊か

な地域です。一関市と興田振興会が 2013年に選

定した「興田地区十景」に選ばれた地域の名所

「小黒滝」は、現在放送中の NHK大河ドラマ「お

んな城主直虎」のロケ地の一つになりました。 自治会長 佐藤 真由美さん  
 

自然とともに生活する喜び 
 

共助の力を次世代にもつなげていきたい 

 

 

 

 

 

 

 大東興田 丑石自治会 

女性が元気な丑石地区 
 

自慢にできる、魅力ある地域にしたい 
 

 

地域の名所「小黒滝」季節ごとの風情が人々の心を癒します。 
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夫婦二人三脚で営む“パンのいとう屋”が藤沢町で

開店したのは、平成 19年 11月。「ご近所さんが『ちょ

っとパン買ってくるわ！』って、ツッカケを履いたま

ま来てくれるような、地域の身近なパン屋になりたか

った」と語るのは、店主の伊東守さんです。 

一関市内のパン製造販売店に配送担当として入社し

た伊東さんでしたが、ひょんなことからパンの製造工

程に携わることに。パンと毎日向き合う中で「消費者

にとって必要とされるパンとは何か？食の安全とは何

か？」を考えるようになり「自分でパン屋を構えたい」

と考え始めたのは、入社 3 年目のこと。夫の突然の発

言に対し奥様の京子さんは、「もともと、黙々と手作業

をすることが得意な人。あまり自分から『あぁしたい、

こうしたい』と語らない主人が、『店を構えたい』と言

い出したのだから、相当な思いがあるのだなと感じた。

『やりたいなら、とことんやってみましょう！』と主

人の背中を押した」と振り返ります。 

 

 

開店当初は地域の方々が買い求めやすい菓子パン、

惣菜パンを中心に製造販売していましたが、現在は食

パンや焼き菓子のほか、フランスパンやカンパーニュ、

ライ麦パンなど「ハード系」と言われる素材本来の味

と香りが楽しめるパンがメイン商品となりました。 

平成 24年頃からのイベント出店を機に、道の駅など

での店頭販売を行い「予想以上にハード系のフランス

パンやライ麦パンなどの需要があることに気づかされ

た」と語る伊東夫妻。「リピーターが増え、ある主婦か

ら『こんなパンを探していたのよ』と言われたときは

本当に嬉しかった」とお二人の笑顔が輝きます。    

平成 26年以降はスーパーや市内カフェへの納品も 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行っており、「なるべく地元一関産の素材を使用した添

加物の入らないもので、特別なものではなく、作り出

す自分たちが安心して『おいしい』と思えるものを」

とこだわっています。 

 

 

通常の店舗営業のほか、クラフト展やマルシェなど

の各種イベントにも出店もしているいとう屋。店舗内

では、食べ物に限らず、様々なイベントで出会った方々

の商品や作品を紹介し販売しています。また、市内の

フリーペーパーを配架しており、「『情報がほしいから

いとう屋に行こう！』なんて気持ちでふらりとお店に

寄っていただき、情報収集・共有の場にしていただけ

れば」と語り、今後も「“いいもの”の情報を集め、お

客様と共有し、パンを介して出会った方々とのつなが

りを活かしていきたい」と続けます。 

 最後に、同店では藤沢町住民自治協議会が主催して

いる、次世代プロジェクトという取り組みの中で、地

元中学生が考えた“地元の食材を使ったパン”を制作

しています。「中学生が地元を盛り上げるための具体的

な活動の中で、私どものパン屋と商品開発をしたいと

お話があった時はとても嬉しく思いました。限られた

日数の中で、子どもたちと何度も話合い、試作を重ね

できあがったコラボパン。地域を担う子どもたちの目

の輝きに私どもも刺激を受けました」と語っていただ

きました。 

店主の伊東さんご夫婦 

夫婦二人三脚、気軽に集える場所を目指して 

～基本情報～ 

◆店  主：伊東 守さん 

◆連 絡 先：〒029-3405 

一関市藤沢町藤沢字町裏 34-3 

◆電  話：0191-63-5588 

◆店舗情報：営業時間▶10：00～18：00 

       （土曜日 10：00～17：00） 

      休 日▶日曜・祝日 

予想外のハード系パンの需要 

脱サラは突然に！？ 

いとう屋 

無添加で少量多品種のバリエー

ション豊かなハード系商品。焼き

菓子も販売しております。 

～地元中学生とのコラボパン～ 

「もっちりふすべパン」 

「りんごだっちゃ」 

各商品 100 個限定 

販売日：2017 年 2 月 5 日（日） 

時 間：午後 3 時半～午後 4 時 

会 場：藤沢町縄文ホール 

地元のパン屋で情報共有 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お雑煮は餅の形から出汁・具材まで全国津々浦々、種類はたくさんありますが、私達に馴染みのあるお雑煮には、“おひき

な”という具材が使われます。“おひきな”とは大根や人参、ごぼうなどを細く切り、湯がいたあと冷凍保存したものを指すそう

で、「岩手県南部・旧伊達藩では厳しい冬を越すための保存食」とされていたそうです。 

今回も地域の方１００人にヒアリングを行い、特に意見が多かったものを「一関スタンダード」として紹介します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～今月の特集～ 

あけましておめでとうございます。お正月とい

えば“お餅”ですね。皆さんのご家庭でも正月

ならではの餅料理を召し上がったのではないで

しょうか？餅料理の中でも“お雑煮”は特別なも

の。そこで、一関市でどのような「家庭の味」が

あるのか調査してみました。 

  

センター独自調査！お雑煮編 

野菜がたっぷりアツアツの 
お雑煮で心もぽかぽかです。 

 

精進料理パターン 

・鶏肉ではなく油あげ等の出汁 

・ごった煮形式に煮込む(具沢山) 

調査結果ダイジェスト 
■味付け・・・ほとんどが醤油ベース。鶏肉の出汁が主流だが昆布や

鰹節などの意見や、精進料理ととらえ、肉は使用しない所も。干しし

いたけの戻し汁を使用している所も多くみられる。大東町の興田地

域では半世紀前まではカジカを出汁にしていたとのこと。 

■具材・・・「おひきな（大根、人参の千切り）」が主流。ごぼう、しいた

け、鶏肉、かまぼこ、三つ葉などを使用する所が多く、油揚げ、糸こ

んにゃく、いくら、伊達巻、セリなどが入る所も。 

■作り方・・・具材を一緒に煮込む派が多い。おひきなを煮込まず盛り

付けの際にのせるという意見も。 

■餅の状態・・・12月 28日に餅をつき四角に切って取り置き、熱湯に

くぐらせる、もしくは焼くという所が多い。元旦につきたてを手で一口

大にちぎって使用する所も。 

■盛り付け・・・お椀の底におひきなをしき、角餅をのせる。その上にさ

らにおひきなと汁を加え、三つ葉（セリ、ほうれん草、水菜など緑の

物）とかまぼこ（なると）をのせ、色鮮やかな見た目にする所が多い。 

■呼び名・・・おつゆ餅やひきな汁と呼ばれることもある。 

 

 

 

 

 

 

今回の特集はいかがだったでしょうか？どうぞご家庭で話題にしてみてください。ご協力くださった皆様ありがとうございました。 

 

勝手に決定！ 
一関スタンダード 

・鶏肉出汁に醤油ベース 

・具材はおひきなに鶏肉、 

かまぼこ、三つ葉をトッピング 

・お吸い物よりは煮込み派多数 

・いくらや伊達巻などのトッピング 

・９つ or７つの具材という決まり 

商家などでみられるパターン 

ゆず、きぬさや、 

筍、木綿豆腐、ネギ、 

アサリのむき身、 

ずいき、ひじき、 

松茸、えのき 

少数意見の中には 
こんな具材も！ 

※この結果はあくまでも当センターの独自調査によるものです。また、イラストは調査結果をもとに当センターで描きおろしたものです。 
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岩手県立一関清明 
支援学校作品展 

    熟年男性との出会い 
 ～未来を明るくパートナー探し～ 

ヴァンサン・リュカ 
フルートリサイタル 

第８回館ヶ森風祭り 
 （第 4弾） 

昔ばなしと昔あそび 

情報コーナー 
リニューアルのお知らせ 

    第８回館ヶ森風祭り 
   （第 3弾） 

 いちのせき市民活動センターの情報コー
ナーがリニューアルしました。各種市民活
動団体の情報ファイルに加え、各地域協
働体の基本情報ファイルを設置。協働の
まちづくりの進捗状況等をどなたでもご確
認いただけるようにしています。その他、助
成金情報や団体設立に役立つ情報など、
各種情報を取り揃えておりますので、どう
ぞお気軽にご利用ください。 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
【場所】なのはなプラザ 4階  
【開設日時】月～土の 9時～18時 

千厩の女性たちがつくる「せんまやひな
まつり」が千厩酒のくら交流施設を中心に
開催されます。手作りの雛飾りが飾られた
商店街の各店をめぐるスタンプラリーや、つ
るし雛づくり体験、お茶会、歌謡ショー、マ
ルシェなど、期間中はイベントも盛りだくさ
ん。桃の節句は千厩でお楽しみください。 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
【期間】平成29年2月11日（土）～3月3日（金） 
【場所】千厩酒のくら交流施設・千厩商店街周辺 
【料金】場所・内容によっては有料 
【問合】０１９１-５３-２０７０（千厩まちづくり株式会社） 

第８回館ヶ森風祭り２０１７の第３弾企画
です。写生大会、餅振る舞い、コンサート、
モルモットレースの開催や、グルメテントも
オープンします。パークの動物たちと一緒
に、皆で楽しい一日を過ごしましょう！ 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
【期日】平成２９年２月１２日（日） 
【場所】岩手サファリパーク 
【入場料】大人２，５００円、小人１，５００円、 
シニア１，５００円 ※岩手、青森、秋田県に 
お住まいの方は２月２８日まで半額になります。 

【問合】０１９１-６３-５６６０（場所と同じ） 

 地域資源を活かした地域課題の解決に
つながる再エネ事業化を支援する人材育
成プログラムです。最終回の第５回目は、 
講座でグループごとに練り上げてきた地域
資源や地域課題を取り込んだ再エネ事業
プランを成果として発表します。 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
【日時】平成２９年３月７日（火）１８時～２１時 

【場所】なのはなプラザ３階 大会議室 
【受講料】無料 ※テキスト代のみ３,０００円 
【問合】一関市民パワー発電所事業化検討地域協議会 
【電話】０９０-６２２２-８６３４（菅原） 

 パリ管弦楽団 首席フルート奏者のヴァン
サン・リュカさんによるフルートリサイタルを
行います。蕎麦田さやかさん（フルート／一
関一高卒）と東井美佳さん（ピアノ）と一緒
に、グラデーション豊かで、繊細で優雅なフ
ランス音楽を演奏いたします。 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
【日時】平成２９年２月１７日（金）１９時開演  
【場所】世嬉の一酒造（株）クラストンホール 
【チケット】一般３，０００円、学生１，５００円 
     （全席自由／当日は５００円増） 
【問合】０８０-３１９５-８２６７（実行委員会） 

第８回館ヶ森風祭り２０１７の第４弾企画
です。大凧あげ、ビニール凧揚げ、テラリウ
ムづくり体験（限定 20 名／参加費 1,000
円）、パンづくり体験（限定 20 個／参加費
200円）のほか、氷水に足を浸け何分耐え
られるかを競う足氷風呂大会などを行いま
す。ぜひご家族で遊びに来てください！ 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
【日時】平成２９年２月１９日（日）10時から 
【場所】花と泉の公園 
【料金】入場無料 
【問合】０１９１-８２-４０６６（場所と同じ） 
 

一関清明支援学校の生徒さんの作品
展を行います。個性豊かな美術の世界を
ご堪能ください。夏の作品展に続いて２回
目、今回は絵画の特集です。美術館で
は、オリジナルブレンド「磐井橋の珈琲」を
お楽しみ頂けます。 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
【期間】平成２９年２月７日（火） 
    ～平成２９年２月２８日（火） 
【場所】さくらなみき自閉症美術館 
【料金】入館料無料 
【問合】０１９１-４８-３６２２（場所と同じ） 

昔ばなしと懐かしい遊びで冬のひと時を
一緒に楽しみませんか？古来、冬は女正
月やひな祭りなど、女性が中心となって楽
しむ行事がありました。いわいの里ガイドの
会の語り部が贈る新企画です。お気軽にご
参加ください。 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
【日時】平成２９年２月１８日（土） 

１０時３０分開演 
【場所】旧沼田家武家住宅 
【料金】入場無料 
【問合】０１９１-２１-８１８８（団体事務局） 

熟年男性との出会いを求める方へ、出
会いの場をご提供いたします。参加対象
は、５０～６０代の男性１０名と女性（年齢
制限なし）１０名です。２月２１日（火）まで
に事務局までお申し込みください。※参加
には会員登録（無料）が必要です。 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
【日時】平成２９年３月４日（土） 

１０時４５分～１４時 
【場所】なのはなプラザ３階 研修室１・２ 
【参加費】男性２，０００円 女性無料 
【問合】０１９１-４８-４６７７（団体事務局） 

事業報告書は、活動の透明性を示すため、社会的信用を得るため、事
業を振り返り次の活動に役立てるためといった理由でつくります。ポイントとし
ては、数値・データを前年度と比較して見やすくする、エピソードや利用者の

声、写真等を入れる、実現できなかったことや失敗も率直に記す、年間報
告は評価も記載する、新聞記事を添付する、などがあります。 

         

   

  

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

  

今月の表紙          Ｑ＆Ａ 
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一関 一関 

藤沢 

一関 

   第１０回 
   せんまやひなまつり 

一関 一関 

花泉 

一関 千厩 

老松市民センターでの 1 コマ。小正月の伝
統行事「粟穂・稗穂(あわぼぉひえぼぉ)」と呼
ばれるもので、粟や稗の豊作を願い、栗の木
に「勝」の木で作った粟・稗の花や実を模った
ものをつけるのだとか。毎年、地元の子どもた
ちと一緒に行っているそうです。 

事業報告書をつくる時のポイントって何ですか？ 
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