
陸前高田ふるさと納税 検索

返礼品の例：（左）陸前高田市のブランド米「た
かたのゆめ」（右）調味料詰め合せ

復興に向けて歩み続ける岩手県の今を紹介します
　平成 23年 3月 11日に発生した東日本大震災津波。発災以
来、全国そして海外からも多くの温かい励ましや御支援をいた
だいております。心から感謝申し上げ、この「つながり」を大
切にしていきたいと思います。
　肌に感じる陽射しが日に日に強まり、夏の到来の気配ととも
に、各地での夏祭りが賑わいをみせる今日この頃。　
　復興に向けて歩み続ける岩手の今を紹介します。
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返礼品の例：広田湾の活アワビ

陸前高田市

素潜り実演をする「北限の海女」
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天然のホヤ漁がシーズンを
迎えています

ふだいのアンテナショップ 検索

　平成 27年 7月 1日（水）、ＮＨＫ連続テレビ小説「あ
まちゃん」の舞台となった久慈市宇部町の小袖（こそで）
漁港では、「北限の海女」による素潜り実演の初日を迎え
ました。
　海女たちの漁法は、磯のウニを素潜りで採る伝統的な
もの。ひと息で水深 10m以上のポイントまで一気に潜
水し、10個ほどのウニを採り、腰にぶら下げた “ヤツ
カリ” という袋に入れて浮上してくるという漁法です。
　７月になったとはいえ、まだ海水温の低い中、かすり
の半てんに足袋のコスチュームをまとった海女たちが旬
を迎えたウニを採り水面から顔を出すと、集まった観客
は大きな拍手を送っていました。
　海女たちが採ったウニは、その場で海女自らが殻を割

採れたてのウニを振る舞う海女

平成 27年【第 1回】「いわて復興ウォッチャー調査」の結果を公表しました

陸前高田市がふるさと納税を再開！　納税サイト「たかふる」を開設

洋野町釜石市世界文化遺産登録決定！
橋野鉄鉱山・高炉跡を含む 23の資産
で構成されている遺産群『明治日本の
産業革命遺産 製鉄・製鋼、造船、石炭
産業』が世界遺産一覧表に記載される
ことが決定されました。
岩手県では、平成 23年 6月に決定さ
れた「平泉の文化遺産」に続く登録と
なります。

「すきコンブ」は、水揚げされた養殖コンブ
を湯通し、細長く刻んで木枠の中に均一に敷
き詰め、乾燥させシート状にしたものです。

岩手県の本格的なウニの
シーズンが到来です

　平成 27年７月 1日（水）、陸前高田市は、東日本大震
災津波の影響で休止を余儀なくされた「ふるさと納税」
の受付を再開しました。
　復興を進める中、納税時の返礼品となる特産品を揃え
ることができるようになった同市は、「岩手・陸前高田市
ふるさと納税サイト『たかふる』」を開設。一定額以上の
寄附をしてくれた方々に対し、返礼品を贈呈します。
　返礼品は、ブランド米や海産物など 76種類を用意し
ており、地元特産品を全国にPRする一方で、それらの
荷造りや発送業務を市内で障がい者の就労を支援する授
産施設に依頼し、障がい者の自立に一役買っています。
　同市のふるさと納税は、子どもたちの支援、農林水産

「講演者らによるパネルディスカッション」の様子

 小袖漁港で海女の素潜り実演が始まりました 久慈市

満席となった会場の様子

名によるパネルディスカッション「被災者に寄り添う復興
まちづくり」が行われ、復興に対する様々な意見交換がな
されました。
　パネルディスカッション後には参加者からの質問も寄せ
られ、同塾の掲げる目的「復興に関わりたい人たちに学び
合いと連携の場を提供す
る」が実践される事とな
りました。
　次回の「いわて復興未
来塾」は平成 27年 7月
18日（土）に開催され
ます。

■素潜り実演見学■
期間：7月から 9月末（夏季限定）
実演時間：土・日・祝日　10:20～／ 11:20～／ 14:20～
※平日は、団体 (10 名以上 ) の受付 ( 要予約 )
実演見学料：1人 500円
問い合わせ：小袖海女センターTEL：0194-54-2261（9:00 ～ 17:00）

ってひとつ 500円で販売され、多くの観客らは甘みと旨
みにあふれたウニに舌鼓を打っていました。
　また、「あまちゃん」のロケ地であること、「北限の海
女の道」の起点地であることを刻む石碑が小袖漁港に建
立され、7月 4日（土）に行われた除幕式には久慈市長
や観光関係者ら約 30人が出席し、新たな観光スポット
の誕生を祝いました。

業などの振興、移住定住の促進、コミュニティ活動やN
PO団体への支援など、陸前高田市の様々な取組に役立
てられます。
　また、岩手県沿岸の各市町村でも「ふるさと納税」の
受付が行われております。

銅製ヘルメットを使用し潜水する伝統
の技「南部もぐり」による天然のホヤ
漁がシーズンを迎えています。
天然ホヤが生息している水深 20m～
30mの海底に潜り、１つ１つ手でもぎ
取ります。８月頃は最も甘みが出てき
ます。

石碑の除幕式の様子

写真提供：陸前高田市
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被害状況等の詳細
義援金・寄付金の募集等 いわて防災情報ポータル 検索
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岩手県の被害状況 平成27年 6月 30日現在

▶人的被害　死者（直接死）：4,672 人　行方不明者：1,129 人
▶建物被害（住家のみ、全半壊）　26,163 棟

皆さんのご支援、ありがとうございます

※ 被災したこどもたちが勉強やスポーツ等に励めるよう「くらし」「まなび」の支援に使われます。

▶いわての学び希望基金（※）受付状況　約 76億 3,508 万円（15,843 件）

もご覧ください !! http://iwate-fukkoudayori.comビジュアル豊富な いわて復興だより Web【 】

▶義援金受付状況　約 183億 9,738 万円（91,638 件）
▶寄付金受付状況　約 196億 8,654 万円（7,378 件）

平成 27年 6月 30日現在

弁天神社がある蓬莱島

岩泉の物産をPR、販売する生徒たち
（写真提供：小本小学校）

【次回のいわて復興だよりについて】次回は 8月 1日号の発行を予定しています。

7/25（土）住田町 住田町夏まつり 世田米商店街 " 道中踊り、郷土芸能、夢灯り、
餅まき、五葉山火縄銃鉄砲隊演舞、花火大会などが開催される " 実行委員会 0192-46-3861

　山田町子どもまちづくりクラブが、地域や行政と話し
合い企画・立案を進めてきた「山田町子ども交流センタ
ー（仮称）」の起工式が、平成 27年 6月 28日（日）、
山田町中央コミュニティーセンターで行われました。
　「交流センター」は、子どもたちの居場所と図書館の機
能を有し、地域の方々も利用可能な施設となる予定で、
町の中心部に建設されます。
　当日は、山田町子どもまちづくりクラブのメンバーや
町内外の関係者ら約 120人が出席。式では、「交流セン
ター」のデザインが発表され、くわ入れを行って工事の
安全を祈願しました。
　この施設は、公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・
ジャパンと山田町の子どもたちが立ち上げた「山田町子
どもまちづくりクラブ」が、
震災後のまちづくりについ
て話し合う中で生まれたア
イディアを、サントリーホ
ールディングス株式会社が
建設費を全額支援し建設さ
れるもので、竣工後には山
田町に寄贈される予定です。

　平成 27年 6月 29日（月）、台湾・高雄市の六亀高等
学校の生徒が大槌町を訪れ、岩手県立大槌高等学校（小
田島正明校長、生徒数 238人）の生徒と音楽と芸能を通
じた交流を行いました。
　高雄市は、平成 21年に台風による水害で被災してお
り、六亀高等学校の生徒が「同じ被災地の立場で経験を
一緒にわかちあい、東日本大震災津波の被災地を応援し
たい。」と大槌町での交流会を企画し、実現したものです。
　交流会に参加したのは、岩手県立大槌高等学校の生徒
233人と、六亀高等学校の合唱団と太鼓部の生徒、教諭、
関係者ら 75人。
　色鮮やかな民族衣装
を身に着けた台湾の生
徒が太鼓や合唱を披露
すると、大槌の生徒は
吹奏楽部の演奏や郷土
芸能の虎舞で応じ、言
葉の壁を越えたお互い
の文化で交流を深めま
した。

参加した台湾・高雄市の六亀高等学校の生徒たち
（写真提供：槌音プロジェクト）

起工式の様子
（写真提供：山田町観光協会）

山田町
「山田町子ども交流センター（仮称）」
の起工式が行われました　

台湾と大槌町の高校生たちが台湾と大槌町の高校生たちが
音楽と芸能を通して交流音楽と芸能を通して交流 大槌町
台湾と大槌町の高校生たちが
音楽と芸能を通して交流

主な夏季イベント情報

たねいち海浜公園シーサイド花火大会
種市海浜公園（洋野町）
白い砂浜が続く種市海浜公園で水中花火やスターマイン
などの花火大会を開催。海面に写る花火は幻想的。

実行委員会：0194-65-5916問い合せ

7/25
土

洋野町

三陸・大船渡夏まつり
大船渡町内（大船渡市）
東北最大級の海の祭典。8,000 発の花火と七夕船団が共演。

大船渡商工会議所：0192-26-2141問い合せ

7/31
金

8/1
土

大船渡市

盛岡さんさ踊り
盛岡市中央通（盛岡市）
東北を代表する祭りのひとつで、約 2万人の踊り手と約 2
千本の笛、1万数千個の太鼓が盛岡の夏の夜を彩る。

実行委員会：019-624-5880問い合せ

8/1
土

8/4
火

盛岡市

北限の海女フェスティバル
小袖漁港周辺（久慈市）
陸中海岸北部の壮大で美しい小袖海岸を舞台に開催。海女
の素潜り実演やウニのお吸い物「いちご煮」の格安販売や
地元の子供たちによる芸能発表など。

実行委員会：0194-52-2123問い合せ

8/2
日

久慈市

夏
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な
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帆船「日本丸」寄港
藤原ふ頭（宮古市）
帆船「日本丸」が宮古港に入港。

宮古市産業振興部産業支援センター
0193-62-2111

問い合せ

7/30
木

8/3
月

宮古市 気仙町けんか七夕まつり
気仙町内（陸前高田市）
樹齢 50年以上の杉の丸太を山車にくくりつけ、相手の山
車とぶつかりあう勇壮なお祭り。

陸前高田市観光物産協会：0192-54-2111問い合せ

8/7
金

陸前高田市

釜石よいさ
目抜き通り（釜石市）
大きな掛け声とともに踊る、釜石の夏の風物詩。

実行委員会事務局：080-8218-0098問い合せ

8/8
土

釜石市

山田の花火大会
山田魚市場付近（山田町）
お盆の時期に開催される花火大会。会場では飲食出店やス
テージイベントも行われる。

山田町商工会青年部：0193-82-2515問い合せ

8/14
金

山田町


