
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。
　岩手県も猛暑となった今年の夏。これからは徐々に風も涼し
くなり、観光と物産の魅力が溢れます。　
　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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カイザースラウテルン市での知事挨拶

明戸海岸（田野畑村）工事現場見学の様子

天然のホヤ漁がシーズンを
迎えています
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ふだいのアンテナショップ 検索

　平成 27年 8月 4日（火）、「復興の現場見学会」（主
催：岩手県）が開催されました。見学会は、平成 25年
から始められ今回で 4回目。
　今回は、親子連れの住民を中心に、岩泉町・田野畑村
の震災復興の状況を理解してもらうことを目的として行
われたもので、住民 21人が参加。明戸海岸、机浜番屋
群、三陸沿岸道路「田老岩泉道路」、茂師（もし）漁港
・茂師漁港海岸など 4ヶ所の復興の現場を見学しました。

摂待第1トンネル工事現場見学の様子

知事、ドイツ地方政府を訪問・復興支援を感謝

洋野町釜石市

世界文化遺産登録決定！

6,000 匹の宮古産炭火焼
サンマ・新鮮な生サンマ
を無料でお振る舞い

　平成 27年７月 22日（水）、達増知事は東日本大震災
津波の被災地への義援金をいただいたドイツのラインラ
ント・プファルツ州政府と同州内のカイザースラウテル
ン市政府を訪問しました。
　震災前から 20数年間の友好交流を続けているライン
ラント・プファルツ州では府ホッフ官房長官等州政府幹
部と面会。同州から支援をいただいた山田町大沢保育園
の今の様子を紹介するとともに、感謝の意を伝え、今後
も友好関係を続けていくということが確認されました。
　カイザースラウテルン市ではキーフェル副市長に、同
市から支援をいただいた釜石市長の親書を持参。同市か
らは今後も支援を継続していくことが伝えられました。

「講演者らによるパネルディスカッション」の様子

岩泉町
田野畑村

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。

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。

　州政府迎賓館での懇談会には在フランクフルト総領事
や州内の日独交流関係団体、在独日系企業も出席。州・
市等との記念品交換のほか、大沢保育園からの感謝の記
念品である南部風鈴を園長のメッセージとともに出席者
全員に渡しました。

ラインラント・プファルツ州での知事挨拶

ドイツ

岩手県沿岸は、サンマのシーズンを迎えます
目黒のさんま
祭り

9/6
日

目黒駅前商店街

3,333 匹の大船渡産炭火焼サン
マを無料ででお振る舞い

三陸・大船渡
東京タワー
さんままつり

日

目黒駅前商店街

6,000 匹の宮古産炭火焼サンマ・
新鮮な生サンマを無料でお振る舞い

目黒のさんままつり9/6
日 目黒駅前商店街

3,333 匹の大船渡産炭火
焼サンマを無料でお振る
舞い

水 祝

東京タワー屋外特設会場

9/23
・

東京 東京

大船渡市で水揚げされた
旬のサンマを地元ボラン
ティアが焼き上げて提供

船場まつり
大船渡サンマ
まつり

10/4
日

難波別院（南御堂）
大阪

■ 明戸海岸（田野畑村） ■
　高さ 9ｍあった明戸防潮堤は津波により破壊され、新
しく延長 346.6ｍ・高さ 12ｍの防潮堤とする予定で、防
潮堤の上には道路幅 11.1ｍの県道を付け替える計画で、
防潮堤は平成 28年 3月、道路は平成 29年 3月の完了
を目標に工事が進められています。

■ 三陸沿岸道路「田老岩泉道路」（宮古市摂待） ■
　自動車専用道路「田老岩泉道路」の一部である摂待道
路工事は、摂待第 1トンネル 1,355mと摂待第 2トンネ
ル 1,772m、摂待大橋 234.0mと下摂待橋 37.0m。平
成 27年 7月末現在の進捗率は、摂待第 1トンネルが約
84％、摂待第 2トンネルが約 6％で平成 29年度の開通
を目標に工事が進められています。
■ 茂師漁港・茂師漁港海岸（岩泉町） ■
　延長 40ｍの東防波堤と延長 191.1ｍの沖防波堤の復
旧工事が進められており、平成 27年 12月には工事が
完了する予定。また、茂師漁港海岸では、高さ 16ｍの
防潮堤を新設しており、平成 28年 3月の完成予定です。

 平成 27年度第1回「復興の現場見学会」が開催されました

　平成 27年 8月 4日（火）、「復興
の現場見学会」（主催：岩手県）が開
催されました。見学会は、平成 25年
から始められ、今回で 4回目。
　今回は、岩泉町・田野畑村の震災
復興の状況を理解してもらうことを
目的として行われ、親子連れを中心
に住民 21人が参加しました。
　バスに乗り込んだ参加者は、明戸
防潮堤（田野畑村）を見学。津波に
より破壊された明戸防潮堤は、延長
346.6ｍ・高さ 12ｍの防潮堤を新設
しており、平成 28年 3月の完成予

ンネルに入り、普段見る事のできな
い工事現場を見学しました。
　この日最後の見学となった茂師漁
港（岩泉町）では、延長 40ｍの東防
波堤と延長 191.1ｍの沖防波堤の復
旧工事が進められており、平成 27年
12月には工事が完了する予定。また、
同漁港の海岸では、高さ 16ｍの防潮
堤を新設しており、平成 28年 3月
の完成予定です。
　見学を終えた参加者のうち、イン
ターンシップで参加した大学生らは、
「被災地の復興の現状を実際に見たり、
そこで働いている人々の話を聞くこ
とで、少しずつではあるけれど、復
興が本格的に進んでいる事を実感で
きました。」「工事が完了してからも
被害を受けた市町村の力になる仕事
に就けるよう、頑張りたい。」と参加
した感想を述べました。

定です。
　復旧工事が完了した机浜番屋群（田
野畑村）では、古くから使われてき
た番屋の役割の説明を受けた後、「海
辺クラフト体験・貝殻アート」に挑
戦。参加者は貝殻を飾り付けて写真
立てを完成させていました。
　自動車専用道路「田老岩泉道路」
の一部である摂待道路では、摂待第
1トンネル 1,355mと摂待第 2トン
ネル 1,772m、摂待大橋 234.0mと
下摂待橋 37.0mの工事が進められ、
参加者は実際に工事中の摂待第 1ト
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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 7月 31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）　26,164 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 3,778 万円（15,924 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 9,363 万円（91,786 件）
▶寄付金受付状況　約 196億 8,701 万円（7,409 件）

平成 27年 7月 31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 9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

　平成 27年 8月 2日（日）、「第 22回釜石はまゆりト
ライアスロン国際大会」が、釜石市鵜住居（うのすまい）
町の根浜海岸で開催されました。
　トライアスロンは、スイム（遠泳）、バイク（自転車）、
ラン（マラソン）の３種の競技を連続して行うハードな
耐久レース。来年開催される「希望郷いわて国体」から
国体の正式競技として採用され、釜石市が会場となりま
す。
　この大会は、東日本大震
災津波の影響で中断を余儀
なくされましたが、平成 2
4年にはスイムのみ、平成
25年にはスイムとラン、そ
して昨年はバイクを加えて
全 3種目が復活しました。
　今回は、いわて国体のト
ライアスロン競技のリハーサルも兼ねており、全国から
およそ 230人を超えるアスリートが参加。沿道からは、
競技に挑むアスリートに大きな声援が送られていました。

　平成 27年 8月 7日（金）、陸前高田市の伝統的な夏祭
り「高田町うごく七夕」と「気仙町けんか七夕」が開催
されました。
　「うごく七夕」は、東日本大震災津波以前に運行してい
た山車 12組のうち 11組が参加。アザフと呼ばれる色と
りどりの和紙で装飾された山車が、笛や太鼓の拍子に合
わせかさ上げ工事が進む旧市街地を練り歩きました。
　また、約 900年前から続けられている「けんか七夕」
は、津波で 4台の山車のうち 3台が流失。平成 24年に
1台を新調して復活しました。
　七夕飾りを施した
山車に舵棒と呼ばれ
る長さ約 15ｍの杉
の丸太をくくりつけ、
2台の山車が激しく
ぶつかりあうと、祭
りもピーク。多くの
観客から歓声が起こ
りました。 「けんか七夕」でぶつかりあう山車

トライアスロン競技の様子
（写真提供：釜石はまゆりトライアスロン
国際大会実行委員会）

釜石市
「第22回釜石はまゆりトライアスロン
国際大会」が開催されました　 陸前高田市

「高田町うごく七夕」と「気仙町けん
か七夕」が開催されました

主な夏季イベント情報

久慈秋まつり
荒町から本町（久慈市）
600 年余りの歴史と伝統を誇る県北地方最大のまつり。
豪華で勇壮な山車と神輿の合同運行は圧巻。

実行委員会：0194-66-9200問い合せ

9/18
金

9/20
日

久慈市

山田がんばっぺし祭り
山田町役場前特設広場（山田町）
山田八幡宮と大杉神社の例大祭に合わせて開催。郷土芸能
などのステージイベントも。

山田の魅力発信実行委員会：0193-82-2515問い合せ

9/19
土

9/21
月

山田町

東北復興祭 in 宮古
末広町・中央通（宮古市）
東北の三大祭（すずめおどり・花笠踊り・さんさ踊り）
が宮古市に集結。

陸中宮古青年会議所：0193-62-8458問い合せ

9/22
火 宮古市

秋
季
の
主
な
イ
ベ
ン
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花巻まつり
市内各地（花巻市）
美しい風流山車、140基にも及ぶ勇壮な神輿、古来より
踊り継がれる鹿踊り・神楽権現舞、花巻ばやし踊り等。

花巻市商工観光部観光課：0198-24-2111問い合せ

9/11
金

9/13
日

花巻市

おでんせ・べごっこフェスタ2015
町営龍泉洞第 3駐車場（岩泉町）
いわいずみ短角牛肉をはじめ、岩泉町の特産品が盛りだ
くさんな牛の祭典。牛の鳴きまね大会などユニークで楽
しいイベントも。

実行委員会：0194-22-2111問い合せ

9/27
日

岩泉町

釜石まつり
シープラザ遊から釜石湾（釜石市）
中日には、ご神体を奉遷する「曳き船まつり」が行われ、
最終日は市内目抜き通りを虎舞や神楽、山車、手踊りの
ほか神社の神輿が渡御する。

実行委員会：0193-22-2434問い合せ

10/16
金

釜石市

三陸大船渡さんままつり
大船渡市民体育館（大船渡市）
「秋刀魚炭火焼試食コーナー」（無料）をはじめ、「さんま
釣りゲームコーナー」など見逃せないイベントが目白押し。

実行委員会：0192-21-1922問い合せ

大船渡市

盛岡秋まつり～八幡宮祭典
盛岡八幡宮（盛岡市）
300 年以上の伝統を誇る城下町らしい例大祭。
14日八幡下り、15日山車大絵巻パレード、16日には
やぶさめが行われる。

盛岡観光コンベンション協会：019-604-3305問い合せ

9/14
月

盛岡市

9/16
水

9/23
水

10/18
日

10/17
土

10/18
日


