
　女川町では本年3月のまちびらきに合わせ、町内
事業者が連携し、地元水産物を原料に常温保存・持
ち帰りができ、手軽に買えるお土産品ブランド「碧の
か」を共同で立ち上げました。第1弾としてホヤを使
った4商品（ほや生ジャーキー、ほやせんべい、ほや
煮、さきほや）を開発し、町の観光ＰＲにつなげる取
り組みです。第2弾以降の商品も今後開発予定です。

　高級食材のとり貝は、以前から七尾湾で水
揚げされていましたが、安定供給を図るた
め養殖に取り組み、今春から本格出荷と
なりました。初夏までに約8,000個が県内
や東京・築地市場などに出荷されます。
　「能登とり貝」は、肉厚で大きく、噛むと
口いっぱいに広がる甘みが特徴です。天
然にも勝る新しい能登の味覚としてぜひ
ご賞味ください。

　岐阜県美濃加茂市で宮中や幕府への献上品として、1,000年
以上もの昔から受け継がれてきた干し柿が、「堂上蜂屋柿」です。
　これは、蜂屋町が誇る堂上蜂屋という品種の柿を、伝統の技
によって干し柿に加工したものをいいます。
　「堂上蜂屋柿」の糖度は65
度もあり、 とろりとした果肉
からあふれ出る、極上の甘み
と濃厚な風味は、自然の恵
みと作り手の情熱、そして伝
統の技が結集した成果です。

　「祈水」は、冷涼地帯や山間冷涼地での栽培に適した
東通産米「駒の舞」と、1億5千万年前のジュラ紀の地層
を経た湧き水で、原材料からこだわりを持って仕込んだ
日本酒です。
　この「特別純米酒　祈水」と、さらに磨き上げた極上の
香りを醸し出す「吟醸酒　祈水」は、村内の酒店だけの
限定販売です。下北半島以外にはほとんど出荷されてい
ない隠れた逸品です。

口あたりをさっぱりと仕上げた、
香りも良いお酒東通村で味わっていただきたい

【お問合せ】東通村商工会
☎0175-48-2081
【URL】http://www.yamasejuku.com/
products/seisyu.html

【お問合せ】復幸まちづくり女川合同会社
【E-mail】info＠onagawa.co.jp
【URL】http://www.onagawa.co.jp/

【お問合せ】石川県漁業協同組合ななか支所 
☎0767-53-5181
【URL】http://www.ishikawa-shokuzukan.jp/
food/35

【お問合せ】美濃加茂市堂上蜂屋柿
ブランド構築事業実行委員会 事務局
☎0574-25-2111
【URL】http://www.hachiyagaki.jp/

刺身や寿司ネタと
して人気の高級食材

「堂上蜂屋柿」は、お抹茶との相性が抜群
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「ホヤ」の魅力を伝える「碧のか」
新商品と「ほや本」

みずみずしい果肉の深い味わい
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　若狭湾に面したおおい町は、種が小さく肉厚な福井梅の産地でもあ
ります。町内の各所で栽培され、6月に収穫の最盛期を迎えます。
　特におおい町の梅は、全体的に皮が薄いことから梅干しに適してい
るといわれております。
　道の駅うみんぴあ大飯では「梅肉
エキス」や「梅ジャム」、「梅カステラ」
など、数多くのおおい町産の梅を使っ
た特産品が販売されています。

　透明度抜群の美しい海水の中で、速い潮の流れにもまれ
て育った「片句わかめ」は、甘味があり、味が良いと評判です。
　｢茎味噌｣は片句わかめの茎と地元産の味噌など、食の安
全・手作りにこだわった逸品です。
　「めかぶのサラダ」は、タマネギにあご（飛魚）のだしを加
えて風味豊かに仕上げています。

　どちらも、片句
のお母さん達が心
を込めて、手作り
しています。

　「ごめん（後免）」とは、龍馬の先祖にゆ
かりがある高知県南国市後免町のこと。平
成20年に“ごめんシャモ研究会”が発足し
全国に｢100％純血軍鶏｣のおいしさを広
げる活動をしています。
　坂本龍馬が凶刃に倒
れる直前に食べるはず
だった、とされるシャモ
鍋をすき焼きにアレン
ジした『ごめんシャモス
キやき』。『土佐の食1
グランプリ』優勝、『全
国地場もん国民大賞』
銀賞など、多数の賞を
受賞しています。

　かんきつ王国「愛媛」の中でも伊方町
は、温州みかんの他、清見、デコポン、
はるか等々多くの品種の産地です。
　半島の段々畑で太陽と潮風をいっぱ
いに浴びて育ったかんきつ類を、地元の女性たちが
丹精込めて手づくりした香り豊かなジャムやマーマレ
ードが今、人気です。
　新作の甘いサツマイモで作った「芋ジャム」も加わり、
今年4月にオープンした観光交流拠点「佐田岬はなは
な」（三崎フェリー乗り場横）でお買い求めいただけます。

自然の甘みを活かした
梅ジャム

掲載のご希望がございましたら、電気のふるさと編集室（☎03-6372-7305  E-mail : furusato@dengen.or.jp）までお知らせください。
掲載費用が発生することはありません。（編集の都合上、掲載できない場合がございますことを予めご了解願います）

【お問合せ】道の駅うみんぴあ大飯
☎0770-77-4600
【URL】http://michinoeki-ohi.com/

梅園には、梅の
甘い香りが漂う

【お問合せ】わかめの里 片句こいグループ
☎0852-82-3721
【URL】http://kataku-koi-group.jimdo.com/

【お問合せ】企業組合ごめんシャモ研究会
☎088-855-7418
【URL】http://www.gomensyamo.com/ 

良質なわかめを生産する
「わかめの里」・片句

地元産に
こだわった逸品

うま味と歯ごたえが違う。希少な純血種のシャモ肉

【お問合せ】NPO法人佐田岬ツーリズム協会
☎0894-54-2225
【URL】http://www.sadamisaki.com

香り豊かな手作りジャム・
マーマレード
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　釧路は、1年のうちおよそ100日、霧に包まれるまちです。1985年に「くし
ろ霧フェスティバル」、通称「霧フェス」が誕生し、「海霧」を楽しむ市民参加
型イベントとして釧路の夏の風物
詩となりました。メインは釧路の夜
空を彩る霧レーザーショー！
　霧とレーザービームとサウンド
が織り成す幻想的な空間を楽しむ
ことができるアトラクションです。

　今年は東海村発足60周年の節目を迎え、「未来へつ
なぐ」をテーマに、駅前大通りで山車やみこしの他、賑や
かなイベントを実
施します。
　また、桜で有名
な運動公園を会場
に打ち上げる花火
は、他では味わう
ことのできない臨
場感溢れる花火を
楽しむことができ
ます。

　「小祢里」は、掛川市横須賀地区で、明治時代中期か
ら続く秋の伝統行事です。小さな山車（祢

ね り

里）を中学生
以下の子どもたちだけ引くもの。準備、太鼓の指導から
当日の祢里の運行も、中学生以下の子どもたちだけで取
り仕切る、全国的にも珍しいものです。

　祭りのメインイベント「はねこ
踊りパレード」は1,200人以上の
踊り手が乱舞します。
　この踊りの由来は、天明・天保
の時代に度々類のない大凶作に
見舞われていた村が、ある年、久
しぶりの豊作に恵まれ、神への
感謝の気持ちを込めて神社にお
礼参りをした際、喜びのあまり村
人が、笛や太鼓に合わせて面白
おかしい身振りで踊り回ったの
が、「はねこ踊り」の始まりといわ
れています。

　祭典当日は、
子供たちが引き
回す祢里と共
に、太鼓や笛、
威勢のいいかけ
声が聞こえてき
ます。

「霧のまち」の特色を活かした「霧レーザーショー」

子どものうちから、地域の
連帯意識が育まれる

「田打ち、田植
え、刈取り」の
稲作を模して
踊る

東海村三大まつりの
1つ。夏の夜空を豪華
に彩る花火

【開催日】7月24日（金）～26日（日）
【会場】釧路市幸町緑地憩いの広場特設会場・
耐震バース岸壁特設会場 他
【お問合せ】くしろ霧フェスティバル実行委員会 
☎0154-42-1121
【URL】http://www.kirifestival.jp/

■花火大会
【開催日】8月8日（土）19：00～  【会場】阿漕ヶ浦公園
■イベント
【開催日】8月9日（日）  【会場】JR東海駅東大通り

【お問合せ】東海まつり実行委員会事務局 ☎029-283-2141
【URL】http://www.tokai-fes.com/

【開催日】9月第2土曜日
【会場】桃生植立山公園
【お問合せ】河南桃生商工会 ☎0225-76-3315
【URL】http://www.monou-s.miyagi-fsci.or.jp

【開催日】9月19日（土）・20日（日）
【開催場所】三熊野神社を中心に本町通り
（遠州横須賀街道）
【お問合せ】掛川南部観光案内処
☎0537-48-0190
【URL】http://www.city.kakegawa.shizuoka.jp/
kankou/event/tiineri.html

「第13回ふるさとイベント大賞」奨励賞を受賞

全国に類を見ないリズミカルな踊り

熱気にあふれる釧路のまち
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　『療養温泉の西の横綱』とうたわれた、湯平温泉の夏の恒
例イベント、「湯平大ソーメン流し大会」です。
　全長300m、最大傾斜30度の石畳の坂道を利用し、青竹で
作った「とい」を設置して、ソーメンを流します。参加費は麺
つゆ1杯分500円のみで、ソーメンは食べ放題です。
　ソーメン流し終了後には、アヒルの人形を流して速さを競う
「アヒルちゃんレース」も開催されます。

　今年12回目となる「アートフェスタ in いちき串木野」では、いちき串
木野市と近隣市町を中心とした県内在住の（一部県外）のアーティスト
が、オリジナルの絵画、書
画、焼き物、木工芸品な
どの作品を展示・販売し
ます。
　体験型コーナーなどイ
ベントも大人気です。

　タコライス発祥の町、金武町の夏の
イベント、『金武町まつり』が今年も開催
されます。
　ライブやカチャーシーなどのイベント
や、たくさんの屋台の出店もあります。
イベントが開催される両日、最後は花火
で締めくくります。
　来場者用駐車場の金武漁港から無料
送迎バスが運行されますので、ご利用く
ださい。

　水に恵まれた自然豊かな若狭を舞台に、オープン
ウォータースイミング（OWS）を楽しみませんか。「龍
が眠る無人島」として言い伝えられる、若狭湾にひっそ
り浮かぶ『烏

う べ

辺島
じま

』（無人島）を回って往復する3.8km
のコースと、『烏辺島』をスタートし世

せ く み

久見海水浴場を
ゴールとする1.3kmのコースが設定されています。自
然と伝説、若狭湾の水の透明度を楽しむ大会となって
います。エントリーの受け付けは7月31日までです。

掲載のご希望がございましたら、電気のふるさと編集室（☎03-6372-7305  E-mail : furusato@dengen.or.jp）までお知らせください。
掲載費用が発生することはありません。（編集の都合上、掲載できない場合がございますことを予めご了解願います）

若狭人の温かさを感じるOWS

【開催日】8月30日（日）
【会場】若狭町世久見海水浴場
【お問合せ】（一社）若狭路活性化研究所 ☎0770-47-1747
【URL】http://wakasaji-ows.com

自然と伝説、若狭湾の水の透明度を楽しむ大会

【開催日】7月26日（日）
【会場】由布市湯布院町 湯平温泉
【お問合せ】湯平温泉観光案内所
☎0977-86-2367
【URL】http://www.yunohira-onsen.jp/

みんなで食べる
流しソーメン

夏の暑さを忘れて食べる

【開催日】9月7日（日） 10:00～16:00
【会場】いちきアクアホール
【お問合せ】NPO法人いちき元気会 ☎0996-36-2521
【URL】http://www.city.ichikikushikino.lg.jp

オリジナル作品が並ぶ

【開催日】7月25日（土）・26日（日）
【会場】金武町陸上競技場、金武町立中央公民館
【お問合せ】金武町まつり実行委員会
☎098-968-2111
【URL】http://www.town.kin.okinawa.jp

ムスナイナイ大会（金武カチャーシー）

みんなでお祭りを盛り上げる

終日たくさんの入場者でにぎわう
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