
　菜の花の栽培が盛んな滝川市。3月下旬から、花が開
く前に収穫する「雪割りなばな」の収穫が始まります。
　「雪割りなばな」は秋にまいた種が雪の下で越冬し、早
春雪かきをした畑から伸びてきます。通常のなばなより
甘みが強いのが特徴です。
　また、滝川市内では、3月下旬から「菜の花ウイーク」（5
月下旬～ 6月上旬開催）までの期間を「菜の花フェスタ」
と称して、市内のレス
トランなどで「なばな」
のおもてなしが行わ
れます。

　「へしこ」とは、魚のぬか漬けのことですが、ぬかと塩でのみ漬けた、いわゆる
「こぬか漬け」と一線を画し、魚醤に、しょうゆやみりん、酒かすを加え、1年間じ
っくり発酵させた美浜町の代表的な特産品です。
　美浜町が「へしこの町」として商標登録してから10年が経過し、更なる「へしこ」
のブランド力向上のため、町内のへしこ生産加工13業者が加盟し、「美浜へしこ

　「陸（おか）マグロ」とは、マグロで有名な大間町で飼育肥育されている黒
毛和種の大間牛のことです。
　その肉質は大間で水揚げされる本マグロの大トロにも負けない最高等級
A5に評価される肉質が出ることもあり、過去には青森県肉用牛枝肉共進会
のチャンピオンにもなったことがあります。

　「遠州一黒シャモ」は、独自の飼育方法で
育てられた御前崎産の最高級地鶏です。
　一般的な鶏は50 ～ 60日程度で出荷され
ますが、遠州一黒シャモはその倍以上、約
160日という長い時間を掛け、大切にじっくり
と育てます。また、地元御前崎産の飼料米を主原料とし、独自の微生物飼料
も加えているため、甘みの強い美味しい肉に仕上がります。
　風通しが良く清潔な飼育環境によりシャモのストレスが軽減され、さらに
運動量を適度に制限することで、プリプリとした適度な弾力の肉質となり、
噛めば噛むほど旨みが広がります。

　函館市からフェリーで90分、北海道新幹
線開業で近くなった大間町で、「陸マグロ」
を味わってみてください。

組合」を設立しました。今後も、良質な鯖の
確保や品質管理、技術力および生産性の向
上等を目指します。

キャプションキャプシ
ョンキャプション

　
【お問合せ】JAたきかわ ☎0125-22-3401
【URL】http://www.ja-takikawa.com/
index.html

【お問合せ】大間町 産業振興課
☎0175-37-2111

【お問合せ】御前崎市 農林水産課
☎0537-85-1125

【お問合せ】わかさ東商工会
☎0770-32-0121  FAX 0770-32-5807

「美浜へしこ組合」設立

町内の「おおま温泉海峡保養センター」で通年提供
青森県肉用牛枝肉共進会で

チャンピオン賞受賞

JAたきかわ 菜の花館の
ホームページでレシピ公開

雪解けとともに始まる滝川の
「雪割りなばな」

「食欲解放区・御前崎」では、
いろいろなかたちで

遠州一黒シャモ料理を提供

高級地鶏
「遠州一黒シャモ」

「美浜のへしこ」

JAたきかわ菜の花館の

「食欲

遠州

高級
「遠州

「美浜のへしこ」
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春の訪れと共に

雪割りなばな引き締まった身に旨味が凝縮
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へしこブランド強化へ「美浜へしこ組合」設立
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　「美肌の国キーマカレー」
は、松江市特産の「西条柿」
と、「あいかごぼう」を贅沢
に使用した、松江のご当地
カレーです。

　「みちくさうるま」は沖縄県うるま市の地域情報
を紹介するフリーペーパーです。市内の店舗紹
介、エリア特集、工芸作家特集など、毎回切り口
を変えて発行しています。　
　うるま市には在日米軍キ
ャンプが2つあり、多くの外
国人の方が住んでいます。
その「英語が必須言語」の
方々も地域情報を欲してお
り、創刊以来「英語版」のリ
クエストがあったことから、
外国人対応が可能な場所を
抽出し、外国人仕様に再編
集した英語版「Michikusa 
Uruma」を2015年春に発行
しました。

　「岬（はな）あじ、岬（はな）さば」
とは、佐田岬漁港に水揚げされた
「マアジ、マサバ」のうち、一本釣り
で釣った300g以上のマアジ、500g
以上のマサバの中から、三崎漁港販売職員が吟味したものです。
　「岬(はな)」とは、四国の最西端、日本一細長い佐田岬半島の「岬
の先端」を意味する三崎地方の方言です。
　三崎漁協で大切に水揚げされた魚介類は、ご当地グルメ「佐田
岬海鮮活しゃぶ」にも最適です。

　「大分いもレーヌ」は大分県立三重総合高等学校の生徒
6名が、地元の食品店「いもの力屋」と共同開発したマドレ
ーヌです。材料には市内で収穫された高糖度のサツマイモ
「紅はるか（甘太くん）」を使用しています。
　「大分いもレーヌ」は現在大変好評で、「いもの力屋」での
販売の他、近隣の道の駅や商業施設および全国の高等学
校より常時注文を受けており、生徒たちも「地域の活
性化」のため、販売実習の際には地域に出向いて、仕
入れ、販売を行っています。

　考案したのは、島根県立大学健康栄養学科の学生です。
　西条柿のフルーティーな甘みとカレーとの相性が抜群。また、
柿に含まれるビタミンやゴボウの食物繊維は「美肌成分」の代表
格とされています。

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）

【お問合せ】monobox株式会社 
 ☎098-989-3262
【URL】www.city.uruma.lg.jp/
iina/2876 

【お問合せ】三崎漁業協同組合
☎0894-56-0111
【URL】http://www.misaki.or.jp

【お問合せ】大分県立三重総合高等学校 ☎0974-22-5500
いもの力屋 ☎0974-22-0168   【URL】http://kou.oita-ed.jp/miesogo/ 

【お問合せ】松江市 産業観光部 商工企画課
（まつえ農水商工連携事業推進協議会）
☎0852-55-5978
【URL】http://www.matsue-renkei.jp/

英語版も発行

日本タウン誌・フリーペーパー大賞2015 
観光庁長官賞 優秀賞受賞！

三重総合高等学校の生徒たちによる販売実習
地元で採れたサツマイモを使用

ご当地グルメ、佐田岬海鮮活しゃぶ

産地直売
システムで、
一本釣りの
旨みを直送

まつえの女子大生が開発！！

柿とゴボウの意外においしい組み合わせ！

日本タウン誌 フリ ペ パ 大賞2015

地 採れたサ を使
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地域情報紹介のフリーペーパー
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　神仙沼は北海道共和町にある高層湿原です。数あるニセコ山系の沼の中
で最も美しい沼と称されています。
　毎年、6月初めの週末に「神仙沼山開き」が行われます。
　神仙沼までは木道が整備されており、6月中旬には雪もなくなり、気軽に
散策を楽しむことができるようになります。
　共和町の花「ミツガシワ」をはじ
めとする夏の高山植物や、晩秋の
紅葉などを満喫できる、雄大なニセ
コエリアの山歩きをぜひお楽しみく
ださい！

　地方都市には数々の問題や課題があり、先行きに不
安を抱える現代。地域住民に元気や活力を持ってもらえ
るコミュニティが必要です。

　国営ひたち海浜公園、春の風景としておなじみの、幻
想的な『ネモフィラ』。
　“みはらしの丘”一面で、450万本、約3.5haもの広大な
ネモフィラの花が広がり、4月下旬から5月中旬にイベント
「ネモフィラハーモニー」が開催されます。
　アメリカのテレビ局CNNが選んだ「日本の最も美しい
場所」31選のひとつに選ばれたことや、楽天トラベルが
発表した「2015年ゴールデンウィーク、人気急上昇の旅

　「ふくしま手づくりマルシェ」は、みんなが楽しんで作っている手作り品の
展示・販売を軸に、「福島の元気」を発信し続けるイベントです。
　2013年5月、50店ほどの出店からスタートしました。今回は2日間で、140
店を超えるお店が大集合します。コンサートや飲食ブースもあり、毎回1万
人以上の方が来場し、賑わっています。
　福島内外から手づくり作家のみなさ
んが集結し、作品の展示販売を行いま
す。作家の皆さんと直接お話しする貴重
な機会となりますので、ぜひおこしくだ
さい。

行先ランキング」で2位に
ランクインするなど、この
時期の絶景として注目を
浴びています。

　そこで魚津祭組が、魚津の魅力を今までにはな
かった形で表現、創造し、自らの手で明るい希望
の持てる社会を作り上げていく事を目的とし、「よ
っしゃこい!! CHOUROKUまつり」を開催します。
　伝統的な踊りを現代風にアレンジしたオリジナ
ルダンスを創作し、今年も魚津が踊り出します!!

【開催日】6月上旬頃
【お問合せ】共和町観光協会（事務局：共和町
役場 商工観光係） ☎0135-73-2011
【URL】http://www.town.kyowa.hokkaido.jp

【お問合せ】国営ひたち海浜公園 
☎029-265-9001
【URL】http://hitachikaihin.jp/

【開催日】5月15日（日）  【会場】魚津駅前道路周辺
【お問合せ】魚津商工会議所内 魚津祭組 ☎0765-22-1200
【URL】http://yoshakoi-chouroku.com/

【開催日】5月21日（土）・22日（日） 
【会場】あづま総合運動公園
（福島市佐原字神事場1番地）
【お問合せ】（一社）手づくりマルシェ
☎024-563-3680  〔携帯〕090-6456-0800
【URL】http://f-tezukuri.jimdo.com/ 

神秘的な世界が広がる「神仙沼」
ニセコエリアの自然のすばらしさを体験できる

多くの出展者、参加者でにぎわう

福島県の復興シンボルキャラクター
「キビタン」も参加

第6回 地域再生大賞 優秀賞などを受賞

第4回 開催案内
ポスター

空のようなブルーが一面に広がる

多くの出展者、参加者でにぎわう

るコミポスター
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　「ムーンライトコンサート」は、2002年より
毎年、梅雨あけの頃に、「大

おおぐすく

城の地域づくり
構想」に基づく、“花と緑に囲まれた芸術の
里”づくりの一環として開催されています。

　「姫路お城まつり」は、戦後間もない昭和23年、廃墟と化した姫路
中心部にあって、奇跡的に残った姫路城を戦後復興のシンボルとし、
新生姫路市の誕生を目指し、また、市民の心のよりどころとなる祭り
として幕を開けました。昨年は姫路城薪能や市民参加のイベントの
ほか、姫路城グランドオープンを
祝い、真っ白な姫路城とともに子
どもたちの記憶に残る楽しいイ
ベントなど盛大に開催されまし
た。今年もキャッチフレーズ『白
鷺の 新たな歴史を 君の手で』に
沿った企画が多数開催されます。

　日本三大美祭のひとつ「高山祭」とは、高山の人々に大切に守
り継がれてきた春の「山王祭」と秋の「八幡祭」、2つの祭を指す
総称です。このうち、高山に春の訪れを告げる「山王祭」は、旧高
山城下町南半分の氏神様である日枝神社（山王様）の例祭です。
　山王祭では国の重要有形民俗文化財に指定されている12台
の屋台が登場し、うち3台が驚くほど巧妙な動作を見せる「から
くり奉納」を行います。
　また、今年度、高山市では市
制施行80周年を記念して、4月
29・30日に高山祭からくり屋台
が一堂に会する『高山祭屋台か
らくり競演』が開催されます。

　春風の中、薩摩川内市を流れる川内
川の河川敷で、約170匹のこいのぼりが
元気に泳ぎます。
　「鯉のぼりフェスティバル」では、毎年
「川内川に鯉のぼりを上げる会」が不用
になった鯉のぼりを集め、掲げています。
　昨年度はステージイベントでの市内

　月明かりの下で行われる
野外コンサートは、ゆったり
と心地よい時間を過ごす人、
モーアシビー（野外パーテ
ィ）を楽しむ人など、子供か
ら大人まで楽しめます。
　駐車場から会場までは、
ランや色とりどりの花に陶芸
品、様々な表情のシーサー
を見ることができ、北中城村
大城地区の魅力を感じるこ
とができます。

高校生のパフォーマンス、太鼓、フラダンス、合唱、手
品、舞踊、空手模範演技や、「役

やっしょ

所之
ん し

衆」、「はんや」な
どの伝統芸能の他、はしご車試乗体験、工作教室、ス
ケッチ大会（参加賞有）、フリーマーケット、テナントの
出店等を実施しています。

【開催日】 4月29日（金・祝）
【会場】：薩摩川内市大小路町
右岸（太平橋近く）
【お問合せ】川内川に鯉のぼりを
上げる会 ☎0996-23-3090
【URL】http://www.community.
satsumasendai.jp/index.html

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）

【開催日】7月初旬の週末
【会場】大城公民館隣 多目的広場
（北中城村字大城86番地）
【お問合せ】大城公民館 ☎098-935-1311
実行委員長 新垣 〔携帯〕090-1944-6103
【URL】https://kitapo.jp/

【開催日】5月20日(金)～22日(日) 
【会場】大手前通り、大手前公園、
姫路城三の丸広場等の姫路城周辺及び
各商店街港
【お問合せ】姫路お城まつり奉賛会事務局
（姫路市観光振興課内）☎079-287-3652
【URL】http://www.city.himeji.lg.jp/
contents/oshirofes/ 

【開催日】4月14日（木）・15日（金）
【会場】日枝神社周辺（高山市城山156）
【お問合せ】（一社）飛騨・高山観光コン
ベンション協会 ☎0577-36-1011
【URL】http://www.hidatakayama.
or.jp/

大城地区では、シーサーなどのアート作品を多数設置

月明かりの
野外コンサート

川内川の川岸を泳ぐ鯉のぼり

ステージイベントなど、
楽しい企画がたくさん!

姫路お城まつりの大パレードと、「しろまるひめ」姫路お城まつりの様子 「日本三大曳山祭」、「日本三大美祭」の「高山祭」
今年はからくり
屋台が一堂に
会する！

らくり
堂に
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川内川河川敷を元気に泳ぐ鯉のぼり

第17回 鯉のぼりフェスティバル
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