
　「しろのむらさき」とは、平成28年1月に誕生した多賀
城の新しいグルメブランドです。商品には、多賀城産の
「古代米（紫黒米）」を使ったお酒やお菓子、米粉麺など
があります。
　「しろのむらさき」に使われている「古代米」は美味し
いだけではなく、一般的なお米に比べて、ビタミンやミ
ネラル、ポリフェノールの
一種アントシアニンが豊
富で、美容や健康にもう
れしい食材です。
　奈良時代に創建され、
陸奥国の国府として栄え
てきた多賀城から、新し
い、美味しい歴史がはじ
まります。

　積丹半島の西側の付け根に位置する共和町の特産品のひとつに「らいで
んメロン」があります。
　メロンの集出荷選果には、トレーサビリティを導入しているだけではな
く、CCDカメラセンサーを用いて内部の品質や外観の測定を行い、形や糖
度が基準を満たしたモノ（糖度13％以上）のみ出荷する、厳しいルールの
下で選果・出荷されています。
　なお、メロンだけではなくスイカやス
イートコーンといった農産物も“らいで
ん”というブランド名で全国各地に出荷
されています。 

　「一寸法師」は、長岡で昔から栽培されて
いる「肴

さかなまめ

豆」という枝豆から、特に小ぶりで食
味と香りが優れている種の選抜・栽培を繰り
返して平成15年に誕生しました。
　さやの長さが一寸（3㎝）程度と、実が小ぶりなことから、「一寸法師」と名
付けられました。晩生品種の中では、抜群に香りと甘さが強く、ゆで上がり
の濃い緑が特長となっています。9月中旬からの10日間ほどしか味わうこと
のできない貴重な枝豆です。

　「茶草場」とは、茶園に敷くススキやササなどの草を刈
り取るための「半自然草地」のことです。
　茶園の畝

うね

間
ま

にススキやササなどを敷く「茶草場農法」
によって、品質の良いお茶が生産されます。
　また、お茶の生産により維持される茶草場は、絶滅危
惧種などが多く生育する貴重な場所でもあります。
　このように、農業と生物多様性が両立していることが
世界から評価され、日本から失われつつあった里山の草
地の環境を守り続けてきた「静岡の茶草場農法」は、世
界農業遺産に認定されました。

　
【お問合せ】多賀城市観光協会
☎022-364-5901
【URL】http://www.tagakan.jp/ 

とびっきりの甘さと大きさ！

“らいでん”ブランドの農作物

【お問合せ】きょうわ農業協同組合
☎0135-73-2121
共和町役場 産業課 ☎0135-73-2011
【URL】http://www.ja-kyouwa.jp/

「しろのむらさき」ブランドの商品

「米」の字をデザインしたキラリと
輝くロゴマーク

【お問合せ】長岡市 農水産政策課
☎0258-39-2223　

自慢の「長岡野菜」のひとつ「一寸法師」

長岡は、枝豆を作るのも食べるのも盛んなまち

　
【お問合せ】掛川観光協会 ☎0537-24-8711
【URL】http://kakegawa-kankou.com/chagusaba/ 

粟ヶ岳の茶文字と茶畑（掛川市提供）

美しい茶園風景が広がる（掛川市提供）
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　富山県入善町は黒部川扇状地で水はけが良く、スイカに適しています。
　「入善ジャンボ西瓜」はラグビーボールのような楕円形が特徴で、大きいも
のは重さが約20㎏、長さ約40㎝、直径約30㎝にもなります。
スイカが重いため、傷つくことを防ぐワラで編んだ｢さん俵｣で梱包されて

　「来待石」は、島根県松江市
宍
しん

道
じ

町来
き

待
まち

地区周辺で産出す
る凝

ぎょうかいしつさがん

灰質砂岩で、良質な石材
としても有名です。この凝灰質

　沖縄産の自然素材にこだわり、手作り感
覚で作られる紅

べにはま

濱の「飲むフルーツ酢」は、
果汁そのものを発酵させて作った果実酢
にハチミツと果汁を加えてまろやかに仕
上げた飲料酢です。鼻にツンとくる酸っぱ
さがなく、お酢の苦手な方にも美味しく飲
めると評判。たっぷりのクエン酸が身体を
サポートします。
　「飲むフルーツ酢」は2015年に始まりま
した「浦添の観光みやげ推奨品認定制度」
に認定を受けた10品のひとつにも選ばれ
るなど、数々の賞を受賞しています。

　ハモは魚偏に“豊”という文字
のとおり、上品で豊かな味わい
が楽しめる魚です。特に関西方
面で根強い人気のある魚です
が、全国有数の漁獲高を誇るのが、徳島県阿南市です。
　阿南市には、ハモの皮を使った「鱧皮ちくわ」という珍味があり
ます。高級魚であるハモの皮を竹に巻きつけ、醤油やみりんベー
スのタレをつけて、炭火で焼いたものです。
　また、阿南市で獲れるハモや、阿南市の豊かな食材を使ったご
当地丼の「あなん丼」を売り出しています。

出荷されます。
　旬は、7月下旬から8月上旬。大きなスイカ
に詰まった爽やかな甘さと香り、そして積み
重ねた英知と努力を、ぜひご賞味ください。

砂岩の層はとても厚く、世界でもまれな埋蔵地帯です。
　「来待石」は国指定の伝統的工芸品「出雲石灯ろう」の原材料と
して利用されるほか、古くから建材や釉

ゆうやく

薬として身近に利用され
てきました。松江城や出雲大社などあらゆる場所で見ることが出
来ます。
　今年5月には、日本地
質学会が選定する「県の
石」で、島根県の岩石とし
て選ばれました。

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】阿南市観光協会事務局
（商工観光労政課内） ☎0884-22-3290
【URL】http://www.anan-kankou.jp/

【お問合せ】来待ストーンミュージアム
☎0852-66-9050
【URL】http://www.kimachistone.com/

おいしく飲める、フルーティーで爽やかな
「飲むフルーツ酢」

　
【お問合せ】株式会社 紅濱 ☎098-870-1150
【URL】http://www.benihamashop.jp/

　
【お問合せ】JAみな穂営農センター
☎0765-74-1699
【URL】http://www.ja-minaho.or.jp/

ラグビーボールのような形の「入善ジャンボ西瓜」

甘くて大きいスイカを作るため、
手間暇かけて育てられる

「来待石」で作られた出雲石灯ろう

松江市宍道町待来待ストーン
南側採石場跡

阿波の珍味「鱧皮ちくわ」

阿
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の
新
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り出しています。
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　「元祖 烏賊様レース」は、1周20ｍの水槽で活イカを泳がせ、勝敗を競う
レースです。イカのオーナー（600円）として、また、投票券（１個100円のサ
キイカ）を買って、イカの順位予想の投票でも参加できます。
　レースに勝ったり、順位予想が的中すると村の特産品が賞品として授与さ
れます。また、オーナーには順位ごとに金・銀・銅の“スルメダル”が贈呈さ
れます。
　出走したイカはオーナーへプ
レゼントされます。その場で召し
上がる場合は+200円で、イカを
お刺身にすることもできます。 

　「京極のふきだし湧水」は国内最大級のもので、羊
ようていざん

蹄山
と大自然が作り出す冷たい水。「名水百選」にして「北海
道遺産」に選ばれるほどです。
　京極町の「しゃっこいまつり」は水に感謝し、水にこだ
わった様々なイベントが催される名水の里ならではのお
祭りです。
　氷の宝探し、かき氷早食い競争、歌謡ショーなどの楽　「ひたちサンドアートフェスティバル」は、2006年の環境省選定の「快水浴

場 百選」に選ばれた茨城県日立市の河
かわ

原
ら

子
こ

の港や海岸で行われる、年に一
度のビックイベントです。総量50トンの砂の塊が、アートに生まれ変わります。
　ほかにも、“屋台村グルメ王
座決定戦”の開催や、“ステージ
イベント”、音楽と花火の饗宴
の“劇場型花火”など、この日に
しか楽しめないイベントが目
白押しです。

しいイベントのほか、
名水流しそうめんや
茶店などもオープン
し、子どもからお年寄
りまで楽しめるお祭
りとなっています。

　「スキヤキ・ミーツ・ザ・ワールド」は、平成3年から開催され、今回
で26回目を迎える日本最大規模の「市民参加型」のワールドミュージ
ック・フェスティバルです。
　世界各国、特にアフリカ・アジア・中南米のミュージシャン達によ
る音楽紹介を通した異文化交流を目的にスタートしました。
　イベント前にも、市内外での公演や、子供から大人までが参加できる演奏・
楽器製作などのワークショップに力を入れ、より多くの市民が異文化に触れら
れる機会の提供と、本会期でのステージを実施しています。

【開催日】 7月中旬～10月31日
（16時30分集合、17時出走）
【お問合せ】活イカ備蓄センター ☎0175-36-2112
【URL】http://www.shimohuro.com/

【開催日】7月17日（日）※雨天順延
【会場】河原子港および河原子海岸
【お問合せ】ひたちサンドアート実行委員会
〔（一社）日立青年会議所内）〕 ☎0294-22-6341
【URL】http://www.hitachijc.or.jp/hitachi_sanndart

勝者には“スルメダル”贈呈
白熱する“イカ”様レース

力作が会場に並ぶ

かき氷早食い競争

【開催日】7月17日（日） 
【会場】京極町ふきだし公園
【お問合せ】しゃっこいまつり実行委員会
事務局（京極町役場企画振興課） 
☎0136-42-2111
【URL】http://www.town-kyogoku.jp/ 

氷の宝探し

地域内外から1万人以上の人々
が集まる

異文化交流とワールドミュージックの祭典

音楽と花火の競演“劇場型花火”

【開催日】8月26日（金）～28日（日） 
【会場】福野文化創造センター ヘリオス（富山県南砺市）ほか
【お問合せ】スキヤキ・ミーツ・ザ・ワールド実行委員会 ☎0763-22-1125
【URL】http://f-tezukuri.jimdo.com/ 
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世界の最新音楽が大集合
スキヤキ・ミーツ・ザ・ワールド
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　「柳井金魚ちょうちん祭り」は、柳井の民芸品である「金魚ちょう
ちん」をモチーフにした夏のイベントです。街中に吊るされた数
千個の金魚ちょうちんから洩れるほのかな灯りが幻想的な雰囲
気を醸し出します。
　最大の見どころは「金魚ねぶた」です。祭りの会場を堂々と、
時には荒 し々く練り歩きます。また、「金魚ちょうちん踊り」も必見
です。
　フィナーレにはふるさと花火が打ち上げられ、柳井の熱い祭
りに終わりを告げます。

　地域おこし協力隊の活躍などで注目を集める甑
こしきしま

島。
　九州本土、川内港から紺碧の東シナ海の海上に浮かぶ甑島里町までの27㎞
を、1チーム3～5人、ウィンドサーフィンで帆走し、リレーしながら甑海峡を横
断するイベントが「甑海峡横断レース」です。
　レース終了後は交流パーティです。とにかく島の魚がうまい！　また、最近人
気となっている甑島の焼酎で、参加者や地元の方と親交を深めてみてはいか
がでしょうか。

　「奥地の海のかーにばる」は、名
物イベントをたくさん取り揃えた西
予市の夏祭りです。
　“たらい”に乗せた参加者を、コン
ベヤの上を滑らせ、海に落ちるギリ
ギリ手前を狙う「人間カーリング」、
大勢の参加者が活きのいい魚を獲
りあう「魚のつかみ取り」、日本列島誕生のカギを握るといわれてい
る黒瀬川構造体をはじめとした「四国西予ジオパーク」の紹介など、
見て楽しい、参加して楽しいイベントで盛りだくさん。夜には花火大
会もあり、山々に囲まれた湾内から上がる花火は迫力満点です。

　「田辺祭」は、450年余の歴史をもつ、闘
とうけい

雞神社の
例祭で、田辺を代表する紀南地方最大の祭礼です。
　この祭りでは、田辺城下の7町から8基の「お笠」と言われる、笠鉾（山車の一種）が町中を
練り歩きます。笠鉾の紅提灯が川面に映る情景は、田辺の夏の風物詩です。
　この他にも、早暁の静寂の中、
粛 と々行われる「暁の祭典」、狩

かりぎぬ

衣
に綾

あや

蘭
い

笠
がさ

という出で立ちの稚児
による「流鏑馬」、祭りのクライマ
ックスとなる夜のお笠の宮入りな
ど、見どころがいっぱいです。

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）

【開催日】9月18日（日）
【会場】薩摩川内市唐浜海岸～甑島
【お問合せ】甑海峡横断レース
実行委員会 ☎09969-6-3930

【開催日】8月13日（土）
【会場】JR柳井駅～白壁の町並み一帯  
【お問合せ】柳井市 商工観光課
☎0820-22-2111
【URL】http://www.city-yanai.jp/ 

ウィンドサーフィンで甑海峡を横断

【開催日】8月13日（土）
【会場】西予市三瓶〔みかめ〕町朝立〔あさだつ〕港
埋立地（みかめ海の駅「潮彩館」周辺）
【お問合せ】西予市 三瓶支所 産業建設課
☎0894-33-1114
西予市商工会 三瓶支所 ☎0894-33-0357
【URL】http://www.city.seiyo.ehime.jp/ 

宵闇に赤提灯の
灯りが映える

「お笠」が町中を練り歩く

手に汗握る「人間カーリング」

「魚のつかみ取り」で高級魚ゲット！

【開催日】7月24日（日）・25日（月）
※毎年上記の日程で開催
【会場】闘雞神社を中心とした田辺市内  
【お問合せ】闘雞神社 ☎0739-22-0155
【URL】http://www.tanabe-kanko.jp/ 

ダイナミックな
「金魚ねぶた」

街中に飾られた
「金魚ちょうちん」
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街中に金魚が舞う

柳井金魚ちょうちん祭り

“100%絶景の島”を目指して
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今年も負けられない夏が来た！
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