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盛岡市

釡石市

釡石市は「オープンシティ」をまちづくりのコンセ
プトに掲げ、ソトに対して開かれた多様な人材が集
うまち、誰もがチャレンジできるまちを目指していま
す。よそ者が釡石を知り、釡石と出会う場、そして
釡石との新たな絆や繋がりを育む場として、さらに
は釡石の人が釡石をさらに知り、好きになる場とし
て、「オープンシティ釡石」公式サイトを開設してお
ります。
釡石での新たなビジネス展開を応援する「ローカル
ベンチャー推進事業」や、釡石の人の魅力を体感す
る観光体験プログラム「Meetup Kamaishi」の
紹介、プロのカメラマンによる四季折々の釡石の魅
力的な写真素材を集めた「釡石 photo library」
をはじめ、観光交流や移住定住、起業支援に関する
情報を市内外に発信していきます。

http://opencitykamaishi.jp

オープンシティ釜石公式サイト

2017 Autumn2017 Autumn

ープログラム一覧、体験プログラムの予約方法ー
秋の実りで収穫 PIZZA！
昔ながらの稲刈り体験＆ロケットストーブごはん
秋のあまほらヴィンヤードツアー
乗る・知る・食べる・洗い隊  三陸鉄道を満喫する旅第 2 弾！
こだわりの手作り豆腐や味噌から橋野の魅力を再発見する会
大型定置網漁見学ツアー
一日限りの仕事体験、蔵人たちと共に梅の実引き上げ作業
ハピスコーヒー・岩鼻さん直伝！コーヒー手焙煎講座
【創業明治 35 年】老舗の味噌蔵見学と味噌造り体験
秋の味覚でタイムトリップ！鉄と共に育まれた暮らしを “食” で体感！
カラダを整える ～秋の郷土料理＆リラクゼーション乗馬～
釜石おさかな発見伝
目指せ全店制覇！ 釜石ラーメンスタンプラリー 
あさSUP＆スノーケリング
大自然が生んだ奇跡 “御箱崎千畳敷” フォトリップ
さんつな登山隊 in 五葉山
素人大歓迎！釜石シーウェイブス練習見学会
～親子で体験企画～スポーツ室内雪合戦
誰でも気軽にニュースポーツ “室内雪合戦” 入門編
「自分たちの命は自分たちで守る！part1」避難道を作ろう
「自分たちの命は自分たちで守る！part2」ウェールズ号乗船体験
「てっぱんマップ」でちょっぴりマニアなまちあるき
歴史ある天照御祖神社の河東宮司から訊く、唐丹にまつわる物語
鉄のまちで鉄ものづくり △tetsumono△ 工場見学
プロのバーテンダーが伝授 お家でできる大人の本格カクテル講座
釜石大観音仲見世商店街のシャッターを塗り替えよう！
釜石製鐵所工場見学
尾崎半島の森林再生・プレ植樹祭
「甲子柿」柿畑・柿室（むろ）見学＆作業体験

0 8

0 9

1 0

1 1

1 2

1 3

1 4

1 6

1 7

1 8

1 9

2 0

2 1

2 2

2 3

不撓不屈の釜石市民
市制施行 80 周年、近代製鉄発祥 160 周年を迎えて

2 4

市制施行 80 周年記念事業予定一覧
Meetup Kamaishi 参加者の声
ホームステイ民泊のご案内
パートナー募集
釜石に泊まろう！キャンペーン

2 5

2 6

2 7

01. 秋の実りで収穫 PIZZA！
02. 昔ながらの稲刈り体験＆ロケットストーブごはん

03. 秋のあまほらヴィンヤードツアー
04. 乗る・知る・食べる・洗い隊  三陸鉄道を満喫する旅第 2 弾！
05.こだわりの手作り豆腐や味噌から橋野の魅力を再発見する会

06. 大型定置網漁見学ツアー
07. 一日限りの仕事体験、蔵人たちと共に梅の実引き上げ作業

08. ハピスコーヒー・岩鼻さん直伝！コーヒー手焙煎講座
09.【創業明治 35 年】老舗の味噌蔵見学と味噌造り体験

10. 秋の味覚でタイムトリップ！鉄と共に育まれた暮らしを “食” で体感！
11.カラダを整える ～秋の郷土料理＆リラクゼーション乗馬～

12.目指せ全店制覇！ 釜石ラーメンスタンプラリー 
13.あさSUP＆スノーケリング

14. 大自然が生んだ奇跡 “御箱崎千畳敷” フォトリップ
15.さんつな登山隊 in 五葉山

16. 素人大歓迎！釜石シーウェイブス練習見学会
17. ～親子で体験企画～スポーツ室内雪合戦

18. 誰でも気軽にニュースポーツ “室内雪合戦” 入門編
19.「自分たちの命は自分たちで守る！part1」避難道を作ろう

20.「自分たちの命は自分たちで守る！part2」ウェールズ号乗船体験
21.「てっぱんマップ」でちょっぴりマニアなまちあるき

22. 歴史ある天照御祖神社の河東宮司から訊く、唐丹にまつわる物語
23. 鉄のまちで鉄ものづくり △tetsumono△ 工場見学

24.プロのバーテンダーが伝授 お家でできる大人の本格カクテル講座
25. 釜石大観音仲見世商店街のシャッターを塗り替えよう！

26. 釜石製鐵所工場見学
27. 尾崎半島の森林再生・プレ植樹祭

28.「甲子柿」柿畑・柿室（むろ）見学＆作業体験

① 9 月30日（土）　10:30～13:00  ②10 月7日（土）　10:30～13:00
10 月9日（月・祝）　9:00～14:00
9 月30日（土）　9:00～12:40
9 月30日（土）　9:00～15:00
9 月30日（土）　9:30～13:30
10 月9日（月・祝）　3:30～10:00
10 月7日（土）　9:30～11:30
10 月7日（土）　14:00～16:00
①10 月7日（土）　9:00～13:00  ②10 月8日（日）　9:00～13:00
10 月9日（月・祝）　9:00～13:30
10 月8日（日）　9:30～13:30
9 月30日（土）～10 月15日（日）
10 月6日（金）　4:30～7:50
10 月15日（日）　8:00～16:00
10 月8日（日）　8:00～15:00
10 月2 週目17:30～20:30 予定（Web サイトにて日にち公開予定）
10 月1日（日）　9:30～12:00
10 月1日（日）　13:30～16:00
10 月9日（月・祝）　10:00～13:00
10 月1日（日）　14:00～17:00
①10 月1日（日）　13:00～15:00  ②10 月8日（日）　13:00～15:00
9 月30日（土）　10:00～12:45
10 月8日（日）　9:30～11:45
① 9 月30日（土）　18:00～20:00  ②10 月8日（日）　18:00～20:00
10 月1日（日）　9:00～15:30
10 月2日（月）　14:30～16:00
10 月22日（日）12:30～16:30
① 10 月21日（土）　10:00～11:30  ② 10 月21日（土）　14:00～15:30



入場無料

釡石ベイシティホテル ２階場　　所 3,500円会　　費

釡石市オープンシティ推進室  ☎0193-27-8463問 合 せ

https://goo.gl/69wCTs申込フォーム

10月2日（月）申込締切

15 : 00～ オープニング

16 : 20～ パネルディスカッション

17 : 30　 閉会
18 : 30～ KAMAISHI NIGHT 
　 Meetup Kamaishi 参加者交流会

15 : 20～ キーノートスピーチ

柏﨑 龍太郎 氏（釡石シティプロモーション推進委員会 委員長）
長坂 康正 氏（内閣府大臣政務官兼復興大臣政務官）
野田 武則 氏（釡石市 市長）

「持続する地域のための観光のあり方」
坂元 英俊 氏（一般社団法人島原半島観光連盟 専務）
「シェアリングエコノミーが変える、ビジネスと人々の暮らし」
佐別当 隆志 氏（一般社団法人シェアリングエコノミー協会 事務局長）

「持続可能な世界と、地域と、私たち。」
パネリスト：佐別当 隆志 氏、荒井 一洋 氏、川久保 俊 氏
　 藤井 サヱ子 氏、山田 周生 氏、戸塚 絵梨子 氏
モデレーター：石井 重成

※事前申込制

※事前申込制

長坂 康正 氏
内閣府大臣政務官
兼復興大臣政務官

持続可能な
世界と、
地域と、
私たち。

OPENCITY FORUM 2017
チームスマイル・釜石PIT
１０月７日（土）15時

１０月７日（土）18時半～20時半

１０月9日（月・祝）13時～15時ラグビーカフェ釜石

開場
18時

ゲストスピーカー＆パネラー

～サステイナブルツーリズム×シェアリングエコノミー×SDGs～

体験プログラムやフォーラム参加者、鉄人や多様な市民が集う交流会。皆様と
のご縁に感謝し、新しい出会いや絆が生まれる場です。ぜひご参加ください！

KAMAISHI NIGHT
Meetup Kamaishi参加者交流会

2019年のラグビーワールドカップまでに「ラグビーのルールを覚えて楽しんでみたい！」
という方のために特別企画を実施します。ゲスト講師による「ラグビーの楽しみ方！
今さら聞けないルール講習会」や、クイズに答えて、ラグビーＴシャツやボールなどが
当たるウォークラリー。ラグビー観戦初心者の方大歓迎ですので、ぜひご参加ください！！

ラグビーカフェは、ラグビーに関する情報発信・交流カフェです。ボール入れやキッ
クなどの体験コーナーもあります。毎日 10 時～ 17 時で営業しておりますので、
ぜひお気軽にお立ち寄りください。（定休日 第 1・3・5火曜日）

私たちの暮らしやビジネスは、今後どのように変
化していくのか。ポスト復興を見据えた持続可
能なまちづくりとは、何を意味するのか。「サス
テイナブルツーリズム」「シェアリングエコノミー」
「SDGs」という、３つのグローバルな視点から、
釜石市の地方創生ビジョン「オープンシティ戦略」
を見つめ直し、具体的なエピソードとともに
地域社会の未来と可能性を探求します。

ルール講習会＆チャレンジウォークラリー
RUGBY CAFE KAMAISHI CHALLENGE WALK RALLY

●講師  元釡石シーウェイブス 藤原 誠 氏
●場所  ラグビーカフェ釡石（シープラザ釡石２階）　●参加費  無料
●対象  どなたでも参加できます（親子連れ、学生大歓迎）
●問合せ  ラグビーカフェ釡石　☎ 080-4689-1123

2017年10月7日（土）15 : 00～ 17 : 30

チームスマイル・釜石PIT （釜石情報交流センター内）

（申込不要 /入退場自由）

坂元 英俊 氏
一般社団法人

島原半島観光連盟専務

佐別当 隆志 氏
一般社団法人

シェアリングエコノミー協会事務局長

荒井 一洋 氏
NPO法人

日本エコツーリズムセンター理事

川久保 俊 氏
法政大学デザイン工学部
建築学科 専任講師

山田 周生 氏
一般社団法人

United Green 代表理事

戸塚 絵梨子 氏
株式会社パソナ東北創生

代表取締役

石井 重成
釜石市

オープンシティ推進室 室長

MODERATOR
モデレーター

藤井 サヱ子 氏
創作農家こすもす／

釜石市甲子地区活性化協議会 会長

釜石市オープンシティ推進室 ☎0193-27-8463

GUEST SPEAKER & PANELER スケジュールSCHEDULE

日　　時

場　　所

入　　場

問  合  せ

黄金色に輝く稲穂の刈取りが終盤をむかえるころ、
海では、色とりどりのフライ旗をなびかせた船が波しぶきをあげながら巡航する。
実り・祭り・文化の秋。釜石の風を感じに行こう。

釜石の秋
真っ盛り

特 集

取材・まとめ／指田 和0 4   Meetup Kamaishi
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　10月の声をきくと、釜石の空気はざわめき始める。
「釜石まつり」＊の季節だ。
　当まつりの歴史を少しだけひもといてみよう。もと
もと、古くから行われていた尾崎神社の祭典と、釜
石製鐵所の守護神社・山神社の例大祭が合わさっ
て、昭和 42 年から行われるようになったもの。ち
なみに尾崎半島にある尾崎神社の奥の院は、日本
武尊が日本平定のために東北遠征した際に赴き、「こ
こに至れり」と剣を突き立てた場所との言い伝えが
ある。厳しくも豊かな恵みを与えてくれる海に生きる
当地の人々が、代々大事にしてきた神社である。　
　当まつり最大の見せ場でもある曳き船まつり、そ
の中心的な場となる浜町の尾崎神社本殿は、御神
体がまつられている尾崎半島の尾崎神社（奥宮）の
遥拝殿（里宮）になる。年に一度、その御神体を
お迎えに行くために尾崎半島の青出浜まで御召し舟を

出したことが「曳き船まつり」の基となった。
　今年春には尾崎半島で林野火災が発生し、奥宮や
奥の院の延焼も懸念された。しかし佐々木裕基宮司ら
によって御神体を避難させ、無事まもることができた。
　「火災発生から約１時間半後には、消防活動に向
かう船に同船させてもらって青出浜まで行き、奥宮へ
必死で走りました。すぐ近くまで火が来ていてたので
急いで御神体をお預かりし、お宮を後にしたのです。
心臓がドクドクでした。あれだけの火災にもかかわら
ず、人家や神社にもほとんど被害がなく済んだことは
奇跡的なことで、ほんとうに皆様のおかげです」
　６月には同半島のトレッキング・ツアーも再開され
（主催・尾崎 100 年学舎）、参加費全額を森林復
旧費用へ募金するという頼もしい動きも。この秋の
釜石まつりは、より感慨深く人々の心に刻み込まれ
るにちがいない。

御神体は神輿に乗せられて奥宮から下り、御
召し船に乗る。

　2017年５月８日に尾崎白浜地区で
発生した林野火災は、強風と乾燥が
災いし、懸命の消火活動が続けられ
たものの、鎮火宣言が出されるまで
に2週間がかかった。
　現場は消防車が入れない場所で、
消火活動も難航。消防本部、消防団、
県内の消防相互応援隊、警察など延
べ 1300 人を超える人員とともに、自衛隊や県防災のヘリ、海上保安部
の巡視艇も出動した。（焼損面積は約 400ha に及んだが、人的被害は
まぬかれた）

　このところ、釜石で生産される農作物を使って新しい味
が次々産み出されている。　
　その一つが、釜石あまほらヴィンヤード（釜石市甲子町）
の「釜石ワイン」。残念ながら 2016 年産は完売で、次は
この秋収穫されるブドウで仕込まれるワインの完成を来春
まで待つしかないが、評判は上々。これは震災後、沿岸被
災地の「なりわい」づくりに奔走してきた NPO 法人 遠野
まごころネットが、まごころ就労支援センター（甲子町／
被災地障がい者福祉サービス事業）の方 と々共に育て、
収穫したブドウでつくられている。同じく同法人が関わって
開発したのが「釜石林檎シードル」。こちらは鵜住居地区・
二本松農園で丹念に育てられたリンゴが原料。酸味と風味
を活かしたドライな味は、キリリとしてインパクトがある。
　釜石の秋の顔といえば、甲子柿も外せない。渋柿をいぶ
して渋抜きし、真っ赤に熟れた柿を加工したスイーツは、
伝統と現代が融合したフレッシュな味。また、東日本大震
災で被災した塩害農地や耕作放棄地の再生のために育て、
収穫した菜種からつくったなたね油は、無農薬・無化学肥
料・無添加の、安心して使える一品。どれも「釜石の定番」
となること請け合いだ。

♪ここは釜石　ここは釜石 　たからの港
で始まる釜石小唄。〈鉄と魚の街・釜石〉、〈各名所と
人情の厚さ〉をうたい込んだ、艶ある名唄だ。昭和
25 年 10 月、釜石線の開通記念＊に制作された。作
詞／野村俊夫、作曲／竹岡信幸、歌／赤坂小梅。
　記念式典の様子を記憶しているという岩切 潤さん
（釜石市芸術文化協会 会長）に話をうかがった。
「当時、わたしは 15 歳。あれは釜石線開通記念のお
披露目としてやったんだと思うけれど、赤坂小梅さん
が釜石に来て唄ったのさ、釜石小唄を。道路を封鎖し
て、太洋製氷という会社のスリップウェイを舞台にして

ね。スリップウェイは製氷工場から岸壁までつづく、漁船に積みこむ氷を流す太いライン。
道路を横断して高い所を通っていたから、みんなが小梅さんを見上げてね。人がわんさ
と出て大盛況だったよ」
　赤坂小梅といえば、「黒田節の小梅
か、小梅の黒田節か」と言われるほど
の人気民謡歌手。当時の釜石の活況
ぶりが目に浮かぶ。
　それから早 67 年。当時「新民謡」
というジャンルだった釜石小唄も、今や
釜石ゆかりの者にとっては様 な々集いの
締めにかならずと言っていいほど口ずさ
む、「ふるさと・心の唄」となっている。

海のまち釜石ならではの壮大な祭典
～釜石まつり・曳き船まつり～

尾崎白浜地区の林野火災

氏子たちが神輿を担いで市街地を練り歩く、
神輿渡御祭。

まつりのラストは、魚市場で神楽や虎舞の奉
納。港には一艘の「送り船」が待機し、す
べてが終わると神輿を乗せて、再び尾崎半島
の奥宮へ向けて船が向かう。

＊釜石まつり
毎年10月の第３日曜日を含
む金～日曜日に開催。今年
の開催日は10月13日（金）
～15日（日）。スケジュール
の詳細は25ページを参照。

釜石ワインと釜石林檎シードル
〈問合せ：social farm &winery   ☎0198-62-1001〉
ネット注文可。シードルは鵜住居地区の二本松商店でも購入可。

甲子柿ジャム（600
円）とレアチーズケー
キ（350円）。〈問合せ：
創作農家こすもす
☎0193-27-3366〉

尾崎神社・佐々木裕基宮司

岩切 潤さん

焼け落ちた道案内のプレート

釜石の新しい味覚

辛口で柑橘系のさわやかな香り
が特徴の釜石ワイン「2016シャ
ルドネ 60 アッサンブラージュ」
（白ワイン2500円／完売）。

釜石林檎シードル（2000円）

『全盛時代の釜石の民謡・流行歌』冊子には、釜
石市民歌、釜石小唄、くろがね音頭、釜石浜唄な
どの歌詞のほか、釜石ゆかりの舞台俳優や歌手に
ついて書かれた新聞記事も収められている。この冊
子は釜石市郷土資料館でもとめられる。

＊それまで花巻～釜石間の一部区
間がつながっていなかったが、これ
を延伸開業することで全通した。

我らがソウルソング・釜石小唄

いわて三陸 海と森のなた
ね油（100g・864円／
150g・1296円）も好評。
〈問合せ：ユナイテッド グリーン
☎090-4473-2338〉

※値段はすべて税込価格（2017 年 9月現在）
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10 月9日（月・祝）　9:00～14:00
釜石市栗林町
1,000 円（高校生以下 500円）
※昼食付き（おにぎり、汁物）、お米プチプレゼント有り
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オープンシティ釜石公式サイト、またはお電話、メールのいずれかでご予約下さい。
・ 予約の電話番号、メールアドレスはプログラムごとに異なります。
・プログラムにより予約締め切り日が異なります。
・定員となり次第、予約を締め切ります。

電話、メールでのご予約の際には、以下の情報をお知らせください。
（プログラム番号、参加人数、氏名、電話番号、メールアドレス、生年月日）

01. 秋の実りで収穫 PIZZA！
02. 昔ながらの稲刈り体験＆ロケットストーブごはん
03. 秋のあまほらヴィンヤードツアー
04. 乗る・知る・食べる・洗い隊  三陸鉄道を満喫する旅第 2 弾！
05.こだわりの手作り豆腐や味噌から橋野の魅力を再発見する会
06. 大型定置網漁見学ツアー
07. 一日限りの仕事体験、蔵人たちと共に梅の実引き上げ作業
08. ハピスコーヒー・岩鼻さん直伝！コーヒー手焙煎講座
09.【創業明治 35 年】老舗の味噌蔵見学と味噌造り体験
10. 秋の味覚でタイムトリップ！鉄と共に育まれた暮らしを “食” で体感！
11.カラダを整える ～秋の郷土料理＆リラクゼーション乗馬～
12.目指せ全店制覇！ 釜石ラーメンスタンプラリー 
13.あさSUP＆スノーケリング
14. 大自然が生んだ奇跡 “御箱崎千畳敷” フォトリップ
15.さんつな登山隊 in 五葉山
16. 素人大歓迎！釜石シーウェイブス練習見学会
17. ～親子で体験企画～スポーツ室内雪合戦
18. 誰でも気軽にニュースポーツ “室内雪合戦” 入門編
19.「自分たちの命は自分たちで守る！part1」避難道を作ろう
20.「自分たちの命は自分たちで守る！part2」ウェールズ号乗船体験
21.「てっぱんマップ」でちょっぴりマニアなまちあるき
22. 歴史ある天照御祖神社の河東宮司から訊く、唐丹にまつわる物語
23. 鉄のまちで鉄ものづくり △tetsumono△ 工場見学
24.プロのバーテンダーが伝授 お家でできる大人の本格カクテル講座
25. 釜石大観音仲見世商店街のシャッターを塗り替えよう！
26. 釜石製鐵所工場見学
27. 尾崎半島の森林再生・プレ植樹祭
28.「甲子柿」柿畑・柿室（むろ）見学＆作業体験

体験プログラムの予約方法体験プログラムの予約方法

事前の予約が必要なものがあります。ご注意ください。
お車でお越しの際には、事前に駐車場の有無をご確認ください。
キャンセルは、各プログラムの開催日の前日までにお電話、メール、
またはオープンシティ釜石公式Webサイトよりご連絡ください。
体験プログラム中は、スタッフの指示に必ず従ってください。

体験プログラムについて体験プログラムについて

市内各所では復興工事が行われています。
危険ですので工事現場へは立ち入らないでください。
釜石 PIT には駐車場のご用意がございません。
お車でお越しの際は、近隣の駐車場（有料）をご利用ください。

注意事項注意事項

Meetup Kamaishi 2017 Autumn 体験プログラム

http://opencitykamaishi.jp

昔ながらの稲刈り体験＆ロケットストーブごはん
～Let’s エコライフ、エンジョイ釡石！～

手植えで実った無農薬のお米を、昔ながらの方法で収穫体験。
お昼はロケットストーブで炊いたご飯で実りの秋を満喫！

山田周生さん
ユナイテッドグリーン、
バイオディーゼルアドベンチャー代表

日　時

会　場

料　金

10月 4日 (水 )申込締切

9月 27日 ( 水 )申込締切
9月 27日 ( 水 )申込締切

定　員

9月30日（土）　9:00～12:40
釜石あまほらヴィンヤード（甲子町天洞地区）

昨年醸造したワインをテイスティングしながら、
葡萄畑で秋の実りを感じる贅沢な時間。未発売の釜石ワイン（赤）も。

オリジナルピザの具材は自分で収穫。
冷凍甲子柿のデザートもお楽しみに。

小谷雄介さん
釜石あまほらヴィンヤード
副理事長・事業統括マネージャー兼栽培・醸造担当

※ワインフェスの詳しい内容は、P25「80周年イベント一覧」をご確認ください。

日　時

会　場

料　金

9 名（最少催行人数 2名）

・Webサイト
・電話 0198-62-1001（NPO法人遠野まごころネット）
・Mail  magokoro.lab@gmail.com（ソーシャルファーム＆ワイナリー）

① 9 月30日（土）　10:30～13:00
② 10 月7日（土）　10:30～13:00
創作農家こすもす（甲子町 5-72）
1,600 円 / 体験料・昼食代（小学生以下 800円）
10名（最少催行人数８名）

・Webサイト
・電話 0193-27-3366
・Mail  nicoco.wa.2525@gmail.com 
　（創作農家こすもす /自然あそび広場 にここ（担当：深澤）

秋の実りで収穫 P I Z Z A！

藤井サヱ子さん / 深澤鮎美さん
創作農家こすもす / 自然あそび広場 にここ

食×実り

食×実り食×実り

食×技食×技

食×伝統食×伝統

スポーツスポーツ

スポーツ×自然スポーツ×自然

スポーツ×防災スポーツ×防災

文化×まちあるき文化×まちあるき

芸術×技芸術×技

その他その他

おかわり！おかわり！
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日　時

会　場

料　金

定　員

秋のあまほらヴィンヤードツアー
～自然の営みと風土を肌で感じながらワインを傾けるひととき～

[ 成　人 ] 4,000 円 /ワインテイスティング（赤 or白）どちらか
　 1杯とワインフェスチケット（2,000 円分）付
[未成年 ] 500 円 /ジュース1杯付（5歳～）

定　員

8:50 上栗林町第３地割の田んぼ（元清掃工場跡 周辺） [ 駐車スペース有 ]

汚れてもいい服装、軍手など作業用手袋、長袖長ズボン、帽子、
お持ちの方は自分の鎌（貸出しあり）

9:00 開始→稲刈り・はせがけ体験（180 分）→
12:00ロケットストーブ炊飯→13:00 昼ごはん→ 14:00 解散
※途中休憩あり

ロケットストーブは強風などの悪天候によっては使わないことも
あります。

予　約

注意事項

持ち物

集合場所

スケジュール

10:20 創作農家こすもす [駐車場有 ]

動きやすい格好・靴（収穫をするので）、エプロン、三角巾

10:30 開始→10:40 公園や畑で秋の味覚を収穫（30分）→
11:10 石窯ピザ作り（50分）→昼食→13:00 解散

食物アレルギー等をお持ちの方は、申込時にお伝えください。

予　約

注意事項

持ち物

集合場所

スケジュール
8:50 JR 釜石駅前（鈴子町 22）[駐車場無 ]

雨天時は傘または雨具

9:00 移動（30分）→10:00 説明・テイスティング・
甲子町天洞圃場見学（90分）→11:30 終了・移動
→12:40ワインフェス会場到着・解散

持ち物

集合場所

スケジュール

小雨決行。葡萄の収穫時期となり、虫が飛散している場合がござ
いますので長袖・長ズボンでご参加ください。

予　約

注意事項

P R O G R A M

鉄人紹介 ＆ ココが特別

食×実り03
P R O G R A M

鉄人紹介 ＆ ココが特別

食×実り02
P R O G R A M

鉄人紹介 ＆ ココが特別

10 名（最少催行人数２名）

・Webサイト
・電話 090-4473-2338（ユナイテッドグリーン）



10 月9日（月・祝）　3:30～10:00
桑の浜漁港（箱崎町第 13地割）
3,500 円（一般）、2,000 円（中高生）、小学生無料
10名（最少催行人数５名）

・Webサイト
・電話 090-8684- 6349（NPOおはこざき市民会議 鈴木匠）
・Mail  takumi-kamaishi@kkf.biglobe.ne.jp
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普段味わえない朝の過ごし方！大型定置網漁船でリアルな漁の現場を見学。
番屋で浜の朝食を漁師さんと共に！

日　時

会　場

料　金

10月 5日 (木 )申込締切

10月 4日（水）申込締切

定　員

10 月7日（土）　9:30～11:30
株式会社 浜千鳥（小川町 3-8-7）

梅酒づくりの巨大なタンクから、漬け込んだ梅の実を
蔵人と共に引き上げる作業を体験します。

奥村康太郎さん
株式会社 浜千鳥 杜氏

食×実り

日　時

会　場

料　金

10 名（最少催行人数３名）

・Webサイト
・電話 0193-55- 4630（三陸ひとつなぎ自然学校）

橋野の豊かな文化や風土を食を通じて伝承します。
今回は燻製作りの鉄人とコラボ。

小笠原静子さん / 奥田耕一さん
峠の茶屋

橋野で燻製づくり
～実は知られていない !? こだわりの手作り豆腐や味噌から橋野の魅力を再発見する会～

2,000 円（お土産付き 梅酒 720mlなど）
定　員

早朝 3:30 宝来館前（鵜住居町 20-93-18）[ 駐車場有 ]

長靴、濡れても汚れても良い恰好

3:30 集合→4:15出港・定置網漁見学→7:30 帰港→
浜料理講習→朝食・交流→10:00 解散

①ツアーの詳細は、NPOおはこざき市民会議のHPをご覧ください。
②体験中は安全の為、漁師さんやスタッフの指示に従ってください。
③船酔いしやすい方は酔い止めをご持参ください。
④小学生未満のお子様の参加は、安全の為、ご遠慮願います。
⑤悪天中止（中止の際は事前に連絡します）

予　約

注意事項

持ち物

集合場所

スケジュール

9:20 浜千鳥 [ 駐車場有 ]

動きやすい服装・靴、タオル、飲み物

9:30 開始・説明→梅の実引き上げ作業体験（90分）→
11:30 解散

持ち物

集合場所

スケジュール

・軽い作業を行える体力がある方。
・20歳未満の方は参加不可

予　約

注意事項

小学生以上対　象 小学生以上対　象

20 歳以上対　象

9月30日（土）　9:00～15:00
三陸鉄道南リアス線運行部 車両基地
5,000 円（中学生以上）、4,500 円（小学生 /保護者同伴）
20名（最少催行人数 15名）

・Webサイト
・電話 0193-22- 1616（三陸鉄道南リアス線釜石駅 担当 : 澤田）

乗る・知る・食べる・洗い隊  三陸鉄道を満喫する旅第2弾！
～さんてつ車両をきれいにみがこう～

車両洗いや線路点検車「レールスター」に乗車体験など、
普段経験できないさんてつの魅力に触れてみよう！

菊池弘充さん
三陸鉄道株式会社、
いわて観光おもてなしマイスター

日　時

会　場

料　金

9月 27日 ( 水 )申込締切定　員

9:00 三陸鉄道南リアス線 釜石駅（鈴子町 22）[駐車場無 ]

濡れてもよい格好、長靴、軍手、着替え（必要に応じて）

9:00 集合→9:17 釜石駅発→10:09 盛駅着・運転指令室見学→
車両洗い体験→昼食（車庫で駅弁と焼ホタテ）→
12:50レールスター乗車体験→14:00 盛駅発→
14:54 釜石駅着・解散

雨天決行。ただし気象状況などにより列車が運休になった場合は、
13時頃に釜石駅でお弁当と焼ホタテをお渡しします。（料金2,000円）

予　約

注意事項

持ち物

集合場所

スケジュール

9 月30日（土）　9:30～13:30
峠の茶屋（橋野町 2-38）
1,500 円（材料費、体験料）
10名（最少催行人数３名）

・Webサイト
・電話 0193-55- 4630（三陸ひとつなぎ自然学校）

日　時

会　場

料　金

9月 22日 ( 金 )申込締切定　員

9:20 峠の茶屋 [ 駐車場有 ]

汚れてもいい服装、軍手など作業用手袋

9:30 開始・自己紹介→
9:45 橋野の暮らし・自家製味噌や豆腐のお話→
10:00 燻製づくり体験（120 分）→
12:00 昼食→13:30 終了

予　約

持ち物

集合場所

スケジュール

大型定置網漁見学ツアー

一日限りの仕事体験、蔵人たちと共に梅の実引き上げ作業食×技05
P R O G R A MP R O G R A M

鉄人紹介 ＆ ココが特別

食×技06
P R O G R A MP R O G R A M

鉄人紹介 ＆ ココが特別

鉄人紹介 ＆ ココが特別

鉄人紹介 ＆ ココが特別

食×技04
P R O G R A MP R O G R A M

食×技07
P R O G R A MP R O G R A M

釜石東部漁協 定置漁船乗組員の皆さん

地元産の梅に
こだわった
浜千鳥の梅酒
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どこに行くかはガイドの気分次第 !?
その土地を知り尽くす魅力あふれる鉄人たちと過ごす贅沢な時間！

10 月8日（日）　9:30～13:30

地元でとれた秋の食材の郷土料理フルコースと、馬の背中で揺られながらの
ホースセラピーでストレス解消。カラダも心も大満足！

日　時

“みそソムリエ”が醗酵の世界をご案内。
味噌の造り方から味噌を使ったプチランチ作りまで幅広く体感！

小山和宏さん
藤勇醸造株式会社 専務取締役

雨天時は内容を変更して実施、荒天時中止。
歩きやすい・動きやすい恰好でお越しください。

注意事項

雨天時の馬プログラムは、屋根のあるところでのセラピー体験と
雨具着用で乗馬を行います。

注意事項

10 月7日（土）　14:00～16:00
創作農家こすもす（甲子町 5-72）
4,800 円
6名（最少催行人数４名）

・Webサイト
・電話 0193-55-4630（三陸ひとつなぎ自然学校）

ハピスコーヒー・岩鼻さん直伝！ コーヒー手焙煎講座
～Happiece（しあわせのひとかけら）をあなたに～

生豆がはぜる音、ミルでひく感覚、香り・・・
手焙煎したコーヒーをじっくり味わう贅沢なひと時をお過ごしください。

日　時

会　場

料　金

10月 4日 (水 )申込締切定　員

13:45 創作農家こすもす [ 駐車場有 ]

エプロン

14:00 開始・コーヒー豆の手焙煎体験（約 75分）、
コーヒータイム（約 45分）→16:00 終了

予　約

持ち物

集合場所

スケジュール

カラダを整える ～秋の郷土料理＆リラクゼーション乗馬～【創業明治35年】老舗の味噌蔵見学と味噌造り体験

10月 4日 (水 )申込締切

① 10 月7日（土）　9:00～13:00
② 10 月8日（日）　9:00～13:00
青葉ビル（大町 3-8-3）、藤勇醸造株式会社（大渡町 3-15-32）
3,000円（仕込み味噌、ランチ付き）/子ども1,000円（ランチ付き）
各回 8名（最少催行人数４名）

・Webサイト
・電話 0193-55-4630（三陸ひとつなぎ自然学校）

日　時

会　場

料　金

定　員

9:00 青葉ビル [駐車場無 ]

三角巾、エプロン

9:00 集合→味噌造り体験（120 分）→
11:00みそおにぎり、みそ汁作り＆ランチ（60分）→
12:00 味噌蔵見学（約 30分）→13:00 解散

予　約

持ち物

集合場所

スケジュール

佐々木かよさん / アサツキ
橋野農家のお母さん / セラピーホース

10 月9日（月・祝）　9:00～13:30
橋野町青ノ木
3,000 円（ガイド料、昼食、保険料）
10名（最少催行人数３名）

・Webサイト
・電話 0193-55-4630（三陸ひとつなぎ自然学校）

日　時

会　場

料　金

10月 4日 (水 )申込締切定　員

予　約

8:30 橋野どんぐり広場（橋野町 38-41- 1） [ 駐車場有 ]

8:30 集合→移動→9:00地元案内人によるマニアックツアー（約120分）→
峠の茶屋へ移動→11:00 地元食材で調理体験→12:00 昼食→
13:30 解散

集合場所

スケジュール

三浦勉さん / 小笠原静子さん
橋野の自然と歴史の案内人 / 峠の茶屋

岩鼻伸介さん
ハピスコーヒー

食×技08
P R O G R A MP R O G R A M

鉄人紹介 ＆ ココが特別

食×伝 統09
P R O G R A MP R O G R A M

鉄人紹介 ＆ ココが特別

食×伝 統10
P R O G R A MP R O G R A M

鉄人紹介 ＆ ココが特別

鉄人紹介 ＆ ココが特別

1 1
P R O G R A MP R O G R A M

食×実り食×伝 統

10月 4日 (水 )申込締切

三陸駒舎（橋野町 9-44- 7）
4,500 円（食材費、乗馬代）
8名（最少催行人数４名）

・Webサイト
・Mail  kama.koma55@gmail.com（三陸駒舎 黍原）

会　場

料　金

定　員

9:20 三陸駒舎 [駐車場有 ]

７歳以上対　象

エプロン、三角巾、動きやすい格好

9:30 開始→郷土料理づくり体験（全員）＆
リラクゼーション乗馬（１人ずつ交代で）→
12:00いただきます→
13:00片付け→13:30 解散

予　約

持ち物

集合場所

スケジュール

鉄と共に育まれた暮らしを“食 ”で体感！
秋の味覚でタイムトリップ！
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　中華料理店、食堂、精肉店、そば屋と、釜石
の多くの飲食店で「釜石ラーメン」が提供されて
います。震災前は約 40 店舗がラーメンを提供し
ており、「釜石ラーメン」は釜石の代表的な料理
の一つと言っても、過言ではありません。

　「釜石ラーメン」は通称で、現在特別な統一基
準はありません。極細の縮れ麺と、琥珀色に透き
通った醤油味のスープが共通の特徴ですが、麺、
スープ、トッピングはお店によって様々。鶏ガラベー
スのあっさりとした “これぞ釜石ラーメン” というお
店もあれば、魚介ベースのパンチのあるスープの
お店や、厚切りチャーシューがドンとのっているお
店もあります。個性豊かな釜石ラーメンを食べ歩
き、ぜひお気に入りの一杯を見つけてください。

2017 年 9月30日（土）～10月15日（日）

スタンプ6個：釜石グッズ、スタンプ18個：特製どんぶり（共に先着順）

各店、お食事につき会計時にスタンプを押印します。

釜石観光総合案内所（鈴子町/ホテルフォルクローロ三陸釜石隣）まで本冊子をご持参下さい。
※釜石グッズ、特製どんぶりの引き換えは、10月7日～10月16日の期間となります。（11日を除く）

開催期間

受取方法

釜石市役所総務企画部オープンシティ推進室：青柳・藤井
電話 0193-27-8463   Mail fujii2142@city.Kamaishi.iwate.jp

問 合 せ

特　典

2017 年 9月30日（土）～10月15日（日）

さかなまみれプロジェクト/問い合わせ   i.koga0106@gmail.com（古賀）

④あすなろ（居酒屋）
☎0193-22-0613 / 不定休
⑤やっ子（居酒屋）
☎090-2272-1012 / 不定休
⑥助六（居酒屋）
☎0193-24-2906 / 不定休
⑦マミー（食堂・居酒屋）
☎080-5568-7983
ランチ休み：日月火 /夜休み：日月
⑧小太郎（居酒屋）
☎0193-55-6103 / 不定休
⑨飲みすぎ（居酒屋）
☎0193-31-1230 / 月曜休
⑩BEC'K（洋風居酒屋）
☎0193-31-1230
ランチ休み：水土日/夜休み：水
⑪神威（ジンギスカン）
☎0193-27-8187 / 不定休

※店舗により前後する場合があります

釜石漁火酒場かまりば（釜石市大町1-3- 9）/釜石駅から徒歩15分

開催期間

会　場

限定メニュー提供店舗

主　催

12
P R O G R A MP R O G R A M

釜石ラーメンとは

目指せ全店制覇！ 釜石ラーメンスタンプラリー
～ラーメンのまち釡石で、お気に入りの一杯をみつけよう～

みやこ食堂

中妻町 1-15-11 休 :日曜祝
☎0193-23-5610

09

駅前食堂

鈴子町 2-1サン・フィッシュ釜石1階 休 : 水曜
☎090-3753-9478

11

こんとき

鈴子町 14E-101 休 :月曜
☎0193-22-2991

10

工藤精肉店 食堂部

大渡町 1-1-2 休 : 水曜
☎0193-22-2185

12

喜久舎

大渡町 2-6-22 休 :日曜
☎0193-22-1730

13

お食事処 さの

小佐野町 1-4-38 休 :日曜
☎0193-23-6632

02

たまり屋

小佐野町 4-1-4 休 : 水曜
☎0193-25-0560

03

釜石 更科

小佐野町 1-1-26 休 :6,16,26日
☎0193-23-5103

04

三重食堂

小川町 1-4-5 休 : 木曜
☎0193-23-8041

05

お食事ハウス あゆとく

上中島町 1-1-35 休 :月曜
☎0193-23-5099

06

新華園 NAKAZUMA

中妻町 3-14-12 休 : 水曜
☎0193-25-3361

07

えっちゃんラーメン

中妻町 3-15-8 休 :月曜
☎0193-23-3583

08

新来軒

定内町 3-16-14 休 : 水曜
☎0193-55-6077

01

らーめん＆コーヒー あいどる

大町 3-5-3 休 :日曜
☎0193-22-1110

16

青龍

大町 3-10-8 休 :日曜
☎0193-22-1843

17

新華園支店

大町 1-8-13 休 :月曜
☎0193-55-5587

18

大連

大町1-2-10タウンポート大町1階 休 :月曜
☎0193-22-1230

14

新華園本店

大町 2-1-20 休 : 火曜
☎0193-22-1888

15
スタンプを集めて
特製どんぶり
をゲットしよう！
※先着順

かまいし情報ポータルサイト～縁とらんす
では、釜石ラーメンスタンプラリー参加店
の地図や詳しい情報を掲載しています。
http://en-trance.jp/gourumet/noodles

食×伝 統

釡石グッズ、特製どんぶり
がもらえる

釜石おさかな発見伝釜石おさかな発見伝

今年 1月にグランドオープンした釜石中心部の飲食店街。定食屋・
居酒屋・割烹など、全 13 店舗が営業しています。あなたのお気
に入りのお店がきっと見つかるはず！

釜石漁火酒場かまりば とは釜石漁火酒場かまりば とは

釜石の魚を愛してやまない、釜石ローカルベンチャーコミュニティ
発のプロジェクト。様々な魚の魅力を「食」を通じて発信してい
きます。

さかなまみれプロジェクト とはさかなまみれプロジェクト とは

かまりば×さかなまみれプロジェクト コラボ企画

※提供商品は店舗により異なる場合があります。

【マグリッパー】
マグロの胃袋を、フランスの
田舎風トマト煮込みに。

【マグリッパー】
マグロの胃袋を、フランスの
田舎風トマト煮込みに。

【どん肝】
高級食材のあん肝を、釜石で
獲れる“どんこ”の肝で再現。

【どん肝】
高級食材のあん肝を、釜石で
獲れる“どんこ”の肝で再現。

魚の魅力を再発見するコラボ企画始動！第１弾は、期間限定の特別メニューと
して、和風の「どん肝」と、フランス風の「マグリッパー」の２種類をご用意。
魚の中でも珍しい部位を使ったこのメニュー、魚が好きな方、ちょっと変わっ
たものが食べたい方は、ぜひチャレンジしてみてください！

至遠野至遠野

至大船渡至大船渡

至大槌・宮古至大槌・宮古

釜
石
駅

甲
子
川

釜石市役所釜石市役所
青葉ビル青葉ビル

キクタン
駐車場
キクタン
駐車場

大渡橋

矢
の
浦
橋

矢
の
浦
橋

283

45

45

釜石
情報交流
センター
釜石

情報交流
センター

市営大町
駐車場
市営大町
駐車場 釜石漁火酒場

かまりば
釜石漁火酒場
かまりば

ホテル
サンルート
ホテル
サンルート

ベイシティ
ホテル
ベイシティ
ホテル青

葉
通
り

青
葉
通
り ①萩（居酒屋）

☎0193-22-7335 / 不定休
②よしよし（居酒屋）
☎/080-3148-8458 / 日曜休
③三陸パスタ（パスタ）
☎070-1183-7260 / 火曜休

＜道路側＞

①

④ ⑤

⑦
⑧

⑪

⑨ ⑩

⑥②

③

WC
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三陸沿岸の最高峰・五葉山の頂から360°のパノラマを一望。
週に何度も登山する鉄人がおすすめスポットを紹介。

10 月2週目17:30～20:30 予定（Webサイトにて日にち公開予定）

桜庭ゼネラルマネージャーの解説付きで、迫力の練習を間近で見学。
ラグビーや釜石シーウェイブスのあれこれも。

日　時

プロカメラマンの指導を受けながら地域を巡るフォトリップ。
今回は大自然が生んだ奇跡「千畳敷」を目指して箱崎半島の先端へ！

h a n a さん / 伊藤聡さん
フリーカメラマン /
三陸ひとつなぎ自然学校
環境省自然公園指導員

雨天中止（前日に決定）注意事項

雨天決行注意事項

10 月6日（金）　4:30～7:50
根浜海岸（海況によって変更あり）
小学校高学年以上（親子参加歓迎）
2,500 円（ウエットスーツ、ライフジャケット、お茶代、保険代）
5名（最少催行人数１名）

・Webサイト
・電話 090-7739-5497（Beach Academy釜石：永嶋）
・Mail  nagashimak1016@gmail.com

あさSUP＆スノーケリング
～早朝の海は格別！朝日を浴びながらジオパークの海をおさんぽ～

スタンドアップパドルボード（SUP）で漕ぎ出して、海の上をゆったりおさんぽ。
スノーケリングで海の中も覗いてみよう。泳ぎが苦手でも大丈夫！

日　時

会　場

対　象

10月 3日 (火 )申込締切

料　金

早朝 4:20 宝来館（鵜住居町 20-93-18） [ 駐車場有 ]

水着（予め服の下に着て来てください）、帽子、飲み物、
着替えなど。あればマリンシューズ、サングラス。

4:30 準備開始（着替え、体操、説明等）→
5:15スタート（5:30 頃日の出）→7:00 終了・着替え・片付け→
7:50 解散

定　員

予　約

持ち物

集合場所

スケジュール

雨天中止注意事項

素人大歓迎！釜石シーウェイブス練習見学会大自然が生んだ奇跡 “御箱崎千畳敷” フォトリップ

桜庭吉彦さん
釜石シーウェイブス RFC ゼネラルマネージャー

10 月8日（日）　8:00～15:00
五葉山 赤坂峠登山道
2,000 円（ガイド、保険代）
5名（最少催行人数１名）

・Webサイト
・電話 0193-55- 4630（三陸ひとつなぎ自然学校）

日　時

会　場

料　金

10月 4日 (水 )申込締切定　員

予　約

松本祥太さん
岩手県グリーンボランティア
五葉山遭難対策委員会

永嶋奏子さん
さんりく BLUE ADVENTURE/ 共同代表
Beach Academy 釜石 代表
AAA 公認フリーダイビングインストラクター
SUPA 認定ベーシックインストラクター

スポーツ×自然1 3
P R O G R A MP R O G R A M

鉄人紹介 ＆ ココが特別

スポーツ×自然14
P R O G R A MP R O G R A M

鉄人紹介 ＆ ココが特別

スポーツ×自然1 5
P R O G R A MP R O G R A M

鉄人紹介 ＆ ココが特別

鉄人紹介 ＆ ココが特別

16
P R O G R A MP R O G R A M

食×実りスポーツ

開催日3日前まで申込締切

ラグビーカフェ釜石（鈴子町 22-1 シープラザ釜石内）
釜石市球技場（松倉グラウンド/甲子町 10-159-4）
1,300 円（講習料、お茶っこ代）
※その場でSW会員に新規加入で300円割引
10名（最少催行人数３名）

・Webサイト
・電話 0193-55- 4630（三陸ひとつなぎ自然学校）

会　場

料　金

定　員

17:20 ラグビーカフェ釜石 [駐車場有 ]

メモ帳、ペン

17:30 開始・お茶っこしながらラグビー講習会（30分）→
18:00 松倉グラウンドへ移動→18:30 練習見学会（90分）→
20:00 終了・移動→20:30シープラザ着・解散

予　約

持ち物

集合場所

スケジュール

10 月15日（日）　8:00～16:00日　時

小雨決行、荒天時中止注意事項

10月 12日 ( 木 )申込締切

御箱崎半島
5,000 円
5名（最少催行人数２名）

・Webサイト
・電話 0193-55- 4630（三陸ひとつなぎ自然学校）

会　場

料　金

定　員

7:50 宝来館駐車場（鵜住居町 20-93-18）[ 駐車場有 ]

動きやすい格好・靴、リュック、昼食、雨具、飲み物、タオル、
カメラ（スマートフォン可）

8:00オリエンテーション→8:20 移動→
8:50トレッキングスタート、ポイントで撮影レクチャー→
11:00 千畳敷着、散策・昼食等→14:30 帰路→
16:00 宝来館着、解散

予　約

持ち物

集合場所

スケジュール

さんつな登山隊  i n  五 葉 山
～彩り豊かな初秋の五葉山を若きガイドと共に～

7:45 五葉山 赤坂峠登山口入口（唐丹町上荒川）[駐車場有 ]

帽子、タオル、登山に適した恰好・靴・防寒着、雨具、手袋、
飲み物 1ℓ（山頂に湧き水あり）、昼食

7:45 集合→8:00 登山口でストレッチ＆レクチャー→
8:30 登山開始→休憩（4合目）→11:00 山頂→11:30 昼食→
13:00 下山→休憩（4合目）→15:00 登山口到着・解散

持ち物

集合場所

スケジュール

高校生以上対　象

高校生以上対　象
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地域住民の命を守った「裏山」を、
未来の命を守る避難道として作り上げるプログラム。

10 月1日（日）　14:00～17:00

イギリスの先進事例とコラボした “根浜らしい救命・防災教育” の
取り組みから学ぶ、海を楽しむプログラム。

日　時

「タイガーセブン」は釜石で活動するグループです。
興味を持ったら毎週水曜日は体育館へ GO！

・雨天中止（前日夜に催行の有無を決定）
・山の中での作業となるため、怪我や熱中症にご注意ください。

注意事項

・雨天中止（前日夜に催行の有無を決定）
・海での活動となるため、怪我や熱中症にご注意ください。

注意事項

10 月1日（日）　9:30～12:00
中妻体育館（中妻町 1-6- 36）
中学生以下のお子さんと保護者
500円（飲み物、保険代）
21名（最少催行人数７名）

・Webサイト
・電話 0193-55-4630（三陸ひとつなぎ自然学校）

雪がなくても気軽にできるスポーツ雪合戦。
「タイガーセブン」のお兄さんとお姉さんが楽しく教えてくれます。

日　時

会　場

対　象

9月 27日 ( 水 )申込締切

料　金

9:20 中妻体育館 [ 駐車場有 ]

運動に適した格好、上履き、タオル

9:30 開始・ルール説明・準備運動→
10:00 チーム分けして雪合戦スタート（120 分・途中休憩あり）→
12:00 終了・解散

定　員

予　約

持ち物

集合場所

スケジュール

誰でも気軽にニュースポーツ“室内雪合戦”入門編

三浦勝さん
（一社）根浜 MIND 理事
釜石マリーンウェーブレスキュー キャプテン

10 月９日（月・祝）　10:00～13:00
宝来館（鵜住居町 20-93- 18）
3,000 円（昼食、講話、保険代）
８名（最少催行人数２名）

・Webサイト
・電話 0193-28- 2526（根浜MIND/ 宝来館内：廣田）
・Mail  nebamamind@gmail.com

日　時

会　場

料　金

10月 5日 (木 )申込締切定　員

予　約

廣田一樹さん
（一社）根浜 MIND、宝来館、避難道作りマイスター

17
P R O G R A MP R O G R A M

鉄人紹介 ＆ ココが特別

スポーツ18
P R O G R A MP R O G R A M

鉄人紹介 ＆ ココが特別

スポーツ×防災1 9
P R O G R A MP R O G R A M

鉄人紹介 ＆ ココが特別

鉄人紹介 ＆ ココが特別

2020
P R O G R A MP R O G R A M

食×実りスポーツ×防災

9月 25日 (月 )申込締切

根浜フィッシャリーナ（鵜住居町第 21地割）
4,000 円（ヘルメット・ライフジャケットのレンタル、保険）
5名（最少催行人数２名）

・Webサイト
・電話 0193-28- 2526（根浜MIND/ 宝来館内：廣田）
・Mail  nebamamind@gmail.com

会　場

料　金

定　員

13:50 宝来館（鵜住居町 20-93- 18）[ 駐車場有 ]

タオル、濡れてもいい恰好、長靴（もしくはマリンシューズ）、飲み物

14:00オリエンテーション・乗船準備→
14:30 着水！お試し乗船→15:10 陸上でのレクチャー→
16:00レスキューボートクルーと一緒に海の幸で一服→17:00 終了

予　約

持ち物

集合場所

スケジュール

10 月1日（日）　13:30～16:00日　時

9月 27日 ( 水 )申込締切

中妻体育館（中妻町 1-6- 36）
中学生以上
500円（飲み物、保険代）
21名（最少催行人数７名）

・Webサイト
・電話 0193-55- 4630（三陸ひとつなぎ自然学校）

会　場

対　象

料　金

13:20 中妻体育館 [ 駐車場有 ]

運動に適した恰好、上履き、タオル

13:30 開始・ルール説明・準備運動→
14:00チーム分けして雪合戦スタート（約120分・途中休憩あり）→
16:00 終了・解散

定　員

予　約

持ち物

集合場所

スケジュール

～親子で体験企画～スポーツ室内雪合戦 スポーツ

タイガーセブンさん
釜石大槌雪合戦サークル

タイガーセブンさん
釜石大槌雪合戦サークル

「自分たちの命は自分たちで守る！part1」避難道を作ろう
～地域防災の先進事例がここに～

雪がなくても雪合戦？

9:50 宝来館 [駐車場有 ]

軍手、タオル、汚れてもいい恰好、飲み物

10:00 開始・説明→10:15 準備・裏山へ移動→
10:30 避難道作り→11:20 昼食準備→
11:40 宝来館女将のお話→12:10 昼食→13:00 終了

持ち物

集合場所

スケジュール

「自分たちの命は自分たちで守る！part2」ウェールズ号乗船体験
～日本初 英国式ボートレスキュープログラムを学ぼう～

小学生以上対　象

小学生以上対　象
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鉄でできた家具や雑貨ブランド「△tetsumono△」を展開中の
岩間鉄工所を特別公開。オリジナルフックづくりも。

① 9 月30日（土）　18:00～20:00
② 10 月8日（日）　18:00～20:00

知らないことは何もない？
お酒を極めた鉄人 BARテンダーがお酒の愉しみ方を伝授します。

日　時

唐丹町に古くから伝わる神社の宮司と共に
唐丹にまつわる民話の世界を辿ります

鉄工所内見学のため、鉄粉などで多少衣服が汚れる可能性が
あります。

注意事項

未成年の参加は禁止です。20歳以上限定。注意事項

①10月1日（日）　13:00～15:00
②10 月8日（日）　13:00～15:00
釜石駅～中心市街地
1,000 円（ガイド料、軽食、保険）
６名（最少催行人数１名）

・Webサイト
・電話 080-1823- 1571（釜石スイミンシャ事務所：平松）
・Mail  suiminsha@gmail.com

時空を超えた小ネタ満載の「釜石てっぱんマップ」と、釜石の歴史と今を
探偵する「平成版日新堂」、そして地元高校生との特別コラボ企画！
ガイドブックには載っていない話にあなたはいくつ出会えるか！？

日　時

会　場

料　金

9月 27日 ( 水 )申込締切定　員

12:50 釜石駅「大島高任像」前（鈴子町 22） [ 駐車場無 ]

歩きやすい服装、靴（サンダル不可）、飲み物

13:00オリエンテーション→13:15まちあるき
（途中で一服タイムあり）→15:00 解散
※まちあるきの詳細は高校生と共に鋭意作成中！

予　約

持ち物

集合場所

スケジュール

歴史ある天照御祖神社の河東宮司から訊く、唐丹にまつわる物語

山崎健さん
BAR LINK オーナー（NBA 認定バーテンダー）
釜石はまゆり飲食店会会長

10 月8日（日）　9:30～11:45
岩間鉄工所（大平町 4-1-30）
4,000 円（お土産、ガイド料、フックづくり体験）
5名（最少催行人数２名）

・Webサイト
・電話 0193-55- 4630（三陸ひとつなぎ自然学校）

日　時

会　場

料　金

10月 2日 (月 )申込締切定　員

予　約

岩間邦明さん
岩間鉄工所

21
P R O G R A MP R O G R A M

鉄人紹介 ＆ ココが特別

文化×まちあるき22
P R O G R A MP R O G R A M

鉄人紹介 ＆ ココが特別

芸術×技23
P R O G R A MP R O G R A M

鉄人紹介 ＆ ココが特別

鉄人紹介 ＆ ココが特別

24
P R O G R A MP R O G R A M

食×実り芸術×技

9月 27日 ( 水 )申込締切

BAR LINK（鈴子町 14釜石はまゆり飲食店街A-205）
男性：5,000 円　女性：4,000 円
8名（成人 男女 各４名）
・Webサイト
・電話 0193-27-8463
・Mail  fujii2142@city.kamaishi.iwate.jp
（釜石市役所総務企画部オープンシティ推進室：青柳・藤井）

会　場

料　金

定　員

17:50 BAR LINK [ 駐車場有 ]

年齢確認のできるもの

18:00 開始・レクチャー（テイスティング・お酒の説明）→
19:00カクテルづくり体験・テイスティング（約 60分）→
20:00 解散

予　約

持ち物

集合場所

スケジュール

9 月30日（土）　10:00～12:45日　時

9月 22日 ( 金 )申込締切

天照御祖神社（唐丹町片岸 30-1）
[ 一般 ]1,500 円 / [ 唐丹町民 ]500円（ガイド、昼食代）
20名（最少催行人数５名）

・Webサイト
・電話 0193-55- 2111（唐丹公民館：山口）
・Mail  yamaguchi4002@city.kamaishi.iwate.jp

会　場

料　金

定　員

9:50 唐丹駅（唐丹町字片岸 65-12）［駐車場有］

動きやすい恰好

10:00 開始・ウォーキングスタート→10:20 天照御祖神社着→
河東宮司による講話（60分）→11:20 神社周辺散策（20分）→
11:45 昼食（地元のお母さんたちによる手料理）→12:45 解散

予　約

持ち物

集合場所

スケジュール

文化×まちあるき

平松伸一郎さん
「釜石てっぱんマップ」編集長
てっぱんかまいし代表（釜石スイミンシャ事務所所属）

河東直江さん
天照御祖神社 宮司

9:10  JR 釜石駅前（鈴子町 22）[駐車場無 ]

汚れてもいい服装、靴（サンダル不可）

9:10 集合・移動→9:30 岩間鉄工所着→
9:40 工場見学・オリジナルフックづくり（約 120 分）→
11:40 終了→（移動）→12:00 釜石駅着・解散

持ち物

集合場所

スケジュール

「てっぱんマップ」でちょっぴりマニアなまちあるき
～ぶらり釡石「釡石小唄編」～

小雨決行注意事項

鉄のまちで鉄ものづくり △tetsumono△ 工場見学

プロのバーテンダーが伝授 お家でできる大人の本格カクテル講座

中学生以上対　象

中学生以上対　象



2 2   Meetup Kamaishi Meetup Kamaishi 2 3

尾崎半島の森林の再生に力を貸してください！
焼けた木を活用した記念品を用意してお待ちしています。

① 10 月21日（土）　10:00～11:30
② 10 月21日（土）　14:00～15:30

実は知らない甲子柿のあれこれを、鉄人から特別レクチャー。秘伝の製法も！！

日　時

長い歴史を持つ鐵づくりの現場で、1,000℃を超える鐵の熱から
今も息づく歴史と最新の技術を肌で感じてみよう。

小雨決行（荒天時はドローンからの映像鑑賞やバスの車内から
火災被害の状況を確認します）

注意事項

・雨天時は、柿畑見学・収穫体験を除いた内容となります。
・柿アレルギーの方は事前にお知らせください。
・当日はお持ち帰りの甲子柿もご用意しています。

注意事項

10 月1日（日）　9:00～15:30
釜石大観音仲見世商店街（大平町 3-9）
大人（中学生以上）3,500 円 / 小人（小学生以下）1,500 円
※小人の参加には保護者の参加必須
15名（最少催行人数１０名）

・Webサイト
・電話 0193-55- 4630（三陸ひとつなぎ自然学校）

あなたの力で仲見世商店街をリノベーション！
みんなで楽しくペンキ塗りした後は、旬の味で釜石の秋を満喫しましょう。

日　時

会　場

料　金

9月 22日 ( 金 )申込締切定　員

8:50 釜石大観音仲見世商店街 [駐車場有 ]

汚れてもよい動きやすい服装、靴（サンダル不可）、飲み物

9:00 開始・説明→9:30 養生・ペンキ塗り→
12:00 昼食（サンマ塩焼きと塩（えん）むすびに旬の一品）→
13:00 作業再開→15:00 作業終了・片付け→15:30 解散

予　約

持ち物

集合場所

スケジュール

釜石製鐵所工場見学 ～歴史と技術のミュージアム～

藤井修一さん
甲子柿の里 生産組合長

10 月22日（日）12:30～16:30
釜石地方森林組合事務所（片岸町 1-1-1）/ 尾崎半島植樹現場
中学生以上 4,000 円 / 小学生以下 1,500 円
（バス代、記念品代、苗木寄付金込み）
※釡石地方森林組合組合員とそのご家族は割引あり
中学生以上 3,000 円、小学生以下 1,500 円
20 名（最少催行人数 10名）

・Webサイト   ・電話 0193-28-4244（釜石地方森林組合：手塚）
・Mail  rinngyouschool@kamamorikumi.jp

日　時

会　場

料　金

10月 18日 ( 水 )申込締切定　員

予　約

高橋幸男さん
釜石地方森林組合 参事

25
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鉄人紹介 ＆ ココが特別

そ の 他26
P R O G R A M

ココが特別

おかわり！おかわり！27
P R O G R A M

鉄人紹介 ＆ ココが特別

鉄人紹介 ＆ ココが特別

28
P R O G R A M

食×実りおかわり！おかわり！

10月 18日 ( 水 )申込締切

生産者宅、柿畑（甲子町）
一般1,000円 /高校生500円/中学生以下 無料（ガイド・見学料等）
10名（最少催行人数５名）

・Webサイト
・電話 080-2810-7047（釜石市甲子地区活性化協議会：松永 )
・Mail  kasshigaki@gmail.com

会　場

料　金

定　員

開始時間 5分前  唄貝バス停（甲子町第 2地割）[駐車場無 ]

柿畑を見学しますので、汚れてもいい服装・歩きやすい靴でお越しください。

集合、説明（15分）→移動（徒歩 5分）→畑見学・収穫体験
（25分）→移動（徒歩 5分）→柿室見学・作業体験（25分）→
出来たての甲子柿試食（15分）→終了

予　約

持ち物

集合場所

スケジュール

10 月2日（月）　14:30～16:00日　時

9月 29日 ( 金 )申込締切

釜石製鐵所（鈴子町 23-15）
1,000 円（バス代）
15名（最少催行人数１０名）

・Webサイト
・電話 0193-55- 4630（三陸ひとつなぎ自然学校）

会　場

料　金

定　員

14:15 釜石観光総合案内所（鈴子町 22-4ホテルフォルクローロ
三陸釜石 1階）[駐車場無 ]

動きやすい恰好

14:15 集合→（移動・製鐵所正門前）→
14:30 開始・製鐵所概要説明→15:00 工場見学→16:00 解散

予　約

持ち物

集合場所

スケジュール

芸術×技

12:15 釜石地方森林組合 [駐車場有 ]
釜石駅から送迎を希望の方は12:10 釜石駅舎前集合。
申込時に「送迎希望」と書き添えてください。

軍手、長靴またはトレッキングシューズ

12:30 被害状況や森林の機能についてお話→
13:15 移動（バス）→14:00 尾崎白浜着、徒歩移動→14:20 説明・
植樹→15:30 終了→移動（バス）→16:30 森林組合着、解散

持ち物

集合場所

スケジュール

・小雨決行（荒天中止）
・服や靴にペンキが付くと取れません。汚れてもいい服や靴の着用を
   おすすめします。（補助的な紙つなぎはご用意します）

注意事項

・服装は長そで、長ズボン、歩きやすい靴
・工場内は撮影禁止(撮影可能な場所は別途指定します)

注意事項

釜石大観音仲見世商店街のシャッターを塗り替えよう！

宮崎達也さん
一級建築士

尾崎半島の森林再生・プレ植樹祭
～山火事現場の復旧にみんなの力を！～

「甲子柿」柿畑・柿室（むろ）見学＆作業体験
～釡石にしかない秋の味覚の魅力に迫る！～

期間外

期間外

小学生以上対　象

11～60 才対　象



　当市は、昭和 12 年 5月 5日に県下で 2
番目に市制を施行してから、本年で 80 周
年を迎えます。また、盛岡藩士の大島高
任が安政 4 年 12月１日に大橋に建設した
洋式高炉により鉄の連続出銑に成功して以
来、近代製鉄発祥の地として 160 周年を
迎えるなど、当市にとって今年は記念すべ
き節目の年となります。
　我が故郷に大きな傷跡を残した東日本
大震災から６年が経過いたしました。当
市では、市民の皆様の弛まぬご努力、そし
て国内外の多くの皆様からの温かいご支援
とご協力を頂戴しながら、復旧・復興への
歩みを一歩一歩進めてまいりました。しか
しながら、被災された多くの皆様が未だ仮
設住宅等での不自由な生活を余儀なくされ
ていることから、一日も早い生活再建が図
られるよう復興事業を着実に推進して参り
ますとともに、今後も度重なる津波災害や

艦砲射撃の被害という逆境から、新たなま
ちづくりに立ち向かってきた先人たちの不
撓不屈の精神を忘れずに、次代に誇れる
まちを継承できるよう、全力を尽くして参り
たいと決意を新たにしております。
　さて、震災から 5 年という節目の年にス
タートし、今回で 3 回目となる「Meetup 
Kamaishi」は、市民の皆様が「鉄人」となり、
釡石の人や歴史、文化、自然、食など地
域の素晴らしい資源や魅力に触れ合う観
光体験プログラムを提供するイベントであ
り、当市にゆかりのある皆様、震災復興を
支えて下さる皆様方と釡石との絆をより一
層深め、市民が地域の宝を再発見し、郷
土への誇りや愛着を醸成する機会として開
催してまいりました。
　今 回 の「Meetup Kamaishi 2017 Autumn」
におきましても、釡石が誇る鉄人の皆様に
よる28の魅力的な観光体験プログラムを

通じて、多くの皆様方に釡石でしか味わえ
ない最高の時間を過ごしていただくととも
に、皆様と釡石との絆をさらに太くし、新
たな繋がりやご縁が数多く生まれることを
切に願っております。
　結びに、橋野鉄鉱山の世界遺産登録、
ラグビーワールドカップ 2019™の開催都市
の決定など、未来への明るい希望となる
取組も生まれていることから、今後も市民
一人ひとりが復興の歩みを実感できるよ
う、復興への取り組みを着実に形づくって
いくとともに、釡石がこれまで培ってきた
歴史・文化を再認識し、釡石らしい品格
を追及しながら、「三陸の大地に光輝く希
望と笑顔があふれるまち釡石」の実現に
向けて、力強く邁進してまいりますので、
今後も一層のご支援ご協力を賜りますよう、
心からお願い申し上げます。

釡石市長　野田 武則
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場所：大町周辺 場所：大町周辺

場所：大町周辺 場所：釜石湾、市内目抜き通り

ラグビーワールドカップ 2019™
ファンゾーンプレイベント釡石まるごと味覚フェスティバル ❷

❹

❶

❸

実施期間 事業名 内容 場所

「食べてまんぷく、遊んでまんぞく、釡石を楽しめる２日間」をキャッチ
フレーズに開催される秋の味覚イベント。釡石市内や交流都市のおい
しいものが大集合！産業まつり、水産まつり、農業祭も同時開催。

釡石市でのラグビーワールドカップ 2019™開催を多くの方に PRし、大会
開催に向けた気運を盛り上げるイベントとして開催。子どもから大人ま
で、ラグビーに詳しい人もそうでない人も誰もが楽しめる企画を実施‼

釡石ワインフェスティバル
～大島高任 近代製鉄発祥 160 周年を記念して～ 釡石まつり

近代製鉄の父、そして西洋種苗によるワインの国産醸造の先駆者でも
ある大島高任の功績を讃え、昨年完成した「釡石ワイン」をはじめ、
県内のワインや地酒などを集めたイベントを開催。

古くから伝わる「尾崎神社祭典」と、釡石製鐵所の守護神社である「山
神社祭典」が合同となったおまつり。14 日には虎舞や神楽を乗せた
漁船が華やかに釡石湾内をパレードする「曳き船まつり」を開催。

9/30（土）
10/1（日）

9/30（土）

9/30（土）
10/1（日）

10/13（金）
14（土）15（日）

Meetup Kamaishi 2017 Autumn 開催期間中のイベント紹介Meetup Kamaishi 2017 Autumn 開催期間中のイベント紹介

主な市制施行80周年記念事業予定一覧主な市制施行80周年記念事業予定一覧

第2回釡石てっぱん映画祭

第23回釡石はまゆりトライアスロン国際大会

第43回釡石健康マラソン大会

第8回かまいし仙人峠マラソン大会

第47回釡石市民芸術文化祭

第31回釡石市民劇場

鉄の週間事業

鉄の学習発表会

かまいし冬の味覚まつり

市制施行80周年記念式典

近代製鉄発祥160周年記念フォーラム

第8回全国虎舞フェスティバル

第23回釡石市郷土芸能祭

釡石市民ホールこけら落とし公演
2017 年第 40 回「かまいしの第九」演奏会

9/1 ㈮～9/3 ㈰

9/3 ㈰

10/7 ㈯

10/29 ㈰

11/3(金・祝)～ 11/5 ㈰

11/12 ㈰

11/25 ㈯～ 12/3 ㈰

12/2 ㈯

12/10 ㈰

1/20 ㈯～ 1/21 ㈰

2/9 ㈮

2/10 ㈯

2/11(日・祝)

2/24 ㈯～ 2/25 ㈰

チームスマイル・釡石 PIT

市球技場および周辺コース

シープラザ遊

シープラザ遊

イオンタウン釡石

釡石市民ホール

シープラザ遊

釡石市民ホール

釡石市民ホール

釡石市民ホール

釡石市民ホール

鵜住居町～橋野町
( 主会場：根浜海岸 )

鉄の歴史館、市郷土資料館、
市立図書館、旧釡石鉱山事務所、
シープラザ釡石 など

旧釡石鉱山事務所周辺
（大橋地区）

※各事業の開催日、場所は変更となる場合があります。
※掲載した記念事業以外にも、各団体や市でさまざまな事業を実施する予定です。個別に広報かまいしや市のホームページなどでお知らせします。

●問い合わせ　釡石市総務課市制施行 80 周年記念事業推進室　☎0193-22-2111（内線 111）

映画による心の復興と釡石の映画文化の再生を掲げ、市民公
募などで7作品程度を選定・上映する市民参加型の映画祭

昨年のいわて国体から正式種目となった恒例のトライアスロン
競技大会を開催

市民参加型の年齢別マラソン大会を開催

箱根駅伝に匹敵する峠コースなど当市の自然を生かした千人
規模のマラソン大会を開催

釡石市芸術文化協会に所属する団体が、３日間に渡ってさま
ざまな発表・展示を行う

郷土の先人たちの営みや人間愛、郷土愛、親子愛などを市民
手づくりの舞台で開催

近代製鉄発祥の地・釡石を多くの人に発信するため、製鉄に
関する企画展などを開催

市内小中学校の「鉄の学習」の成果を発表

第40回を記念し、釡石市民ホールのこけら落とし公演として
開催

市内外からの特産品の販売、ステージイベントやお振る舞い
など、食べて・遊んで心も体も暖まるイベントを開催

記念式典を開催し、特別功労表彰などを実施

近代製鉄発祥160周年を記念し、フォーラムを開催

市内の虎舞団体に加え、全国の虎舞団体を招待して虎舞を楽
しむイベントを開催

市内に伝わる郷土芸能を広く市民に周知し、郷土芸能の伝承
と継承者の育成を目的に開催

不
撓
不
屈
の
釜
石
市
民

市
制
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行　

周
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、
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01. ホテルサンルート釜石

土成 実穂さん（宮城県）

Meetup Kamaishi 2017 Autumn の開催期間（平成 29 年 9 月 30 日～
10 月 15 日）に合わせて、当市にお越しいただくお客様を歓迎する気持ち
を込めて、“釜石に泊まろう！” キャンペーンを実施します。宿泊施設ごとに期
間中にご宿泊のお客様に素敵な特典をご用意しております。皆様のお越しを
心よりお待ちしております‼

釡石市内のメインストリートに位置しています。唎酒
師のいる 1F レストラン「サンテミリオン」では、地
酒の浜千鳥やワインで洋食をお楽しみ頂けます。真
心のおもてなしでくつろぎの時をお約束します。

●前回参加プログラム
・鉄のまちで鉄ものづくり△tetsumono△工場見学
・間伐現場見学＆間伐材でmy箸づくり

●コメント
Meetup Kamaishi は『気軽に非日常的な体験が出来る場』だと思います。「鉄のまちで鉄ものづくり△
tetsumono△工場見学」では、普段踏み入れることのない鉄工所の中を巡り、S字フックを作りました。
職人さんの話も聞くことができ、鉄の奥深さを学ぶことが出来ました。また、他の参加者との交流も
Meetup Kamaishiの魅力だと思います。一緒に写真を撮るなど皆で楽しめる企画でした。

［Meetupプログラム参加 の上ご宿泊のお客様］
●仙人秘水お一人様 1本プレゼント
［Meetup 期間中にご宿泊のお客様］
●レストラン飲食時に浜千鳥 1杯サービス

釡石市大町 2-3-3
☎ 0193-24-3311  FAX 0193-24-3446

【連絡先 】一般社団法人三陸ひとつなぎ自然学校
☎ 0193-55-4630  Mail  hitotsunagi.main@gmail.com

【連絡先 】釡石オープン・フィールド・ミュージアム実行委員会（市商業観光課内）
☎0193-27-8421

02. ホテルフォルクローロ三陸釜石

JR 釡石駅に隣接。全室に無料 Wi-Fi、加湿空気清浄
機とシモンズ社製のベッドを完備。最上階展望露天
風呂付浴場が自慢。地元食材を取り入れた朝食を
ビュッフェ形式でお楽しみ下さい。

［Meetupプログラム参加の上ご宿泊のお客様］
●仙人秘水お一人様 1本プレゼント
［Meetup 期間中にご宿泊のお客様］
●チェックアウト後のお荷物お預かりサービス

釡石市鈴子町 22-4
☎ 0193-38-5536  FAX 0193-38-5539

03. ホテルマルエ

JR 釡石駅から徒歩５分の旅館ライクな老舗ビジネス
ホテル。おにぎり、味噌汁、コーヒーなど軽朝食を
無料で提供。大浴場（サウナ：男湯のみ）、全室 32
インチ TV、有線 LAN、Wi-Fi を完備。

［Meetupプログラム参加の上ご宿泊のお客様］
●宿泊料 540円割引

釡石市大渡町 2-1-10
☎ 0193-24-3911  FAX 0193-24-3915

04. 陸中海岸グランドホテル

【この他の釜石・大槌宿泊施設一覧】

釡石湾を一望できる波打ち際に佇む絶景の観光ホテ
ル。全客室がオーシャンビューで、展望大浴場から
も雄大な三陸の海を見渡すことができます。癒しのひ
と時をお過ごしください。

［Meetup 期間中にご宿泊のお客様］
●３つの特典からお一つお選びいただけます。  ①仙
人秘水お一人様１本プレゼント ②純米酒釡石お一人
様１本プレゼント ③ちょっぴりお土産プレゼント（三
陸ワカメ）

釡石市港町 1-2-3
☎ 0193-22-1211  FAX 0193-22-2744

05. 宝来館

大槌湾に面した根浜海岸にある浜辺の料理宿。地元
の海の幸を使った三陸浜料理や木のぬくもりと根浜
の絶景で癒される大浴場など、ほっとした時間を過
ごせる「ふるさと」のような宿です。

［Meetupプログラム参加の上ご宿泊のお客様］
●岩手県産ワイン1杯サービス

釡石市鵜住居町 20-93-18
☎ 0193-28-2526  FAX 0193-28-1288

06. 多田旅館

くつろぎの和室と広めのお風呂、女将の手作り料理
でおもてなしする老舗旅館。市中心部にあり、駅・
コンビニ等徒歩１０分圏内。釡石産をはじめ三陸沿
岸の旬の食材もお楽しみいただけます。

［Meetupプログラム参加の上ご宿泊のお客様］
●女将特典 釡石の食一品サービス（女将が厳選す
る釡石の逸品をご提供）

釡石市大町 3-5-15
☎ 0193-22-3576  FAX 0193-22-3605

※宿泊のご予約や特典の詳細については、直接各施設にご連絡をお願いします。ご予約の際に当キャンペーンのご利用である旨をお知らせください

及川旅館
三陸の宿 高金
ホテルルートイン釡石
釡石パンション
平田パンション
三陸花ホテルはまぎく
民宿サトウ
民宿六大工
民宿あかぶ

☎0193-23-5474
☎0193-22-4559
☎0193-22-0301
☎0193-24-3703
☎0193-22-5525
☎0193-44-2111
☎0193-44-2749
☎0193-42-4036
☎0193-42-6877

平治旅館
ホテルシーガリアマリン
釡石ベイシティホテル
大町パンション
室浜の宿
ホワイトベース大槌
さんずろ家
藤原民宿
三陸の宿 蔵

☎0193-23-5805
☎0193-26-5111
☎0193-22-6611
☎0193-22-4788
☎0193-28-2315
☎0193-55-6651
☎0193-44-2413
☎0193-44-2456
☎0193-44-2105

なかむら旅館
釡石ステーションホテル
ホテルアイルーム釡石鵜住居
大渡パンション
前川民宿
ビジネスホテル寿
タカマス民宿
小川旅館

☎0193-23-7527
☎0193-22-3070
☎0120-773-040
☎0193-22-5525
☎0193-28-3869
☎0193-42-5692
☎0193-44-2907
☎0193-42-2628

Meetup Kamaishi 201
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釜石に泊まろう！
キャンペーン
釜石に泊まろう！
キャンペーン

釜石に泊まろう！キャンペーン実施宿泊施設釜石に泊まろう！キャンペーン実施宿泊施設

Meetup Kamaishi 参加者の声Meetup Kamaishi 参加者の声

ホームステイ民泊のご案内ホームステイ民泊のご案内 “釜石をもっと楽しく” 鉄人求む“釜石をもっと楽しく” 鉄人求む

今野 真由美さん（大槌町）
●前回参加プログラム
・古民家で仕込む味噌づくり体験 &醗酵食ランチを楽しむ会

●コメント
鉄人のご指導のもと、大人も子供も一緒になって体験が出来て、手の感触・香り・味など五感をフル
活用して釡石を体感することが出来て大満足の内容でした。持ち帰った味噌は自宅で大切に育てて８
月に無事に食べることができました。釡石の空気と人の温かさで熟成された、おいしい味噌になって
いました！

佐々木 良太さん（釜石市）
●前回参加プログラム
・地元の名水にこだわった石窯ピザ作り体験
・釡石大観音仲見世通り　春の流しそうめんまつり
・BBQや災害時に、安くて便利なロケットストーブ作り

釡石市では、農家さんや漁師さんの一般家庭でお泊りする民泊体
験を提供しています。ホストファミリーから野菜の収穫や浜の作業
を教わったり、一緒に夕食を作って食卓を囲んだり、家族のような
交流を通して、釡石のありのままの暮らしを楽しむことができます。
お泊りは 1泊から。夕食と朝食の 2食付きです。
※作業内容や料理づくりの内容は季節や時期、受入家庭によって異なります。
※ご予約は実施日の3週間前までにご連絡をお願いいたします。

釡石の「人」と「お宝」をキーワードに開催するMeetup Kamaishi。
「釡石をもっと楽しく！」をモットーに、今後も定期的に開催してい
く予定です。「釡石だからこそ、やってみたいプランがある」「特技
を活かして、鉄人としてイベントを盛り上げたい」などありましたら、
ぜひお気軽にご連絡ください。みなさんで、釡石をもっともっと盛
り上げていきましょう！ 

●コメント
とても魅力的なプログラムばかりで、どれに参加しようか悩みましたが、３つに絞って参加しました。
特にロケットストーブ作りのプログラムは、釡石○○会議で知った時から気になっていたので申込
みをしました。どれも普段はなかなか出来ない貴重な体験でとても楽しかったです。

川﨑 祐奈さん（小学６年生 / 釜石市）
●前回参加プログラム
・三陸釡石のワカメは日本一 !ワカメの収穫と塩蔵体験ツアー

●コメント
船に乗ったことと、めかぶのひらひらしているところをそぎとるのが面白かったです！お昼には、わかめ
のしゃぶしゃぶ、ほたてを食べました。新鮮でとってもおいしかったです。

根本 智美さん（埼玉県）
●前回参加プログラム
・プロカメラマンの指導付 栗林フォトリップ

Meetup Kamaishi
釜石お宝＆鉄人発掘博覧会

パートナー募集

Airbnbからも予約ができます。詳しくは以下のサイトをご覧ください。
・Airbnb  https://www.airbnb.jp/
・オープンシティ釡石  http://opencitykamaishi.jp/

●コメント
釡石 & カメラ、私にとってふたつの大好きが融合したフォトリップ。釡石の自然に囲まれて大好きな写
真を撮る一時は幸せな時間でした。藤原さんの案内でフォトスポットへ移動する間も他の参加者とカメ
ラや釡石の話題で持ちきりです。フォトスポットに着くと、こんなところ来たことない !! と案内に感謝。
みなさんそれぞれ写真を撮り始めます。hanaさんにカメラを優しく教えていただきながらお気に入りの
一枚を撮ることができました。
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開催期間：2017 年 9月 30日（土）～10月 15日（日）　　開催場所：岩手県釡石市内各地
主　　催：釡石シティプロモーション推進委員会

Meetup Kamaishi 2017 Autumn～釡石のお宝＆鉄人発掘博覧会

釡石シティプロモーション推進委員会について

[ 事務局 ]一般社団法人 三陸ひとつなぎ自然学校 /釡石市 総務企画部 オープンシティ推進室

〈構成団体・役員〉
一般社団法人釡石青年会議所、一般社団法人三陸ひとつなぎ自然学校（副委員長：伊藤聡）、一般社団法人釡石観光物産協会、
釡石市、釡石リージョナルコーディネーター協議会、釡石商工会議所、釡石まちづくり株式会社、
社会福祉法人釡石市社会福祉協議会（副委員長：丸木久忠）、NPO法人アットマークリアスNPOサポートセンター、
NPO法人釡石東部漁協管内復興市民会議（委員長：柏﨑龍太郎）、株式会社パソナ東北創生、一般社団法人RCF
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釡石の魅力や地域資源を発掘し、釡石市のブランド形成に努めるとともに、市内外への積極的な情報発信により、釡石市の
認知度やイメージの向上を図り、市外における釡石ファンの獲得や多様な人材の還流を創出することを目的に、市内で活動す
る 12 団体で構成し活動しています。釡石の人の魅力を活かした観光体験プログラム「Meetup Kamaishi」や、釡石で起業
や新事業を展開する人を募集・サポートしていく「ローカルベンチャー推進事業」等を運営しています。

後　　援：復興庁、岩手県沿岸広域振興局、釡石市
問合わせ：tel 0193-27-8463 / meetupkamaishi@gmail.com


