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みやぎ街道交流会ニュース 第 8 号

とうほく街道会議

参加申込締め切り

第４回交流会

11 月 12 日（水）

今年で４回目を迎えるとうほく街道会議の交流会。今年は「仙台・宮城大会」として
仙台市内で開催されます。みやぎ街道交流会は、この仙台・宮城大会の開催主管として、
11 月 21 日（金）
関係する皆さまのご協力のもと、実行委員会事務局を運営しています。
Ⅰ.交流会 13:00〜16:30
皆さま、お誘い合わせの上、たくさんのご参加をお待ちしております。

開催日程と主な内容

参加申し込み方法のご案内
①FAX
実行委員会事務局まで FAX でお申し込み
（fax022-292-1741・みやぎ街道交流会事務局内）
②インターネット
とうほく街道会議ホームページのフォームからお申し込み
（http://www.tohoku-kaido.com/）

1. オープニングセレモニー
2. 基調鼎談 13:30〜14:45
「東北の視点から歴史を学び
未来へ活かす」

3. 分科会 15:00〜16:30
第 1 分科会：ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ
「観光と地域づくりのために
何をなすべきか」

第 2 分科会：車座座談会
「いま街道歩きがおもしろい
街道歩きに興味のある人集まれ!」

Ⅱ.街道談義 18:00〜19:30

11 月 22 日（土）
街道探訪会
A：芭蕉の「おくの細道」コース
（多賀城〜塩竈〜松島）※約 7km

B：仙台市内の奥州街道コース
（河原町〜芭蕉の辻）※約 4km
各プログラムの詳細は、チラシ（道の駅で
配付）や、とうほく街道会議 HP でご覧下
さい。なお、お問合せは実行委員会事務局
まで…tel022-292-1740（みやぎ街道
交流会事務局内）

会場のご案内
仙台市福祉プラザふれあいホール
Tel 022-213-6237(代)
〒980-0022 仙台市青葉区五橋 2 丁目 12-2
駐車場に限りがありますので、公共機関
等のご利用をお願い申し上げます。

―JR 仙台駅西口より徒歩 15 分
―地下鉄五橋駅より徒歩 3 分

みやぎ街道交流会 事務局連絡先
ニュースで紹介したい催しや参加報告は、
こちら事務局（連絡先）までお寄せください！
〒983-0851 宮城県仙台市宮城野区榴ヶ岡５
みやぎ NPO プラザ NPO ルーム
TEL022-292-1740／FAX022-292-1741
E-mail: miyagi-kaidou@auone.jp

編集後記
いよいよ「仙台宮城大会」まで 1 ヶ月を切りました！昨年開催した栗原大会の成
功を生かして、今回も事務局一丸となって大会準備を進めています。乞うご期待！
また、心に残る街道写真も随時募集しています。会心の 1 枚がありましたら、是
非事務局までお寄せください。さて、次回第 9 号は、仙台・宮城大会の報告を中
心に、来年 1 月頃の発行を予定しています。次回もお楽しみに！（くり）

活動報告
ACTIVITY 08.08－08.09

今号では、8 月下旬〜9 月上旬に開催された東北各地
のイベントや交流会活動への参加レポートを中心に、
少しだけ夏の余韻をお届けします。

第 33 回 わらじで歩こう七ヶ宿

―写真レポート・番外編―

10 月のイベント速報!!
前号で告知した 10/12（日）の
お月見の写真が届きました。
一足先に少しご紹介します！

H20 年 8 月 24 日（日）……………宮城県七ヶ宿町

「雨にも負けず風にも負けず」の宣誓で元気に開催!!

朝，仙台を 7 時頃出発し，現地(七ケ宿
町役場)に着いたのは 8 時頃。9 時半の
開会式では「雨にも負けず風にも負け
ず」と宣誓。七ヶ宿太鼓の響きをあとに，
約 11km の踏破を目指し会場を出発し
た。雨にも拘らず 600 人弱の参加者が
峠田宿を出て国道１１３号や脇道を歩
く。～中略～およそ２時間 40 分の街道
歩き。快い疲労だ。そこで 11km 踏破
の修了証と昼食のおにぎりをいただく。

今回は雨のため 11ｋｍ区間を，わ
らじを履いての歩きが出来なかっ
たものの，昔を感じつつ，最後まで
イベントを楽しむことが出来まし
た。毎年，企画を実行する地元の皆
様や関係者には，本当に感謝申し上
げます。有り難うございました。

今年の月
は格別だ
ったそう
です!!

【写真上】雨の中、スタートを待つ参加者
【写真下】七ヶ宿らしい石畳を歩く

写真提供
おくの細道松島海道・京野さん

（レポート担当：岸）

羽州街道交流会・秋田県美郷大会

H20 年 9 月 6 日（土）～7 日（日）…秋田県美郷町

450 年前と変わらない清水の町、美郷町六郷で開催!!

清水の郷として有名な秋田県美郷町六
郷地区で、羽州街道交流会の第４回交流
会が開催されました。街道探訪会、基調
講演、フォーラム、街道談義、清水めぐ
りと、2 日間に渡って開催されました。
初日は、9 月にしては暑いくらいの快晴
に恵まれてのスタートです。バスの中か
ら羽州街道を見学し、宿場町（現在の六
郷地区内）を実際に歩きました。その後
は「照楽寺」の境内を会場にした交流会
（基調講演・フォーラム）が開催されま
した。その後は、場所を「湧水市場・湧
太郎」に移して、おなじみの街道談義で
夜が更けていきました。翌日は、あいに

（レポート担当：日下、佐藤）

くの雨となりましたが、羽州街道の裏
手などにひっそり湧き出る清水をめ
ぐり、同時開催されていたお茶会にも
参加しました。また、今回是非お勧め
したいのは、美郷町で現在売り出し中
の B 級グルメ「たぬ中」！たぬきう
どんのつゆに中華麺を入れたもので
すが、たぬきが上手く味を含んで良い
お味です。美郷にお越しの際は是非お
試しあれ！
【写真左】 噂のたぬ中
【写真中上】六郷宿の街並
【写真中中】探訪会の様子
【写真中下】交流会の様子
【写真右】 藤清水

H20 年 9 月 27 日（土）…宮城県大衡村

ミニ講演会・会員勉強会―定期開催中―

大衡村奥州街道・現地説明会

奥州街道の今の姿を未来に伝える
ニ講演会や会員向け勉強会
を定期開催しています。
現地説明会を開催!!
第 1 回は『大衡村の旧奥州
街道』～消滅する街道の映
像保存を目指して～と題し
て 8 月 30 日（土）にミニ
講演会を開催しました。講
師に高倉会長を迎えて、会
員及び一般の方も含めて
29 名の参加を頂きました。

高倉会長のミニ講演会の約 1 ヶ月後、実際

みやぎ街道交流会では、ミ

奥州街道の今の姿を未来に伝える現地説明会を開催!!
に大衡村での発掘調査の地元説明会が開催さ
れました。この発掘調査は「仙台北部中核工
業団地」の造成に伴うもので、調査は 9 月初
旬から進められてきました。現地説明会では、
北側半分が掘削された一里塚などを間近に見
学しながら、その状況の説明を受けました。
（レポート担当：山屋）

【写真】掘削された一里塚の前での説明の様子

秋の街道写真コーナー

第 2 回は 10 月 22 日（水）、講師に太宰幸子
氏をお迎えして、地名にまつわる勉強会「地名
学の夕べ」を開催いたしました。今後もこのよ
うな催しを定期的に開催していきますので、興
味のある方は、是非お気軽にご参加ください！

「街道の空に色づく銀杏」

昨年の栗原大会の時に撮影され
た善光寺での 1 枚です。スッキ
リと晴れた青空に銀杏のコント
ラストがとても美しい 1 枚です。
これからの季節の街道では、こう
いった空や遠くの山々も魅力の
1 つですね。

崩壊地名
というものを
ご存知ですか？

宮城県栗原市・善光寺 H19.11.18
みやぎ街道交流会・佐藤恭子さん撮影

（
「地名学の夕べ」より）

10/25 18:00～20:00

10/24～25 第八回交流会・下郷・松川街道

宮城・栗原の恵みを味わう会
自然のﾚｯｽﾝ～地酒と食のおいしい出会い～

ふくしまけん街道交流会事務局（渋谷）
tel 024-582-2315 fax 024-582-6443

自然のレッスン実行委員会事務局
TEL022-257-2981
（
（株）NRE 仙台調理センター担当/高橋）

10/25 鉄のみちウォーキング
ＮＰＯ法人奥州街道会議
tel 019－653-6242 ／fax 019－654-5354
みやぎ街道交流会ニュース第 8 号

イベント

告 知

Ivent schedule 08.10
イベントの詳細は、各
開催事務局もしくは、
みやぎ街道交流会へ
お問合せください。

