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■厳美渓プロジェクションマッピング～厳美に灯る奥の光～
厳美渓(一関市厳美町滝ノ上地内)にて、プロジェク
ションマッピングと光のアート「厳美に灯る奥の光」を開
催することになりました！
厳美渓は年間 100 万人もの観光客が訪れる一関
市随一の観光地です。春の桜、夏の新緑、秋の紅
葉、そして冬の水墨画のような風景を見られるのは、
先人たちが築いてきたことや、地域の方々が大切に
保全活動の積み重ねがあったからほかなりません。一
関市の大切な資産としてこれからも一緒に保全、活
用していくための第一歩としてプロジェクションマッピング
とライトアップを企画しました。ぜひ厳美渓のすばらしさを体験してください！
開催日時：10/30(土)、31(日)、11/6(土)、7(日) 4 日間 17：00～20：00 ※雨天中止
① 17:00～ ②17:20～ ③17:40～
④ 18:00～ ⑤18:20～ ⑥18:40～ ⑦19:00～
体験時間：30 分～1 時間程度
予約方法：新型コロナウイルス感染症予防のため、完全予約制となります。
WEB 専用予約サイトまたは一ノ関駅前一 BA(いちば)にてご来店ください。
※電話予約は承っておりません。
価格 ：無料
アクセス：一ノ関駅前西口より無料シャトルバス運行(1 日 3 往復)
※お車でお越しの際はサハラガラスパーク駐車場をご利用ください。
※オンデマンド交通 よぶのる一関もご利用ください。
予約サイト：https://peatix.com/event/2904795
詳しくはこちら：https://hiraizumi-dmo.jp/topics/news/20211003/
【お問い合わせ先】
＜(一社)世界遺産平泉・一関 DMO＞ 担当：立尾、高木
〒021-0881 一関市大町 4-29 なのはなプラザ 2 階
TEL：0191-345-345 FAX：0191-345-346
＜一ノ関駅前一 BA(いちば)＞
〒021-0882 一関市上大槻街 1-5
TEL：0191-48-3838 定休日：火曜日、年末年始 営業時間：9：30～18：00

■「平泉・一関 DE フォトジェニック旅」を販売開始しました！
一関市と平泉町のフォトジェニックスポットを巡る「平泉・一関
DE フォトジェニック旅」が 10 月 1 日より販売開始しました！
フォトジェニックとは「写真」の Photo と「～に適した」という意味の
「～genic」を掛け合わせた言葉で、フォトジェニック旅というのは
「写真映えする場所を巡る旅」という意味です。
平泉・一関地域のフォトジェニックスポットを楽しみながら回ること
を提案する個人型観光商品となります。ゲーム感覚でフォトジェニ
ックスポットを巡り、地元の人がおすすめする飲食店でお食事をお
楽しみください。
【サービス内容】
受付案内開始：2021 年 10 月 1 日（通年販売しています）
受付場所：一 BA(いちば)(JR 一ノ関駅西口より徒歩約 1 分)
価格：980 円(税込)
持ち物：デジタルカメラ、スマートフォン、タブレット、携帯電話など
写真を撮ることが出来る電子機器
特典①：協力飲食店で特典を受けられるクーポン
特典②：撮影箇所に応じてもらえる特産品やグッズ
詳しくは「平泉・一関 DE フォトジェニック旅」公式ホームページをご覧ください。
https://photohiraichi.com/

■オンデマンド交通「よぶのる一関」が始まります！
2021 年 10 月 1 日(金)からオンデマンド交通「よ
ぶのる一関」が始まりました！
東北デスティネーションキャンペーンに合わせて、観光
地における移動の利便性を高めるべく各地で展開し
ている「TOHOKUMaaS」が 9 月 30 日(木)に終了
し、一関オンデマンド交通の愛称を「よぶのる一関」と
して 2021 年 10 月 1 日(金)から 2022 年 3 月
31 日(木)まで継続することになりました！
「TOHOKUMaaS」は、あらかじめ決められているお好きな乗降場所からお好きな乗降場所までの運行でクレジット決
済または交通系 IC カードのお支払いのみですが、「よぶのる一関」は運行エリア内のお好きな場所からお好きな場所まで、
乗降ポイント以外の場所でも乗り降りが可能に、また交通系 IC カードまたは現金でお支払い頂けます。乗車運賃は 1
人 1 回おとな 500 円、こども 300 円です。
観光客の方にも、地元の方にもお使いいただける、とっても便利なサービスとなっておりますので是非ご利用ください！
詳しくは JR 東日本ニュースリリースをご覧ください。
https://www.jreast.co.jp/press/2021/morioka/20210916_mr01.pdf

■令和 3 年度もちマイスター検定受付開始・もち料理のレシピ募集！
一関もち食推進会議は、一関・平泉地方の「もち食文化」につい
て広く理解を深めていただくとともに、後世への普及・継承を目指す
ため、「もちマイスター検定」を開催します。
日時：令和 3 年 12 月 12 日(日)9:30～15:10 ※通年(2
月)より早く実施いたします。
会場：世嬉の一酒造㈱ 石蔵クラストン(一関市田村町 5-42)
受験資格：20 名(先着申し込み順)
受講料：4,000 円(税込) ※テキスト代、昼食代を含む
申込期限：11 月 30 日(火)までに所定の申込書を提出してください。
申込用紙： http://hiraizumi-dmo.jp/wp/wp-content/uploads/2021/10/pdf
詳しくはこちら：https://hiraizumi-dmo.jp/topics/mochi_town/mochi_meister/2021101101-copy/
また、一関地方には 300 種を超えるもち料理が存在すると伝
えられております。この豊かな「もち食」文化を PR し、地域内
外で広くレシピを活用いただくために、平成 29 年度に「一関も
ち料理データベース」を制作し、現在 216 種アレンジレシピが
掲載されています。このデータベースをさらに拡充するために、
一関地域に残る伝統的もち料理や、家庭に伝わるアイデアも
ち料理のレシピを募集します！応募用紙に記入、またはデータをダウンロードし入力の上でご応募ください。
申込用紙：http://hiraizumi-dmo.jp/wp/wp-content/uploads/2021/10/mochidatebasebosyu.docx
詳しくはこちら：https://hiraizumi-dmo.jp/topics/mochi_town/2021101102/

■いわて旅応援プロジェクト第 2 弾、いちのせき宿泊応援割、平泉まちはくキャンペーン！
2021 年 4 月から始まり、8 月に停止となり、終了したいわて旅
応援プロジェクトですが、2021 年 10 月 1 日から第 2 弾が開始
することになりました！いわて旅応援プロジェクトとは、岩手県移
住者に限り「宿泊割引」「宿泊旅行割引」または「日帰り旅行割
引」と、岩手県内の登録店舗で使える 2,000 円分のお買物券
「いわて応援クーポン」のサービスが受けられます。
また、7 月 8 日(木)から平泉町で開始した平泉まちはくキャンペーン第 2 弾ですが、9 月 30 日(木)に国の緊急事態
宣言が解除されたことを受けて、10 月 1 日(金)から再び県外の方にもご利用いただけるようになりました。
そして一関市も 10 月 1 日(金)より東北六県にお住いの方を対象にいちのせき宿泊応援割を第 3 弾として再開する
ことになりました！ぜひご利用ください！
詳しくはこちらをご覧ください。
いわて旅応援プロジェクト：https://www.iwate-tabipro.jp/
平泉まちはくキャンペーン：https://www.town.hiraizumi.iwate.jp/index.cfm/25,8399,120,241,html
いちのせき宿泊応援割：https://www.city.ichinoseki.iwate.jp/index.cfm/6,129738,91,6,html

■9/18(土)GoToEat 食事券販売を再開しました！
岩手緊急事態宣言により販売を停止しておりました GoToEat
食事券ですが、岩手緊急事態宣言の解除に伴い、食事券の販
売を再開しました！
5,000 円分の食事券を 1 冊 4,000 円でご購入いただける 25％
のプレミアム付き食事券となっております！販売期間は 11 月 15
日(月)まで、利用期間は 12 月 15 日(水)まで、一ノ関駅前「一
BA(いちば)」にて販売しております。ぜひお買い求めください！
ご利用いただける店舗についてはこちら：https://www.iwate-gotoeat.jp/

■送料 1,000 円 off キャンペーンが延長になりました！
一関市では新型コロナウイルス感染症の影響を受けた商品の消費拡
大を図るため、地域の農畜産物および加工品の送料補助を行っておりま
したが、対象期間が 2022 年 1 月 31 日(月)までに延長になりました！
このキャンペーン中、一ノ関駅前「一 BA(いちば)」、地域産直オンラインシ
ョップ「Local いち BA では対象商品の送料を 1,000 円引きとさせて頂い
ております！お届け先の都道府県は関係なし。お米やお酒、加工品など
数々の商品を取り揃えておりますので是非この機会にお買い求めください！

【お問い合わせ先】
一 BA（いちば）

Local いち BA：https://localichiba.jp/

〒021-0882 一関市上大槻街 1-5
TEL：0191-48-3838
営業時間：9:30~18:00 定休日：火曜日

■Local いち BA のオススメ記事をご紹介！
地域産直オンラインショップ Local いち BA では、特集やブログにて商品や事業所様をご紹介させていただいております！
是非ご覧ください！
【10 月は食品ロス削減月間です】 10/30 食品ロス削減の日。食べられるのに捨てられてしまう食品を減らしましょう！
https://localichiba.jp/?tid=2&mode=f8
【ハロウィンパーティー特集！】 家族と、友達と、会社の仲間と、おうちでハロウィンパーティはいかがですか？
https://localichiba.jp/?mode=grp&gid=2654716
【グルテンフリーってなに？】 いまさら聞けない“グルテンフリー”の基礎知識をまとめました。
https://localichiba.jp/?tid=2&mode=f10
【ワンドリップコーヒー 美味しく淹れるコツ】 手軽に本格的な 1 杯が楽しめるコツ、ご紹介いたします。
https://localichiba.jp/?mode=f9
【紅茶の美味しい入れ方 ティーバッグ編】 ティーバッグでも美味しい紅茶が楽しめる方法をご紹介します。
https://localichiba.jp/?tid=2&mode=f11
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