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■6/25(土)YSP スペシャルライブが開催されました！
6 月 25 日（土）に、NSP デビュー50 周年を記
念した YSP スペシャルライブがベリーノホテル一関で
開催されました！
ライブ開催発表からライブ当日まで日にちの短い中、
多くの方にチケットをご購入いただき、また、地元の
方のみならず遠方の方にも多くお越しいただきました。
本当にありがとうございました。
ライブオリジナルグッズの T シャツはライブが始まる前
に完売し、開演前からすごい熱気でした！
ライブが始まると、一ノ関駅新幹線の発車メロディーにもなっている NSP の代表曲「夕暮れ時はさびしそう」をはじめ、懐か
しの曲をアンコールを含め全 17 曲披露し、会場を懐かしさと感動で包みました。
曲と曲の間では、平賀さん、ゆりえさんの仲が良く笑いの絶えない楽しい MC で大盛り上がり！
一関市企画の YSP のサインが入ったポスターや缶バッチ、広報誌の当たるサプライズ抽選会も大盛り上がりでした！
平賀さん、ゆりえさん素敵なライブを本当にありがとうございました！
そしてお越しいただいた NSP ファンの皆様、本当にありがとうございました！
ぜひまた一関市へ遊びに来てください！

■6/29(水)第 4 回 DMO 事業報告会を開催しました！
6 月 29 日（水）に 2021 年度の活動報告の場
でもある、第 4 回 DMO 事業報告会を古戦場にて
開催しました。
お忙しい中、オンラインも含め 60 名以上の方にご
参加いただき、2021 年度に取り組んだ事業の成
果を各担当者からご報告させていただきました。
お越しいただいた皆様、誠にありがとうございました。
アンケートにご記入いただきましたご意見や感想も
今後の活動に生かしていきたいと思います。
今後も平泉・一関のお力になれるよう益々精進して参りますので、今後とも世界遺産平泉・一関 DMO の活動にご理
解・ご協力をよろしくお願い致します！

■6/8(水)ふるさと納税返礼品協力事業者研修会を開催しました！
2022 年 6 月 8 日（水）に、一関市の魅力や地元特産品
の PR、地場産業の振興等を図るため、一関市ふるさと応援
寄附返礼品協力事業者研修会を開催しました！
川崎市民センターで開催し、66 名の方にご参加いただきまし
た。
今回の研修会では、ふるさとチョイスアワード 2020 で「チョイス
自治体職員大賞」を受賞した、福井県坂井市役所の小玉
悠太郎さんをお招きし、「事業者が学ぶふるさと納税」について
お話しいただきました。
また、一関市交流推進課より実績報告や、フロムゼロさんのパネルディスカッション、新鮮館おおまちさんより事業者取組
事例発表、当 DMO からは一関市のファン拡大と新規返礼品募集についてお話させていただきました。
お忙しい中、多くの事業者様にご参加いただきありがとうございました。
今後も事業者様のお力になれるよう尽力して参りますので、一関市ふるさと納税にご協力をよろしくお願い致します！
ふるさとチョイス：https://www.furusato-tax.jp/city/product/03209
楽天ふるさと納税：https://www.rakuten.co.jp/f032093-ichinoseki/
【お問い合わせ先】
一般社団法人世界遺産平泉・一関 DMO ふるさと納税担当
TEL：0191-345-348 FAX：0191-345-346

■【6/24(金)～開始】平泉まちはくキャンペーン

第 4 弾が始まりました！

新型コロナウイルス感染症の影響で落ち込んだ宿泊観光需要の回
復と地域経済の活性化を図るため、大好評の“まちはくキャンペーン
第 4 弾”が開始しました！
平泉町内の宿泊施設をお一人様 1 泊宿泊プラン料金から 3,000
円を割引します。
期間は 2022 年 6 月 24 日（金）から 2022 年 11 月 30 日
（水）（12 月 1 日チェックアウト）までで、利用者の居住地は問
いません。
予算の上限に達した場合は終了となりますので、お早めにご利用く
ださい！！
詳しくはこちらをご覧ください。
https://www.town.hiraizumi.iwate.jp/index.cfm/24,9297,120,241,html
宿泊対象施設はすべてヒライズミーツ加盟店です。
こちらもぜひご覧ください。
https://hiraizu-meets.com/

■【8/17(水)】収穫体験付！骨寺村荘園

朝採れ野菜のスペシャルモーニング！
日本中の見慣れた美しい農村の風景が失われてゆく中、奥州
藤原氏ゆかりの荘園遺跡である骨寺村は、伝統的な農村の景
観が維持されているかけがえのない貴重な遺跡です。
この中世から変わらない景色を眺めながら、地元産の食材と採
れたて野菜の朝食をお楽しみいただける、「収穫体験付 骨寺
村荘園遺跡 朝採れ野菜のスペシャルモーニング」を 7 月 5 日よ
り販売開始しました。
現在は地域産直オンラインショップ Local いち BA または電話受

付のみとなっておりますが、今後近隣宿泊施設で宿泊プランとのセット販売も計画しております。
県外からのお客様はもちろん、地元の方にも利用していただきたいと思っておりますので、ご興味のある方はぜひお申し込
みください！
＜日時・集合場所＞
2022 年 8 月 17 日（水）7：50 集合
骨寺村荘園交流館若神子亭駐車場 〒021-0101 岩手県一関市厳美町若神子 241-2
＜参加代金＞
お一人様 1,800 円（税込）（おとな・こども同額）※3 歳以下無料（食事・収穫体験は付きません）
＜お申し込み方法＞
・WEB 予約 （クレジット決済のみ）
地域産直オンラインショップ Local いち BA：https://localichiba.jp/?pid=169209353

・電話予約 （銀行振込のみ）
(一社)世界遺産平泉・一関 DMO TEL：0191-345-345
詳しくはこちらをご覧ください。 http://hiraizumi-dmo.jp/topics/news/2022070701/

■【観光調査】一関・平泉観光アンケートにご協力をお願い致します！
一関市・平泉町の観光地や宿泊施設、観光施設等に観光アンケートの QR コードを設
置させていただいております。
アンケートにお答えいただいた中から抽選で 20 名様に、一関・平泉の特産品をプレゼン
トします！
さらに、一関市観光案内所または平泉駅前観光案内所で、アンケートの回答画面を
見せるとちょっぴりプレゼントがもらえます！
アンケートの結果を元に、お越しになる皆様の満足度向上に努めて参りますので、皆様
のご協力をよろしくお願い致します！
回答期限：2022 年 10 月 31 日（月）まで
アンケート： https://docs.google.com/forms/
★一関・平泉特産品プレゼント★
一関温泉郷 ペア宿泊券（1 名様）/平泉ホテル 武蔵坊 ペア宿泊券（1 名様）/からフェス初代王者室根からあげ
1.5 ㎏（3 名様）/一関温泉郷 湯めぐり券（5 名様）/東山和紙絵葉書セット（10 名様）

■【Local いち BA】対象商品の送料 1,000 円引きキャンペーンを実施しています！
一関市では、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた
市内産農産物及び、市内産農産物を使った加工品の消
費の促進と事業者の連携により消費者ニーズに対応した
新たなビジネスの創出を図るため、送料を負担して市内
外に発送する場合の送料の一部の送料補助を行ってい
ます。
このキャンペーン中、地域産直オンラインショップ Local い
ち BA でも対象商品の送料を 1,000 円お値引きしま
す！
ぜひこの機会にお買い求めください！
キャンペーン期間：2022 年 4 月 29 日（金）～2023 年 1 月 31 日（火）まで
対象商品はこちらからご確認ください。
https://localichiba.jp/?mode=f58

■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！
【夏のひんやり特集】
今年は平泉・一関の“ひんやり”商品で暑い夏を乗り越えましょう♪

https://localichiba.jp/?mode=f63
【お中元特集 お世話になっている方へ、大切な方へ、自分買いにも！】
日頃からお世話になっている方や大切な方へ、また、最近ではこの時期に自分へのご褒美に“自分買い”する方も多いそうです。

https://localichiba.jp/?tid=2&mode=f61
【NSP 祭り～50 周年だヨ♪一関集合～！！YSP スペシャルライブレポート！！】
6 月 25 日（土）にベリーノホテル一関で YSP スペシャルライブが開催されました！

https://localichiba.jp/?tid=2&mode=f62
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