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（配信⽇︓平成27年11⽉4⽇）
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関⼭街道フォーラム協議会

関係各位

お世話になっております。

紅葉前線も⾜早過ぎ去り、雪の便りもちらほら

皆さま健康にはご留意ください。

各地で、様々な知的好奇⼼を刺激するイベントが開催されています。

天気も安定し晴れ間も続いておりますので、よろしければお出かけ下さい

「⼟の道部会」ではボランティア養成講座（実技編）愛⼦〜⽩沢間探訪を企画しました。

「鉄の道部会」の作並駅転⾞台の⾒学会も11⽉5⽇に迫っております。

また、昨年「関⼭街道フォーラム協議会」が中⼼となって当地域で開催しました、「とうほく街道会

議」の交流会。

今年は⻘森市で開催します。

遠いですが、参加⼈数によってはカーシェアーも可能ですので、事務局に問い合わせください。

---------------------------------------------------------------------------
-----------

【本⽇のお知らせ】

◇11/5(⽊) 作並駅転⾞台を⾒学しましょう︕ 【鉄の道部会】 再掲

◇11/7(⼟） みんみんpresents まち・むすび助成⾦ ■第2回交流会

◇11/19(⽊) 愛⼦〜⽩沢 関⼭街道の中道を辿る【⼟の道部会】ガイドボンティア養成講座

◆11/20(⾦）-21(⼟）とうほく街道会議第11回交流会 ⻘森⼤会

☆11/21(⼟） 講座︓地域の歴史を学ぶ◎岩出⼭Ⅳ 岩出⼭城の謎にせまる︕

☆11/22(⽇） 平成27年度⽂化庁 ⽂化遺産を活かした地域活性化事業

⼤阪の陣と真⽥家

◇11/27(⾦） 第９回宮城･⼭形未創造フォーラム テーマ「観光地の活性化と広域観光」

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

◆11/5(⽊) 作並駅転⾞台を⾒学しましょう︕ 【再掲】

---------------------------------------------------------------------------
-----------

■⽇ 時 ︓ 平成27年11⽉5⽇（⽊）11︓00〜12︓30
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■場 所 ︓ 作並駅構内 【転⾞台】⾒学スペース

●集合場所︓ 作並駅前

●集合時間︓ 作並駅前 11︓00

※駐⾞場はありませんのでＪＲ等公共交通機関をご利⽤ください。

※詳細は別添チラシを参照ください。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

◇11/7(⼟） みんみんpresents まち・むすび助成⾦

■第2回交流会

---------------------------------------------------------------------------
-----------

せんだい・みやぎNPOセンターより下記の連絡がありました。

交流会への参加を希望される団体、このメール宛お知らせ下さい。

■■■―――――――――――――――――――――――――――――■■■

みんみんpresents まち・むすび助成⾦ 事務連絡

■■■―――――――――――――――――――――――――――――■■■

「第2回交流会」を開催致します。

今回の「ミニ講座」は「助成⾦申請書を作成する際に、最低限押さえておきたいポイント」です。

次年度以降の事業計画策定に是⾮お役⽴て下さい。

また、皆様の活動状況や、今後の事業予定などを話し合う機会も設けます。

ざっくばらんに意⾒交換を⾏いましょう。

参加は任意となっておりますので、協働団体の⽅や、関⼼をお持ちの⽅がいらっしゃいましたら、

是⾮お誘い合わせの上、ご参加頂ければと思います。皆様のご参加をお待ち申し上げます。

■⽇ 時︓ 2015年11⽉7⽇（⼟） 13:30〜16:00

■場 所︓ ⼤町事務局 会議室

■内 容︓

・ミニ講座 「助成⾦申請書の書き⽅のポイント（仮）」

講師 准認定ファンドレイザー 鈴⽊ 美紀さん

（せんだい・みやぎNPOセンター職員）

・質疑応答

・現在募集している助成⾦等に関する説明

・皆様からの活動報告

※1団体 3〜5分程度を予定しております

・事務局からの連絡事項

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

◇11/19(⽊)ガイドボランティア養成講座

探訪会 愛⼦〜⽩沢 関⼭街道の中道を辿る

------------------------------------------------------------

ガイドボランティア養成講座の実技編として

愛⼦〜⽩沢間 関⼭街道の中道を辿るコースを史跡を訪ねながらゆっくり歩きます。

お気軽に各グループから多くの皆様のご参加をお待ちしております。

■⽇ 時 ︓ 平成27年11⽉19⽇(⽊）9:30〜14︓10

■集合場所︓ 広瀬市⺠センター集合

■申込み

･問い合わせ先 ︓ １１⽉１５⽇（⽇）まで

⽒名、年齢、住所、ＴＥＬを電話にて下記あて申込みください。

【担当】関⼭街道フォーラム協議会

⼟の道部会 事務⻑ 鈴⽊ 博美
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TEL３９２－４３７５

部会⻑ 秋⼭ 榮作

TEL３９２－６１７６

※詳細は別添チラシを参照ください。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

◆11/20(⾦）-21(⼟） とうほく街道会議第11回交流会 ⻘森⼤会

---------------------------------------------------------------------------
-

H28年3⽉の北海道新幹線の開業に向けて、「松前街道」をテーマに、

⾃然・歴史・⽂化など東北の貴重な地域資源の保存・活⽤の現状や課題等について学び、

観光や地域づくり・まちづくりの活動の⼀助とするものです。

■⽇ 時︓ 平成27年11⽉20⽇（⾦） 13:00〜17:30

21⽇（⼟） 9:00〜15:00 or 10:00〜13:00

■主会場︓ 「ねぶたの家 ワ・ラッセ（JR⻘森駅隣）」（⻘森市安⽅1-1-1）

※新幹線駅の「新⻘森駅」から⻘森駅へシャトル列⾞接続しています。

■内 容︓

（1⽇⽬） 基調講演『津軽からみた松前と松前からみた津軽－江⼾時代の飢饉と亡命－』

〈講師〉 関根 達⼈ ⽒ （弘前⼤学 ⼈⽂学部教授）

第１分科会『海道（湊）からまちづくりを考える』

第２分科会『海峡を挟んだモノ・ヒトの流れ』

街道パネル展

街道談義（交流会）

（2⽇⽬） 街道探訪会 A︓松前街道コース、B︓奥州街道コース

※参加費等詳細は添付のチラシ参照

※詳細は別添チラシを参照ください。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

☆11/21(⼟）講座︓地域の歴史を学ぶ◎岩出⼭Ⅳ 岩出⼭城の謎にせまる︕

---------------------------------------------------------------------------
-

■⽇ 時︓ 平成27年11⽉21⽇（⼟） 13:00〜15︓30

■会場 ︓ ⼤崎市岩出⼭⽂化会館（スコーレハウス）⼤ホール

（〒989-6411⼤崎市岩出⼭字船場21番地）

⼊場無料/事前申込不要 ※当⽇直接会場へお越し下さい。

■内 容︓

講演①︓佐藤 信⾏（⽇本考古学協会会員）

「伊達政宗居城前後の岩出⼭城を探る－最近の縄張り調査から－」

講演②︓菊地 優⼦(岩出⼭古⽂書を読む会 会⻑）

「岩出⼭の城と町の歴史」

■主 催︓東北⼤学東北アジア研究センター上廣歴史資料学研究部⾨

※詳細は別添チラシを参照ください。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

☆11/22(⽇）平成27年度⽂化庁 ⽂化遺産を活かした地域活性化事業

⼤阪の陣と真⽥家
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---------------------------------------------------------------------------
-

■⽇ 時︓ 平成27年11⽉22⽇（⽇） 13:15〜16:00（開場12︓45）

■会場 ︓ ⽩⽯市中央公⺠館 ⼤ホール

（⽩⽯市字寺屋敷前25-6）

■定員 ︓ 400名 （⼊場無料・事前申込不要）

■内 容︓

・「真⽥家の系統について」 ⻑野市⽴博物館 学芸員 原⽥和彦⽒

・「真⽥信繁(幸村）と⼤阪の陣」 ⼤阪城天守閣 館⻑ 北川 央⽒

■問い合わせ︓⽩⽯市教育委員会障害学習課⽂化財課係 TEL（0224）22-1343

※詳細は別添チラシを参照ください。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

━━━━━━━━━━━━━━━━━━

◇11/27(⾦） 第９回宮城･⼭形未来創造フォーラム

テーマ「観光地の活性化と広域観光」

---------------------------------------------------------------------------
---------------------

当協議会のオブザーバー、宮城県震災復興政策課より、宮城･⼭形未来創造フォーラム開催のチラシ送

付がありました。

宮城･⼭形を始めとした東北の観光関係者間の情報共有や交流を促進し、両県の連携推進や東北全体の

慣⾏産業の

振興、観光地の活性化を⽬指すものです。

皆さま、よろしければ是⾮ご聴講ください。

■⽇ 時︓ 平成27年11⽉27⽇(⾦）14:00〜16:00

■場 所︓ 仙台国際ホテル4階広瀬

（仙台市⻘葉区中央4-6-1）

■プログラム

【基調講演】

「東北地域の観光活性化について」

東北観光推進機構 専務理事 推進本部⻑ 紺野純⼀⽒

【実践事例発表】

・蔵王連峰とともに歩む宮城・⼭形の観光回復・振興の取組

宮城県蔵王町観光物産協会 会⻑ ⾨脇次男⽒

（宮城蔵王観光㈱代表取締役社⻑）

⼭形県蔵王温泉観光協会 蔵王宣伝委員⻑ 岡崎明⽒

（㈱⾼⾒屋旅館 ﾀｶﾐﾔｸﾞﾙｰﾌﾟ ﾎﾃﾙ樹林 常務取締役）

■募集期間︓平成27年11⽉19⽇(⽊）まで

■⼊場無料、定員150名、先着順

※詳細は別添チラシを参照ください。

□□□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

□□ 以上、よろしくお願いいたします。

□

☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆
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＜メルマガ事務局（広報・編集部会）からのお知らせとお願い＞

・本メールマガジンへのご意⾒、情報提供等や

・本メールの配信先の追加・変更、配信停⽌を希望の⽅は

お⼿数ですが、メルマガ事務局 （⼜は広瀬市⺠センター℡022-392-8405）

までご連絡をいただきますようお願いいたします。

☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆

【関連情報等】

◇ＨＰ︓ http://sekiyamaforum.web.fc2.com/

◇みやぎ・やまがた連携ネットワークFacebook︓https://www.facebook.com/miyayama.net

添付ファイル 6件

H271120⻘森⼤会チラシ.pdf

378K

20151105転⾞台⾒学チラシ.pdf

152K

★20151119関⼭街道の中道を辿るチラシ.pdf

156K

20151127みやぎやまがた未来創造フォーラム.pdf

139K

20151122⼤阪の陣と真⽥家.pdf

127K

20151121岩出⼭城の謎をさぐる.pdf

123K

JU
ST PDF Tria

l


