1

からご挨拶
みなさんこんにちは。
いよいよ、平成最後の年、また新元号最初の年が始まりました。
年末のテレビなどでは平成の 30 年間を振り返る番組も多く、それはそ
れで感慨深いものではあったのですが、後ろばかり振り返っていても明日
は来ないので、これからの新しい未来が平穏・平安で、明るく楽しい時代
になってほしいとの期待と願いを込めて、この最初の年を送っていきたい
と思います。
期待といえば、先日参加した新年賀詞交換会では、主催者や来賓の方が
こぞって G20 サミット、2024 年の IR、2025 年の万博を話題にして
おられました。
いかに関西経済界にとっての期待が大きいかを物語る一幕でしたが、ま
ずは社会資本整備が進められていくので、これから大阪の姿かたちがどん
どん変わっていくのを楽しみにしておき、その先にいよいよ万博の中身が
姿を見せ始めたとき、それが私たちにどんな夢を見せてくれるのか、そち
らのほうを、より大きな楽しみにしていきたいですね。
さて、ところ変わって三重県では、今年も長島温泉や鈴鹿サーキットで
のカウントダウンイベントや、伊勢神宮での参拝客のにぎわいなど、毎年
恒例の年越し風景があちこちで見られました。
2 月には、松阪市の武四郎まつりや尾鷲市のヤーヤ祭り、早春の季節に
ふさわしい、観梅の名所やいちご狩り情報など、今月号のメルマガも見逃
せない情報満載です。ぜひご覧ください。

目次
１

県内

おすすめ情報

〇「伊賀ぶらり博覧会

いがぶら」開催（伊賀市）

〇「桑名ほんぱく」開催（桑名市）
〇「第 6 回

南伊勢町フィッシングフェスティバル」開催（南伊勢町）

三重の観光・物産イベント開催！（大阪）
〇「三重の酒を楽しむ会」開催（津市）

１

〇伊勢 おすすめ情報
安土桃山城下街「スカイダイビング」スタート（伊勢市）
県内

２

三重県 イベント情報 in 関西

「焼き牡蠣ふるまい」開催！（鳥羽市）
〇「三重県菰野町

湯の山温泉開湯 1300 年

観光展」開催中（大阪）

「第 24 回武四郎まつり」開催！（松阪市）
〇お国自慢大会！「日本列島心のふるさと観光展」開催（大阪）
「鈴鹿の森庭園 しだれ梅まつり」開催！（鈴鹿市）
〇「熊野古道セミナーin 大阪」開催（大阪）
「尾鷲ヤーヤ祭り」開催！（尾鷲市）
３

三重県

グルメ情報

青蓮寺湖観光村で「いちご食べ放題」開催！（伊賀市）
〇三重の応援店舗紹介（VOL.6）

２

〇ご当地グルメ紹介「津ぎょうざ」
三重県
イベント情報 in （津市）
関西
〇「みえ食旅パスポート」紹介

お国自慢大会！「日本列島心のふるさと観光展」開催！（大阪）

４

３

県人会・高校同窓会

活動情報

〇甲子園激励（県人会）
三重県
グルメ情報
○鴨川納涼 2018 出展（県人会）

三重の応援店舗紹介（VOL.11）

５

三重県ＮＥＷＳ

ご当地グルメ紹介「おわせ棒」（尾鷲市）
〇「度会県」がバーチャル上で復活
「みえ食旅パスポート」第 6 弾賞品バージョンアップ！（三重県）

４

県人会・高校同窓会
平成 30 年度

５

活動情報

県人会・高校同窓会

総会開催予定

三重県ＮＥＷＳ
平成 30 年度「三重グッドデザイン（工芸品等）」が決定しました！

三重の観光・物産イベント開催！（大阪）
2 月～3 月にかけて、大阪梅田のディアモール大阪「ディーズ
スクエア」で、三重の観光・物産イベントを開催します。
第 1 弾の 2 月 1 日（金）は、明和町＆多気町が地元の特産品
の販売や観光 PR を実施します！
第 2 弾の 2 月 7 日（木）は、伊勢志摩観光コンベンション機
構による、稲垣吾郎氏主演の映画「半世界」のロケ地となった
南伊勢町の紹介などの観光 PR や、尾鷲観光物産協会による物販
などを実施します！
3 月には第 3 弾以降も開催予定です。
詳細情報については、関西事務所 SNS やメールマガジンでお知らせしますのでお楽し
みに♪
●日時： 2 月 1 日（金）
、7 日（木）10:00～17:00
●場所：ディアモール大阪「ディーズスクエア」
（https://www.oud.co.jp/ds/index.php）

三重県 おすすめ情報
「焼き牡蠣ふるまい」開催！（鳥羽市）
旬の味覚をオトクに楽しむチャンス！
2 月毎週日曜日、先着 100 名様にプリップリッの
鳥羽産焼き牡蠣がふるまわれます。
伊勢志摩への旅の際は、お立ち寄りください。
●日時：2 月毎週日曜日（3 日、10 日、17 日、24 日) 10:30～無くなり次第終了
●会場：鳥羽 1 番街（鳥羽市鳥羽 1 丁目 2383 番地 13）
●問い合わせ先：0599-26-3331（鳥羽一番街協同組合）
https://www.kankomie.or.jp/event/detail_38538.html

「第 24 回武四郎まつり」開催！（松阪市）
松阪市出身で、北海道の名付け親として知られる幕末の探検家・松浦武四郎。
その功績やアイヌ民族の文化を伝える祭りが開催されます。
ステージイベントやアイヌ文化体験コーナー、松浦武四郎にちなんだグルメも販売さ
れます。
●日時：2 月 24 日（日）10:30～15:30
●会場：松浦武四郎記念館および誕生地（松阪市小野江町 383）
●問い合わせ先：0598-56-6847（武四郎まつり実行委員会事務局）
https://www.kankomie.or.jp/event/detail_7797.html

「鈴鹿の森庭園

しだれ梅まつり」開催！（鈴鹿市）
くれは

日本最古と言われている呉服しだれ「天の龍」をはじめ、約 200 本もの見事なしだれ
梅の名木がある「鈴鹿の森庭園」で、今年も「しだれ梅まつり」が開催されます。
また、2 月 23 日（土）
（予定）からは、ライトアップも実施予定。
●開催期間：2 月下旬～3 月末
※開花状況は Twitter で随時更新中（https://twitter.com/Suzuka_Akatsuka ）
●開園時間：9:00～16:00（ライトアップ期間は 21:00 まで）
●会場：研究栽培農園 鈴鹿の森庭園（鈴鹿市山本町 151-2）
●問い合わせ先： 059-371-1777（鈴鹿の森庭園）
https://www.kankomie.or.jp/event/detail_36764.html

「尾鷲ヤーヤ祭り」開催！（尾鷲市）
豊漁と豊作を祈願するため、江戸時代から続く“奇祭”が今年も開催されます！
白装束の若者衆が、「チョウサじゃ」のかけ声とともに、激しくぶつかり合う様は、
迫力満点！
また、身を清めるため、厄年の男性達が裸で極寒の海に飛び込む光景は、圧巻です。
●期間：2 月 1 日（金）～5 日（火）
●会場：尾鷲神社 尾鷲市街地内（尾鷲市北浦町 12-5）
●問い合わせ先：0597-23-8261（尾鷲観光物産協会）
https://www.kankomie.or.jp/event/detail_35110.html

青蓮寺湖観光村で「いちご食べ放題」開催！（伊賀市）
高級ベッド式溶液栽培の甘くて美味しいいちごが食べ放題！
豊かな緑に囲まれた青蓮寺湖。そのほとりにある青蓮寺湖観光村では、食べ放題のい
ちご狩りを楽しむことができます。
高設式養液栽培で育てられた清潔ないちごは、甘みも多く地元でも人気です。
●期間：5 月 31 日（金）9:30～16:00
●会場：青蓮寺湖観光村（名張市青蓮寺 976）
●問い合わせ先：0595-63-9087（名張市観光協会）
http://www.s-budou.jp/strawberry/index.html

いちご狩りスポット
https://www.kankomie.or.jp/season/detail_67.html

鳥羽市浦村 美味しい牡蠣食べ放題のお店（小屋）
https://www.kankomie.or.jp/season/detail_110.html

恋のパワースポット
https://www.kankomie.or.jp/season/detail_132.html

福を呼ぶ神社・お寺
https://www.kankomie.or.jp/season/detail_50.html

おすすめ温泉
https://www.kankomie.or.jp/season/detail_47.html?utm_source=top&utm_campaign=top-onsen
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お国自慢大会！「日本列島心のふるさと観光展」開催！（大阪）
JR 東西線北新地駅東出口東地下広場で、毎月開催されている観光展。
今回の三重県コーナーは、

「三重ブランド」＆「ひな祭り」特集！
三重が誇る伝統工芸品や、県内各地で行われる、
ひな祭りイベントをご紹介します。
パンフレットについては無料で配布しております
ので、是非お持ち帰りください。
●期間：2 月 12 日（火）～2 月 25 日（月）
●場所：JR 東西線

北新地駅 東出口東地下広場

（大阪市北区梅田 1-1-7 地下 2 階

みちまちスクエア B コーナー）

三重県 グルメ情報

三重の応援店舗ご紹介

～関西で三重を味わおう！～（Vol.11）

関西圏で三重の「食」が味わえる、
「三重の応援店舗」をご紹介します。
第 11 弾は、
「楽食酒家 epice」と「モクモク直営農場レストランお日さまのえがお」
の 2 店舗をご紹介します。

楽食酒家 epice
伊勢から仕入れた名物伊勢うどんが食べられます。
無国籍季節料理のレストランバーです。
●住所：大阪市 北区天神橋 3−9−18
●営業時間：17:00〜3:00
●定休日：日曜日
●電話番号：06-6353-3177
https://www.facebook.com/epiceosaka/

モクモク直営農場レストランお日さまのえがお
三重県伊賀市にある「モクモク」の製品が味わえます。
●住所：大阪市阿倍野区阿倍野筋 1-1-43 あべのハルカス近鉄本店 タワー館 13F
●営業時間：ランチ（平日）11：00～16：00
（土日祝）10：30～16：30
ディナー17：00～23：00
●定休日：不定休（施設定休日に準ずる）
●電話番号： 06-6627-0909
http://www.moku-moku.com/tyokueinew/abeno.html

ご当地グルメ紹介

尾鷲市のご当地グルメ「

」

尾鷲まちの駅 8 店で、
「おわせ棒」食べ歩き企画が開催中！
尾鷲産のブリや沖ギス、サザエなど、漁師町尾鷲市ならで
はのものや、地元で人気のお店の人気商品が、食べ歩きしや
すい「棒」になって販売されています。
本企画は 3 月 31 日（日）までの期間、土日に開催されて
います。
「おわせ棒」片手に、尾鷲のまちを食べ歩きして見ません
か？

「おわせ棒」実施店舗はこちら
https://www.kankomie.or.jp/lsc/upfile/event/84/86/38486_1_file.pdf?1498461209

「みえ食旅パスポート」第 6 弾賞品バージョンアップ！（三重県）
県内約 700 軒の「みえ旅おもてなし施設」で割引やプレゼントなどのサービスが受け
られる、「みえ食旅パスポート」
案内所でもらえるスタンプを集めて応募するプレゼント企画
第 6 弾の賞品がバージョンアップしました！
ステイ賞では、
「10 万円分の三重旅行」が新たに登場！
おとどけ賞、お楽しみ賞、W チャンス賞の数が 2 倍になってい
ます♪
三重県をおトクに周遊して、豪華プレゼントにご応募くださ
い！
関西事務所でも発給、応募受付を行っていますので、皆さま
のお越しをお待ちしています。
●パスポート有効期限：2019 年 1 年 3 月 31 日（日）まで
●プレゼント応募期間：2019 年 3 月 31 日（日）まで

※みえ旅案内所投函

（郵送の場合は、2019 年 4 月 7 日（日）当日消印有効）
●問い合わせ先：059-224-5900（
「みえ食旅パスポート」事務局 三重県観光連盟内）
https://www.kankomie.or.jp/miesyokutabi/index.html
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平成 31 年 2 月 3 日（日）

三重県ＮＥＷＳ

県の取組をご紹介します

平成 30 年度「三重グッドデザイン（工芸品等）」が決定しました！
三重県では、県の伝統産業・地場産業や地域資源を活用した商品の中から、伝統的な
技術または技法を用いて製造された、機能性、デザイン性に優れた革新的な商品を「三
重グッドデザイン（工芸品等）
」として選定しています。
平成 30 年度「三重グッドデザイン（工芸品等）」に 7 事業者が決定しました！
三重県総合博物館（MieMu）では、2 月 17 日（日）まで、これまでの三重グッドデザ
イン（工芸品等）選定商品を一堂に展示する、「三重グッドデザイン（工芸品等）展」
を開催しています。
http://www.pref.mie.lg.jp/TOPICS/m0031100200.htm
●問い合わせ先：059-224-2336（雇用経済部三重県営業本部担当課）

発行：三重県関西事務所 営業推進課（担当
Tel 06-6347-1932

藤本）

Fax 06-6347-1935

E-Mail: mkansai@pref.mie.jp
Facebook: https://www.facebook.com/mie.kansai/
【シェア】、【フォロー】、【いいね！】
〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田１丁目１１－４
大阪駅前第４ビル８F

