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「岩泉」大特集！
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まげねで

いぐっぺ
!! Iwaizumi Town
大特集！

2016年 8月30日、岩手県沿岸部に上陸し、甚大な被害をもたら
した、台風10号。岩泉町では19名の町民の方々が亡くなり、今 
なお1名の方が行方不明となっています（2017年2月現在）。
被災から2カ月後、岩泉町を訪問したanecco.メンバー・ちっち。 
豊かな水と森に囲まれたその地で出会ったのは、それぞれの 
持ち場で前向きに奮闘している町民の方々でした。

左／瓦礫と氾濫した水を漕ぎながら歩く人 （々岩泉小学校交差点付近 ）。 中／決壊した清水川護
岸、送水パイプ も寸断（第2発電所付近）。 右／10月に完成した仮設住宅

岩泉乳業株式会社
および株式会社岩泉産業開発
代表取締役社長

山下 欽也さん

大ヒット商品を産み出し続ける
源は、水と情熱、
そして郷土への愛

岩泉乳業が抱えていた数億円の累積赤字を、平
成21年に社長就任後わずか7年でゼロにした
立役者。「平成18年操業という若い会社が牛乳
だけでやっていくのは困難。大手との競争に巻
き込まれない、こだわりの加工品を作ろう」と、
「低温長時間発酵」製法とアルミ袋の中で発酵
させる「後発酵」製法を採用した独自のヨーグ
ルトを開発し、自ら全国のホテルに売り込んで
回りました。ホテルのバイキングでたまたま口
にした「岩泉ヨーグルト」を美味しいと思って
くれた各地のお客様がネットで検索し、通販で
購入するように。ドリンクタイプも同様に、全
国の温浴施設を中心に売り込んで販路を切り
開きました。こうして、広告費を一切かけずに
売上を急速に伸ばすことに成功。
台風10号が襲来した際、従業員は全員無事で
したが、工場2棟が全壊、1棟が半壊しました。
「これはもうダメかもしれない」と眠れない日々

が続きましたが、従業員達の今後を思い、あき
らめずに奔走したそう。現在は2016年6月に
販売を開始し、被災後も幸運にも製造継続が可
能だった「龍泉洞の化粧水」をプッシュ中です。
手のひらではとろっ、ほっぺたでさらっ、そし
てずーっともちもち感が持続する、龍泉洞の水
の力が最大限に活かされた驚異の液体は早く
も大評判になっています。
「岩泉の素材を活かした商品をもっともっと
作っていきたい。世界進出も夢。岩手の人って
結構シャイな方が多いんだよね。遠慮しないで、
自信をもって挑戦しよう！」と熱く語る、岩泉
町出身の山下さん。今春に発売予定の「龍泉洞
の化粧水」シリーズ第 2弾、
今夏の岩泉工場の再建、そ
して「岩泉ヨーグルト」の復
活を目指し、日々前向きに過
ごしています！

岩泉ヨーグルト
全国にファンが多い、
岩泉ヨーグルト。
今夏復活予定です！

Iwaizumi
Town

Iwate

岩手県の中央部
から東部に位置
する下閉伊郡の
町。盛岡市を含
む3市1町3村に
隣接し、東側は北
部陸中海岸の太
平洋に接していま
す。龍泉洞の町と
して有名です。

龍泉洞の化粧水
大手なら5,000円は
すると言われるほど
の高品質。でも「家
族みんなで使ってほ
しいから」と、1,500円
（税抜）に抑えたそう

岩泉町とは…

「道の駅いわいずみ」支配人　茂木 和人さん

訪れる方々に、ほんとうの岩泉の魅力を
教えてくれるナビゲーター

台風10号が上陸した日は早めに閉店したおかげで、従業員は
全員無事でしたが、ほぼ全ての商品が泥水に浸かってしまい
ました。飛び込みボランティア、取引業者、産直組合員、地域の
方々などに助けられて、11月1日から仮営業を開始しました。
被災直後から「被災地・岩泉」ばかりが報道されることに違
和感を持った茂木さんは、「道の駅いわいずみ」Facebookを
通じて、「大自然に恵まれた豊かな町」という本来の岩泉の姿
を発信するようになりました。
「いわて銀河プラザは岩手のアンテナショップ、ここは岩泉
のアンテナショップ。ただのお土産屋ではなく、商品の背後
にある作り手の思いや地域との関わりを伝えていく場所で
ありたい。作り手とお客様を、若者と高齢者を、都会と田舎
を、この道の駅を通じてつないでいきたい」と、凛々しく語る
茂木さん。今もその夢の実現に向け、建て直し後の店内レイ
アウトや設備などに思いを巡らせています。岩泉に行く時に
は、ぜひ最初に訪れてみてください。

仮営業中の売店では、特産の「いわいずみ短
角牛」、「畑わさび」などを使用した商品を販売

復旧工事中の
「道の駅いわ
いずみ」。4月
の完全営業再
開に向け、着々
と工事が進ん
でいます

岩泉 話す人に元気をくれ
る、不思議な魅力の持
ち主。被災直後、道で
すれ違う人達にアメを
配って励ましていた、 
気配りの人です。

その2

道の駅いわいずみ
その 1

岩泉乳業
その 2

Special Issue
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岩泉純木家具有限会社　専務取締役　工藤 林太郎さん

岩泉の今を発信し、
困難をしなやかに乗り越える 森の守り人

その木が生きてきた年月と同じだけ、
長く使える家具を造ることを目標に、
1975年に創業した岩泉純木家具。
お客様と話し合いながらオーダーメイ
ドで造り上げる家具は、何十年も長
持ちするそう。
台風10号により、3つの倉庫を流失。
700枚以上の一枚板を失い、工房の
機械も全て水没という大きな被害を
受けました。被災当初からインター 
ネットで岩泉町の正確な状況を発信
し、知人やボランティアの方々に助け
られながら踏ん張ってきた工藤さん。
会社の立て直しには数千万円を要す
るとのことですが、「東日本大震災と

リーマンショックに比べれば、全然マ
シです」と笑顔。海外客向けの商品
の計画や、岩泉の山の活性化を目指
す「岩泉の明日の林業をつくる会」の
活動について朗らかに語るその視線
は、しっかり前を向いていました。

工房で水没した
機械の1つ。内部に
泥がつまっている

長時間座っても疲
れない設計の3人
掛リビングチェア

作業着の背中には「岩泉の明
日の林業をつくる会」のロゴが

承前啓後～
お客様や支援者の方々への感謝を胸に
「志たあめや」　橋本 園

その

さん

2016年にJALファースト
クラスの機内食デザート
として採用された、名物
かりんとう

売上の半分が
台風10号被害に
対する義援金になる、
にこちゃんクッキー

従業員のみなさん
（園さんは向かって右から2番目）

天保3年（1832年）創業の志たあめや。飴作り
から始まったお店は、現在ではパンやケーキ、
和菓子、洋菓子まで手掛けるようになりました。
筆頭商品の【かりんとう】は生地を混ぜる工程
以外は全て、7人の従業員の手作業で作ってい
ます。岩泉産のくるみをたっぷり使用した【くる
み羊羹】も人気商品！
台風10号によって、「志たあめやのお菓子が大
好きだった」という、ご親戚お二人を亡くされま
した。また、道路の寸断により職人さんの通勤
も一時は難しくなりましたが、東日本大震災の
際に食べ物を求めてお店を訪ねるお客様がい
たことを思い出し、ずっとお店を開けながら、周
囲の泥かきに奔走されたそうです。1週間ほどし
て、ようやくお菓子作りを再開できたものの、町
内の販路が絶たれていたため、急遽、町外に
物販に行くことに。物販先では、岩泉町の状況
をチラシなどでお客様に伝えました。たくさんの
方々がイベントでの物販に呼んでくださり、大変
ありがたかったそうです。

地元の高校で
イチオシのUFO
パン。円盤部分
はサクサク！

人気のたぬきさん
ケーキ。お客様に
楽しんでもらおう
と、イベント用バー
ジョンも開発

「伝統を守りながらも新しい風を吹き込み、次
世代に『志たあめや』を受け継いでいきたい」と
語る、園さん。岩泉町で頑張っている生産者の
方 と々手を組んでの新商品の開発、岩泉町を
若い世代で盛り上げるイベントの開催、子ども
たちに製菓業の楽しさを伝える取り組み…。柔
らかな瞳には夢と野望が満ち溢れています。

※本号表紙の「たぬきさんキーホルダー」は以前から交流が
あった田舎laboさん（花巻市）が、このたぬきさんケーキをモ
チーフに企画。岩泉への寄付金付きです

岩泉の街を歩いてみました
岩泉町の中心部にある「うれいら通り商店街」をお散歩。
こじんまりとしているけれども、どこか品が感じられます

築100年以上の
現役の民家。
横浜の港町の
洋館をモチーフに
建てられたそう

築300年の酒蔵を
改装した、素敵なカフェ
「CANTINA」

風格ある建物は
“龍泉八重桜”の
「泉金酒造」。
安政元年（1854年）創業

「てどの蔵」には、町内の「てど（=技を持った
人、達人）」が毎週末集まってきます。この日は「スピ
ンクラフト岩泉」の工藤さんが、百日紅やマリーゴー
ルドなどで染めた羊毛から、丁寧に毛糸を紡いでい
ました。いわて銀河プラザでも取り扱いがあります

Spot 1

Spot  4

Spot 2

Spot 3

志たあめや
その 3 岩泉純木家具

その 4



「銀プラでよく買う商品に
岩泉のものが多い」という
anecco.まいっち親子に
オススメ商品を聞きました。
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東北新幹線も停まる「大宮駅」で
anecco.がまた新しい挑戦をしました！

「希望郷いわて国体」閉会式に
出店してきました！

inルミネ大宮

in「希望郷いわて国体」

2016年8月20日（土）～ 21日（日）、ルミネ大宮「LUMI 
NE2」にて「anecco.プロデュース！トキメク
TOHOKU文化体験」が開催されました。いわて銀
河プラザでも大好評のanecco.オリジナル「いわて☆ア
クセサリー」を販売したほか、寛永2年から続く南部鉄
器の老舗「鈴木盛久工房」代表の鈴木成朗さんを講
師にお迎えしたピューター（錫合金）のペーパーウェイ
ト作りや、大槌復興刺し子プロジェクトの伊藤いずみさ
んと「くるみボタン」を作るワークショップを実施。2017
年1月14日（土）～ 15日（日）には第2弾として、八
幡平市にある日本酒の蔵元「わしの尾」8代目の工藤
朋さんをお招きし、岩手の日本酒と県内の作家さんが
作った酒器を愉しむワークショップを行いました。新し
い出会いあり、学びありのイベント。ご参加くださった
皆様に感謝♡  今後もご期待ください！

2016年、46年ぶりに岩手県での開催となった国
体！  県内各地で大変な盛り上がりを見せました。
そして、10月11日（火）に北上総合運動公園に
て行われた「希望郷いわて国体」総合閉会式に、
anecco.も「いわて☆アクセサリー」をひっさ
げて出店して参りました！　全国の選手やコーチの
方々、スタッフの方々を含め、たくさんのお客様がお
立ち寄りくださり、「かわいい～♥」「このピア
スのリアス式海岸、リアル！」など、色々なお
声もいただけて嬉しかったです♪
全国の方々を始め、岩手県内の方にも、anecco.
とその岩手愛をPRできたかなと思います。また岩
手県内のイベントにも登場する意気込み満々です
ので、お楽しみに♪

いわて銀河プラザで感じる 岩泉

リボンを
飾って完成♥

所要時間は約1 時間、
参加費は材料費込みで
1,000 円～

既製の作品
も購入可

ちっち作

「森の木の実」… 岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉字小屋敷51-4　TEL&FAX 0194-22-4005

現地になかなか行けない…そんな人は、銀プラの岩泉関連の
催事（不定期）をのぞいてみてはいかが？

ぜひ体験に
いらして
ください

岩泉は
花の乾燥に
適した土地
なんです

ジャーーン！！

同
じ
く
、山
崎
禮
子
さ
ん

森
の
木
の
実 

山
崎
成
一
さ
ん

はせっち作

「森の木の実」のドライフラワーで
リース作りを体験♪

ちっち&

はせっちで

   ドライフラワーは
 着色なし。

自然の色がこんなに
キレイで感動！

（ちっち）

先生が丁寧に
教えてくれるので、

 初めてでも大丈夫！
（はせっち）

銀プラの催事
スペースにGO!
飛び込み大歓迎

自分の好きな
枝や花を
チョイス！

岩泉町の龍泉洞から800ｍ程の場所
にあるドライフラワーやクラフトの工房。
「草花の自然の色合い」を楽しめるよ
う、使用する花を苗から育て、工房で自
然乾燥させています。こだわりのドライフ
ラワーは東京でのファンも多く、いわて
銀河プラザの催事は、連日大賑わい。
販売の他、体験会も実施しています。

「森の木の実」とは？

布、糸、柄を
選んで作る
「くるみボタン」

中央が
工藤朋さん

前列中央が鈴木成朗さん

岩手のアイドル
“ふじポン”も
ピアス（赤）をご購入♪

達増知事も
お立ち寄り 
くださいま 
した！！

銀プラの商品を買って

岩泉を応援しよう！

日進堂の
「おこし」

早野商店の
「三陸鮭の昆布巻き」

龍泉洞の
「じっ茶ばっ茶」

小学2年生のはるきっちの好物は「お
こし」（白と黒）。パリッサクッとした歯
ごたえと優しい甘さがたまらない！か
りんとうで有名な日進堂の商品です。

コドモッチ 1号
5年生のりんかっちは大の海草好き。早野商
店「三陸鮭の昆布巻き」は柔らかい昆布の
塩味と甘みが程よく、鮭の旨みと相まって温
かいごはんにピッタリの逸品。お酒の肴にも。

コドモッチ 2号まいっちが銀プラでほぼ毎回購入
するのは、岩泉の“じいちゃん・ばあ
ちゃん”が育てた黒豆や雑穀のブ
レンド茶「じっ茶ばっ茶」。龍泉洞の
水が使われた、澄み切った味わい。

anecco.まいっち

ホームページで次回のイベント
情報をご案内しています http: //www.echna.ne.jp/~kinomi/▲▲
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私たちが anecco.です

今号「まげねでいぐっぺ」の意味は？

編集後記
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〒1104 - 0061
東京都中央区銀座5-15 -1
南海東京ビル1階
営業時間 10時30分～19時
毎月末日の営業は17時まで
TEL 03 3524 8282
FAX 03 3524 8286
www.iwate-ginpla.net

中央通り

昭和通り

銀座三越

歌舞伎座

り
通
海
晴

東京メトロ/都営線
東銀座駅6番出口

東京メトロ
銀座駅A5出口

★

岩手の特産品や観光案内情報が満載 !

anecco. （アネッコ）とは、いわて銀河プラザを応援する女子会です。「アネッコ」に
込められた意味は①若い女性を意味する岩手の方言「あねっこ」。 ②岩手の魅
力がより多くの人の心に「根づく」ようにという思いの2つ。メンバーは現在、約
25人。全員が岩手県出身、東京近郊在住です。様々な長所を持つアネッコが、
いわて銀河プラザを盛り上げる企画をボランティアで考案・実施しています!

2011年3月の東日本大震災からの復興を目指している最中、
昨年8月、今度は台風が到来しました。自然災害はいつも突然
訪れ、人々の生活に大きな影響を及ぼします。今号には、「何
が起きても負けないで前に進もう！」というanecco.メンバー
&サポーターの故郷に対する強い気持ちを込めました。

小学生のころ、友達家族と龍泉洞に行き、1尾100円の鮎の塩
焼きを何尾も食べた思い出があります。人々が温かく、美味な
るもので溢れる岩泉町。1日も早い復興を祈ります。（まいっち）

blogはこちら→

いわて銀河プラザで岩手の魅力に触れたあなたと分かち合いたい、
ステキなお店情報をお届けします。

フランス語で「絆」を意味する店名を持つ「リ
アンサンドウィッチカフェ リアン横浜店」が
あるのは異国情緒溢れる建物が並ぶ日本
大通り駅のほど近く。盛岡市出身の八重樫
杏子さんが店長を務めます。その場で手作り
するサンドウィッチはパンを3種類から選ぶ
ことができ、焼き加減の要望まで聞いてもら
えるこだわりぶり。センス光るスイーツや種類豊富な飲み物も魅力的
なお店です。4月上旬までの期間限定メニュー、岩手県産佐助豚を使
用した特製ローストポークサンドは佐助豚の旨味と甘みを存分に味わ
える大満足の一品。アルコール（くずまきワインも！）の取り扱いもある
のでお酒とサンドウィッチの大人の組み合わせも楽しめます。春以降
には、久慈ファームの商品を使用した岩手にゆかりあるメニューが登
場予定だそう。横浜で美味しいサンドウィッチをぜひお試しください！

[横浜店 ]サンドウィッチカフェ
リアンサンドウィッチカフェ
Lien Sandwiches Cafe

an
ecco.オススメ

岩手のお店
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〒 231-0007　神奈川県横浜市中区弁天通1-1
東京電力ビル 1F 2045-222-7055
営業時間　平日 10:00～ 19:00（LO 18:30）
ランチタイム（平日） 11:00-14:00（お得なセットあり）
土日祝 10:30-19:00（LO 18:30）

DATA

▲ 左上／くずまきワイン澤登・星、右上／パフェなどス
イーツも。下／岩手県産佐助豚のローストポークサンド

店長の
杏子さん

店長の頭には南部
煎餅ヘアゴムが！


