
 

 

 

 

 

開催要項 

１ 開催目的  一関ハーブフェスティバルを開催することにより、一関市民のハーブへ

の関心を深め、ハーブを地域に普及させるとともに全国のハーブ関係者が

一堂に会し、情報交換と人的交流を通じ、一関市地域の振興と活性化に資

することを目的とする。 

２ 開催期日 平成 29 年６月 24 日㈯～25 日㈰ 

３ 会  場 一関「世嬉の一酒造」一関市田村町 5-42 

       花泉「花と泉の公園」一関市花泉町老松下宮沢 159-1 

       藤沢「館ヶ森アーク牧場」一関市藤沢町黄海字衣井沢山 9-15 

４ メインテーマ 「ＴＯＵＨＯＫＵハーブの可能性 四木一草・和ハーブとの出会い」 

５ イベント内容 

 ⑴「一関ハーブフェスティバル」6 月 24 日㈯～25 日㈰ 

 《世嬉の一》一関市田村町 5-42 

サブテーマ：「清庵の里を訪ねて」 

6/24-25 ●絵手紙・絵本・写真展示●摘み草寄せ植え展示【物販あり。詳し

くは世嬉の一☎0191-34-5040】 

6/25 ●清庵野草園散策、摘み草【要申し込み、定員 20 人】8:30～9:30 

●清庵「紙しばい」10:00～ 

●摘み草料理 11:00～12:00【要申し込み、定員 20 人】 

●関連商品販売【＊詳しくは世嬉の一☎0191-34-5040】  

 《花と泉の公園》一関市花泉町老松字下宮沢 159-1 

サブテーマ：「エディブルフラワー・食のすすめ」  

6/17-30 ●花フェス「四季の彩展」2017 展示【ベゴニア館入園料 800 円】

ベコニア企画展示、写真コンテスト入賞作品展示、「もち食文化」

紹介パネル展示、ハーブ教室作品展示  

6/24-25 ●いっしょに作ろうテラリウム作り体験【ベゴニア館入園料 800

円、体験料 1,000 円から】（①10:00～②13:00～定員各 10 人） 

6/25 ●「和ハーブともち食文化  もち振舞い」（10:00～11:30）和ハー

ブ、エディブルフラワーを使ったもち料理の振る舞い  

●にぎわいマルシェ【フードコーナー、花卉、特産品（エディブル

フラワー関連、古代米商品、桑商品、花泉産リンゴジュース、農産

物）、ハーブ関連商品】  

一関ハーブフェスティバル 



 《館ヶ森アーク牧場》一関市藤沢町黄海字衣井沢山 9-15 

  サブテーマ：「ラベンダーフェスタ」 

6/中-7/中 ●ラベンダーフェスタ【入園料 1,000 円】ラベンダーティーとケー

キセット、ソフトクリーム、ラベンダー摘み取り体験、ラベンダー

グッズの販売、ラベンダークラフト体験  ＊詳しくは館ヶ森アーク

牧場☎0191-63-5100 

6/24 ●撮影会【入園料 1,000 円＋参加料】アドバイザー付き、SNS コン

テストあり  

6/25 ●ラベンダーコンサート  

■ウクレレ・バンドたんぽぽミニライブ＜ファームマーケット前広

場＞①10:20～11:05②12:05～12:50 

■合唱と詩の朗読＜ラベンダー畑会場＞ 13:00～14:30【入園料

1,000 円＋参加料】全日本合唱コンクール全国大会常連で９年連続

金賞を受賞するなど輝かしい実績を誇る不来方高校音楽部の合唱、

藤沢中学校生徒の合唱、河野真紀子氏の詩の朗読「センス  オブ 

ワンダー」  

●風薫る頃、ラベンダーと親しむ（15:00～16:30）日本メディカ

ルハーブ協会理事村上志緒氏による講座とラベンダーバーム作り

体験 

●ラベンダー花とハーブのワークショップ【入園料 1,000 円＋参

加料】ジャパンハーブソサエティー仙台支部  

●ラベンダー畑での摘み取り（有料）･販売【入園料 1,000 円＋参

加料、80 円/10g】 

●ハーブ情報・製品・クラフト等の展示・販売  

 ⑵ 同時開催「第 24 回全国ハーブサミット in 一関」6 月 24 日㈯ 

《藤沢文化センター「縄文ホール」》（一関市藤沢町藤沢字仁郷 12-5） 

6/24 ●和ハーブフォーラム＆パネルディスカッション 

「ハーブスペシャリストたち、和ハーブを語る」14:30～16:30 

＜コーディネーター＞宍戸多恵子氏（ＪＨＳ仙台支部長） 

＜司会進行＞公平理恵氏（ＮＨＫ仙台放送局プロデューサー） 

＜パネリスト＞小田嶋次勝氏（建部清庵文化顕彰会会長） 

坂出富美子氏（カリス成城相談役） 

外山たら氏（日本コミュニティーガーデニング協会会 

長） 

朝岡久美子氏（スパイススタジオ㈱代表取締役） 

木村正典氏（ＪＨＳ専務理事）      

●展 示 ハーブ製品、前回開催地久万高原町の取り組み など 

●交流会 17:30～花と泉の公園（花泉町老松字下宮沢 159-1） 

交流会（会費 5,000 円）・引継式 

 

 



６ 関係機関、団体 

 (1) 主 催 一関ハーブフェスティバル実行委員会 

     ＜構成＞㈱アーク、花泉観光開発㈱、建部清庵文化顕彰会、世嬉の一酒造㈱、一関

商工会議所、（一社）一関観光協会、特定非営利活動法人ジャパンハーブソサエテ

ィー、一関市 

 (2) 後 援 

 岩手県、岩手県教育委員会、岩手日報社、岩手日日新聞社、河北新報社、朝日新聞 

盛岡総局、読売新聞盛岡支局、毎日新聞盛岡支局、産経新聞盛岡支局、ＮＨＫ盛岡 

放送局、ＩＢＣ岩手放送、テレビ岩手、めんこいテレビ、岩手朝日テレビ、エフエ 

ム岩手、ＩＣＮ一関ケーブルネットワーク、一関コミュニティＦＭ、東日本旅客鉄 

道株式会社盛岡支社一ノ関駅、岩手県交通、岩手急行バス、一関地区タクシ 

ー業協同組合、東武トップツアーズ株式会社一関支店 

 (3) 協 賛（予定） 

 市内外企業、団体 

７ プレイベントの開催 

【ハーブセミナー】 

(1)  日 時 平成 29 年４月１日（土）10:30～14:00 

(2)  会 場 館ヶ森アーク牧場 一関市藤沢町黄海字衣井沢山 9-15 

(3)  テーマ 「花と緑で健康セミナー」 

(4)  内 容 ①講演会 

        演題「いのちの約束 みんなみんな 一粒の虹色の種」 

        講師：グロッセ・世津子さん（園芸療法実践家） 

       ②ハーブティー健康法ワークショップ 

        演題「美味しく手軽なハーブの利用法」 

        講師：宍戸多恵子さん（ハーブ専門家、ＪＨＳ仙台支部長） 

       ③ギャザリング（プランツアレンジメント）教室 

        講師：大場育さん 

【ハーブ教室】 

(1) 日時・会場  

① 平成 29 年４月 15 日㈯10:00～12:00 東山市民センター（東山町長坂） 

② 平成 29 年５月 13 日㈯10:00～12:00 室根市民センター（室根町折壁） 

③ 平成 29 年５月 27 日㈯10:00～12:00 川崎市民センター（川崎町薄衣） 

(2) 内  容 ハーブの楽しみ方の紹介、ハーブ染め（シルクストール）体験、ハーブ

でティーブレイク 

(3) 講  師 ハーブコーディネーター 長尾恵美子さん 

       ハーブ工房「味知草（みちくさ）」主宰 



(4) 募集定員 各会場とも先着 15 人 

(5) 受 講 料 一人 2,000 円（材料費）  

【一関ハーブグルメ＆スイーツ スタンプラリー】 

 (1) 実施期間 平成 29 年 4 月 29 日㈯～6 月 25 日㈰ 

 (2) 実施内容 ・参加店（22 点）で対象のハーブ料理等を注文した方にスタンプ 1 個を

進呈 

・応募台紙 1 枚につき、1 店 1 個のスタンプを 2 個集めて応募 

・リーフレットにある応募用紙を切り取って応募 

(3) 応募方法 次のいずれかで６月 25 日までに応募する 

               ・参加店で投函 

・6/25 のハーブフェスティバル 3 会場（世嬉の一、花と泉の公園、館ヶ 

森アーク牧場）で投函 

・切手を貼って郵送 

 (4) 応募締切 平成 29 年 6 月 25 日（6 月 25 日当日消印有効） 

 (5) 当選発表 ６月 30 日㈮に実行委員会で抽選。当選発表は賞品の発送をもって代え   

        る 

 (6) 賞  品 ・一関市内の特産品 3,000 円相当を 10 名様に 

・参加店の食事券 2,000 円相当を 22 名様に 

８ 実行委員会事務局 

  〒021-8501 

  岩手県一関市竹山町 7-2 

 一関市役所商業観光課内 

  Tel：0191-21-2111  Fax：0191-21-2164 

  〒029-3405 

  岩手県一関市藤沢町藤沢字町裏 187 

 一関市役所藤沢支所産業経済課内 

  Tel：0191-63-5317 Fax：0191-63-5133 


