○8月開催イベント
月日

平成30年7月30日
イベント名

開催場所

時間・内容

問合せ先

電話番号

8月上旬～下旬

桃狩り

室野井果樹園
（蔵王町大字円田字棚村道
上28-1）

紅くにみ，あかつき，暁星，川中島白桃といった桃を，食べ放題で楽しめます。
■時期…8月上旬～下旬
■料金…大人500円，小学生300円（時間無制限）
（持ち帰る場合は，別途500円/1㎏がかかります）
■時間…午前10時～午後5時

室野井果樹園

0224-33-2669

8月1日（水曜日）
～31日（金曜日）

とうもろこし「味来」販売推
奨月間

道の駅「村田」
村田町物産交流センター
（村田町大字村田字北塩内
41）

フルーツコーンとも呼ばれる，村田町の特産品とうもろこし「味来」。
8月は「味来」が一番美味しく食べられる時季です。連日大量に準備しておりますが，超人気商品の為，売
切れの際はご了承ください。
■時間…午前10時～

道の駅「村田」
0224-83-5505
村田町物産交流セ
ンター

8月3日（金曜日）
～8日（火曜日）

七夕かざり

武家屋敷「旧小関家」
（白石市西益岡町6-52）

短冊を笹の葉に飾りつけます。皆さん、願い事を書きに来ませんか？
■時間…午前9時～午後5時
■入場料…大人200円，高校生以下100円
※8月3日（金）11：00から、白石民話の会による七夕昔話を行います。

白石城管理事務所 0224-24-3030

8月4日（土曜日）

金津（かなづ）七夕

角田市尾山（金津中学校付
近）

藤尾の金津地区で藩政時代より続いている古式ゆかしい七夕祭り（国選択無形民俗文化財）です。
角田市郷土資料館 0224-62-2527
藤尾小学校の鼓笛隊パレードが行われた後，小学生が火の灯った提灯を手に持って，七夕の和歌を歌い
ながら町内を練り歩きます。また，地元婦人部による金津七夕音頭パレードも開催されます。
■時間…午後6時～午後9時頃

8月4日（土曜日）

ザ・フェスティバルinしばた
2018

陸上自衛隊船岡駐屯地

みこしやよさこいの競演。普段は入れない駐屯地の開放的な空間で間近に見上げる花火は圧巻！一見の
価値があります。まつりのクライマックスには約3,000発の花火が、しばたの夏を賑やかに彩ります。
■時間…午後3時～午後9時
■入場料…無料

ザ・フェスティバルin 0224-54-2207
しばた実行委員会
事務局
（柴田町商工会）

※荒天の場合、翌日に延期します。
8月5日（日曜日）

青空shopかくだ駅

阿武隈急行角田駅前
（角田市角田流159-2）

毎月第1日曜日の阿武隈急行フリー切符の日に合わせて開催。フードマーケット＆フリーマーケットでは地 角田市観光物産協 0224-63-2120
元の地場産品などの産直店が出店します。ミニライブやパフォーマンスなどお楽しみイベントを開催してい 会
ます。
■時間…午前8時～午後0時30分

8月6日（月曜日）

角田駅前星空観察会

阿武隈急行角田駅前
（角田市角田流159-2）

阿武隈天文同好会が主催する星空観察会で，どなたでも気軽に参加できます。高性能大型望遠鏡による 阿武隈天文同好会 0224-55-2683
星空観察は，感動モノです。星や星座の解説もあります。
■毎月第1月曜日開催
■時間…午後7時～午後9時
※雨天・曇天時中止

8月9日（木曜日）

白石夏まつり「白石音頭パ パレード：白石市内繁華街通 白石市の夏を代表するイベントです。市内の繁華街通りを約1,500名の踊り子が練り歩く「「白石音頭パ
白石夏まつり実行
レード」
り
レード」が行われるほか，各商店街では，流しうーめんなどのイベントや，屋台コーナーが設けられたりと， 委員会（白石商工
市民総参加のお祭りをお楽しみください！
会議所）
■時間…午後7時～午後8時30分
■コース…長町・中町通り～駅前通り～白石駅前広場
※荒天中止

8月11日（土曜日・祝 交通公園まつり
日）

0224-26-2191

角田スポーツビレッジ 交通
人気のゴーカートや自転車の無料貸し出しをはじめ、交通公園内に様々なお楽しみコーナーが設けられ 角田市地域振興公 0224-63-3789
公園・スポーツ交流館
ます。また、スポーツ交流館ではボルダリングなどのスポーツ体験もすることができます。
社
（角田市枝野字青木155-31） ■時間…午前10時～午後2時
■参加料…無料

8月11日（土曜日）～ えぼしサマーフェスティバル みやぎ蔵王えぼしリゾート（え
15日（水曜日）
ぼしスキー場）
（蔵王町遠刈田温泉倉石岳
国有林内）
8月11日（土曜日）
第46回おおがわら夏まつり 白石川公園
（大河原町 尾形橋～末広橋
間，大河原駅近く）

8月11日（土曜日）

第30回齋理幻夜

丸森町齋理屋敷とその周辺
（丸森町字町西25）

8月12日（日曜日）

夏の検断屋敷まつり

白石市小原材木岩公園内
（白石市小原字上台）

8月12日（日曜日）

押し花教室

グリーンシーズンも楽しさ盛りだくさん！期間中はニジマスのつかみ取り，押花風アートやステンドグラス風 みやぎ蔵王えぼしリ 0224-34-4001
アート，ラムネ早飲み競争，すいか割りなど各種イベントが盛り沢山です。8月26日までは流しそうめんコー ゾート（えぼしス
キー場）
ナー，ＢＢＱコーナーなども実施中。夏のえぼしから目が離せません。
仙南地区で歴史ある花火大会「おおがわら夏まつり」。スターマインなど約5,000発にのぼる花火が間近で おおがわら夏まつり 0224-53-1260
見られ，臨場感をたっぷり味わえます。特にフィナーレを飾るナイアガラ大瀑布は圧巻のスケールで見応え 実行委員会
十分です。
■時間…午後7時～午後9時
※雨天時は8月12日（日曜日）に順延
町ごと大正ロマンの時代にタイムスリップしたような，幻想的な一夜限りのお祭り。約1,000基の手作り絵と 丸森町商工観光課 0224-72-3017
うろうが会場周辺を彩り，優しいろうそくの灯りが皆さんを昔懐かしい空間へと導きます。
■イベント内容…齋理屋敷を中心に居宅では落語，庭舞台ではコンサート、新館では似顔絵など様々なイ
ベントが繰り広げられます。また，表通りでは，紙芝居や大道芸が催され数々の夜店が並びます。
■当日は入館料無料
■臨時駐車場500台（丸森町役場周辺）
■時間…午後5時30分～午後9時（屋敷開門午後6時15分）
※当日，丸森駅から会場へは，午後3時28分発まで100円バスるんるん号をご利用ください。午後4時50分
から齋理幻夜終了までは，無料シャトルタクシーが運行されます。
小原材木岩公園内にある検断屋敷の恒例のお祭り。
白石市小原地区活 0224-29-2031
桃の種飛ばし大会，水中スイカ割り大会，七夕飾りの各種大会や，参加者の皆様がお楽しみいただけるイ 性化推進協議会
ベントを企画しております。
（小原公民館）
■時間…午前10時～午後2時
※雨天中止

丸森町蔵の郷土館齋理屋敷 綺麗な草花を使って自分だけのオリジナル押し花を作ってみませんか。初歩から丁寧に指導いたします。 丸森町蔵の郷土館
（丸森町字町西25）
■時間…午前10時から午後3時。団体でなければ予約は不要です。遅くとも午後2時頃までにはお越しくだ 「齋理屋敷」
さい。
■材料費…お一人様500円～
※他に入館料（大人610円，小人300円）が必要です。
8月13日（月曜日）
2018かわさき夏まつり花火 川崎町総合運動場（Ｂ＆Ｇグ 今年も川崎町の夏の風物詩“かわさき夏まつり花火大会”を開催いたします。
かわさき夏まつり実
大会
ラウンド）
■時間…午後7時～
行委員会（川崎町
（川崎町川内字北川原山85- ■参加費…無料
商工会内）
2）
8月14日（火曜日）
かくだふるさと夏まつり
角田市中心商店街，角田市 商店街は歩行者天国となり，七夕飾りや角田音頭，よさこい踊りなど様々なパレードが町なかを練り歩きま かくだふるさと夏ま
台山公園ほか
す。
つり実行委員会（事
（角田市角田地内）
さらに今年は、牟宇姫お輿入れ400年ということで女の子たちが牟宇姫に扮する「牟宇姫パレード」を盛大 務局：角田市商工
に実施します。
会）
また、角田市スペースタワー・コスモハウスも入場無料になるなど楽しいイベントが盛りだくさん。
■時間…午後1時～午後9時
※雨天決行
8月14日（火曜日）～ 第106回遠刈田温泉仮装盆 蔵王町遠刈田温泉蔵王通り 古くから受け継がれてきた伝統行事で， 先祖の霊を供養するとともに豊年万作・家内安全・無病息災を願 遠刈田温泉仮装盆
15日（水曜日）
踊り大会
特設会場
う地域住民のかけがえのない行事です。参加者は思い思いの仮装をして遠刈田温泉街を踊り歩きます。 踊り大会実行委員
会（蔵王町観光案
（蔵王町遠刈田温泉）
みんな一緒に「ヨーイサッサ ヨイサッサ!!」の掛け声とともに，踊りませんか？
内所）
優秀仮装者には賞金も出ます。
■時間…午後7時～午後10時まで
■参加…自由参加 ※当日申込は午後6時～7時まで

0224-72-6636

0224-84-2174

0224-62-1242

0224-34-2725

8月14日（火曜日）～ 親子宇宙教室
角田市スペースタワー・コス
8月15日（水曜日）
「移動式プラネタリウム」が モハウス
コスモハウスにやってくる！ （角田市角田字牛館100）

今話題のエアドームに映し出される満天の星空をあなたも体験してみませんか！
■時間…14日（火）①13：00 ②14：00 ③15：00 ④16：00 ⑤17：00 ⑥18：00 ⑦19：00
15日（水）①10：00 ②11：00 ③13：00 ④14：00 ⑤15：00
■定員…1回定員30人（先着順、予約不要）
■対象…小学生親子

8月15日（水曜日）

2018川崎町夏祭り

川崎町役場前駐車場
（川崎町大字前川字裏丁
175-1）

川崎町中心部で開催し，帰省客や旧友とふれあう場，子どもたちの夏の思い出の場を設けるべく開催しま 川崎町夏祭り実行 0224-84-2174
す。
委員会（川崎町商
■時間…午後5時～午後9時（予定）
工会内）
■参加費…無料

8月17日（金曜日）

伊達宗高公まつり花火大
会

西湖山 龍島院
（村田町大字村田字大槻下
92）

仙台藩主伊達政宗公の七男，柴田・刈田三万石村田城主“伊達宗高公”の命日当日に，“宗高公まつり”と 西湖山 龍島院
“万燈篭供養会”ならびに“花火大会”を開催いたします。
■時間…法要 午後6時30分～
花火大会 午後7時30分～

0224-83-2160

8月19日（日曜日）

バンドフェスタinしばた 2018 柴田町太陽の村
（柴田町大字本船迫字上野
4-1）

今年で18回目となる音楽の祭典。町内外のアマチュアバンド等が多数出演します。音楽を通して，若者だ
けではなく多くの世代が交流を深めることを目的に，「町に活気とにぎわいを！」をテーマに団体有志が開
催します。各種出店も会場を盛り上げます。
■時間…午前10時～午後4時

080-3328-4889

8月19日（日曜日）

シルク和紙紙漉体験

丸森町蔵の郷土館齋理屋敷 かつて養蚕が盛んだった丸森町。シルクを漉き込んだ和紙のしおりをつくってみませんか。
（丸森町字町西25）
■時間…午前10時から午後3時。団体でなければ予約は不要です。
■材料費…お一人様500円
※他に入館料（大人610円，小人300円）が必要です。

角田市スペースタ 0224-63-5839
ワー・コスモハウス

太陽・自然・人inし
ばた実行委員会

丸森町蔵の郷土館 0224-72-6636
「齋理屋敷」

○8月開催イベント(後編)
月日

平成30年7月30日
開催場所

イベント名

時間・内容

問合せ先

電話番号

8月25日（土曜日）

音と光のお化け屋敷

角田市市民センター（かくだ
田園ホール）
（角田市角田字牛館10）

かくだ田園ホールの音響・照明設備を活かした、市民手作りの本格的なお化け屋敷を初開催！！小さいお 角田市商工会青年 0224-62-1242
子さん向けの「お化け探し迷路コーナー」や働く車乗車体験のほか、流しそーめん(①14：30～、②16：00
部
～)やそーめん早食い競争(17：30～)など、大人から子どもまで楽しめる内容になっています。
■時間…午後2時～午後8時
■入場料…高校生以上 300円
小・中学生 100円
未就学児童 無料

8月25日（土曜日）

第７回かくだ酒まつり

仙南シンケンファクトリー
（角田市角田字流197-4）

「かくだ酒まつり」は角田の地酒（日本酒）と、地ビール、オリジナル梅酒の３種類のお酒を一堂に集め、角 仙南シンケンファク 0224-61-1150
田産食材を使った料理と一緒に楽しむイベントです。
トリー
これらの３種類のうちお好きな1種類のお酒を選び、利き酒をして頂きます。銘柄が分からなくても、自分の
好み順で判断していただくので、初めてのご参加でも大丈夫！上位入賞者には豪華賞品もあります！
さらに今年は正午から開宴し、素敵なショーを見ながら楽しいひと時をお過ごしいただけます！
■時間…正午～午後8時
■参加料…前売り券2,000円、当日券2,500円
（前売り券は仙南シンケンファクトリー・角田駅コミュニティプラザでお買い求めください）

8月25日（土曜日）

七ヶ宿火まつり

七ヶ宿ダム自然休養公園

東北最大級の採燈大護摩供や花火大会を通して、翌日の「わらじで歩こう七ヶ宿」の旅の安全を祈願する 七ヶ宿町観光協会 0224-37-2177
「七ヶ宿火まつり」。毎年大勢の方々が訪れ、山伏による圧巻の採燈大護摩供や目の前に打ち上げられる
大迫力の花火大会、地場産品を使った出店が並び、七ヶ宿の夏！を存分に感じることができます。
■時間…午後6時30分～午後8時30分
※花火打ち上げは午後7時45分から

8月26日（土曜日）

わくわく星空クラブ

角田市スペースタワー・コス
モハウス
（角田市角田字牛館100）

子供から大人まで楽しく学べる星空塾を月に１回のペースで実施します。8月は「ペーパー星座早見盤工
作」です。星座早見盤を作って、今夜見える星や星座を探してみよう。
■時間…午後1時30分～午後3時30分
■参加料…無料 ※材料費がかかります
※予約不要。当日開始時間までにコスモハウス受付までお越しください。先着30名様。

8月26日（日曜日）

第32回わらじで歩こう七ヶ
宿

七ヶ宿スキー場～峠田宿～
滑津宿～関宿（七ヶ宿町役
場）

8月26日（日曜日）

齋理ざっと昔

角田市スペースタ 0224-63-5839
ワー・コスモハウス

参勤交代路として栄えた七ヶ宿街道を、町民の方が手作りしたわらじを履いて、スキー場から役場までの 七ヶ宿町観光協会 0224-37-2177
約12㎞を歩く「わらじで歩こう七ヶ宿」。江戸時代の関所や茶屋を再現したアトラクション、真っ白な蕎麦の
花、夏の涼やかな川の音を肌で感じながら、道中を思い思いの足取りでのんびり歩く夏の思い出にぴった
りのイベントです
■時間・・・午前7時40分～
※荒天時中止
丸森町蔵の郷土館齋理屋敷 丸森の語り部たちが齋理の昔を語りかけます。
丸森町蔵の郷土館 0224-72-6636
（丸森町字町西25）
■時間…午前10時～午後3時の間（随時）
「齋理屋敷」
■入館料…大人610円・子人300円

○好評開催中
月日

開催場所

イベント名

時間・内容

通年（休園日を除く
毎日）

みちのく公園「ヤギ・ヒツジ
ふれあい体験」

国営みちのく杜の湖畔公園
（北地区）
（川崎町川内字向原254）

7月7日（土曜日）
～8月7日（火曜日）

まるごとうーめんまつり

白石市内参加温麺店(飲食
店、製造販売店)

７月18日（水曜日）
～8月9日（木曜日）

齋理屋敷特別企画展「創作 丸森町蔵の郷土館齋理屋敷 創作人形の作品展です。
人形展」
（丸森町字町西25）
■時間…午前9時30分～午後5時30分
■入館料…大人610円，子人300円

問合せ先

みちのく公園の北地区に広がる「みちのく自然共生園」では，ヤギ・ヒツジに給飼をしたり，触れたりできま
す。
■時間…午前10時～午後4時
■参加費…無料，別途入園料・駐車場料が必要です。
※雨天時，荒天時はお休みします。
白石名物の「うーめん」を心ゆくまで味わえる、白石ならではのまつりです。400年の伝統を誇る白石の郷土
食「白石温麺（うーめん）」。 期間中、のぼりが目印の参加店でうーめんを食べると、スタンプがもらえます。
スタンプを２個集めると、白石市の温泉宿泊ご招待券や特産品などの豪華景品が当たる大抽選会に参加
できます。白石の初夏とともに、うーめんをご堪能ください。
■抽選会場 白石駅観光案内所（ＪＲ白石駅構内）

電話番号

みちのく公園管理セ 0224-84-5991
ンター

仙台・宮城観光キャ 0224-22-1321
ンペーン白石市推
進協議会事務局
（白石市商工観光
課内）
丸森町蔵の郷土館 0224-72-6636
「齋理屋敷」

7月21日(土曜日）～ コスモハウス親子宇宙教室 角田市スペースタワー・コス
8月12日（日曜日）
モハウス
※期間中の土日の
（角田市角田字牛舘100）
み

楽しい科学実験や工作などを通して宇宙や地球環境についての理解を深め，親子の絆を養うことを目的に 角田市スペースタ 0224-63-5839
月1回ペースで実施されます。7月は夏休み特別企画として「ものづくり体験2018」を開催します。
ワー・コスモハウス
■時間…午前10時～午後3時
■対象者…小学生親子
■参加料…320円（親子）
※予約不要。時間内にお越し下さい。

7月14日（土曜日）
みちのく公園「夏フェア
～8月19日（日曜日） 2018」
期間中は毎日開園

夏休み期間に合わせ、家族で楽しめるイベントを開催します。夏の暑さを吹き飛ばすミストシャワー「霧霧 みちのく公園管理セ 0224-84-5991
舞(きりきりまい)」、直接触れて観察できる「カブトムシハウス」が毎年大人気。週末はクラフトや工作体験な ンター
ども楽しめます。大花壇では、マリーゴールドやサルビアなど夏のお花が咲き広がります。

国営みちのく杜の湖畔公園
(南地区）
（川崎町小野字二本松53-9）
（北地区）
(川崎町川内字向原254)

※各体験の日時、料金についてはお問い合わせください。
※別途入園料、駐車場料が必要です。

7月1日（日曜日）
ナゾ解き発見ゲーム「県南 宮城県南2市7町
～9月30日（日曜日） ご当地キャラクターを探
せ！2018」

県では7月から9月まで，「仙台・宮城【伊達な旅】夏キャンペーン2018」を展開しています。宮城県南では，
夏キャンペーンにあわせて，ナゾ解き発見ゲーム「県南ご当地キャラクターを探せ！」を実施しています。
このイベントは，宮城県南の各市町に隠れているキャラクターたちを，「招待状」（リーフレット）に書かれた
「ナゾ」を解いて見つけ出す体験型ゲームです。キャラクターたちを見つけて入手できるキーワードを集め
て応募すると，抽選で35人の方に温泉宿泊券やキャラクターグッズなどが当たります。 多くの方のご参加
をお待ちしています。
■参加費…無料

仙台・宮城観光キャ 0224-53-3182
ンペーン推進協議
会県南地域部会(宮
城県大河原地方振
興事務所地方振興
部内)

9月末まで

澄川上流

例年3月から9月まで、蔵王山麓の川で渓流釣りが解禁。イワナなどを釣ることができます。
渓流釣りの際は「入漁券」の購入が必要です。（年間4,800円、一日900円）

蔵王町観光案内所 0224-34-2725

みやぎ蔵王えぼしリゾート

夜のゴンドラに乗っての空中散歩と、展望台からは仙台や太平洋の夜景が一望できます。展望台のロック みやぎ蔵王えぼしリ 0224-34-4001
ガーデンがライトアップされるほか、ガイドによる星座についての説明など大人からお子様まで楽しめるイ ゾート
ベントです。ぜひ標高１１００ｍの天空庭園で夏の星空をお楽しみください。
■予約制のため、みやぎ蔵王えぼしリゾートにお問い合わせください。
■参加費：2,400円

渓流釣り解禁

7月14日（土曜日）～ みやぎ蔵王えぼしナイトゴ
11月4日（日曜日）の ンドラ空中散歩
土・日・祝日

11月25日(日曜日)ま 地場産品直売会「ございん 蔵王町ふるさと文化会館特設 蔵王町らしい四季折々の農産物や地場産加工品を生産者みずからが販売。新鮮・安全・安心な農畜産物 蔵王町ふるさと文 090-1933-9736
での毎週土日及び 市」
会場
を適正な価格で提供します。出展者による手作りのイベントです。
化会館地場産品直
祝日
（蔵王町大字円田字西浦5） ■時間…午前9時～午後4時
売会（会長宅）
11月26日(日曜日）
までの毎週日曜日

遠刈田温泉朝市

共同浴場「神の湯」前特設会 蔵王町で採れた地場産品を生産者が自ら販売します。新鮮で安心できる食材をお土産に買って行く人や， 遠刈田温泉朝市実 0224-33-3070
場
わざわざ遠方から買い求めにくる人たちで賑わいます。
行委員会（実行委
（蔵王町遠刈田温泉）
■時間…午前6時～午前8時
員長 我妻）

○参加者募集
月日

イベント名

内容

問合せ先

電話番号

角田市地域振興公
社

0224-63-3789

大河原クロスカント
リー大会事務局（大
河原町総合体育館
内）

0224-53-1010

東北で北上川に次ぐ長さの阿武隈川を眺めながら走ることができる大会です。コースは全体的にフラットで、初心者の方も走りやすい
コースとなっています。進行役にフリーアナウンサーの本間明彦さん、大会アンバサダーとして角田市PR大使のジョン・ルーカスさん、ス
ペシャル応援として「青空応援団」が大会を盛り上げます。今年は「アイリスキッズパーク」を開催するなど、応援の方も楽しめるよう様々な
イベントを用意しています。

7月2日（月）～8月31
日（金）
第31回阿武隈リバーサイド
日
時：平成30年11月4日（日）
※インターネット申
マラソン
場
所：かくだスポーツビレッジ内 角田市陸上競技場発着
込は9月7日（金）
競技種目：ハーフマラソン、10km、5km、3km(中学生)、2km(小学生)、1.5km(親子ペア)、2.2km(健康づくり)
参加費用：ハーフマラソン：2,500円 10km：2,000円 5km：2,000円 3km：1,000円 2km：1,000円
1.5km：3,000円 2.2km：1,500円(高校生以上)、1,000円(小・中学生)

11月23日（金・祝）

第45回大河原クロスカント
リー大会

今年で45回を数える歴史ある大会です。距離は10.7km、5.5km、3km、2km､1.5km、1.2km、1kmと７種目あり、それぞれの距離にも年齢
別・学年別と細かく分けられており全部で22ものカテゴリーがあります。さらに今年から仮装部門も新設されました。
白石川の河川敷を走りますが、この時期はたくさんの白鳥が飛来しており、白鳥の声援を受けながら？の楽しいランが楽しめます。
また、豪華な商品も自慢の一つです。皆様、ぜひご参加ください！
※所定の申込書（払込取扱票）にご記入のうえ、9月21日（金）までに郵便局で払い込んでください。
なお、参加申込書は総合体育館にあります。

※日程，内容が変更されることがありますので，お出かけ前にご確認ください。

宮城県大河原地方振興事務所

