○10月開催イベント
月日

平成30年10月1日
開催場所

イベント名

時間・内容

問合せ先

電話番号

10月1日（月曜日）

角田駅前星空観察会

阿武隈急行角田駅前
（角田市角田字流）

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星空観察は、感動モノです。
また星や星座の解説もあります。
雨天・曇天時は中止です。
■毎月第1月曜日開催
■時間…午後7時～午後9時

阿武隈天文同好会
会長 豊川光雄様

10月1日（月曜日）
～11月30日（金曜日）

第10回たっぷり蔵王！キャン
ペーン

蔵王町内のキャンペーン参加事業者
（全28店）

蔵王町内産食材にこだわった期間限定メニューを各店舗で提供します。
今年は28店舗44メニューをご用意しております。
本格グルメからスイーツまで、蔵王町の秋の味覚を存分に味わってください。
また「蔵王の食材」などが当たるスタンプラリーやSNS投稿キャンペーンも実施します。

（一社）蔵王町観光物産協会 0224-34-2725

10月2日（火曜日）
～11月4日（日曜日）

齋理屋敷企画展「シルクフェスタ 丸森町蔵の郷土館齋理屋敷
in齋理」
（丸森町字町西25）

養蚕の文化と養蚕の新たな魅力を紹介するイベントです。まゆ細工作品の展示などを行ないます。ぜひご覧ください。
■時間…午前9時30分～午後4時30分
■料金…大人610円 小人300円
■休館日…月曜日 ※祝日の場合は翌日

齋理屋敷

10月6日（土曜日）

第11回鬼小十郎まつり

白石城本丸広場
（白石市益岡町1-16）

大坂夏の陣で活躍し、鬼小十郎の名を馳せた二代片倉小十郎重長と日本一の兵（ひのもといちのつわもの）と呼ばれた真田幸村との激闘を再現した「道明寺の戦い」を中心と 鬼小十郎まつり実行委員会
したイベントです。
（白石市企画情報課内）
片倉軍、真田軍双方60騎の武者による合戦や火縄銃の演武など見所満載です。
その他、おいしいものコーナーや伝統芸能などもあり、また、すまiるひろばでも忍者体験やアイドルステージなどご家族で楽しめるイベントですので、ぜひ足をお運びください。
■時間…午前10時～午後3時（予定）

0224-22-1324

仙台大学
（柴田町船岡南二丁目2-18）

こどもが主役の祭典です。
おもちゃ体験やスポーツ教室など魅力のイベントが盛りだくさんです。
また、飲食コーナーもあり、充実した楽しさいっぱいの二日間です。
■時間…午前10時～午後4時

東北こども博実行委員会
（仙台大学）

0224-55-1121

10月6日（土曜日）、7日 2018東北こども博
（日曜日）

0224-55-2683

0224-72-6636

10月6日（土曜日）
～8日（月曜日・祝日）

コキアライトアップイベント「コキ 国営みちのく杜の湖畔公園内
アカリ」
（川崎町大字小野字二本松53-9）

今年で5回目を迎えるコキアカリ。ふるさと村だんだん畑のコキアの紅葉に合わせ、コキアをライトアップする新たなイベント「コキアカリ」を開催します。
コキアを照らすライトは、レインボー（虹）をテーマにした構成で次々に変化します。かつてない「コキアと光が織りなす光景」をお楽しみいただくことができます。
また、音楽とコキアを楽しむキャンドルコンサートや、光るチャームキーホルダー工作会等のイベントも同時に開催します。
■時間…点灯時間午後5時30分～午後9時
■場所…ふるさと村だんだん畑
※雨天中止

みちのく公園管理センター

0224-84-5991

10月7日（日曜日）

大高山神社秋の例大祭

日本武尊をお祀りしている大高山神社の例大祭が行われます。
お神輿が町内をねり歩き，境内では堤神楽（町指定無形文化財）が奉納されます。
堤神楽は午後7時頃からの予定です。

大高山神社

0224-52-1382

10月7日（日曜日）

蔵の町むらた 布袋（ほてい）ま 村田町中心部
つり
（山車発着は中央公民館前）

村田町の伝統を誇る布袋まつりは、背丈が2メートル余りもある巨大な布袋人形が笛や太鼓のお囃子に合わせて山車の上で舞う布袋本山車と本町山車、村田一中創作山車
の華やかな山車行列が町内を練り歩きます。
公民館特設会場ではライブなどが行われたり、蔵の町並み通りではストリートイベントが行われたりと見どころいっぱいです。
また、一般駐車場（役場前）の総合案内所では、祭のインフォメーション、スタンプラリーの引換を行いますので、御利用下さい。
【布袋山車巡行（予定）】
■発着場所…村田町中央公民館
■時間…（午前の部）午前10時～午後1時10分
（夜の部）午後5時～午後6時40分

村田町布袋まつり保存会事 0224-83-2113
務局（村田町地域産業推進課
内）

10月7日(日曜日)

第7回青根温泉感謝祭

川崎町特産の青根うどんと赤キビを練り込んだきびきび麺を各500人分と具がたっぷり入ったキノコ汁を各1,000人分振舞います。その他当日は、福岡で活動する古賀メロディ
ギターアンサンブルのコンサートを始め、伝統芸能のステージなどが盛りだくさん。食べた後は温泉に入るのもおすすめです。
■時間…午前10時30分～午後2時(青根うどんときびきび麺の振舞整理券の配布は10時から)
■駐車場…会場周辺に複数箇所駐車場有（計50台程度）

古賀政男顕彰実行委員会(川 0224-84崎町地域振興課)
2111(内1225)

10月7日（日曜日）

赤いサイクルフェスタ丸森2018ｂ 丸森町内一円
ｙザミラ（同時開催：赤いもん祭り （メイン会場 丸森町役場前駐車場）
in丸森）

自然の魅力と地元特産品を味わっていただくイベントです。
丸森サイクルプロジェクト（丸
ロング（約78km）、ミドル（約40km）、ショート（約30km）、スーパーショート（約19km）の4コースを設け、エイドステーション（休憩所）となる各直売所では，それぞれ自慢の特産品 森町商工観光課内）
を提供します。
また、メイン会場では吹奏楽や太鼓の演奏、カラオケ大会や抽選会などが開催され大会を盛り上げます。
さらに、物販ブースでは20店舗を超える屋台が赤い飲食物の販売を行います。自転車に乗らない方にも楽しんでいただけるイベントになっておりますのでぜひご来場ください。
■時間…午前8時～ ※コース毎に随時スタート
場内イベント午前10時～午後4時30分
■料金…入場無料
■備考…※自転車での参加は、既に定員に達したため申込は締め切りました。

0224-72-3017

10月7日（日曜日）

自転車と旅の日「マルベロ」

丸森町蔵の郷土館齋理屋敷
（丸森町字町西25）

サイクルフェスタ丸森と同日開催。丸森町にある重要文化財、齋理屋敷では「自転車と旅の日～マルベロ」を開催します。ツールドフランスからインスピレーションを受けた、今
年2回目となるイベントです。
江戸時代からの蔵が立ち並ぶ齋理屋敷庭園がマルシェとなり、世界のいろいろな国の食べ物や雑貨、本が並びます。ぜひマルベロ会場の齋理屋敷で時空の旅、世界を旅す
る感覚をおたのしみください。入場無料、お気持ちのご寄付は会場内のメルシー箱で承ります。ビールやワインなどの販売もありますので阿武隈急行の利用もおすすめです。
■時間…午前10時～午後4時30分
■料金…入場無料

ジャパン・マルベロ・フォーラ
ム

メールでお問い
合わせください。
maruvelo.info@g
mail.com

10月8日（月曜日・祝日） こけし供養祭

弥治郎こけし村
（福岡八宮字弥治郎北72-1）

心を癒してくれた「こけし」に感謝するために，お焚き上げによって供養します。
■供養料…一口1,000円
■時間…午後4時～

弥治郎こけし村

0224-26-3993

10月12日（金曜日）
～14日（日曜日）

みやぎ村田町蔵の陶器市

村田町中心部
（蔵の町並み店蔵等）

江戸時代後期から昭和初期にかけて様々な商いを行った町有数の豪商・村田商人「やましょう」を含む店蔵と空店舗に宮城県はもとより東北・関東中心の陶芸家80窯以上が
一堂に介し、陶器の展示・販売が行われます。ぜひ、ご来町ください！
■時間…午前10時～午後5時30分（※14日のみ午後３時30分まで）

みやぎ村田町蔵の陶器市実
行委員会

080-6025-6691

10月12日（金曜日）
～21日（日曜日）

生田目石板画展

道の駅村田 歴史と蔵とふれあいの里（村
田町物産交流センター）
（村田町大字村田字北塩内41）

石板画作家生田目氏の作品の展示会を開催します。
玄昌石の割肌模様を生かした幻想的な世界を是非ご覧下さい。
■時間…午前10時～

（一財）村田町ふるさとリフレッ 0224-83-5505
シュセンター

10月13日（土曜日）

かくだ！ほろ酔い祭り

角田市内

角田市内の気になるお店、評判のお店、そして敷居が高いと思っていた高級店も気軽に入って楽しく飲食できるチャンスです！
また、5店をまわってゴールを目指せば、さらに抽選で商品をゲット可能です！
この機会に是非，足をお運びください。
■時間…午後5時～午後8時30分
■料金…前売り券3,000円・当日券3,500円（祭り当日5店まわれます）

かくだ!ほろ酔い祭り実行委員 0224-62-1242
会（角田市商工会）

10月13日（土曜日）

親子宇宙教室

角田市スペースタワー・コスモハウス
（角田市角田字牛舘100）

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月1回ペースで実施されます。
10月のテーマは「流木アートに挑戦」です。
対象者は小学生親子，予約制になりますので，事前に問い合わせください。
■時間…午前10時～正午

角田市スペースタワー・コスモ 0224-63-5839
ハウス

大高山神社
（大河原町金ヶ瀬字神山1）

青根温泉じゃっぽの湯駐車場特設会場
(川崎町青根温泉9-1)

10月13日（土曜日）、14 ございん市「蔵王里いもまつり」 蔵王町ふるさと文化会館（ございんホール） 秋の味覚のひとつ、里いもは蔵王町の特産物の一つであり、宮城県で秋の行楽シーズンに行われる芋煮会には必須の食材です。
日（日曜日）
（蔵王町円田字西浦5）
昔から栽培されていた在来種の「どだれ里いも」を販売します。
イベント期間中は大抽選会や詰め放題などが行われるなど、里いもづくしの2日間です。
■時間…午前9時～午後4時
（イベント内容は変更になる可能性があります。）

蔵王町ふるさと文化会館地場 0224-33-2046
産品直売会（会長宅 ）

10月14日（日曜日）

秋の幸まつり

農林産物直売所「旬の市七ヶ宿」
(七ヶ宿町字滝ノ上12)

秋のご馳走である”きのこ”や、生産者が丹精込めて作った秋野菜の対面販売が行われます。また、松島町の海産物の販売や、雪室の特別見学会も行います。数量限定で採 農林産物直売所「旬の市七ヶ 0224-38-1050
れたてのきのこを使用したきのこ汁の無料配布が行われます。
宿」
■時間…午前9時～商品が無くなり次第終了

10月14日（日曜日）

陶芸・押し花教室

丸森町蔵の郷土館齋理屋敷・新館「習の
蔵」
（丸森町字町西25）

自分だけのオリジナル押し花や陶器を作りましょう♪
初歩から丁寧にご指導いただけます。
■時間…午前10時～午後3時
団体でなければ予約は不要です。遅くとも午後1時頃までにはお越しください。
■材料費…お一人様1,260円
※入館料（大人6１0円，小人300円）が必要です

齋理屋敷

0224-72-6636

○10月開催イベント(後編)
月日

10月19日（金曜日）
～21日（日曜日）

平成30年10月1日
開催場所

イベント名

第15回白石城下きものまつり

時間・内容

問合せ先

壽丸屋敷
着物姿で市内を巡り、城下町白石の町の魅力を再発見してみてはいかがでしょうか？
白石まちづくり株式会社
（白石市字中町48-53）
すまiるひろば（白石市字中町48-5）を中心と ★着物でご来場の方に協賛店で使える600円商品券プレゼント
した市街地
★着物ファッションショー参加者に白石温麺プレゼント
①古布作品展示＆販売
②テントきもの市＆お座敷きもの市・ハギレ市
③着物と帯のレンタル2,000円と当日着付け 500円（壽丸屋敷にて） （男物2着あり）
④きものファッションショー（期間中計4回） （19日2回、20日午後1回、21日午前1回）
⑤着物着付けショー 10/20（土）10：00～
⑥大正・昭和・平成の着物deパレード‼（終了後抽選会有り)10/20（土）11：00～
今年は花嫁行列の代わりに着物姿でご来場いただきました皆様に城下町白石（従来の花嫁行列のコース）をパレードしていただきまして すまiるひろばに到着時点で抽選会を
行います。どなたでも参加できます！ ◆終了後午後2時からの「きものファッションショー」にも
参加できます。
⑦まちかどライブ！10/20(土)、10/21（日）…出演者交渉中！
⑧白石和紙製品の展示＆販売…寿丸屋敷店蔵（蔵富人…共催）
⑩休憩所も用意してあります。
■時間…午前10時～午後4時（最終日は午後3時まで）

電話番号

0224-25-6054

10月20日（土曜日）、21 第15回蔵王町産業まつり
日（日曜日）

蔵王町ふるさと文化会館（ございんホール） 蔵王町の特産品である安全安心な野菜、果物、加工品などを展示即売します｡
ほか
子ども伝承芸能やティーナ・カリーナによるライブ、県警音楽隊の演奏、よさこい演舞などのステージイベントも開催します。
（蔵王町円田字西浦5）
また，21日の「もちまき」はざおうさまグッズが当たる当たり券つき。
大人から子供まで楽しめるイベントです。
■時間…20日：午前9時～午後4時
21日：午前9時～午後3時

産業まつり実行委員会（蔵王 0224-33-2215
町農林観光課内）

10月20日（土曜日）
～11月13日（火曜日）

みやぎ大菊花展柴田大会

柴田町船岡城址公園 三ノ丸広場
（柴田町船岡字舘山）

宮城県大菊花展、全日本菊花連盟宮城県支部競技花大会、町菊花品評会などが同時開催される県内最大の菊花展です。
また、期間中はよさこい踊りや大正琴演奏などのイベントも開催されます。
宮城県内の菊花愛好者が丹精こめて育てた色とりどりの菊が会場を埋めつくします。
■時 間…午前9時～午後4時
■入場料…大人200円，小人（小学生）100円

みやぎ大菊花展柴田大会事
務局
（柴田町商工観光課）

10月21日（日曜日）

第44回あしたば白石まつり

あしたば白石
（白石市新館町1-21）

あしたば白石の受講生やサークル生が、日ごろの学習の成果を発表します。
どうぞお越しください。
■時間…午前9時～午後3時30分
■内容…舞台発表…午前9時～午後3時30分
展示発表…午前9時～午後3時
お茶席（煎茶）…午前9時30分～14時まで※売切れ次第終了
食堂…午前11時～午後2時
販売コーナー…午前9時～午後2時

あしたば白石まつり実行委員 0224-25-5095
会

10月21日（日曜日）

第28回おおがわらオータムフェ
スティバル

大河原町役場駐車場ほか
（大河原町字新南19）

町内の農・商・工一体のお祭です。
各種出店多数あり、子供から大人まで誰もが楽しめるイベントです。かわいらしい小学生による演技の上演（よさこいソーラン、堤神楽等）もありますヨ。
■内容…ステージイベント、お楽しみ抽選会、地場産品出店、フリーマーケット、農産物出店，町関連施設PRなど。
■時間…午前9時～午後3時
※雨天決行

①大河原町観光物産協会
②大河原町商工会

①0224-53-2141
②0224-53-1260

10月21日（日曜日）

しばた環境フェア

船岡小学校

柴田町が取り組む環境対策の紹介や体験コーナー、環境講演会等を開催します。
昨年とは会場が異なりますのでご注意ください。
■時 間…午前10時～午後3時30分
■入場料…無料

柴田町エコライフ推進会議
（柴田町町民環境課）

0224-55-2113

10月21日（日曜日）

第10回しばた産業フェスティバ
ル

船岡小学校

柴田町の産業についての展示、地場産品の販売や模擬上棟式の他、船岡小学校体育館ではコマ回しの大会も開催します。
■時 間…午前10時～午後3時
■入場料…無料

しばた産業フェスティバル実行委 0224-54-2207
員会事務局
（柴田町商工会）

10月21日(日曜日)

あぶQウォーク
柴田・菊花コース

スタート：阿武隈急行東船岡駅

阿武隈急行線沿線をウォーキングする「あぶQウォーク」。コースの途中には地域ならではの様々なおもてなしをご用意。楽しく歩いて心とカラダをリフレッシュしませんか？
■受付…午前9時～11時

阿武隈急行㈱

024-577-7132

10月21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
（丸森町字町西25）

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。
■時間…午前10時～午後3時
団体でなければ予約は不要です。
■材料費…しおり1枚500円
※入館料（大人6１0円，小人300円）が必要

齋理屋敷

0224-72-6636

10月26日（金曜日）
～11月4日（日曜日）

秋の大洋蘭展

道の駅村田 歴史と蔵とふれあいの里（村
田町物産交流センター）
（村田町大字村田字北塩内41）

町内の蘭（カトレアを中心）農家を中心に洋ラン約2,000鉢ほど展示即売されます。
■時間…午前10時～

（一財）村田町ふるさとリフレッ 0224-83-5505
シュセンター

10月27日（土曜日）

七ヶ宿湖一周ウォーキング

七ヶ宿湖畔

宮城県民183万人の水ガメである七ヶ宿ダムの湖畔を、鮮やかな紅葉と澄んだ空気を味わいながら歩くイベントです。ゴール後には地元で採れた旬の食材をふんだんに使用し 七ヶ宿町観光協会
た温かいおもてなしもございます。
■参加料 1,000円
■時間 午前8時～午後12時30分
■集合場所 七ヶ宿ダム自然休養公園
■参加申込先 七ヶ宿町観光協会 刈田郡七ヶ宿町字関126

10月27日（土曜日）

第18回全日本石投げ選手権大 丸森町舘矢間地内（丸森橋下流 阿武隈川 河原で平らな石を拾い、川に向かって投げ、石が水の上を何回跳ねたかを競う「水切り遊び」の大会です。お子さんから年配の方まで気軽に参加できる大会です。
会
左岸河川敷）
■集合時間…午前9時45分
■開会式…午前10時（午後1時30分終了予定） ※雨天中止
■参加料…お１人様600円（昼食付き いも煮汁 おにぎり）
※参加者全員に参加賞があります

丸森橋下流阿武隈川左岸河
川敷

10月28日（日曜日）

とくら祭り

とくら祭り実行委員会（小田自 0224-62-4292
治センター）

小田自治センター
(角田市小田字福田80)

小田自治センターから斗蔵山山頂を往復する「とくらマラソン」や「とくらウォーキング」の他，とくら太鼓の演奏などのステージ発表もあります。
また地場産品直売のイベントも行われます。

0224-55-2123

0224-37-2177

0224-72-2350

◯好評開催中
月日

イベント名

開催場所

時間・内容

問合せ先

電話番号

通年（休園日を除く毎
日）

みちのく公園「ヤギ・ヒツジふれ 国営みちのく杜の湖畔公園（北地区）
あい体験」
（川崎町川内字向原254）

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。

みちのく公園管理センター

0224-84-5991

11月4日（日曜日）まで
の土・日・祝日

みやぎ蔵王えぼしナイトゴンドラ みやぎ蔵王えぼしリゾート
空中散歩

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 みやぎ蔵王えぼしリゾート
など大人からお子様まで楽しめるイベントです。ぜひ標高1,100ｍ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

0224-34-4001

11月25日(日曜日)まで
の毎週土日及び祝日

地場産品直売会「ございん市」

蔵王町ふるさと文化会館特設会場
（蔵王町大字円田字西浦5）

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。
■時間…午前9時～午後4時

蔵王町ふるさと文化会館地場 090-1933-9736
産品直売会（会長宅）

共同浴場「神の湯」前特設会場
（蔵王町遠刈田温泉）

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，わざわざ遠方から買い求めにくる人たちで賑わいます。
■時間…午前6時～午前8時

遠刈田温泉朝市実行委員会
（実行委員長 我妻様）

11月25日(日曜日）まで 遠刈田温泉朝市
の毎週日曜日

0224-33-3070

○参加者募集
月日

イベント名

10月27日(土曜日)

七ヶ宿湖一周ウォーキング

内容

宮城県民183万人の水ガメである七ヶ宿ダムの湖畔を、鮮やかな紅葉と澄んだ空気を味わいながら歩くイベントです。ゴール後には地元で採れた旬の食材をふんだんに使用した温かいおもてなしもございます。
参加料はお一人様1,000円。定員250名になり次第申し込み受付終了となります。

問合せ先

電話番号

七ヶ宿町観光協会

0224-37-2177

※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

