○11月開催イベント
月日

平成30年10月29日
イベント名

開催場所

時間・内容

問合せ先

電話番号

11月1日(木曜日) 新そばと秋の味覚と買 村田町内のそば店・飲 村田町内のそば店と飲食店が、新そばや秋の食材を使ったおいしい季節の味覚を提供します。また、
～
い歩き～遊歩スタンプラ 食店
期間中に参加店で食べ歩きした方にスタンプを進呈。３ヶ所食べ歩くことで抽選により地場産品など豪
11月30日(金曜日) リー～
華賞品や参加店協賛の飲食券が当たります。
■時 間…参加飲食店へ要確認

村田町商工会

11月3日（土曜日・ 蔵王チーズフェア・蔵王 蔵王酪農センター特設
祝）、
高原大根狩り
会場
4日（日曜日）
（同時開催）
（蔵王町遠刈田温泉字
七日原地内）

蔵王酪農セン 0224-34-3311
ター
0224-34-3447
蔵王高原大根
まつり実行委員
会（齋藤）

11月4日（日曜日） 秋の検断屋敷まつり

材木岩公園
(白石市小原)

チーズ料理教室や手作りバター教室，コンサートやクイズコーナーなど内容盛りだくさんな催しです。蔵
王チーズ特製のチーズフォンデュや七日原産高原大根を使った大根汁を味わうこともできます。
大根狩りは約10万本の大根が用意された畑で，自由に大根を抜きながらビニール袋への詰め放題を行
います。
■時間…午前9時～午後4時
■参加費…お一人様1,000円（ビニール袋1枚受取）
即売会場では，地場産野菜等を販売します。
■時間…午前9時～午後4時
材木岩公園で開催する地域の手作りまつりです。
和太鼓演奏，カラオケ大会，だるま落とし，ウッドボウリング大会など，参加者の皆様がお楽しみいただ
けるイベントを企画しております。
■時間…午前10時30分～午後2時
※雨天中止
※天候などで、内容の一部を変更する場合があります。

0224-83-2267

小原地区活性 0224-29-2031
化推進協議会：
小原公民館

11月4日（日曜日） 第31回阿武隈リバーサ 角田市陸上競技場（ス 市民との協働による大会として，今年31回目を迎えます。
イドマラソン大会
タート＆ゴール）～角田 県内外から2,000人を超えるランナーが参加し，阿武隈川沿いの風景をバックに健脚を競います。皆様
中央公園及び周辺，閉 で応援にお越しください。
会式は角田市総合体 ■時間
育館
・開会式：午前9時45分～（角田市総合体育館）
（角田市枝野字青木
・スタート：午前10時～（角田市陸上競技場）
155-31）
（注）参加申込受付は終了

阿武隈リバーサ 0224-63-3771
イドマラソン大
会実行委員会
事務局(角田市
総合体育館)

11月4日（日曜日） 青空shopかくだ駅

角田市観光物
産協会

阿武隈急行角田駅・駅 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しています。
前広場
フードマーケット＆フリーマーケットでは地元の地場産品などの産直店が出店します。
（角田市角田流159-2） ミニライブやパフォーマンスなどのお楽しみイベントも開催しています。
■時間…午前8時～午後0時30分

0224-61-1192

11月4日（日曜日） 第14回蔵王ふるさとファ 蔵王町ふるさと文化会 蔵王町内で活動している蔵王町文化協会加盟団体による大正琴，カラオケ，ダンス，よさこい，合唱，オ 蔵王町ふるさと 0224-33-2018
ンタジー
館（蔵王町大字円田字 カリナなどバラエティー豊かな発表会です。
文化会館
西浦5）
■時間…午前10時開演 午後2時30分終演
■入場無料 最後にお楽しみ抽選会が有ります
11月3日（土・祝）・4日（日）は第42回蔵王町文化祭が同時開催です
11月4日（日曜日） かわさきまち「水源の森 育樹祭
育樹祭は「水源の町づくり」事業で行われる林業体験イベント。間伐や枝打ち活動のほか、林業教室・ 川崎町 農林課 0224-84-2111
づくり」育樹祭
（川崎町前川地区松葉 林業機械体験も開催。山の仕事を体験してみましょう。
森山敷地内）
■時間…午前10時～午後14時（午前9時 川崎町役場集合）
■雨天決行
■要予約
※当日はバスで会場まで移動しますので，事前に予約をお願いいたします。
11月5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。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・曇天時は中止

阿武隈天文同 0224-55-2683
好会 会長 豊
川光雄

11月6日（火曜日） 齋理屋敷企画展「丸森 丸森町蔵の郷土館齋
～
の猫神様～猫碑パネル 理屋敷
12月9日（日曜日） 展～」
（丸森町字町西25）

養蚕が盛んだった丸森町では、ネズミから蚕を守る猫が大切にされていました。その名残から、猫をモ 齋理屋敷
チーフにした石碑が町内のいたるところに点在しています。齋理屋敷では、その猫神様を題材にした猫
碑のパネル展を行います。
■時間…午前9時30分～午後5時 ※12月は午後4時30分まで
■体験講座…11月11日のみ
・立体ちび猫を作ろう
要予約 材料費2,500円 定員15名
準備物 エプロン、カッター、木工ボンド100ｇ（2本）
詳しくはお問い合わせ先まで
■料金…大人610円 小人300円
■休館日…月曜日 ※祝日の場合は翌日

11月10日(土曜
日)、
11日(日曜日)

第40回白石市農業祭

ホワイトキューブ【白石
市文化体育活動セン
ター】
(白石市鷹巣2丁目1番1
号)

新米や新鮮野菜・果物などをお手ごろ価格で販売する農林物産即売会や，登別・海老名物産展など，
今年も多種多様なイベントをご用意しております。
皆様のお越しをお待ちしています！
■時間…10日：午前9時～午後4時
11日：午前9時～午後3時

①白石市農林 ①0224-22-1253
課
②0224-25-3531
②JAみやぎ仙
南白石地区事
業本部

11月10日（土曜
日）、
11日（日曜日）

JAみやぎ仙南フェス
ティバルinかくだ

総合営農センター構内
特設会場
（角田市佐倉字宮谷地
2）

秋の実りを祝う年に一度の農業祭の開催です。
「食と農」をテーマに地場産品や生活用品の即売を致行います。
また，組合員の郷土芸能発表などのステージショーおよび農機具展示会などが行われます。
■時間…10日午前9時～午後3時30分
11日午前9時～午後3時

JAみやぎ仙南 0224-63-3131
角田地区本部

11月10日（土曜
日）、
11日（日曜日）

なんでもや創業祭「大張 丸森町大張地区 大張
いち」
物産センター「なんでも
や」
（丸森町大張川字宮田
23-3）
第11回七ヶ宿そば街道 七ヶ宿そば街道
新そばまつり
＜5店舗＞
・そばの店 吉野屋
・そばの里 がんこ
・山里のそば まるいち
・農民そばや 芭蕉庵
・そば茶房 牧之原

11月10日（土曜
日）、
11日（日曜日）

11月11日(日曜日) 碧水園茶会

丸森町大張地区にある地域の力でつくりあげた共同店「なんでもや」。ステージ発表では太鼓演奏や踊 大張物産セン
り、販売ブースでは沖縄・北海道の旬の野菜や特産品、地域の地場産品の出品が行われます。
ター「なんでも
■時間…午前9時～午後2時
や」
※雨天決行

0224-72-6636

0224-73-5888

今年で１０回目を迎える大人気イベント「新そばまつり」の開催です。
七ヶ宿そば組合 0224-37-3223
お祭り期間中，各店自慢のもりそばを500円で食べることができます。各店の食べ歩きがオススメです。 事務局
■時間 「そばの店 吉野屋」・「山里のそば まるいち」…午前10時～午後3時
「農民そばや 芭蕉庵」…午前10時～午後4時
「そば茶房 牧之原」・「そばの里 がんこ」…午前11時～整理券配布分まで
※各店品切れの場合、早期終了することがあります

碧水園
茶道子ども教室
(白石市南町2丁目1番 ■時間…午前10時～午後3時
13号)
■料金…大人1席500円 子ども 無料

白石市古典芸 0224-25-7949
能伝承の館 碧
水園

11月11日（日曜日） 喰暄’ROLL2018
船岡城址公園 観光物 柴田町の「食」「農業」「音楽」が一堂に会するイベントです。柴田町内の食材を中心に、各店舗が創作 喰暄’
080-3328-4889
（しょっけんろーる2018） 産交流間前駐車場
料理を提供します。また、地域で活躍するバンドや音楽家が会場を盛り上げます。食と音楽が交差する ROLL2018実行
会場にぜひお越しください。
委員会
■時間午前10時～午後3時※小雨決行
11月11日（日曜日） 第24回丸森ウォークラ
リー大会

不動尊公園周辺
（丸森町字不動56-1）

※参加申し込みは既に終了しています。
今年も丸森ウォークラリー大会を開催します。
美しい紅葉を見ながらゆっくり歩けるコースを設定し，「誰もが」「気軽に」楽しめるイベントになっており
ます。
ゴール後には，参加者全員に無料でおにぎりととん汁を配布します。
また，地元出身のアーティスト「Tae-chu」によるコンサートや物産販売など，参加者以外の方も楽しめる
内容となっていますので是非ご来場ください。
■時 間…開会:午前9時30分
スタート:午前10時
■場 所…不動尊公園周辺

丸森町教育委
員会生涯学習
課

0224-72-3036

○11月開催イベント
月日

平成30年10月29日
イベント名

開催場所

時間・内容

問合せ先

電話番号

11月11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
■料金…お一人様1,260円
※他に入館料（大人610円，小人300円）が必要です。
※団体の場合，要予約。

齋理屋敷

11月17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。
対象者は小学生親子，参加料有。予約制になりますので，事前にお問い合わせください。
11月の内容は「放射線ってどんなもの（身の回りにある見えない不思議なもの！）」です。
■時間：午後1時30分～午後3時30分
■要予約

角田市スペース 0224-63-5839
タワー・コスモ
ハウス

11月17日（土曜
日）、
18日（日曜日）
11月17日（土曜
日）、23日（金曜
日・祝日）、25日
（日曜日）

自然薯・じゅうねん収穫 丸森町いきいき交流セ 丸森の特産品のひとつである自然薯の収穫時期にあわせ，同じく特産品のひとつであるじゅうねんを広
祭
ンター大内
く知っていただくために，様々なイベントや即売会を行います。
（丸森町大内字町西7）
ころ柿作り体験会in丸 耕野ふるさと交流セン 丸森町の秋の風物詩「ころ柿（干し柿）」を作る体験会を開催します。この体験会では，蜂屋柿の皮むき
森
ター（丸森町耕野字沼 から紐通し，いぶし，干しまでの一連の工程を体験することができます。熟練者が丁寧に指導するた
65-2）
め，色、味ともに満足できる仕上がりとなり，贈り物としても喜ばれる「ころ柿」ができあがります。
■定員…各日40名
■時間…午前10時～午後2時
■料金…大人3,900円 小学生2,900円（税込・生柿4㎏，昼食付）※送料が別途かかります
■申込締切…各日1週間前まで※定員になり次第締切

11月18日（日曜日） 丸森シルク和紙紙漉き 丸森町蔵の郷土館齋
体験
理屋敷・新館習の蔵
（丸森町字町西25）

11月23日（金曜日・ しばた柚子フェア
祝日）

養蚕が盛んだった丸森町。シルクを漉き込んだ和紙のシオリをつくってみませんか。

いきいき交流セ 0224-79-3151
ンター大内
丸森”こらいん” 0224-72-6392
ツーリスト

齋理屋敷

0224-72-6636

（一社）柴田町
観光物産協会

0224-56-3970

■時間…午前10時～午後3時
■料金…材料代500円
※他に入館料（大人610円，小人300円）が必要です。
※団体の場合，要予約。
☆新聞紙でつくる『エコバック作り』も体験できます！

柴田町太陽の村
柴田町のブランド柚子「雨乞の柚子」を数量限定で販売します。
（柴田町本船迫字上野 皮が厚く、味、香り、色が良いのが特徴です。
4-1）
秋の味覚をぜひお楽しみください。
■時間…午前10時～午後2時※雨天決行

11月23日（金曜日・ 第6回風の草原リレーマ 国営みちのく杜の湖畔
祝日）
ラソン
公園北地区風の草原
（宮城県柴田郡川崎町
大字川内字向原254番
地9）

0224-72-6636

風の草原の周回コースを1チーム4～15名の編成で走るリレーマラソンの大会です。
リレーマラソンの他に、子供向けの「キッズラン」、親子で参加できる「親子ラン」も行われます。
また、同じ会場で同時開催される「みちのくあったか鍋まつり」では、東北各地の鍋が堪能できます。
皆さんで運動と食欲の秋を満喫してみてはいかがでしょうか？

風の草原リレー 022-215-4455
マラソン大会事 （平日9時30分～
務局（仙台放送 午後5時30分）
エンタープライ
ズ内）

■時間…午前9時～午後3時
■料金…リレーマラソン 4～10名 1人3,000円、11～15名 一律33,000円(1チーム)
キッズラン 1人2,000円
親子ラン 1組3,000円
※事前申込は終了しています。
11月23日（金曜日・ ひっぽ筆まつり
祝日）

筆神社
丸森町筆甫の八雲神社内にある、平成9年に建立された鉛筆の形をした筆神社のおまつりです。
（丸森町筆甫字中島 八 筆供養や筆上達祈願，玉串奉典の神事，模範揮毫（きごう），餅つき，奉納神楽などの催しが行われる
雲神社内）
ほか，筆上達祈願や合格成就の絹筆お守りを限定販売（小 800円、中 1,000円）します。
■時間…午前10時～午後2時30分頃
※内容が縮小される可能性有り

筆甫まちづくり
センター

0224-76-2111

11月25日（日曜日） 齋理ざっとむかし

丸森町蔵の郷土館齋 丸森の語り部たちが齋理の昔を語りかけます。
理屋敷・新館習いの蔵 ■時間…午前10時～午後3時の間（随時）
（丸森町字町西25）
■入館料…大人610円，子ども300円

齋理屋敷

0224-72-6636

○好評開催中
月日

平成30年10月29日
イベント名

開催場所

通年（休園日を除く みちのく公園「ヤギ・ヒツ 国営みちのく杜の湖畔
毎日）
ジふれあい体験」
公園（北地区）
（川崎町川内字向原
254）
11月4日（日曜日） みやぎ蔵王えぼしナイト みやぎ蔵王えぼしリ
までの土・日・祝日 ゴンドラ空中散歩
ゾート

11月4日（日曜日） 秋の大洋蘭展
まで

11月4日（日曜日） 齋理屋敷企画展「シル
まで
クフェスタin齋理」

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）
丸森町蔵の郷土館齋
理屋敷
（丸森町字町西25）

11月13日（火曜日） みやぎ大菊花展柴田大 柴田町船岡城址公園
まで
会
三ノ丸広場
（柴田町船岡字舘山）

時間・内容

問合せ先

電話番号

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。
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

みちのく公園管 0224-84-5991
理センター

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 0224-83-5505
ふるさとリフレッ
シュセンター

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

みやぎ蔵王え
ぼしリゾート

0224-34-4001

0224-72-6636

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 みやぎ大菊花 0224-55-2123
最大の菊花展で、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。
展柴田大会事
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。
務局
（柴田町商工観
■時 間…午前9時～午後4時
光課）
■入場料…大人200円，小人（小学生）100円

11月25日(日曜日) 地場産品直売会「ござ
までの毎週土日及 いん市」
び祝日

蔵王町ふるさと文化会 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 蔵王町ふるさと 090-1933-9736
館特設会場
物を販売します。出展者による手作りのイベントです。
文化会館地場
（蔵王町大字円田字西 ■時間…午前9時～午後4時
産品直売会（会
浦5）
長宅）

11月25日(日曜日） 遠刈田温泉朝市
までの毎週日曜日

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，お土産として買う人
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

11月30日（金曜日） 第10回たっぷり蔵王！ 蔵王町内のキャンペー 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。
まで
キャンペーン
ン参加事業者
今年は28店舗44メニューをご用意しております。
（全28店）
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。

遠刈田温泉朝
市実行委員会
（実行委員長
我妻様）

0224-33-3070

（一社）蔵王町
観光物産協会

0224-34-2725

※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

