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登米地域 ［登米市］

ササニシキ：
11月29日（日）までの土日、祝日
りんご：12月31日（木）まで
登米市内参加店舗
東部地方振興事務所登米地域事務所
地方振興部 ☎０２２0（２２）6123

●

●
●

日

所
問

あっさりとした上品な味で根強い人気
の「登米産ササニシキ」と樹上で完熟し
てから収穫する「登米産りんご」が市内
飲食店や菓子店で味わ
えます。登米の秋の味覚
を楽しんでみませんか。

12月1日(火)～2月28日(日)
仙台・宮城観光キャンペーン
推進協議会県南地域部会
☎0224（53）3182

●
●
日
問

毎年大好評の「ナゾ解き発見ゲーム
『県南ご当地キャラクターを探せ！』」
を、今年度は冬季に開催します！ ９つのナ
ゾを解いて、県南各地に隠れたキャラク
ターたちを探し出すスタンプラリー
です。キーワードを集めて応募すると、
抽選で温泉宿泊券など
豪華賞品が当たります。
ぜひご参加ください！

大崎地域 ［大崎市］

大崎市観光交流課
☎0229（23）7097

●問

宮城野部屋直伝！
なる子ちゃんこ鍋

なる子ちゃんこ鍋は、東日本大震災
の際、二次避難先となった大崎市
鳴子温泉地域に大相撲宮城野部屋
が訪れ、ちゃんこ鍋をふるまったこ
とがきっかけで誕生しました。鳴子
温泉地域を中心に大崎市の飲食店
や旅館などで提供されています。
地元の新鮮な食材をふんだんに使
い栄養満点。この冬は、なる子ちゃ
んこ鍋と鳴子温泉郷で、ぽかぽか
するひとときをお過ごしください。

石巻地域 ［石巻市］

CAT ART展 ～シュー・ヤマモトの世界～
キャット アート

「モニャ・リザ」や「ミロの猫
ヴィーナス」など、教科書や
ミュージアムで見たあの
世界の名画が猫の絵に。
本展では古代から現代ま
での約70点をご紹介。ま
た各作品には「猫美術評論
家」によるユーモアたっぷ
りの解説が付いています。
さらに石ノ森萬画館会場限
定描き下ろし「サイボーグ
ゼロゼロニャイン」が登場
します。猫好き、アートファ
ンのみならず、みんなが自
然と笑顔になれる展覧会
をぜひお見逃しにゃく。

11月29日(日)まで●日 石ノ森萬画館 ☎0225（96）5055●所 ●問

けあらし

仙台地域 ［名取市］

名取市サイクルスポーツセンター
名取ゆりあげ温泉「輪りんの宿」

東日本大震災で大きな
被害を受け、再建工事を
終えた名取市サイクルス
ポーツセンターが、10月
3日（土）にオープンしま
した。広々とした敷地に
整備された1周4kmのサ
イクリングロードで、爽や
かにサイクリングを楽し
めます。併設の名取ゆり
あげ温泉「輪りんの宿」に
は、自転車を持ち込んで泊まることもでき、広浦湾・蔵王連峰を見渡せる天然温
泉の日帰り入浴も可能です。また、地元で愛されてきた洋食店「HACHI」が運営

する「閖上港食堂HACHI」があります。

名取市閖上字東須賀2-20
名取市サイクルスポーツセンター
☎022（385）8027

●
●
所
問

気仙沼・本吉地域 ［気仙沼市］

幻想的な世界へ「気嵐」

「気嵐」は、陸地の寒気が
海に移動し、海面の水蒸
気を冷やして霧に変える
現象で、気仙沼の冬の風
物詩となっています。海
水温と大気の気温差が
大きいことなど、さまざ
まな条件が整った時にし
か見られませんが、湾内
を航行する漁船と共に見
渡す景色は、早朝の寒さ
と時間を忘れてしまうほどです。いつもより少しだけ早起きし、初冬の気仙沼の
幻想的な景色に魅了されてみてはいかがですか。

一般社団法人
気仙沼観光コンベンション協会
☎0226（22）4560

●問

栗原地域 ［栗原市］

伊豆沼・内沼のマガンの飛び立ち

仙南地域 ［全域］

ナゾを解いて県南地域の
キャラクターたちを探そう！

伊豆沼・内沼は、全国有
数の渡り鳥の飛来地とし
て知られており、冬にな
るとたくさんのガンやハ
クチョウが渡ってきます。
代表的な鳥であるマガン
は、夜の間は水面で休み、
日の出とともに餌を求め
て、数万羽が一斉に飛び
立ちます。その羽音や鳴
き声は迫力があり、環境
省の「残したい"日本の音風景100選"」にも選ばれています。11月から1月にか
けては、宮城県伊豆沼・内沼サンクチュアリセンターで「ガンの飛び立ち観察会」

が開催されます。詳しくは同センターの
ホームページをご覧ください。

宮城県伊豆沼・内沼
サンクチュアリセンター
☎0228（33）2216

●問

りん

ゆりあげ

やど

新米ササニシキ
＆完熟りんごフェア

のぼりが
目印！

ⓒかとうまさゆき写真事務所

ⓒShu Yamamoto All Rights Reserved.  Licensed by DNP

ⓒかとうまさゆき写真事務所

※期間中に休業日のある店舗もあります。
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登米地域 ［登米市］

ササニシキ：
11月29日（日）までの土日、祝日
りんご：12月31日（木）まで
登米市内参加店舗
東部地方振興事務所登米地域事務所
地方振興部 ☎０２２0（２２）6123

●

●
●

日

所
問

あっさりとした上品な味で根強い人気
の「登米産ササニシキ」と樹上で完熟し
てから収穫する「登米産りんご」が市内
飲食店や菓子店で味わ
えます。登米の秋の味覚
を楽しんでみませんか。

12月1日(火)～2月28日(日)
仙台・宮城観光キャンペーン
推進協議会県南地域部会
☎0224（53）3182

●
●
日
問

毎年大好評の「ナゾ解き発見ゲーム
『県南ご当地キャラクターを探せ！』」
を、今年度は冬季に開催します！ ９つのナ
ゾを解いて、県南各地に隠れたキャラク
ターたちを探し出すスタンプラリー
です。キーワードを集めて応募すると、
抽選で温泉宿泊券など
豪華賞品が当たります。
ぜひご参加ください！

大崎地域 ［大崎市］

大崎市観光交流課
☎0229（23）7097

●問

宮城野部屋直伝！
なる子ちゃんこ鍋

なる子ちゃんこ鍋は、東日本大震災
の際、二次避難先となった大崎市
鳴子温泉地域に大相撲宮城野部屋
が訪れ、ちゃんこ鍋をふるまったこ
とがきっかけで誕生しました。鳴子
温泉地域を中心に大崎市の飲食店
や旅館などで提供されています。
地元の新鮮な食材をふんだんに使
い栄養満点。この冬は、なる子ちゃ
んこ鍋と鳴子温泉郷で、ぽかぽか
するひとときをお過ごしください。

石巻地域 ［石巻市］

CAT ART展 ～シュー・ヤマモトの世界～
キャット アート

「モニャ・リザ」や「ミロの猫
ヴィーナス」など、教科書や
ミュージアムで見たあの
世界の名画が猫の絵に。
本展では古代から現代ま
での約70点をご紹介。ま
た各作品には「猫美術評論
家」によるユーモアたっぷ
りの解説が付いています。
さらに石ノ森萬画館会場限
定描き下ろし「サイボーグ
ゼロゼロニャイン」が登場
します。猫好き、アートファ
ンのみならず、みんなが自
然と笑顔になれる展覧会
をぜひお見逃しにゃく。

11月29日(日)まで●日 石ノ森萬画館 ☎0225（96）5055●所 ●問

けあらし

仙台地域 ［名取市］

名取市サイクルスポーツセンター
名取ゆりあげ温泉「輪りんの宿」

東日本大震災で大きな
被害を受け、再建工事を
終えた名取市サイクルス
ポーツセンターが、10月
3日（土）にオープンしま
した。広々とした敷地に
整備された1周4kmのサ
イクリングロードで、爽や
かにサイクリングを楽し
めます。併設の名取ゆり
あげ温泉「輪りんの宿」に
は、自転車を持ち込んで泊まることもでき、広浦湾・蔵王連峰を見渡せる天然温
泉の日帰り入浴も可能です。また、地元で愛されてきた洋食店「HACHI」が運営

する「閖上港食堂HACHI」があります。

名取市閖上字東須賀2-20
名取市サイクルスポーツセンター
☎022（385）8027

●
●
所
問

気仙沼・本吉地域 ［気仙沼市］

幻想的な世界へ「気嵐」

「気嵐」は、陸地の寒気が
海に移動し、海面の水蒸
気を冷やして霧に変える
現象で、気仙沼の冬の風
物詩となっています。海
水温と大気の気温差が
大きいことなど、さまざ
まな条件が整った時にし
か見られませんが、湾内
を航行する漁船と共に見
渡す景色は、早朝の寒さ
と時間を忘れてしまうほどです。いつもより少しだけ早起きし、初冬の気仙沼の
幻想的な景色に魅了されてみてはいかがですか。

一般社団法人
気仙沼観光コンベンション協会
☎0226（22）4560

●問

栗原地域 ［栗原市］

伊豆沼・内沼のマガンの飛び立ち

仙南地域 ［全域］

ナゾを解いて県南地域の
キャラクターたちを探そう！

伊豆沼・内沼は、全国有
数の渡り鳥の飛来地とし
て知られており、冬にな
るとたくさんのガンやハ
クチョウが渡ってきます。
代表的な鳥であるマガン
は、夜の間は水面で休み、
日の出とともに餌を求め
て、数万羽が一斉に飛び
立ちます。その羽音や鳴
き声は迫力があり、環境
省の「残したい"日本の音風景100選"」にも選ばれています。11月から1月にか
けては、宮城県伊豆沼・内沼サンクチュアリセンターで「ガンの飛び立ち観察会」

が開催されます。詳しくは同センターの
ホームページをご覧ください。

宮城県伊豆沼・内沼
サンクチュアリセンター
☎0228（33）2216

●問

りん

ゆりあげ

やど

新米ササニシキ
＆完熟りんごフェア

のぼりが
目印！

ⓒかとうまさゆき写真事務所

ⓒShu Yamamoto All Rights Reserved.  Licensed by DNP

ⓒかとうまさゆき写真事務所

※期間中に休業日のある店舗もあります。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大によ
り、内容が変更または中止となる可能性があ
ります。
お出掛けの際は、マスクを着用し、発熱や風
邪のような症状がある場合は出掛けないなど

「新しい生活様式」の実践をお願いします。

16みやぎ県政だより 令和2年11月・12月号


