
○8月開催イベント
月日 イベント名 開催場所 開催時間 内容 問合せ先

8月末まで
※終了時期の詳細はお
問合せください。

季節の「おくずかけ」企画（夏） 仙南地域のおくずかけ提供店
６店舗
※詳細はHP

※各店舗の営業時間による 宮城県南部を中心とする郷土料理「おくずかけ」と旬の食材を楽しんでいただける企画を実施します。
おくずかけ提供店のうち６店舗にて、８月末までの期間限定で、夏の食材が入った「夏のおくずかけ」を期間限定でご提供しています。
夏の味覚と郷土の味をぜひ味わってみてください。

提供店舗・メニューの詳細は以下のHPをご覧ください。
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/oksgsin-e/okuzukake-summer.html

大河原地方振興事務所
☎0224-53-3182

8月上旬～下旬
※開始・終了時期の詳
細はお問合せください。

桃狩り 室野井果樹園
（蔵王町大字円田字棚村道上
28-1）

午前10時～午後5時 紅くにみ，あかつき，暁星，川中島白桃、おどろきといった桃を，食べ放題で楽しめます。

■料金…大人500円（+税），小学生300円（+税）

室野井果樹園
☎0224-33-2669

8月上旬～下旬
※開始・終了時期の詳
細はお問合せください。

桃狩り 佐藤果樹園
（蔵王町大字円田字棚村道上
29）

午前9時～午後5時 採れたての甘くて美味しい桃を，食べ放題で楽しめます。

■料金…大人（小学5年生以上）750円，小学4年生以下400円

佐藤果樹園
☎0224-33-3407

8月1日（土曜日）
～31日（月曜日）

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）

午前9時～午後5時 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ます。連日大量に準備しておりますが，超人気商品のため，売切れの際はご了承ください。

道の駅「村田」
村田町物産交流センター
☎0224-83-5505

8月2日（日曜日）
～8日（土曜日）

七夕かざり 武家屋敷「旧小関家」
（白石市西益岡町6-52）

午前9時～午後5時 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？

■料金（入場料）…大人200円，高校生以下100円
※8月3日（月）午前11時から、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8日（土曜日） 初心者トレッキング　熊野岳コー
ス

みやぎ蔵王白石スキー場
（白石市福岡八宮字不忘山）

午前8時～午後4時 刈田岳から山形方面にトレッキング。宮城の観光名所でもあるお釜を眺めながら熊野岳の山頂を目指します。天気が良いと山形市内を一望す
ることもできます。
※弁当持参・白石駅から無料送迎付き

■参加費…4,000円（ガイド付き・保険料含む）
■集合…白石駅または城下広場　8：00
■行程…白石駅発・城下広場経由→刈田岳→熊野岳山頂で昼食→刈田岳→白石駅
■準備物…トレッキングに適した服装・靴、昼食、レインウェア

※要予約。申し込みは、右記にお問い合わせください。

みやぎ蔵王白石スキー場
（特定非営利活動法人不
忘アザレア）
☎0224-24-8111

8月9日（日曜日） 押し花教室 丸森町蔵の郷土館「齋理屋敷」
（丸森町字町西25）

午前10時～午後3時 鮮やかな花を利用し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。
■料金（材料費）…1,260円  ※別途、入館料がかかります
■料金（入館料）大人620円、中学生以下310円

※要予約。申し込みは、右記にお問い合わせください。

丸森町蔵の郷土館「齋理
屋敷」
☎0224-72-6636

8月10日（月曜日・祝
日）、
8月23日（日曜日）

野鳥の森ハイキング 宮城県蔵王野鳥の森自然観察
センター「ことりはうす」
（蔵王町遠刈田温泉字上ノ原１
６２－１）

午前10時～正午 野鳥、花々や草木を楽しみながら野鳥の森を歩きます。
※歩きやすい服装(長袖、長ズボン、歩きやすい靴）でご参加ください。
※小雨決行
■参加料　200円
■人数　15名程度
※予約不要

宮城県蔵王野鳥の森自
然観察センター「ことりは
うす」
☎0224-34-1882

8月15日(土曜日)
～16日(日曜日)

高畠マルシェ 道の駅「村田」
村田町物産交流センター
(屋外テント会場)
（村田町大字村田字北塩内41）

午前9時～午後5時 山形県高畠町マルシェ。デラウェア、丸ナスなどの農産物を販売いたします。 道の駅「村田」
村田町物産交流センター
☎0224-83-5505

8月16日（日曜日） こども樹木博士 宮城県蔵王野鳥の森自然観察
センター「ことりはうす」
（蔵王町遠刈田温泉字上ノ原１
６２－１）

午前10時～午後2時 木と友だちになろう！修了後、認定証がもらえます。夏の自由研究にぴったり。
※昼食持参願います。
■参加料　200円
■人数　20名程度

※要予約。申し込みは、右記にお問い合わせください。

宮城県蔵王野鳥の森自
然観察センター「ことりは
うす」
☎0224-34-1882

8月16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）

午前10時～午後3時 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。
■料金（材料費）…500円　※別途、入館料がかかります
■料金（入館料）大人620円、中学生以下310円
※要予約。申し込みは、右記にお問い合わせください。
☆新聞紙で作る「エコバック作り」も体験できます！

丸森町蔵の郷土館「齋理
屋敷」
☎0224-72-6636

8月22日（土曜日） 第7回蔵王御山詣り2020
（御山詣りコース）

刈田嶺神社
（宮城県刈田郡蔵王町遠刈田
温泉仲町１）

午前6時～午後2時 全長17kmのコースを9時間歩きます。（体力・足腰に自信のある方向け）
※雨天決行　※天候その他の事由によってコースを変更する場合があります。

午前6時　刈田嶺神社社務所集合・受付
午前6時30分　御山詣り出発
※途中、すみかわスノーパークにて昼食休憩あり
午後2時　刈田山頂刈田嶺神社到着・参礼・記念撮影（下山：午後2時30分予定）

※7月30日現在、事前予約で既に定員に達していますが、今後キャンセルが発生した場合は、申し込み可能です。
　キャンセル状況等、詳細は右記にご確認ください。

蔵王古道の会
☎090-7078-8431

8月22日（土曜日） 第7回蔵王御山詣り2020
（古道体験コース）

すみかわスノーパーク
（蔵王町遠刈田温泉字倉石岳
国有林内）

午前8時～正午 全長5kmのコースを3時間歩きます。（山歩き初心者向け）
※雨天決行　※天候その他の事由によってコースを変更する場合があります。

午前8時　すみかわスノーパークレストハウス受付
午前9時　御山詣り出発
正午　　　 刈田山頂刈田嶺神社到着・参礼・記念撮影（下山：午後1時予定）

※7月30日現在、事前予約で既に定員に達していますが、今後キャンセルが発生した場合は、申し込み可能です。
　キャンセル状況等、詳細は右記にご確認ください。

蔵王古道の会
☎090-7078-8431

8月23日（日曜日） 齋理ざっと昔 丸森町蔵の郷土館「齋理屋敷」
（丸森町字町西25）

午前10時頃より（状況により時間
変動の可能性あり）

丸森の語り部たちが齋理の昔を語りかけます。
■料金（入館料）大人620円、中学生以下310円

丸森町蔵の郷土館「齋理
屋敷」
☎0224-72-6636

8月30日（日曜日） こどもハイキング 宮城県蔵王野鳥の森自然観察
センター「ことりはうす」
（蔵王町遠刈田温泉字上ノ原１
６２－１）

午前10時～正午 子どもを中心とした野鳥の森の散策に出かけましょう。
※小学校低学年までの親子対象
※歩きやすい服装(長袖、長ズボン、歩きやすい靴）でご参加ください。
※小雨決行
■参加料　200円
■人数　15名程度
※予約不要

宮城県蔵王野鳥の森自
然観察センター「ことりは
うす」
☎0224-34-1882

　掲載されているイベントは、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、中止又は延期になる可能性があります。
　また、施設自体も休館又は営業時間変更になる可能性がありますので、事前にご確認いただきますようお願いいたします。
　なお、お出かけの際には、主催者が実施する感染防止策の確認等をした上で、感染防止を徹底するなど特に注意してください。



○好評開催中
月日 イベント名 開催場所 開催時間 内容 問合せ先

5月～11月の日曜日
（詳細はお問い合わせく
ださい）

遠刈田温泉朝市 共同浴場「神の湯」前特設会場
（蔵王町遠刈田温泉）

午前6時～午前8時 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買い求めにくる人たちで賑わいます。 遠刈田温泉朝市実行委
員会
☎0224-33-3070

令和2年4月15日（水曜
日）～令和3年2月12日
（金曜日）

七ヶ宿フォトコンテスト2020 七ヶ宿町内 － テーマ「七ヶ宿で撮ったとびっきりの１枚」と致しまして長期間に渡るフォトコンテストを開催中。入賞者には七ヶ宿町内の施設利用券や宿泊券が
贈られます。カメラ部門とインスタグラム部門があり、どなたでも参加しやすくなっていますので、是非ご応募ください。
詳しくは
https://town.shichikashuku.miyagi.jp/sightseeing/news/2020/05/2020.html
（七ヶ宿町観光サイト）をご覧ください。

七ヶ宿町観光協会
☎0224-37-2177

7月21日（水曜日）
～8月23日（日曜日）

齋理屋敷「夏の涼飾り」 丸森町蔵の郷土館「齋理屋敷」
（丸森町字町西25）

午前9時30分～午後5時 夏にちなんだ吊るし飾りや蓮をあしらったタペストリーなどが展示されています。
■料金（入館料）大人620円、中学生以下310円

丸森町蔵の郷土館「齋理
屋敷」
☎0224-72-6636

○参加者募集
月日 イベント名 開催場所 開催時間 内容 問合せ先

9月12日（土曜日）、
13日（日曜日）

お手軽木工 宮城県蔵王野鳥の森自然観察
センター「ことりはうす」
（蔵王町遠刈田温泉字上ノ原１
６２－１）

午前10時～正午 簡単なブックスタンドまたは道具箱を作ります。
※予約時に希望を伝えてください。
■参加料　500円または800円
■人数　15名程度

※申し込みは、右記にお問い合わせください。

宮城県蔵王野鳥の森自
然観察センター「ことりは
うす」
☎0224-34-1882

9月26日（土曜日） 秋の野草研究会 みやぎ蔵王白石スキー場
（白石市福岡八宮字不忘山）

未定（詳細はお問い合わせくださ
い）

紅葉のゲレンデで自生する山野草・きのこを観察しながら散策します。昼食は山菜・きのこ料理をお楽しみいただき、午後は展示物を使っての
ガイドによる野草講習会を行います。
※白石駅から無料送迎バス（要予約）あり

■参加費…2,500円（昼食代・保険料含む）
■集合…みやぎ蔵王白石スキー場
■準備物…ゲレンデに適した服装・靴

※申し込みは、右記にお問い合わせください。

みやぎ蔵王白石スキー場
（特定非営利活動法人不
忘アザレア）
☎0224-24-8111

9月26日（土曜日） 森の恵み鑑賞会
（キノコ観察）

宮城県蔵王野鳥の森自然観察
センター「ことりはうす」
（蔵王町遠刈田温泉字上ノ原１
６２－１）

午前10時～午後1時 野鳥の森でキノコを観察後，市販のキノコを使った料理を試食します。
■参加料　500円
■人数　15名程度

※申し込みは、右記にお問い合わせください。

宮城県蔵王野鳥の森自
然観察センター「ことりは
うす」
☎0224-34-1882

9月26日（土曜日）～
27日（日曜日）
【1泊2日】

めざせ！蔵王マイスター 宮城県蔵王自然の家
（蔵王町遠刈田温泉字上ノ原
155-1）

終日
※集合時間等はお問い合わせく
ださい

登山や環境に関する基礎知識・技能を習得し、蔵王の美しい山々を歩きます。
■対象・定員　40歳以上の方　15人程度　※宮城県内在住者に限ります
■主な活動　安全な登山・装備研修、蔵王古道講話、蔵王古道登山　等
■申込方法　往復ハガキまたはメール
■料金（参加費）　3,000円程度
■申込期間　8月12日(水曜日)～8月26日(水曜日)※当日消印・受信有効
■ホームページで詳細をご確認の上、お申し込みください。

宮城県蔵王自然の家
☎0224-34-2101

10月3日（土曜日） 初心者のための山ガール教室 宮城県蔵王自然の家
（蔵王町遠刈田温泉字上ノ原
155-1）

午前8時30分～午後3時30分 蔵王の登山をとおして、自然の美しさや登山の楽しさを味わう教室を開催します。
■対象・定員　18歳以上の女性　25名程度　※宮城県内在住者に限ります
■主な活動　刈田駐車場～熊野岳～地蔵山（往復登山）
■申込方法　メールまたは往復ハガキ
■料金（参加費）　1,500円程度
■申込期間　8月19日(水曜日)～9月2日(水曜日)※当日受信・消印有効
■ホームページで詳細をご確認の上、お申し込みください。

宮城県蔵王自然の家
☎0224-34-2101

10月8日（木曜日） 中級者登山　南蔵王縦走登山 みやぎ蔵王白石スキー場
（白石市福岡八宮字不忘山）

午前7時～午後4時 健脚向けの登山イベントです。登山経験のある方が対象となります。刈田岳から不忘山山頂へ紅葉を眺めながら縦走します。不忘山を下りて
白石スキー場のセンターハウスまでの全長約10ｋｍの登山コースです。
※弁当持参

■参加費…4,000円（ガイド付き・保険料含む）
■集合…白石スキー場　7：00
■行程…白石スキー場→刈田岳（バス移動）→前山→屏風岳→不忘山→不忘の碑→白石スキー場
■準備物…トレッキングに適した服装・靴、昼食、レインウェア

※申し込みは、右記にお問い合わせください。

みやぎ蔵王白石スキー場
（特定非営利活動法人不
忘アザレア）
☎0224-24-8111

10月10日(土曜日)～11
日(日曜日）
【1泊2日】

満喫！蔵王の秋 宮城県蔵王自然の家
（蔵王町遠刈田温泉字上ノ原
155-1）

終日
※集合時間等はお問い合わせく
ださい

蔵王の秋の自然に親しむ活動をとおして、親子のふれあいを深めます。
■対象・定員　小・中学生とその保護者　50名　15家族程度　※宮城県内在住者に限ります
■主な活動　ニジマスつかみ，コース別体験活動、野外炊飯　等
■申込方法　メールまたは往復ハガキ
■料金（参加費）　3,000円程度　※選択したコースによって料金が変わります。
■申込期間　8月26日(水曜日)～9月9日(水曜日)※当日受信・消印有効
■ホームページで詳細をご確認の上、お申し込みください。

宮城県蔵王自然の家
☎0224-34-2101

11月3日（火曜日） 初心者トレッキング　不忘散策
コース

みやぎ蔵王白石スキー場
（白石市福岡八宮字不忘山）

午前8時～午後4時 秋の不忘地域を紅葉を楽しみながらトレッキングします。
※弁当持参・白石駅から無料送迎付き

■参加費…4,000円（ガイド付き・保険料含む）
■集合…白石駅または城下広場　8：00
■行程…白石駅発・城下広場経由→トレッキング開始→昼食→刈田岳→白石駅
■準備物…トレッキングに適した服装・靴、昼食、レインウェア

※申し込み予約は、右記にお問い合わせください。

みやぎ蔵王白石スキー場
（特定非営利活動法人不
忘アザレア）
☎0224-24-8111

宮城県大河原地方振興事務所


