
○10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

10月1日（木曜日）
～11月30日（月曜
日）

第12回たっぷり蔵王！キャ
ンペーン

飲食店など蔵王町内のキャンペーン参
加事業者
（全34店）

店舗により異なる 蔵王町内産食材にこだわった定番・期間限定メニューを各店舗で提供します。
今年は34店舗59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、今年は蔵王町産「仙台牛」が当たるスタンプラリーやインスタグラム投稿コンテストも実施します。

（一社）蔵王町観光物産
協会
☎0224-34-2725

10月4日（日曜日）、
18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１６２－１）

午前10時～正午 初秋の野鳥の森を散策します。
※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

10月4日（日曜日） 第18回角田ずんだまつり 道の駅かくだ
（角田市枝野字北島81-1）

午前9時～午後2時30分 角田市では秘伝豆という大粒で甘みが強く香りが良い品種の枝豆を生産しています。
今年は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、秘伝豆の即売会に特化したお祭り内容となっております。
また会場や圃場でも枝豆のもぎ取り体験を実施します。
その他ずんだ餅やずんだを使用したお菓子やソフトクリームなども販売します。どれも売り切れ次第終了の数量限定となりますのでご了
承ください。

角田市商工観光課
（第18回角田ずんだまつ
り実行委員会）
☎0224-63-2120

10月6日（火曜日）
～11月1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
（丸森町字町西25）

午前9時30分～午後4時30分 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います。ぜひご覧ください。
■料金（入館料）大人620円、中学生以下310円
※団体のみ要予約
■休館日…月曜日　※祝日の場合は翌日

丸森町蔵の郷土館「齋
理屋敷」
☎0224-72-6636

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8日（木曜日） こけし供養祭 弥治郎こけし村
（白石市福岡八宮字弥治郎北72-1）

午後4時～ 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。
※今年はコロナウイルス感染症拡大防止のため、関係者のみでの開催となります。観覧はできませんが、供養は受け付けます。
■供養料…一口1,000円

弥治郎こけし村
☎0224-26-3993

10月10日（土曜日）、
11日（日曜日）

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）
（蔵王町円田字西浦5）

10日(土)午前9時～午後4時
11日(日)午前9時～午後3時

秋の味覚のひとつ、里いもは蔵王町の特産物の一つで、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。
昔から栽培されている在来種の「土垂(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。
（イベント内容は変更になる場合があります。）

蔵王町ふるさと文化会
館地場産品直売会（会
長）
☎090-1933-9736

10月10日（土曜日）
～18日（日曜日）

生田目（なまため）石板画
展＆古民具・アート(工房四
季庵)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）

午前10時～午後4時 町内石板画作家生田目氏による石(玄昌石)と対話を重ねた創作展。
工房四季庵による古民具展(明治・大正・昭和の時代に生活の糧にしていた古いもの等を現代風にリメイクした創作展です。)

（一財）村田町ふるさとリ
フレッシュセンター
☎0224-83-5505

10月11日（日曜日） 秋の幸まつり in 七ヶ宿 道の駅七ヶ宿（七ヶ宿町字上野8‐1）
旬の市七ヶ宿（七ヶ宿町字滝の上１２）
せせらぎの里（七ヶ宿町字横川８）
ゆのはら農産直売所
（七ヶ宿町字南浦畑5-1）

（計４カ所の直売施設）

午前9時～午後2時
※商品が無くなり次第終了

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町内の各直売施設や施設敷地内の仮設テントにて行
われるほか、数量限定で「きのこ汁」「芋煮汁」「とうふ汁」「そば雑炊」などの秋の味覚鍋が無料で振る舞われます。

※詳細は、右記各々の施設にお問い合わせください。

道の駅七ヶ宿
☎0224-37-2721
旬の市七ヶ宿
☎0224-38-1050
せせらぎの里
☎0224-37-2445
ゆのはら農産直売所
☎0224-37-3223

10月11日（日曜日） 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）

午前10時～午後3時 色とりどりの花を使って自分だけのオリジナル押し花や陶器を作ってみませんか。初歩から丁寧に指導いたします。

■材料費…1,260円
■料金（入館料）大人620円、中学生以下3１0円
※団体のみ要予約

丸森町蔵の郷土館「齋
理屋敷」
☎0224-72-6636

10月18日（日曜日） 森林セラピー体験 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１６２－１）

午前10時から正午 森林セラピストとヨガ講師による森林セラピー体験で心身をリフレッシュしましょう。

■参加料　500円
■人数　10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

10月18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 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
■料金（入館料）大人620円、中学生以下3１0円
※団体のみ要予約

丸森町蔵の郷土館「齋
理屋敷」
☎0224-72-6636

10月20日（火曜日）
～11月10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）

午前9時～午後4時 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。
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。
■入場料…無料

みやぎ大菊花展柴田大
会事務局（柴田町商工
観光課）
☎0224-55-2123

10月23日（金曜日）
～11月3日（火曜日・
祝日）

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）

午前10時～午後4時頃（売切次
第終了）

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。 （一財）村田町ふるさとリ
フレッシュセンター
☎0224-83-5505

10月25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１６２－１）

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

10月25日(日曜日) 高畠マルシェ(屋外テント会
場)

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）

午前9時～午後4時頃 山形県高畠町マルシェ。ラ・フランス、りんご、フルールジュースなどの農産物を販売いたします。 （一財）村田町ふるさとリ
フレッシュセンター
☎0224-83-5505

10月25日（日曜日） 齋理ざっとむかし 丸森町蔵の郷土館齋理屋敷・新館習の
蔵
（丸森町字町西25）

午前10時～午後3時の間（随時） 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
※団体のみ要予約

丸森町蔵の郷土館「齋
理屋敷」
☎0224-72-6636

10月31日（土曜日）、
11月1日（日曜日）

こけし、クラフト、市場。 みやぎ蔵王こけし館（蔵王町伝統産業
会館）

31日(土)午前10時～午後4時
1日(日)午前10時～午後3時

遠刈田温泉にある「みやぎ蔵王こけし館」では、東北のこけし産地よりこけし職人を招き、こけしろくろ挽きや描彩の実演、こけしの販売
会を開催します。また、屋外では、各地からものづくり作家によるブースを設け、作品の販売を行います。

みやぎ蔵王こけし館（蔵
王町伝統産業会館）
☎0224-34-2385



◯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

9月1日（火曜日）
～11月29日（日曜
日）

阿武隈ライン舟下り「いも煮
舟」

丸森町観光交流センター（阿武隈ライン
舟下り乗船場）
（丸森町字下滝12）

※お問い合わせください 秋～初冬にかけての景色の移り変わりを、秋の食材がたっぷり入ったいも煮を食べながらお楽しみいただけます。
観光交流センターの発着、往復8キロメートル、約60分の乗船時間です。
※3名以上、3日前までに要予約

■料金…大人2,200円、子ども（小学生）1,600円（乗船料＋おにぎり1個＋いも煮）
　※おにぎりの追加ができます。（2個セット200円～）

阿武隈ライン舟下り
☎0224-72-2350

○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

11月1日（日曜日） 野鳥のくらしを探ろう 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１６２－１）

午前10時～午後2時 巣箱作りの後，野鳥の森に巣箱を掛けます。（5月と7月に巣箱の利用状況を観測します）
（共催　みちのく「体験の風をおこそう」運動推進協議会）
※当日は弁当の持参をお願いします。

■参加料　200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

11月3日（火曜日・祝
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

11月14日（土曜日）
～11月23日（月曜
日・祝日）

「私の宇宙船！」イラストコ
ンテスト

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）

― テーマ「私の宇宙船！」としてイラストコンテストを実施します。老若男女問わず、夢のある宇宙船のイラストを送ってください。
入選者には賞状や宇宙グッズなどの素敵な賞品をご用意しております。
募集期間：令和2年11月14日（土）～23日（月）必着
規定サイズ：通常ハガキサイズ（14.8㎝×10.0㎝）
郵送か直接角田市スペースタワー・コスモハウス（火曜休館）までご持参ください。
詳細応募規定については
http://www.kakuda-kousha.jp/
(角田市地域振興公社ホームページ)をご参照ください。

角田市スペースタワー・
コスモハウス
☎0224-63-5839

宮城県大河原地方振興事務所
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