
○11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30日(金曜日)
～令和3年1月12日
(火曜日)

第29回みちのく宮城の
小京都・村田フォトコン
テスト

村田町内 　― 今年も「みちのく宮城の小京都・村田フォトコンテスト」を開催します。昨年は県内外問わず26名
62作品の応募がありました。例年実施しているカメラ部門に加え、今年度からInstagram部門も
新しく設けました。写真がお好きな方、村田がお好きな方は是非応募してください。入賞者には
豪華な賞品を贈ります。詳細は町ホームページをチェックしてください。
(http://www.town.murata.miyagi.jp/kanko/event/syashinten/index.html)

村田町観光物産協会
☎0224-83-2113

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）（宮城県刈田郡蔵王町
遠刈田温泉字新地西裏山36番地
135）

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

11月1日（日曜日） おくずかけおふるまい 国営みちのく杜の湖畔公園北地
区自然共生園（宮城県柴田郡川
崎町川内七曲山）

午前11時～午後4時の中で、
「新鮮お野菜収穫体験」に併せ
て、計５回実施します。
詳しくは下記HPをご覧くださ
い。
（https://www.pref.miyagi.jp/so
shiki/oksgsin-e/okuzukake-
with-agri.html）

みちのく杜の湖畔公園北地区の
自然共生園で開催される「新鮮お野菜収穫体験」に合わせて、
仙南地域の郷土料理「おくずかけ（ハーフサイズ） 」をふるまいます！
旬のお野菜の収穫を楽しんだ後、
郷土の味を味わってみませんか？

※「新鮮お野菜収穫体験」参加者限定
　新鮮お野菜収穫体験については、下記HPをご確認ください。
　https://michinoku-park.info/regular_events/yasaishukaku.html

宮城県大河原地方振
興事務所　地方振興
部
☎0224-53-3182
FAX：0224-53-3076
メール：
oksinbk2@pref.miyagi.l
g.jp

11月1日（日曜日） Green Summit
with　阿武急

阿武隈急行　丸森駅
（宮城県伊具郡丸森町舘矢間山
田字土手下102）

午前10時～午後3時 植物好きによる植物好きのための合同販売会です。ちょっとコアな植物が集まります。
この機会にぜひ植物談議に花を咲かせましょう。
多肉植物やサボテン好きの方はぜひ！

1000’ｓ（センズ）
☎0224-87-7487

11月3日（火曜日・
祝）、8日（日曜
日）、15日（日曜
日）、23日（月曜
日・祝）

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 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

11月7日（土曜
日）、
8日（日曜日）

蔵王高原大根狩り 各農園・蔵王酪農センター特設会
場
（蔵王町遠刈田温泉字七日原地
内）

午前9時～午後4時 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。
蔵王酪農センター特設会場では、
蔵王チーズ特製のチーズフォンデュや、地元の美味しい料理を味わうことができます。

■料金（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。

蔵王高原大根まつり
実行委員会
☎0224-34-3447
蔵王酪農センター
☎0224-34-3311

11月8日（日曜日） 地球温暖化対策普及プ
ロジェクトーSTOP温暖
化ー破牙神ライザー龍
ショー

道の駅かくだ
（角田市枝野字北島81-1）

①午前11時～
②午後1時30分～

道の駅かくだに地球温暖化対策普及啓発プロジェクト応援キャラクターになっている、
仙台のご当地ヒーロー「破牙神ライザー龍」が登場します。
①午前11時～「破牙神ライザー龍キャラクターショー」
②午後1時30分～「龍と学ぶ地球温暖化クイズ大会」
各回終了後に撮影会を行います。（握手会は新型コロナ禍の影響のため行いません。）
その他、STOP温暖化！展示コーナーも併設します。

道の駅かくだ
☎0224-61-2850

11月8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

11月14日（土曜
日）、15日（日曜
日）

第5回ねぎまつり 角田市島田字島田西地内 午前7時30分～午前11時30分 ねぎの収穫体験会場で、新鮮で美味しいねぎをご自身で収穫し、詰め放題を行います。
◆料金1袋1,000円（お一人様2袋まで）
袋は会場でご用意しております。
当日はマスク着用でお越しください。
当日は阿武隈急行角田駅→道の駅かくだ→ねぎ収穫体験会場を無料シャトルバスが運行しま
す。

農事組合法人　舘島
田生産組合
☎0224-86-5033

11月14日（土曜
日）、15日（日曜
日）

春蘭展 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～ 町内外の春蘭愛好家の作品を展示いたします。 （一財）村田町ふるさ
とリフレッシュセンター
☎0224-83-5505

11月15日（日曜日） 丸森シルク和紙紙漉き
体験

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 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

宮城県大河原地方振興事務所

　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。

祝！

１０月３１日（土）

阿武隈急行全線開通



○11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

11月16日（月曜日）
～22日（日曜日）

道の駅かくだ角田産「長
芋・ごぼう・りんご」販売
フェア

道の駅かくだ
（角田市枝野字北島81-1）

午前9時～午後5時00分 角田産の美味しい「長芋・ごぼう・りんご」の季節となりました。
期間中の21日（土曜日）～22日（日曜日）は午後2時まで
マルシェ方式（屋外特設会場）でも販売いたします。
※新型コロナ感染拡大防止対策のため、試食は実施いたしません。

道の駅かくだ
☎0224-61-2850

11月21日(土曜
日)、22日(日曜日)

特産市in村田 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～ 県内の魅力ある特産品を一同に集め展示即売いたします。 （一財）村田町ふるさ
とリフレッシュセンター
☎0224-83-5505

11月21日（土曜
日）、
22日（日曜日）

自然薯・じゅうねん収穫
祭

丸森町いきいき交流センター大内
（丸森町大内字町西7）

午前10時～午後4時 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
ねんを広く知っていただくために、いきいき交流センターを会場とし、様々なイベントや即売会を
行います。

いきいき交流センター
大内
☎0224-79-3151

11月22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

11月22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

11月27日（金曜日） かくだ田園ホール寄席
（三遊亭とん馬）

かくだ田園ホール（角田市市民セ
ンター）
（角田市角田字牛舘10）

開場：午前9時
開演：午前10時
（終演予定：午前11時45分）

三遊亭とん馬さんによる落語を行います。かくだ田園ホール寄席では皆様に安心して足を運ん
でいただけるように、以前から行っていた新型コロナウイルス感染拡大防止の取り組みをさらに
きめ細かく行ってまいります。
皆様お誘い合わせのうえお越しください。
◆料金：500円（角田市市民センター窓口にてチケット販売）
◆定員：先着138名

角田市市民センター
☎0224-63-2221

11月27日(金曜日)
～29日(日曜日)

奏でるWaza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～ 県内に住む先進気鋭の工芸作家の作品(手描友禅・仙臺さすり・ガラス彫刻・トンボ玉・和布小
物・ブリザードフラワー袋物・柿渋染め）が一堂に展示され、実演も致します。

（一財）村田町ふるさ
とリフレッシュセンター
☎0224-83-5505

○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

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

宮城県大河原地方振興事務所

祝！

１０月３１日（土）

阿武隈急行全線開通
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