
○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月の土曜日、
日曜日、祝日（9
日は開園しま
す）

ブルーベリーの摘み取り
体験

大河原町金ケ瀬字新開
22番地～40番地1（駐車
場有）

午前10時～
実がなくなるまで

夏の思い出にブルーベリーの摘み取りにチャレンジしてみてはいかがでしょうか。
■入園料　大人500円、小学生以下250円（ご自由にお召し上がりください）
■持ち帰り料金　200g 500円
※予約不要
※雨天休園
※足元が悪い場合がありますので長靴をご持参ください。
※農園にトイレはございません。
※来園の際は、各自での暑さや熱中症対策、新型コロナウイルス感染症対策（マスク着用、消毒等）にご協力
お願いします。

大河原ブルーベ
リー研究会（遠藤）
☎090-3649-0917

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。
※時期により対応が難しい場合がございます。来園前に一度電話にてお問い合わせください。
■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。
※今年度は予約制になります。一度電話にてお問い合わせください。
■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（日） 熊野岳トレッキング 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30分～
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…5,000円（ガイド付き・保険料含む）
■集合…白石駅または城下広場　8：30
■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1日（日）～
7日（土）

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

笹の葉に飾りをつけます。ぜひ見に来てください。

■料金（入場料）…大人200円、高校生以下100円

白石城管理事務所
☎0224-24-3030

8月1日（日）～
31日（火）

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

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1日（日）～
31日（火）

「阿武隈急行フォトコン
テスト２０２０」受賞作品
車内展示

阿武隈急行　8100形車
両内

車両運行時間内 令和2年度に実施した阿武隈急行フォトコンテスト2020において、最優秀賞などに選ばれた10作品の車内展示
を行います。阿武隈急行の四季折々の風景、日常の生活、旅情を感じ取れる素晴らしい作品をぜひご覧くだ
さい。
■展示車両：8100形車両（旧型）
※AB-900系車両（新型）では展示しておりませんので、お間違えのないようご乗車ください。

阿武隈急行株式会
社　企画営業課
☎024-577-7132

8月6日（金）～
8日（日）

齋理ナイト 齋理屋敷
（丸森町字町西25）

午後6時30分～
午後8時30分

絵とうろうを400基展示いたします。幻想的な空間をお楽しみください。 齋理屋敷
☎0224-72-6636

8月8日（日） 押し花教室 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。

齋理屋敷
☎0224-72-6636

8月9日（月・
祝）、15日（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 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9日（月・
祝）、15日（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162－1）

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。
■参加料　200円
■人数20名　　要予約
※当日は昼食の持参願います。
※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10日(火）～
8月22日(日）、
28日(土）、
29日(日）

西根田んぼアート周遊
バス

道の駅かくだ
（角田市枝野字北島81-
1）

①午前10時30分～
午後0時50分
②午後1時20分～
午後3時25分

西根田んぼアートや道の駅かくだと角田駅を結ぶ周遊バスを運行します。
この機会にぜひ「かくだ巡り」を楽しんでみませんか？
■利用料金　1回乗車　1人　1,000円
■購入方法・購入場所　①当日バスの乗車前に添乗員から購入　②角田駅バスターミナル
※1便先着25人程度となります。
周遊コース、お問い合わせ先等詳細については道の駅かくだホームページ
（https://kakudanotakara.jp/info/webdir/178.html）をご覧ください。

道の駅かくだ
☎0224-61-2850

8月14日（土） かくだ牟宇姫夏まつり 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）

午後1時～
午後9時

角田で恒例の「かくだふるさと夏まつり」。今年から角田石川家3代目当主・石川宗敬公へ嫁いだ伊達政宗公
の次女・牟宇姫をモチーフにした「かくだ牟宇姫夏まつり」にリニューアル。音楽中心のステージプログラムの
ほか、盆踊り企画、角田石川家の家紋「飛鶴紋」をあしらった折り鶴の七夕飾りの展示をお楽しみください。
■参加料・入場料　無料

かくだ牟宇姫夏ま
つり実行委員会（角
田市商工会）
☎0224-62-1242

8月14日(土)～
15日(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15日(日) 夏祭りin道の駅かくだ 道の駅かくだ
（角田市枝野字北島81-
1）

午前9時～
午後3時

夏祭りと称して「メダカすくい」「屋台」「ショップ」の出店や、
「よさこい」パフォーマンス、お盆の菊花販売も行われます。

道の駅かくだ
☎0224-61-2850

8月15日（日） シルク和紙紙漉体験 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。

齋理屋敷
☎0224-72-6636

8月21日（土） 第8回蔵王御山詣り2021
（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15kmのコースを約7時間30分かけて歩きます。（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）

※申し込み方法については蔵王古道の会ホームページ
　（https://zaokodo.com/?page_id=1543）よりご覧ください。
※7月28日（水）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
☎0224-34-3627
（ペンションウッド
チャック）

　　　　　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が変更になる可能性がありますので、事前にご確認いただくようお願いいたします。
　　　　　お出かけの際は、主催者が実施する感染防止対策の確認をした上で、ご自身でも感染防止対策を徹底するなど、特に注意してください。
　　　　　イベントの最新情報については、宮城県大河原地方振興事務所ホームページよりご確認ください。
　　　　　　○ リンク先 ： https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/oksgsin-e/event-2021.html

イベントの最新情報

はこちらから



○8月開催イベント（続き）
月日 イベント名 開催場所 開催時間 内容 問合せ先

8月21日（土） 第8回蔵王御山詣り2021
（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）

※申し込み方法については蔵王古道の会ホームページ
　（https://zaokodo.com/?page_id=1543）よりご覧ください。

蔵王古道の会
☎0224-34-3627
（ペンションウッド
チャック）

8月22日（日） 齋理ざっと昔 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

齋理屋敷
☎0224-72-6636

8月28日(土） 西根田んぼアート＆そ
ば打ち体験　「かくだ周
遊観光ツアー」

道の駅かくだ
（角田市枝野字北島81-
1）

午前8時30分～
午後5時50分

宇宙のまち、かくだでＪＡＸＡ角田宇宙センターや田んぼアート、そば打ち体験をお楽しみください。
申し込み方法等、詳細については道の駅かくだホームページ
（https://kakudanotakara.jp/info/webdir/178.html）をご覧ください。

道の駅かくだ
☎0224-61-2850

8月29日（日） 青麻トレッキング 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30分～
午後3時

蔵王ゆかりの山、標高799mの青麻山に連なるあけら山の中腹にある展望台を目指します。約480mの高低差
をトレッキング、登り応えのあるコースです。
※弁当持参・白石駅から無料送迎付き

■参加費…5,000円（ガイド付き・保険料含む）
■集合…白石駅または城下広場　8：30
■行程…白石駅発・城下広場経由→横柴登山口着トレッキング開始→展望台で昼食→北原尾登山道下山→
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29日（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

○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

7月3日（土）～
8月15日（日）

七夕展 角田市郷土資料館
（角田市角田字町18）

午前9時～
午後4時30分

江戸後期の古文書を元に、角田館主石川家で飾られた七夕飾りを再現しました。
石川家で行われていた七夕の様子や、歌をしたためた梶の葉など昔の七夕を展示紹介します。
資料館のお座敷は、夏のしつらえに模様替えしました。涼しげなひと時をお楽しみください。
■入場料・観覧料　無料

角田市郷土資料館
☎0224-62-2527

7月17日（土）～
8月22日（日）

夏休み！昆虫展 角田市郷土資料館
（角田市角田字町17）

午前9時～
午後4時30分

市内斗蔵山周辺の昆虫や世界の蝶の標本を展示します。
身近にいる蝶やとんぼ、色とりどりの世界の蝶、ピカピカのタマムシなど、たくさんの昆虫標本を見ることができ
ます。
拡大鏡で虫の細部に迫る『のぞいてみよう！虫のせかいを！』や食べられる昆虫を展示した『昆虫食堂』もあ
ります。
夏休みには、ぜひご家族で「昆虫の世界」をお楽しみください。

料 観覧料　無料

角田市郷土資料館
☎0224-62-2527

7月17日（土）～
8月31日（火）

滑津大滝
夏のライトアップ

滑津大滝
（七ヶ宿町字滝の上付
近）

午後7時～
午後9時

東北デスティネーションキャンペーン特別企画として夏仕様のライトアップが行なわれます。
秋には見られない夏ならではの緑豊かな草木とコラボレーションした滑津大滝が幻想的にライトアップされま
すのでぜひお越しください。
※天候により、中止する場合があります。

七ヶ宿町観光協会
☎0224-37-2177

7月17日（土）～
8月31日（火）

中高生なつ割ワンコイン
きっぷ

阿武隈急行 ※窓口営業時間内
に販売

阿武急が1日乗り放題！
あぶきゅうは「中高生の夏休み」を応援します！
■設定区間 阿武隈急行全線フリー
■発売期間 期間は毎年夏休み期間
■対象者 中学生及び高校生　※購入には学生証または生徒手帳の掲示が必要です。
■使用期間 発行日のみ有効
■価格 500円
■発売箇所 福島・保原・梁川・丸森・角田の各有人駅 及び車内
※窓口営業時間内にお買い求めください。

阿武隈急行株式会
社　企画営業課
☎024-577-7132

7月22日（木・祝)
～8月22日（日）

みちのく公園「ふるさと
村　昆虫展」

国営みちのく杜の湖畔
公園（南地区）
（川崎町川内字向原
254）

午前9時30分～
午後6時

日本で見ることができる夏の昆虫を中心に、古民家を使用し標本を展示する昆虫展を開催します。
■参加費…無料
■入園料　大人450円、中学生以下無料、シルバー(65歳以上）210円
※団体割引(20名以上)あり、その他年間パスポートあり（全国の国営公園で利用可）
■交通　山形自動車道･宮城川崎ＩＣより車で約5分｡仙台駅前バス乗り場63番より秋保・川崎仙台西部ライ
ナーで約60分、「みちのく公園」停留所下車。
■駐車場　普通車320円

みちのく公園管理
センター
☎0224-84-5991

7月30日（金）、8
月27日（金）、 9
月24日（金）、10
月29日（金）、11
月26日（金）

あぶQフライデー 阿武隈急行 ※午前10時より販
売開始

2年ぶりに復活！「あぶQフライデー」を実施します。
令和3年7月から令和3年11月の毎月最終金曜日に「あぶQフライデー」を実施します。1日フリー乗車券と沿線
自治体のお土産（500円分）がセットになったお得な特別切符を各駅枚数限定で販売しますので、お早めにお
求めください。
※8月27日（金）は丸森町のお土産です。
■販売箇所　　：福島駅、保原駅、梁川駅、丸森駅、角田駅、槻木駅阿武隈急行線ホーム
■販売価格　　：1日フリー乗車券（お土産付き） 1枚700円

阿武隈急行株式会
社　企画営業課
☎024-577-7132

通年（休園日を
除く毎日）
休園日…毎週
火曜日(祝日の
場合は翌日
休)，4月1日～6
月第3日曜，7月
第3月曜～10月
31日は無休

みちのく公園「ヤギ・ヒツ
ジふれあい体験」

国営みちのく杜の湖畔
公園（北地区）
（川崎町川内字向原
254）

午前10時～
午後4時

みちのく公園の北地区に広がる「みちのく自然共生園」で、ヤギ・ヒツジにえさを与えたり、触れたりできます。
■参加費…無料
※雨天時、荒天時はお休みします。
■入園料　大人450円､中学生以下無料、シルバー(65歳以上）210円
※団体割引(20名以上)あり、その他年間パスポートあり（全国の国営公園で利用可）
■交通　山形自動車道･宮城川崎ＩＣより車で約5分｡仙台駅前バス乗り場63番より秋保・川崎仙台西部ライ
ナーで約60分、「みちのく公園」停留所下車。
■駐車場　普通車320円

みちのく公園管理
センター
☎0224-84-5991

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

蔵王町で採れた新鮮で安心な地場産品を生産者が自ら販売します。 遠刈田温泉朝市実
行委員会
☎0224-33-3070

9月末まで 渓流釣り解禁 澄川上流
（蔵王町）

終日 例年3月から9月まで、蔵王山麓の川で渓流釣りが解禁。イワナなどを釣ることができます。
渓流釣りの際は「入漁券」の購入が必要です。（年間4,800円、一日900円）

蔵王町観光案内所
☎0224-34-2725

宮城県大河原地方振興事務所
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