
○5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

5月1日（日） 夏鳥観察ハイキング（夏鳥
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162-1）

午前9時～
午前11時

野鳥の森を歩きながらバードウォッチングをします。オオルリやキビタキに会えるかも・・・。（双眼鏡をお持ち
の方はご持参願います。）
※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。
※対象：初心者
■参加料　200円　■人数　2グループ
※要予約

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

5月1日（日）～
8日（日）

春の公園クイズラリー 国営みちのく杜の湖畔公園
（南地区）
（川崎町大字小野字二本松
53-9）

午前9時30分～
午後4時30分

公園内8か所（南地区）に設置したクイズに挑戦！
5問正解でオリジナル缶バッチをプレゼント！
■ラリーカード設置場所：南ゲート・多目的ホールふるふる
■参加費：無料
■定員：なし

みちのく公園管理セン
ター
☎0224-84-5991

5月1日（日）、
15日（日）

ノルディックウォーキング体
験会

国営みちのく杜の湖畔公園
（南地区）
（川崎町大字小野字二本松
53-9）

午前11時～
午後1時

ノルディックウォーキングの講師とともに、みちのく公園を巡るウォーキング体験！ポールを使うことで負担
なくウォーキングが楽しめます！
■受　付：午前11時～午前11時30分　■体　験：午前11時～午後1時
■場　所：ふるふる前　■参加費：300円/人　※未就学児無料
■対　象：4歳以上　■定　員：20名

みちのく公園管理セン
ター
☎0224-84-5991

5月1日（日）、3日
（火）、4日（水）、5
日（木）、7日
（土）、8日（日）

カヤック体験 国営みちのく杜の湖畔公園
（南地区）
（川崎町大字小野字二本松
53-9）

午前10時～
午後4時

初心者でも安心して楽しめるカヤック体験！※雨天中止
■場　所：やすらぎの池
■参加費：1、500円
■定　員：各回15名（12回/日）
　　　　　※小学生以上

みちのく公園管理セン
ター
☎0224-84-5991

5月1日（日）～
29日（日）の土日
祝日

そり滑り台 国営みちのく杜の湖畔公園
（南地区）
（川崎町大字小野字二本松
53-9）

午前10時～正午
午後1時～4時

そり滑りを楽しもう！
※雨天中止
※混雑が予想される場合は中止の可能性あります
■場　所：わらすこ広場手前
■参加費：無料
■条　件：4歳以上の1人ですべることができる方
　　　　　 　3歳以下の方は保護者とご一緒に

みちのく公園管理セン
ター
☎0224-84-5991

5月1日（日）、3日
（火）、4日（水）、5
日（木）、7日
（土）、8日（日）

シカボートレイン 国営みちのく杜の湖畔公園
（南地区）
（川崎町大字小野字二本松
53-9）

午前10時～
午後3時30分

園内に設けた特設コースを連結トレインで散策できます！
■場所：インラインスケートコース
■参加費：大人450円・子供350円
■定員：なし

みちのく公園管理セン
ター
☎0224-84-5991

5月1日（日）、3日
（火）、4日（水）、5
日（木）、7日
（土）、8日（日）

変形自転車貸し出し 国営みちのく杜の湖畔公園
（南地区）
（川崎町大字小野字二本松
53-9）

午前10時～
午後3時30分

ユニークな変形自転車に乗って特設コースで遊ぼう！
■場所：湖畔のひろば
■参加費：大人450円・子供350円
　　　　　※3歳以上
■定員：なし

みちのく公園管理セン
ター
☎0224-84-5991

5月1日（日）
～31日（日）

里山クイズラリー 国営みちのく杜の湖畔公園
（里山地区）
（川崎町大字小野字二本松
53-9）

午前9時30分～
午後4時30分

里山エリアに設置したクイズに挑戦！
クイズに全問正解された方には里山オリジナルグッズをプレゼント！
■参加費：無料
■定員：なし

みちのく公園管理セン
ター
☎0224-84-2302

5月3日（火・祝） 白石市民春まつり 白石駅前商店街ほか
（白石市）

午前10時～
午後4時

市内商店街を太鼓山車、大人御輿などが練り歩く大パレードです。すまiるひろばでの、ステージイベントや
美味しいグルメなどがテイクアウトできる白石マルシェエリアなど、ご家族連れで楽しめる催しが目白押しで
す。
白石城本丸広場では、片倉鉄砲隊による火縄銃演武も行います。

白石市民春まつり協
議会（白石市商工観
光課内）
☎0224-22-1321

5月3日（火・祝）～
5日（木・祝）

第64回全日本こけしコン
クール・第28回地場産品ま
つり

ホワイトキューブ
（白石市鷹巣東2-1-1）

午前9時～午後4時
（3日の審査品の一
般見学は10時か
ら）

全国のこけし工人が技を競う日本最大のこけしの祭典です。地元の弥治郎系伝統こけしをはじめとした、各
伝統こけしや新型こけし、創作こけしも勢ぞろいします。
また、白石市や近隣市町の名産品を販売する地場産品まつりも同時開催します。

全日本こけしコンクー
ル事務局（白石市商
工観光課内）
☎0224-22-1321

5月3日（火・祝） 森の恵み観察会（野草観
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162-1）

午前10時～正午 野鳥の森内の野草を観察します。
※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。
■参加料　500円　■人数　15名程度
※要予約

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

5月5日（木・祝） 炭焼等体験（生物多様性プ
ログラム）

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 蔵王の特産物でもあった炭作りを体験しましょう。
■参加料　200円　■人数　15名程度
※要予約

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

5月5日（祝） かしわ餅づくり体験
「釜房の家」

国営みちのく杜の湖畔公園
（南地区）
（川崎町大字小野字二本松
53-9）

午前10時～
午後3時

“かまど”で蒸しただんご粉を“杵”や“臼”などの古民具を使用して昔ながらのかしわ餅づくりを体験できま
す。
■参加費　500円
■定員　先着20名

みちのく公園管理セン
ター
☎0224-84-5991

5月6日（金）
～8日（日）

～母の日に感謝をこめて～
カーネーション展示即売会

柴田町観光物産交流館（さ
くらの里）
（柴田町大字船岡字舘山
95-1）

午前9時～
午後5時

柴田鉢花研究会が丹精込めて育てたカーネーションを直売ならではの価格で販売します。
母の日に感謝を込めて贈られてはいかがですか？（入場無料）

（一社）柴田町観光物
産協会
☎0224-87-7101（さく
らの里）

5月7日（土）、
8日（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162-1）

午前10時～正午 文庫本用本立て（引き出し付き）を作ります。
■参加料　500円　■人数　15名程度
※要予約

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

5月7日（土）、
8日（日）

母の日カーネーションフェ
アー

道の駅「村田」
（村田町大字村田字北塩内
41）

午前10時～ 母の日に合わせてカーネーションの即売会を開催いたします。仙南地方で栽培されているカーネーション展
示即売会です。　後援／JAみやぎ仙南

（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

　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！



○5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

5月7日（土） 春の野鳥観察会 国営みちのく杜の湖畔公園
（里山地区）
（川崎町大字小野字二本松
53-9）

午前9時30分～正
午

里山地区駐車場周辺の湿地を歩きながら野鳥を観察します。
※双眼鏡のある方はお持ちください。
 ※雨天時は建物内での映像による説明となります。
講師:日本野鳥の会宮城県支部会員
■場　所：里山地区駐車場集合
■参加費：100円(入園料が別途必要です)
■定　員：15名(事前予約が必要です)
■お申込：里山地区　小野分校　TEL：0224-84-2302

みちのく公園管理セン
ター
☎0224-84-2302

5月8日（日） 春の里山トレッキング体験 国営みちのく杜の湖畔公園
（里山地区）
（川崎町大字小野字二本松
53-9）

午前10時～
午後1時～

登山ガイドと一緒に春の里山を2時間ほど歩くトレッキング体験です。
■時　間：① 午前10時～、②午後1時～
※午前と午後の2回実施
■場　所：小野分校集合
■参加費：500円(入園料が別途必要です)
■定　員：各回10名(事前予約が必要です)
■お申込：里山地区　小野分校　TEL：0224-84-2302

みちのく公園管理セン
ター
☎0224-84-2302

5月13日（金）
～15日（日）

思太田窯展 道の駅「村田」
（村田町大字村田字北塩内
41）

午前10時～ 町内に窯を有する思太田窯展。
近日の窯元作品が一同に並び、焼き物展示即売も致します。

（一財）村田町ふるさ
とリフレッシュセンター
☎0224-83-5505

5月14日（土）、15
日（日）

釜房湖カヤックツアー 国営みちのく杜の湖畔公園
（南地区）
（川崎町大字小野字二本松
53-9）

午前10時～
午後1時～

初心者から楽しめる釜房湖を利用したカヤックツアー。
■場　所：釜房湖
■参加費：4、000円(入園料が別途必要です)
■定　員：各回15名(事前予約が必要です)
■お申込：みちのく公園管理センター　TEL：0224-84-5991

みちのく公園管理セン
ター
☎0224-84-5991

5月14日(土)、
15日(日)

第49回丸森いち 丸森まちづくりセンター前
(伊具郡丸森町字鳥屋120)

午前9時～
午後4時
※15日(日)は、午
後3時まで

植木や野菜・花苗の販売のほか、今年は仙南地域各市町の特産品の販売や、人気のフルーツサンドやピ
ザ、ドーナツなどのキッチンカー10台を準備しており、15日には、町内出身歌手によるミニライブなども開催
されます。
※雨天決行

丸森いち実行委員会
（丸森町商工会内）
☎0224-72-1230

5月15日（日） 第2回仙南バーガーフェス
＆第1回仙南マルシェ

柴田町図書館駐車場
（柴田町船岡西1丁目8番地
内）

午前10時～
午後3時
（バーガーフェスは
売り切れ次第終
了）

飲食店が、腕によりをかけたオリジナリティーあふれるハンバーガーを提供するイベントです。今回はオシャ
レな雑貨などを販売する仙南マルシェ（SENNAN-MARCHE）を同時開催します。

仙南バーガーフェス実
行委員会（鳴海）
☎090-2980-1227

5月15日（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

去年設置した巣箱の使用状況を確認します。
■参加料　200円
■人数　15名程度
※要予約

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

5月21日（日） 蔵王トレッキング「千年杉～
白龍の滝」を歩く

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8時～
午後3時
（休憩込7時間）

えぼしスキー場P→登山口→千年杉コース→ゴンドラ駅→石子遊歩道→登山口→えぼしスキー場P
「森の巨人たち百選」の千年杉、シロヤシオ、ムラサキヤシオや亜高山帯の植物群観賞
※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。
※健脚向き中学生以上
■参加料　1000円
■人数　15名程度
※要予約
※えぼしスキー場に午前8時まで集合

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

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

○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

通年（休園日を除
く毎日）
休園日…毎週火
(祝の場合は翌日
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
※4/24（日）～5/4（水祝）は、ARABAKI　ROCKフェスの為休園となります

みちのく公園管理セン
ター
☎0224-84-5991

3月1日（火）～
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

4月12日(火)～
5月29日(日)
毎週月曜休館日
(祝日の場合は翌
日)

端午の節句 齋理屋敷(伊具郡丸森町字
町西25)

午前9時30分～
午後4時

丸森町の豪商の館・齋理屋敷に伝わる2領の鎧兜を中心に武者幟や玩具、人形など歴史を感じさせる品々
を座敷に展示中。ミニイベント等も開催予定
※入館料620円/子供310円(イベントによっては別途参加料が掛かる場合がございます。)

蔵の郷土館　齋理屋
敷
☎0224-72-6636

4月23日（土）～
5月29日(日)

第21回　おーい！丸森お買
い物レシートラリー

丸森町内農産物直売所や
カフェなど12店舗

各施設の営業時間
をご確認ください

チラシ兼応募用紙で紹介されている、12店舗の直売所＆飲食店で、300円以上のお買い物またはお食事を
されたレシートを5店舗以上集めて応募すると、抽選で嬉しい賞品が当たります。12ヵ所全部制覇された方
は、特別賞の中から選んだお好きな賞品3つが当っちゃうかも！！！
※詳しくは、該当する店舗に設置されているチラシをご覧ください。

丸森町農業創造セン
ター
☎0224-72-3028

宮城県大河原地方振興事務所
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