
○6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
6月1日（水）
～30日（木）

ふるふる工作体験 国営みちのく杜の湖畔公園
（南地区）
（川崎町小野字二本松53-
9）

午前10時～
午後3時

プラ板キーホルダー、オリジナルバッグ、ウッドバーニングでつくるカッティングボード、たこ作り等の工作を
ご体験いただくことができます。
■場　 所：多目的ホール　ふるふる
■参加費：200円～400円
■定　 員：なし～30名
　※参加費、定員はプログラムにより異なります

みちのく公園管理セン
ター
☎0224-84-5991

6月4日（土），5日
（日）

盆栽風コケ園芸 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

自分だけのオリジナルなコケ盆栽を作ってみませんか。
■参加料　300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

6月4日（土）
～7月10日（日）

ふるさと村装飾 国営みちのく杜の湖畔公園
（南地区）
（川崎町小野字二本松53-
9）

午前9時30分
～午後4時30
分

「釜房の家」にて、和傘や照明、生け花等のモニュメントを設置し、写真スポットを演出します。
「鳴瀬川河畔の家」では縁側にテルテル坊主を設置し、季節を感じられる写真スポットを演出します。
■場　所：ふるさと村「釜房の家」「鳴瀬川河畔の家」

みちのく公園管理セン
ター
☎0224-84-5991

6月4日（土）
～26日（日）

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

午前9時30分
～午後4時30
分

園内8か所にクイズがあります。5問以上正解した方には、みちのく公園オリジナルグッズをプレゼントいた
します。
■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

6月4日（土）
～26日（日）

雨の日限定「青空傘」レンタ
ル

国営みちのく杜の湖畔公園
（南地区）
（川崎町小野字二本松53-
9）

午前9時30分
～午後4時

雨の日限定で、内側に青空がプリントされた傘を貸し出しいたします。雨の日においても花畑や公園風景と
一緒にフォトジェニックな写真を撮影していただくことができます。
■場　所　  ：南ゲート
■参加費　 ：無料
■貸出本数：30本

みちのく公園管理セン
ター
☎0224-84-5991

6月5日（日） みやぎ川崎支倉常長まつり 川崎町役場特設会場 午前10時～
午後3時

川崎町では3年ぶりに支倉常長まつりを開催します。400年前、戦場を駆け巡り、ついには宮城の大地を
蹴って大海原に船出した常長。まばゆい新緑がもえる川崎町は、常長の故郷です。常長が見た山並み、常
長が歩いた大地、常長が触れた風が、皆さまをお待ちしています。彼の偉業をたたえ、後世に語り継ぐた
め、慶長遣欧使節団を再現し、パレードします。あなたも400年前にトリップして、歴史を再発見しましょう。

支倉常長まつり実行
委員会（地域振興課）
☎0224-84-2117

6月10日(金)
～12日(日)

そら豆まつり 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3時
※なくなり次
第終了

町特産品そら豆のＰＲ販売（箱・袋）をいたします。そら豆炭火焼等。そら豆袋詰め放題（有料1袋500円）を
行います。※出荷量が少ない場合は行いません。

道の駅「村田」村田町
物産交流センター
☎0224-83-5505

6月11日（土），
8月27日（土），
11月12日（土）

リュウキンカ増殖活動 みちのく公園　里山地区
（宮城県柴田郡川崎町大字
小野字熊野山）

午前10時～
正午

里山地区に咲くリュウキンカ鑑賞を毎年楽しみにしていらっしゃる方が多く、今年もたくさんの方にご覧いた
だけました。リュウキンカのまとまった群生地は、里地里山では少なく、稀少です。リュウキンカ増殖活動と
ともに、それを妨げる特定外来生物の防除と、減少しているホタルの保全活動(生息環境の改善)、水生動
物調査など、参加ボランティアを募り、3度にわたり実施いたします。
■参加料　100円
■持ち物　長靴、手袋、帽子、雨具（天候に応じて）、タオル、飲料水　※長袖、長ズボン
■人数　20名程度　※事前予約

みちのく公園　里山地
区
☎0224-84-2302

6月11日(土)
～12日(日)

うめ～梅まつり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～梅
がなくなり次
第終了

道の駅かくだで角田産のもぎたて梅を地元の生産者が特別価格で販売するほか、梅干しや梅のお菓子な
ども販売いたします。

角田市商工観光課
☎0224-63-2120

6月11日(土)、12
日(日)、25日(土)、
26日(日)

仙南ホラーナイト うらにわあとりえ(大河原町
福田字堀内51)

午後7時30分
～午後8時

河北新報で紹介された、宮城県を代表する映画監督、銀傘(ギンカ)作のホラー映画を無料上映会いたしま
す。初夏の暑さを吹き飛ばす、和風ホラーの世界をご体感ください！
【上映作品】
6月11日(土)＆6月26日(日)　【人を呪わば穴五つ】　【馬車鉄道の去る頃に】　【人蝕む樾】
6月12日(日)＆6月25日(土)　【かしらなし】　【神無し神社】　※最新作、お披露目上映！

うらにわあとりえ(阿
部）
☎090-9534-0627

6月12日（日） 芝草平トレッキング みやぎ蔵王白石スキー場
（白石市福岡八宮不忘山）

午前8時30分
～午後3時30
分

刈田岳から不忘山方面にトレッキング。芝草平を目指します。
程よいアップダウンで汗をかきながら道中に咲く初夏の高山植物を観賞します。
※初級向け・弁当持参
※天候・諸条件により中止または行程を変更する場合があります。

■参加費…5,500円（ガイド料、保険料含む)
■行　程…8：30白石駅発(マイクロバス)、城下広場経由⇒9：30刈田峠・トレッキング開始⇒11：30芝草平
⇒14：00刈田峠⇒15：00白石駅
※時間は目安です。
※申し込みは、右記問合せ先にお電話ください。

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

6月12日（日） 初級トレッキング体験会 みちのく公園　里山地区
（宮城県柴田郡川崎町大字
小野字熊野山）

①午前10時
～
②午後1時～

トレッキングインストラクターと一緒に初夏の里山地区をめぐり、木々や草花、ちいさな生き物、小鳥など自
然を体験するプログラムです。トレッキング初心者、運動不足解消、登山シーズンの足慣らし、そして日ごろ
のストレス解消にお勧めです。
※スニーカーまたはトレッキングシューズ、飲料、タオル、虫よけスプレー等
※長袖・長ズボン・帽子・香水不可（クマよけのため出発地点（小野分校）にて、クマ鈴・携帯ラジオを貸し出
します。
■参加料　500円（入園料別途　大人450円､中学生以下無料、シルバー(65歳以上）210円 ）
■人数　15名程度　※事前予約

みちのく公園　里山地
区
☎0224-84-2302

6月17日(金)
～7月3日(日)

第9回しばた紫陽花まつり 柴田町船岡城址公園
（柴田郡柴田町大字船岡字
舘山95-1）

鑑賞自由 第9回を迎える「花のまち柴田」の初夏の花イベント。4,200株を超えるアジサイが公園全体に咲き渡りま
す。晴れの日の美しさはもちろんのこと、雨が降るとアジサイが色鮮やかに引き立つので、天候によらず楽
しめるのもポイント。期間中はスロープカーの運行やキッチンカーの出店を予定しています。

柴田町商工観光課
☎0224-55-2123

6月17日(金)
～19日(日)

ウチョウラン（羽蝶蘭）展 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10時～
午後4時

ウチョウラン愛好家の皆様がおすすめする自慢のウチョウランを展示・即売します。 道の駅「村田」村田町
物産交流センター
☎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！



○6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
6月18日(土) 宴市 うらにわあとりえ(大河原町

福田字堀内51)
午前10時～
午後4時

大河原で始まる、食材持込みの市（マーケット）。参加料は、ご持参いただく食材だけ"ギブミー・ベジタブ
ル”も開催！集まった食材は、県内人気店の料理人たちが、その場で即興で調理します。ご馳走は独り占
めせず、皆で分かち合う"食体験型交流イベント”！
　その他にも、ボンネットバスが来場！車内での「絵本の読み聞かせ」体験や、Marche出店者ブースもあり
ます。※食材が通貨代わりとなる対象イベントは「ギブミー・ベジタブル」のみです。
【絵本の読み聞かせ】
■時間／11時～、午後2時～
■読み聞かせ／絵本セラピスト　村松　由里子さん

ただいま、おかえり。
実行委員会
tadaoka2022@gmail.c
om
うらにわあとりえ(阿
部）
☎090-9534-0627

6月19日（日） 初級トレイルランニング教
室（ゆっくりと走りながらトレ
イルランニングの魅力を楽
しもう）

みちのく公園　里山地区
（宮城県柴田郡川崎町大字
小野字熊野山）

午前10時～
正午

里山のコースは初心者にも安心で走りやすいコースです。専任のコーチがトレイルランニングの基本、練習
方法、走り方をわかりやすくアドバイスいたします。トレイルランをこれから始める方からベテランランナーま
でレベルに合わせて練習します。
■参加資格　小学年生以上　※小学生は保護者同伴
■参加料　2,500円　※保険料含む（入園料別途　大人450円､中学生以下無料、シルバー(65歳以上）210
円 ）
■持ち物　運動できる格好、ランニングシューズ（出来ればトレインランシューズ）、手袋、キャップ、雨具（天
候に応じて）、飲料水、着替え
■人数　15名程度　※事前予約

みちのく公園　里山地
区
☎0224-84-2302

6月25日(土)
～26日(日)

高畠マルシェ 道の駅「村田」(屋外テント
会場）
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3時

山形県高畠町マルシェ。さくらんぼ､デラウェア、丸なす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

○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28日（土）～
6月19日（日）
休館日：月曜日

山つなみ、雨間の語らい 蔵の郷土館齋理屋敷 新館
（丸森町字町西25）

午前9時30分
～
午後4時

令和元年東日本台風の記憶を語り継ぐため、当時の映像や写真、文書や絵画を展示した企画展を開催し
ます。
6月12日（日）は無料開放日とします。
ぜひ、この機会に「蔵の郷土館齋理屋敷」に足をお運び下さい。
■入館料　大人620円　中学生以下310円
■ミニイベントも定期的に開催しております。詳細につきましてはお問い合せください

蔵の郷土館齋理屋敷
☎0224-72-6636

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

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

通年
土日祝
※夏休み期間は
毎日

工作体験 みちのく公園　里山地区
小野分校
（宮城県柴田郡川崎町大字
小野字熊野山）

午前10時～
午後4時

みちのく公園の里山地区「小野分校」の工作室で、小枝や竹、つる、どんぐりなどの木の実を使って工作で
きます。
■参加費　100円
■入園料　大人450円､中学生以下無料、シルバー(65歳以上）210円

みちのく公園管理セン
ター
☎0224-84-5991

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

みちのく公園管理セン
ター
☎0224-84-5991

○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
複数日開催 南蔵王縦走登山 みやぎ蔵王白石スキー場

（白石市福岡八宮不忘山）
スキー場に集合しバスで刈田岳へ。不忘山山頂に向けて初夏の花を眺めながら縦走します。不忘山を降り
て白石スキー場センターハウスまでの約11kmの人気の登山コースです。

■参加費…6,600円（ガイド料、保険料含む)
■行　程…7：00白石スキー場集合・出発⇒刈田峰（バス移動）→前山→屏風岳→南屏風→不忘山→不忘
の碑⇒16：00白石スキー場到着・解散

※中級者向け・弁当持参
※開催日時については、みやぎ蔵王白石スキー場ホームページ（http://www.nposki.com/）をご覧くださ
い。
※申し込みは、右記問合せ先にお電話ください。

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


	●【印刷用】イベント情報（R4.06）

