
○7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
7月1日（金）～
9月30日（金）

ナゾ解き発見ゲーム「県南
ご当地キャラクターを探
せ！2022」

県南2市7町の観光施設 各施設の営業時間をご確認く
ださい

ナゾを解いて県南地域のご当地キャラクターが隠れている場所を巡るナゾ解きスタンプラリーを開催します。キーワードと
スタンプを集めて応募すると、抽選で64名様に温泉宿泊券やキャラクターグッズなどの豪華賞品が当たります。ぜひご参
加ください。 多くの方のご参加をお待ちしています。
■参加費…無料
■参加方法…ナゾと応募用紙のついたリーフレットをご準備ください
■リーフレット配布場所
…宮城県内の主な観光施設で配付しているほか、ホームページ（https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/oksgsin-
e/gotouchi2022.html）からもダウンロードできます。

仙台・宮城観光キャン
ペーン推進協議会県
南地域部会(宮城県大
河原地方振興事務所
地方振興部内)
☎0224-53-3182

7月から8月の夏休み期
間

せんなん工場探検隊
～夏休みに親子で工場見
学しよう！～

仙南地域内工場7社 各施設の営業時間をご確認く
ださい

宮城県仙南地域には、機械や部品などを作って私たちの暮らしを支えている工場がたくさんあります！
普段は見ることができない工場の中を探検してみませんか？
参加者にはもれなく「だて正夢」キューブ米をプレゼント！
■参加企業　・NECプラットフォームズ株式会社　・ホーチキ株式会社　宮城事業所　・株式会社マトロ
・株式会社アステム　・株式会社コイワイ　宮城工場　・プラスエンジニアリング株式会社 仙台事業所
・株式会社 五洋電子 仙台工場
※申込方法など詳細は大河原地方振興事務所ＨＰ（https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/oksgsin-
e/sennankoujyoutankentai.html）からご覧ください。

宮城県大河原地方振
興事務所地方振興部
☎0224-53-3199

7月初旬～
7月下旬
（期間については目安の
ため、詳細はお問い合わ
せください）

ブルーベリー狩り 蔵王ブルーベリーファーム
（蔵王町遠刈田温泉字七日
原254-2）

午前9時～午後4時 蔵王山麓の豊かな緑と清らかな水、太陽の恵みが育んだ美味しいブルーベリーの大きさや形、甘さや風味が異なる様々
な品種を食べ比べすることができます。
園内にあるレストハウスでは、ブルーベリーを使ったオリジナル料理やデザートが食べられます。
※レストハウスは10月末あたりまで営業(火・水が定休日)
　ただし、ブルーベリー狩り期間中は無休
■入園料：45分食べ放題／大人 1,200円（税込）（中学生以上）・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 子供 800円（税込）（4歳以上・小学生以下）
※お持ち帰り／100gあたり250円（税込）
※来園予約は必要ありません。但し20名様以上の団体は事前にご連絡願います。
※掲載の入園料等は変更させて頂くことがございます。

蔵王ブルーベリー
ファーム
☎0224-35-3014

7月1日(金)～
3日(日）

山野草展 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 町内の愛好家が育てた山野草の展示・一部販売を致します。 道の駅「村田」
村田町物産交流セン
ター
☎0224-83-5505

7月9日（土） 大人のための絵本セラピー
体験講座

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10分 絵本セラピーとは、大人のためのワークショップ。絵本に触れてみると、思いがけない素直な自分に出会えたり、新たな気
付きを得られたり、心が軽くなるという嬉しい作用に導かれることもあります。第二部の特別企画では、10日の「仙台空襲
の日」を前にして、70年前に作られたという防空壕前での読み聞かせを開催します。
【第一部】　絵本セラピー（ドリンク＆デザート付）
①午前10時30分～正午／②午後2時～午後3時30分
【第二部】　特別企画／防空壕前にて絵本読み聞かせ（約30分程）
①午後0時10分から／②午後3時40分から
■参加費　1,500円
■参加人数　各回定員10名（先着）

実行委員会
☎080-6002-4900
Eメール：
spur@ab.auone-net.jp

7月9日（土） 名取天文台　天体観望会 うらにわあとりえ（大河原町
福田字堀内51）

午後7時～午後8時30分 望遠鏡で月を見よう！天体観望会を開催します。3台（16倍、42倍、120倍）の望遠鏡で大きさの違う月が楽しめます。雨天
時は望遠鏡相談や星空相談を受付ます。ご興味のある方はお気軽にお越しください。
※夜の開催のため、必ずおうちの人と来てください。
※最新情報は名取天文台の公式SNSをご確認ください。

名取天文台SNS
うらにわあとりえ(阿
部）
☎090-9534-0627

7月10日（日)、
7月20日（水）

大黒天コマクサトレッキング 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 蔵王エコーライン大黒天登山口から御釜を目指します。
蔵王の火山帯・駒草の群生を見ながらトレッキングします。。
※初級向け・弁当持参
■参加費…5,500円（ガイド料・保険料含む）
■行程…8：30白石駅発(送迎バス)、城下広場経由→9：30大黒天登山口（トレッキング開始）→12：00御釜・昼食→14：00
御田ノ神園地→15：00白石駅着
■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

7月10日(日) 親子で生き物調査
「むかっち博士とカエル調
べ！」

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～正午 みちのく公園里山地区の”びっきの水辺”で向井博士と一緒にカエル調べを実施。※観察した生物のお持ち帰りはできま
せん。
■参加費…子ども一人につき500円　※保護者は入園料のみ　※小雨決行（荒天中止）
■定員…5組（20名程度）　※事前予約
■対象…小学生とその保護者
■持ち物…長靴、帽子、タオル、飲み物、雨天時はレインコート等（汚れても良い服装：長袖、長ズボン）

みちのく公園管理セン
ター里山地区
☎0224-84-2302

7月10日（日） 押し花教室 蔵の郷土館齋理屋敷
（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）お問合せ下さい
■料金（入館料）大人620円、中学生以下310円
※要予約
団体でなければ予約は不要です。(20名以上の場合は予約が必要です。)

蔵の郷土館「齋理屋
敷」
☎0224-72-6636

7月12日(火)～
8月7日（日）

【展示会】お家の一番古い
もの展

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 お家にある一番古い自慢のものを展示します。
■入館料：大人620円、小人310円
■休館日：月曜日(休日の場合は翌日)

蔵の郷土館「齋理屋
敷」
☎0224-72-6636

7月13日（水）
7月27日（水）

不忘山夏登山 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3時 白石スキー場センターハウスから不忘山山頂へむけての登山。
夏の緑と風景を楽しみながら山頂を目指し、スキー場へと戻ります。
※弁当持参
■参加費…5,500円（ガイド付き・保険料含む）
■集合…白石スキー場
■行程…7：00白石スキー場集合・出発→女子高山小屋跡→アザレア平→不忘山山頂→復路→
　　　　　   15：00白石スキー場着・解散
■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

7月15日(金)～
8月31日(水)

遠刈田大橋松川ライトアッ
プ

県道457号線遠刈田大橋
（こけし橋）および松川河川
敷内

日没～約3時間程度(予定) 1級河川松川に架かる通称「こけし橋」と呼ばれる遠刈田大橋と松川をライトアップする初の試みを7月から約1か月間実施
いたします。
夏の遠刈田温泉街を歩きながら、美しい風景をぜひ御覧ください。
なお、付近に駐車場はございませんので、お車でお越しの方は徒歩3分程の「遠刈田温泉神の湯駐車場(60分無料)」をご
利用ください。

蔵王町農林観光課観
光振興係
☎0224-33-2215

7月15日(金)～
19日(火）

サマーフェア洋ラン展 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 カトレアを中心とした洋ランの展示即売会を開催します。 道の駅「村田」
村田町物産交流セン
ター
☎0224-83-5505

　　　　　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

実施期間：１０月１日（金）から１１月３０日（火）まで 実施期間：７月から８月までの夏休み期間



○7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
7月15日(金)、16日(土)、
29日(金)、30日(土)

Sairi Night Garden 2022 蔵の郷土館　齋理屋敷
（丸森町字町西25）

午後5時～午後8時 人々の交流の場として昨年に引き続き ビアガーデン「Sairi Night Garden 2022」を開催いたします。 蔵の郷土館「齋理屋
敷」
☎0224-72-6636

7月16日（土）～
18日（月・祝）

カヤック体験 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4時 初心者から安心して楽しめるカヤック体験！
■場所：やすらぎの池　■参加費：1,500円　■定員：各回15名　■条件：4歳以上

みちのく公園管理セン
ター
☎0224-84-5991

7月16日(土)～
11月30日(水）

新鮮お野菜収穫体験 国営みちのく杜の湖畔公園
（北地区）
（川崎町川内字向原254）

①午前10時～
②午前11時～
③午後1時～
④午後2時～
⑤午後3時～

みちのく公園北地区自然共生園で、有機栽培の新鮮野菜の収穫体験を行います。7月はジャガイモ、キュウリ、ミニトマト、
ナス、ピーマンを収穫予定です。※生育状況によって収穫いただけない野菜もございます。
■参加費…10円～100円（収穫物によって異なる）
※雨天時、荒天時はお休みします
■定員…各回5組（当日受付、野菜がなくなり次第終了）

みちのく公園管理セン
ター
☎0224-84-5991

7月16日（土）～
11月13日（日）

みやぎ蔵王セントメリース
キー場グリーンシーズンゲ
レンデオープン

みやぎ蔵王セントメリース
キー場
（川崎町大字今宿字猪ノ沢
3-10）

午前9時～午後4時 東北最大級の「プラスノーゲレンデ」は、冬の滑走とはまた違った爽快感が味わえます。「プラスノー」は、プラスチック製の
ブラシマットのことで、その上を滑走する夏季用のコースを設置しています。
■料金
　1日券（リフト料金）…一般3,000円/子供2,000円
　3時間券（リフト料金）…一般2,300円/子供1,300円
　2時間体験コース（リフト券＋レンタルセット）…一般3,500円/子供3,000円

みやぎ蔵王セントメ
リースキー場
☎0224-84-5880

7月16日(土)～
17日(日）

高畠マルシェ 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4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賑売致します。

道の駅「村田」
村田町物産交流セン
ター
☎0224-83-5505

7月17日(日） 初級トレイルランニング教
室

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）

午後10時～正午 みちのく公園里山地区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、走り方を分かりやすくアドバイスしてくださいます。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
て練習していきます。
■参加費…2,500円
■定員…15名　※事前予約
■持ち物…運動出来る格好、ランニングシューズ（出来ればトレイルランシューズ）、手袋、キャップ、雨具（天候に応じ
て）、飲料水、着替え

みちのく公園管理セン
ター里山地区
☎0224-84-2302

7月16日（土） シルク和紙紙漉体験 蔵の郷土館齋理屋敷
（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

蔵の郷土館「齋理屋
敷」
☎0224-72-6636

7月23日（土）～
8月21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）
（川崎町小野字二本松53-
9）

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

みちのく公園管理セン
ター
☎0224-84-5991

7月23日（土）～
8月21日（日）

ふるさと村七夕飾り 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5時30分 川崎町で飾られている、昔ながらの七夕飾りを展示します。
■場所：ふるさと村「釜房の家」

みちのく公園管理セン
ター
☎0224-84-5991

7月24日（日） 水引トレッキング 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 白石スキー場から水引コースをトレッキング。
沢沿いを登り水引直登コースと呼ばれるエリアの手前まで登った後引き返してスキー場に戻ります。
※弁当持参

■参加費…5,500円（ガイド付き・保険料含む）
■行程…8：30白石駅発(送迎バス)、城下広場経由→9：00白石スキー場トレッキング開始→12：30水引第3水場・昼食→
15：00白石スキー場→16：00白石駅
■準備物…登山に適した服装・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

７月24日（日） 丸森ざっとむかし話の会 蔵の郷土館齋理屋敷
（丸森町字町西25）

午前10時～午後３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

蔵の郷土館「齋理屋
敷」
☎0224-72-6636

7月29日(金)～
31日(日）

奏でるＷａｚａ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 　県内に住む新進気鋭の工芸作家の作品（真鍮（しんちゅう）細工・手描友禅・仙臺さすり・ガラス彫刻・トンボ玉・和布小
物・柿渋染め）が一堂に展示され、実演も行います。

道の駅「村田」
村田町物産交流セン
ター
☎0224-83-5505

7月31日（日） みちのく公園「ふるさと村
親子で昔の暮らし体験」

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9時45分～午後3時 昔の暮らしの知恵や伝統的な古民家が持つ価値や面白さ、奥深さを、昔あそびや釜戸を使った昼食づくりなどを通し、親
子で体験いただきます。
■開催場所…ふるさと村　本荘由利の家・釜房の家
■定員…先着5組（1組4名程度を想定　※定員になり次第受付終了）
■参加費…未定
■申込…事前申込　※7/24までに電話・FAXで受付

みちのく公園管理セン
ター
☎0224-84-5991

7月31日（日） 「じいじ・ばあばの話っこ＆
工作時間」

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）

紙芝居：午前10時～午前10
時30分
民話がたり：午前10時30分か
ら午前11時
工作：午前11時10分から正午

みちのく公園北地区の地域交流館「小野分校」にて、紙芝居・民話がたりと工作を親子で楽しみながら学んでいただきま
す。夏休みの思い出にいかがでしょうか？
■参加費…子ども一人につき100円（工作材料費）※保護者は入園料のみ
■定員…5組（15名程度）　※事前予約

みちのく公園管理セン
ター里山地区
☎0224-84-2302

○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

6月17日(金)～
7月10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18日(土)～
7月31日(日)

七ヶ宿パワースポットツーリ
ング

①七ヶ宿ダム公園②長老
湖③きららの森④鏡清水⑤
やまびこの森キャンプ場⑥
こらっしぇ⑦七ヶ宿くらし研
究所

終日（施設により時間は異な
る。火水定休のところあり）

全7地点のSNS投稿後、七ヶ宿くらし研究所にて国道113号線オリジナルステッカーと七ヶ宿アウトドアモンスターネック
チューブをプレゼント！（数に限りがあります。なくなり次第終了とさせていただきます）イベント詳細についてはくらし研究
所ＨＰ・Facebookをご覧ください。
URL：https://shichikashuku-miyagi.co.jp/news/event/3963/

七ヶ宿くらし研究所
☎0224-26-6933

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
土日祝

自然素材を組み立てて遊
ぼう

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1時～

みちのく公園北地区自然共生園で、園内の小枝や丸太などの自然素材を使ったオリジナル作品づくりを行います。
■参加費…1作品100円
■定員…先着20名（当日受付）

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） 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
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

8月7日（日）から8月12日
（金）

チャレンジin蔵王2022 蔵王自然の家
(刈田郡蔵王町遠刈田温泉
字上ノ原155－1)

7日午後1時から12日午後2時
30分まで

大自然の中で,長期間の宿泊生活や野外活動をとおして,たくましく主体的・自立的な生活をしながら,生きる力を育みます。
■対象…宮城県民の小学5年生～中学3年生
■費用…20,000円程度
■募集期間…令和4年6月15日（水）～7月6日（水） ※最終日必着

宮城県蔵王自然の家
☎0224-34-2101

宮城県大河原地方振興事務所
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