
○10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1日（土）
～11月30日
（水）

おでかけむそーらり
～

宮城県仙南地域及び山形県
置賜地域の観光施設等　計19
カ所

各施設の営業
時間をご確認
ください

「仙南ねこまさぐん」と「置賜かねたんぐん」のどちらかの武将になり、国道113号沿線を中心とした計19カ所を巡り、獲得したポイントを競い合います。
宮城県仙南地域と山形県置賜地域を巡るデジタルスタンプラリーです。
詳しくは右記のＵＲＬからご覧ください。（https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/oksgsin-e/odekakemuso-senoki.html）

宮城県大河原地方振
興事務所地方振興部
☎0224-53-3182

10月1日（土）
～11月30日
（水）

仙南の麺を堪能！
白石温麺『おくずか
け』×そばキャン
ペーン

仙南地域のそば、またはおくず
かけを提供している飲食店12
店舗

各施設の営業
時間をご確認
ください

仙南で愛されている「麺」の白石温麺とそばの魅力を発信するため、期間中、キャンペーンに参加している飲食店で対象メニューを食べると、各店舗先
着50名様に「仙台弁こけし」のオリジナルグッズがもらえるキャンペーンを開催します。
詳しくは右記のＵＲＬからご覧ください。（https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/oksgsin-e/okuzukake-campaign2022.html）

宮城県大河原地方振
興事務所地方振興部
☎0224-53-3182

10月1日（土） 第15回鬼小十郎ま
つり

白石城本丸広場 午前10時～
午後3時

鬼小十郎まつりのメインイベント「片倉軍VS真田軍決戦・大阪夏の陣～道明寺の戦い～」は、白石城主二代目片倉小十郎重長の大阪夏の陣における
活躍を、一般から募集したエキストラの方たちによる合戦シーンなどで再現します。
片倉軍、真田軍双方の武者がぶつかる勇壮な合戦シーンをぜひご覧ください。
メインイベント以外にも様々な催し物や物産展が開催されておりますので、皆様のご来場をお待ちしております。

鬼小十郎まつり実行委
員会事務局（白石市ま
ちづくり推進課内）
☎0224-22-1327

10月1日（土）
～11月30日
（水）

第14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31店舗）

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31店舗58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（蔵王町観光案
内所）
☎0224-34-2725

10月1日（土） カホン製作ワーク
ショップ

うらにわあとりえ（大河原町福
田字堀内51）

正午～
午後1時30分

石巻から講師の方に来ていただき、カホン製作のワークショップが開催されます。カホンとは、スペイン語で「箱、引き出し」の意味で、テーブルや机を
叩く要領で簡単に音を鳴らすことができます。シンプルな構造と音数は3つだけのため、楽器を演奏するのは初めてという方でも気軽にチャレンジしや
すい楽器です。
■参加費：3,500円  ※要予約

うらにわあとりえ(阿部）
☎090-9534-0627

10月1日（土）
～16日（日）

生田目（なまため）石
板画展＆古民具・
アート(工房四季庵)
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

町内石板画作家生田目氏による石(玄昌石)と対話を重ねた創作展。
工房四季庵による古民具展（明治・大正・昭和の時代に生活の糧にしていた古いもの等を現代風にリメイクした創作展）です。

（一財）村田町ふるさと
リフレッシュセンター
☎0224-83-5505

10月1日（土）
～11月30日
（水）

いも煮舟 阿武隈ライン舟下り
（丸森町字下滝12）

出航時刻によ
る
※お問い合わ
せください

秋の阿武隈川を屋形船に乗ってゆったりと巡ることができます。
紅葉の阿武隈川を楽しみながら、丸森町の食材をふんだんに使った美味しい「いも煮」に舌鼓をうってみてはいかがでしょうか。
■料金：大人3,500円　小人2,400円
■休館日…月曜日　※祝日の場合は翌日  ※要予約

阿武隈ライン舟下り
☎0224-72-2350

10月2日（日） 中級者登山　南蔵王
縦走登山

みやぎ蔵王白石スキー場
（白石市福岡八宮字不忘山）

午前7時～
午後4時

健脚向けの登山イベントです。登山経験のある方が対象となります。刈田岳から不忘山山頂へ紅葉を眺めながら縦走します。不忘山を下りて白石ス
キー場のセンターハウスまでの全長約11ｋｍの登山コースです。
※昼食持参
■参加費…6,600円（ガイド付き・保険料含む）
■集合…白石スキー場　7：00
■行程…白石スキー場→刈田岳（バス移動）→前山→屏風岳→南屏風→不忘山→不忘の碑→白石スキー場
■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

10月2日（日） 第20回角田ずんだま
つり

道の駅かくだ
（角田市枝野字北島81-1）

午前9時～
午後3時

角田市では秘伝豆という大粒で甘みが強く香りが良い品種の枝豆を生産しています。
今年は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、秘伝豆の販売に特化したお祭り内容となっております。
また、会場や近隣の圃場では枝豆のもぎ取り体験を実施します。
その他ずんだを使用したお菓子やソフトクリームなども販売します。どれも数量限定の売り切れ次第終了となりますのでご了承ください。

角田市商工観光課
（第20回角田ずんだま
つり実行委員会）
☎0224-63-2120

10月8日（土） こけし供養祭 弥治郎こけし村
（白石市福岡八宮字弥治郎北
72-1）

午後4時～ 心を癒してくれた「こけし」に感謝するために、お焚き上げによって供養します。
※今年はコロナウイルス感染症拡大防止のため、関係者のみでの開催となります。観覧はできませんが、供養は受け付けます。
■供養料…一口1,000円

弥治郎こけし村
☎0224-26-3993

10月8日（土）、
9日（日）

ございん市「蔵王里
いもまつり」

蔵王町ふるさと文化会館（ござ
いんホール）
（蔵王町円田字西浦5）

8日(土)午前9
時～午後3時
9日(日)午前9
時～午後3時

秋の味覚のひとつ、里いもは蔵王町の特産物の一つで、宮城県で秋の行楽シーズンに行われる芋煮会には必須の食材です。
昔から栽培されている在来種の「土垂(どだれ)里いも」を販売します。
イベント期間中は詰め放題などが行われるなど、里いもづくしの2日間です。歌謡ショーや、伝統芸能等のパフォーマンスも行われます。
（イベント内容は変更になる場合があります。）

蔵王町ふるさと文化会
館地場産品直売会（会
長）
☎090-1933-9736

10月8日（土）、
9日（日）

KAWASAKI
CARAVAN

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

地元川崎のカフェやクラフト・手芸品などの販売や絵本の広場などを開催いたします！
■場所：時のひろば

みちのく公園管理セン
ター
☎0224-84-5991

10月8日（土）～
10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！※雨天中止
■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

10月9日（日） 秋の幸まつりin七ヶ
宿

道の駅七ヶ宿・旬の市七ヶ宿・
ゆのはら農産直売所・横川せ
せらぎの里・Book＆Cafeこ・
らっしぇ

午前9時～
午後2時

町内5つの直売施設にて旬の特産品、山の幸、七ヶ宿ブランド品等の物販や、各会場でそれぞれ秋の味覚のおふるまいがあります。秋の幸まつりスタ
ンプラリーも当日まで行なっており、午前10時～正午まで抽選会に参加できます。

七ヶ宿町商工会
☎0224-37-2629

10月9日（日） うらにわマルシェ うらにわあとりえ（大河原町福
田字堀内51）

午前10時30分
～午後4時

毎月第2日曜日に開催しているうらにわマルシェ。ワークショップや音楽演奏、おいしいものも楽しめます。
■入場無料

うらにわあとりえ(阿部）
☎090-9534-0627

10月9日（土）、
10日（日）
15日（土）、
16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）

午前10時～
午後1時～

初心者から楽しめる釜房湖をめぐるカヤックツアー（約90分）
■参加料　4,000円
■定員　各回15名
■準備物　濡れてもいい服装  ※要予約

みちのく公園管理セン
ター
☎0224-84-5991

10月9日（日） 青根温泉感謝祭
～古賀政男を偲ぶ
～

青根温泉じゃっぽの湯 午前10時30分
～
午後2時30分
ごろ

昭和の名曲「影を慕いて」発祥の地・青根温泉で、秋の味覚サンマ・キノコ汁を無料でお振る舞い。古賀メロディーが流れる中、秋の味覚を堪能してみ
ませんか。
■交通・・・山形自動車道・宮城川崎ＩＣより車で約15分　※指定駐車場あり
■お振る舞い・・・サンマ（先着1000名様）、キノコ汁（数量限定）　※10時からサンマ無料整理券配布
※荒天時は中止となる場合があります。

古賀政男顕彰実行委
員会（川崎町地域振興
課内）
☎0224-84-2117

10月9日（日） 押し花教室 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

地元丸森のお母さん達と一緒に、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（入館料）大人620円、中学生以下310円
※別途材料費がかかります。  ※団体のみ要予約

蔵の郷土館「齋理屋
敷」
☎0224-72-6636

10月9日（日）、
10月23日（日）、
11月13日（日）、
11月27日（日）

みちのく公園里山初
級トレッキング体験
会

国営みちのく杜の湖畔公園
（里山地区）

午前10時～
午後1時～

トレッキングインストラクターと一緒に秋の里山地区をめぐり、木々や草花、小さな生き物など自然を体感するプログラム。
■参加料　500円　（保険料含む）　※入園料別途、※2歳未満は無料
■募集人数　各回15名　※小学生以上は一人でも参加可、小学生未満は保護者同伴
■準備物　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
■服装　長袖　長ズボン　帽子　香水不可
■入園料　大人450円､中学生以下無料、シルバー(65歳以上）210円
■駐車場　里山駐車場無料

みちのく公園管理セン
ター
☎0224-84-5991

10月14日（金）
～10月16日
（日）

第17回白石城下きも
のまつり

壽丸屋敷、すまiるひろば
（白石市中町48-5）

午前10時～
午後4時
16日のみ午後
3時まで

壽丸屋敷
・お座敷着物、ハギレ市
・古布、リメイク作品の展示及び販売
・レンタル着物着つけ　着物一式貸出2,000円　着付け500円
すまiるひろば
・きものファッションショー
・まちかどライブ10月15日（土）及び16日（日）
着物で来場された方には協賛店で使用できる600円の商品券をプレゼントいたします。

白石まちづくり株式会
社
☎0224-25-6054

10月15日(土) 丸森シルク和紙紙す
き体験

蔵の郷土館　齋理屋敷
（丸森町字町西25）

午前10時～
午後3時

養蚕が盛んだった丸森町。シルクを漉き込んだ和紙のシオリを作ってみませんか
■料金(入館料)大人620円、中学生以下310円
※別途材料費500円がかかります。
※団体のみ要予約

蔵の郷土館「齋理屋
敷」
☎0224-72-6636

10月19日（水） 神嶺林道紅葉ウォー
キング

神嶺林道 午前8時30分
～
午後2時30分

紅葉の神嶺林道をウォーキングします。馬ノ神岳の中腹まで向かいます。
※昼食持参・白石駅から無料送迎付き
■参加費…5,500円（ガイド付き・保険料含む）　■集合…白石駅または城下広場　午前8時30分
■行程…送迎バス白石駅発・城下広場経由→スキー場着・神嶺林道ウォーキング開始→馬ノ神岳中腹・昼食→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
※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

10月20日(木)～
11月13日（日）

みやぎ大菊花展柴
田大会

柴田町船岡城址公園 三ノ丸
広場特設会場（柴田郡柴田町
大字船岡字館山95-1）

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…大人200円、小人（小学生）100円

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

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

10月1日（土）から11月30日（水）まで

両イベント開催中！



○10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22日(土)、
23日(日)

第17回蔵王町産業
まつり

【主会場】蔵王町ふるさと文化
会館（ございんホール）
（蔵王町円田字西浦5）
【第2会場】エコファーム蔵王㈱
産直市場「みんな野」
（蔵王町平沢字田中188）

22日（土）、23
日(日)
午前9時～
午後4時

今年で17回目を迎える蔵王町産業まつりが3年ぶりに開催されます。
蔵王町の農産物生産者や加工生産者が一堂に会し、優れた地場産品の紹介や販売を行い、消費者との交流を深めます。
特設ステージでは、コンサートや歌謡ショーなどたくさんのイベントを予定しています。
新型コロナウイルス感染症防止対策を講じて開催しますので、皆さんお誘い合わせのうえ、ご来場ください。

蔵王町産業まつり実行
委員会（蔵王町農林観
光課）
☎0224-33-2215

10月22日（土）、
23日（日）

影絵人形劇 うらにわあとりえ（大河原町福
田字堀内51）

夕方公演 しろまるさんのおとぎよみ「メイティア～イマシカとティアの笛」を公演。お昼にワークショップも予定しています。
公演時間の詳細等については、直接お問い合わせください。

うらにわあとりえ(阿部）
☎090-9534-0627

10月23日（日） 第29回おおがわら
オータムフェスティバ
ル

大河原町役場駐車場、中部2
号公園
（大河原町字新南19）

午前9時～
午後3時

大河原町の秋祭り「おおがわらオータムフェスティバル」を4年振りに開催！
商工感謝祭（各種出店、販売・飲食など）、まちづくりふれあい祭（健康や暮らしについて・シルバー人材センター・地域交通安全・ライオンズクラブ献血
などの各コーナー）、豊年収穫祭（新米販売、野菜販売、花苗無料配布など）、みんなの祭（フリーマーケットコーナー）、お楽しみ大抽選会ではたくさん
の豪華景品をご用意しています！
※大抽選会に参加するには、午前9時15分に本部前で販売する抽選チケットが必要です。

(一社)大河原町観光物
産協会
☎0224-53-2141

10月23日（日） 武将カート スポーツランドSUGO国際西
コース
（宮城県柴田郡村田町菅生狢
石6-1）

午前10時～
午後4時

戦国時代、群雄割拠の武将たちは覇権を争い合戦に明け暮れていた・・・・。
時は流れて、現代の武将たちはカートに乗って新たな合戦に挑む！
人気YouTuber「もにゅそで」も参戦決定！二人が両陣営に分かれてカート合戦に参加します。
■募集内容
●応援する武将隊に足軽として入隊
●フリー走行（練習）の後、タイムアタックでベストタイムを競う
●順位に応じて手柄点（ポイント）が付与され所属武将隊の戦功として集計される
■参加費用 　 3,000円（イベント特別価格）
■募集人数 　 30名（5名×3組×2武将隊）※先着順。定数に達し次第募集終了となります。
■応募方法 　 事前申込制（SUGOオンラインストアで武将カート加勢券を購入）

村田町観光物産協会
☎0224-83-2113

10月23日（日） 丸森ざっとむかし話
の会

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

地元のおじいちゃん、おばあちゃんたちが丸森の昔話を面白可笑しく語りかけます。
■料金（入館料）大人620円、中学生以下310円
※団体のみ要予約

蔵の郷土館「齋理屋
敷」
☎0224-72-6636

10月25日(火) 俳句を詠むワーク
ショップ

不動尊クラインガルテン管理
棟
(丸森町字上滝西35-5)

午前10時～
午後3時

今、世間では「俳句がブーム！」ってご存じですか？丸森町の観光スポットを散策しながら、自分だけの一句を作ってみましょう。
当日は、俳句の先生のミニ講座もありますので、初心者も大歓迎！ぜひ、この機会に新しい世界にチャレンジしましょう！
■参加費：2,200円(昼食、デザート、俳句ミニ講座、税込み)
■申込締切：10月15日　■申込方法：右記にお問合せください。

丸森町観光案内所
☎0224-72-6663

10月28日（金）
～11月6日（日）

秋の大洋蘭展 道の駅村田
（村田町大字村田字北塩内
41）

午前10時～
午後4時頃

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。
※売切次第終了

（一財）村田町ふるさと
リフレッシュセンター
☎0224-83-5505

10月29日（土） 弥治郎こけし村まつ
り

弥治郎こけし村
（白石市福岡八宮字弥治郎北
72-1）

午前10時～
午後3時

招待工人による実演販売や、地元弥治郎系工人及び新型こけし工人による展示販売を行います。様々な系統の工人の方とお話をしながらこけしを購
入することができるイベントとなっております。
地元物産業者による販売会や、野外ステージ発表（弥治郎ダンサーズなど）も行われますので、ぜひお越しください。

弥治郎こけし村
☎0224-26-3993

10月29日（土）、
30日（日）

第2回蔵王町遠刈田
こけしまつり

蔵王町伝統産業会館（みやぎ
蔵王こけし館）
（蔵王町遠刈田温泉字新地西
裏山36-135）

29日（土）
午前9時～
午後4時
30日（日）
午前9時～
午後3時

こけし館内では、遠刈田系若手工人3名による実演披露と、東北の伝統こけし産地からこけし工人を招待し、実演・販売を行います。
館内では、町内小学生によるこけし絵付けコンテスト「こけリンピック2022」や、中古品こけしオークション、こけし福袋など、前回に引き続き好評だった
企画を実施いたします。また、館外広場では、皆さんのご家庭で長年愛されてきた「こけし」に感謝を込め、こけしの魂を供養するお焚き上げ会「こけし
供養祈祷」を29日（土）に実施するほか、ものづくりワークショップと物販ブース・飲食ブースも並びます。
詳細については、みやぎ蔵王こけし館のホームページをご覧ください。

蔵王町伝統産業会館
（みやぎ蔵王こけし館）
☎0224-34-2385

10月29日（土） 七ヶ宿湖一周ウォー
キング2022

七ヶ宿ダム周辺 午前8時～
午後0時30分

七ヶ宿ダムの周囲約12kmを紅葉を楽しみながらのんびりと歩くウォーキングイベント。ゴール後には特製きのこ汁の振舞いも予定しております。
■参加費…1,000円（別途申込手数料がかかります）　■集合…七ヶ宿ダム自然休養公園モニュメント前　午前8時～受付開始
■申込…申込専用サイト（http://i.spoen.net/88872/）又はTEL（0570-039-846）、FAX（0120-37-8434）
■定員…先着200名　 ～10月11日（火）17：30まで受付しますが定員になり次第締め切ります。

七ヶ宿町観光協会
☎0224-37-2177

10月29日（土）、
30日（日）

第3回しばたオータ
ムガーデンフェスタ

柴田町船岡城址公園
（柴田郡柴田町大字船岡字館
山95-1）

午前9時～
午後3時半

秋の風情が香る船岡城址公園を会場に、「花のまち柴田」にふさわしい秋のイベントを開催します。
3密を回避し「新しい生活様式」への対応を目指したイベントです。
秋のガーデンテラス・コンサート、寄せ植え講習会ほか、各種イベントが楽しめます。ぜひ、ご来場ください。

柴田町観光物産協会
☎0224-56-3970

10月30日（日） ハロウィンナイト 蔵の郷土館　齋理屋敷
(丸森町字町西25)

午後5時～
午後7時

仮装コンテスト、ビンゴ大会(子供向け)、フォトブースなど
■料金(入館料)：大人1,000円、中学生以下500円

蔵の郷土館「齋理屋
敷」
☎0224-72-663610月30日（日） 長老湖ウォーキング 長老湖周辺 午前8時30分

～午後2時30
分

不忘地域の名所、長老湖周辺を散策します。全長約4.5km程の遊歩道をウォーキング、絶景のやまびこ吊り橋を渡ります。
※昼食持参・白石駅から無料送迎付き
■参加費…5,500円（ガイド付き・保険料含む）
■集合…白石駅または城下広場　午前8時30分
■行程…送迎バス白石駅発・城下広場経由→長老湖着・ウォーキング開始→周遊コース・やまびこ吊り橋散策・昼食→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
※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

10月30日（日） 高畠マルシェ(屋外テ
ント会場)

道の駅村田
（村田町大字村田字北塩内
41）

午前9時～
午後4時頃

山形県高畠町マルシェ。ラ・フランス、大粒ぶどう、りんごなどの農産物を販売いたします。 （一財）村田町ふるさと
リフレッシュセンター
☎0224-83-5505

○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。10月はサトイモ・サツマイモを収穫予定です。※時期によって収穫で
きる野菜は異なります。
■参加費…200円～300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

9月1日（木）～
11月30日（水）

秋の仙南満喫ウォー
クラリー

県南2市7町の観光施設 お好きな日時
に挑戦できま
す。

仙南地域では、無料ウォーキングアプリ「aruku&（あるくと）」とのコラボによるウォークラリーを、9月1日から11 月30 日までの3か月間開催します。コー
スは、仙南の各市町に1コースずつ（全9コース）あり、1コース踏破するごとに仙南地域の特産品詰合せが当たる抽選に応募できます。ゆっくり歩きな
がら、蔵王連峰の雄大な景色や秋の花々を眺めたり、地域の歴史を体感したり、時には「仙南スイーツ」を味わったり温泉に入って体を休めたりと、バ
ラエティ豊かなウォーキングコースを堪能してください。
■参加費…無料
■参加方法…①「aruku&」アプリをスマートフォンにダウンロード　②コースを決めてウォーキングスタート！
※詳細は大河原地方振興事務所ホームページ（https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/oksgsin-e/walking.html）をご覧ください。

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

9月17日（土）～
10月2日（日）

第10回しばた曼珠沙
華まつり

船岡城址公園
（柴田町船岡舘山95−1）

見学自由 平成25年から始まった当イベントは今年で第10回を迎え、彼岸の時期になると船岡城址公園が約45万本の曼珠沙華（彼岸花）で真紅に染め上げられ
ます。今年は3年ぶりの開催となり、東北では珍しい白い曼珠沙華は必見です。期間中はコンサートなどのイベントを、曼珠沙華を見ながら一緒に楽し
むことができます。

柴田町商工観光課
☎0224-55-2123

10月1日（土）～
10月23日（日）

みちのく公園　秋の
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～
午後4時

園内8か所（南地区）に設置したクイズに答え、5問正解でオリジナル缶バッチがもらえるクイズラリー！
■受付：南ゲート　■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

10月16日（日）、
11月20日（日）、
12月18日（日）

初級トレイルランニン
グ教室

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～
正午

里山地区のトレイルランニングコースは初心者にも安心で走りやすいコースです。専任のコーチよりトレイルランニングの基本、　練習方法、走り方を教
わりながら、レベルに合わせて練習します。
■参加費…大人2,500円、子ども500円　※入園料別途　■定員…各回15名

みちのく公園里山地区
「小野分校」
☎0224-84-2302

9月23日（金・
祝）～10月2日
（日）
月曜休館（休日
の場合は翌日）

【展示】丸森中学校
美術展

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

丸森中学校の生徒達が描いた「齋理屋敷」の風景画を展示いたします。
■料金（入館料）大人620円、中学生以下310円
■休館日：月曜日　※祝日の場合は翌日

蔵の郷土館「齋理屋
敷」
☎0224-72-6636

9月23日（金・
祝）～10月23日
(日)

おーい丸森お買い物
レシートラリー

町内参加店舗 豪華賞品が当たるレシートラリー！各参加店舗に備え付けてある応募用紙に300円以上（開催期限内）のレシートを5店舗以上貼付し、備え付けの応
募箱に入れるか、スタッフまでお渡しください。
※おーい丸森お買い物レシートラリー参加店舗以外のレシートは応募できません。
■参加店舗：いなか道の駅やしまや、あがらいん伊達屋、丸森物産いちば八雄館、JA女性部ふれあい農園直売所、いきいき交流センター大内、不動
直売センター、ひっぽのお店ふでいち、食事処蔵っこ、CawaCaｆfé（カワカフェ）、caféペルシッカ、MARUMORI　CAFE

丸森町農業創造セン
ター
☎0224-72-3028

10月9日（日）、
11月13日（日）、
11月27日（日）、
12月11日（日）

初級登山教室 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～
正午

里山地区の自然豊かなエリアで、初心者向けの登山教室を開催します。
■参加費…500円　（11月13日・27日、12月11日は1,000円（食事付））　※入園料別途
■定員…各回15名

みちのく公園里山地区
「小野分校」
☎0224-84-2302（午前
9時半～午後5時)

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

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

宮城県大河原地方振興事務所

10月1日（土）から11月30日（水）まで

両イベント開催中！


