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「みやぎ蔵王三十六景」とは，みやぎ
蔵王を背景としたすばらしいスポット
です。仙南地域の新しい観光資源とし
て，地域振興を進めていくために，仙
南 2市 7町の各地から，選定しました。
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 平成 23年 3月 11日に発生した東日本大震災から 1年
半が経過しました。あらためて犠牲となられた方々のご

冥福をお祈りし，被災された皆様に心からお見舞い申し

上げます。 
 震災以降，仙南地域では，住宅や道路，商工業の施設・

設備などの社会基盤の復旧が進みました。また，国道 113 
号舘矢間バイパスの開通に加え，企業の立地や工場ラインの増設が進み，4月から行われた
仙台・宮城【伊達な旅】春キャンペーンも弾みとなって，昨年の自粛ムードなどで落ち込ん

だ観光客も戻る兆しが出てくるなど，復興の取組が着実に進んでまいりました。 
しかしながら，東京電力福島第一原子力発電所の事故により拡散した放射性物質の影響

は，土壌や稲わら等の汚染や一部林産物の出荷制限に及び，さらには農産物や観光関連産業

を中心に風評による被害も生じており，賠償問題も含めて困難な課題が山積しています。 
このため，大河原地方振興事務所では，農林畜産物の定期的なモニタリング調査を実施す

るとともに，農地・農作物の除染・吸収抑制技術の確立・普及，竹林再生に向けた除染方法

を検証する「竹林再生プロジェクト」チームの設置などに取り組んでいます。 
これからは，仙南地域でもいよいよお米の収穫時期を迎えますので，検査に万全を期し，

安全・安心なお米の提供に努めてまいります。また，管内市町とともに，平成２５年春のデ

スティネーションキャンペーンを活かした様々なイベント等を企画し交流人口の拡大を図

ってまいります。 
 震災からの復興，とりわけ，放射性物質による風評被害等からの復興は，私たちの経験し

たことのない道のりですが，仙南地域の皆様の英知と元気をお借りして，これからも全力で

取り組んでまいります。 
 
                      大河原地方振興事務所長 谷関 邦康

風評被害を乗り越え 元気な仙南の復興を 
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 大河原管内における平成 24年産水稲の出穂期は 8月 6日で，昨年と比べ 2日遅れとなりました。収
穫適期の目安は出穂後 45日ころからですので，9月 20日ころから今年の稲刈りが本格化すると思われ
ます。 
平成 24 年産米については，8 月 10 日付けで宮城県知事より「米の放射性物質検査に伴う出荷自粛」
依頼が出されており，県が実施する公式検査で安全性が確認されるまでは，生産者の皆さまには出荷自

粛をお願いしています。 
 「米の放射性物質検査」の概要については，次のとおりです。 
（１）検査対象区域と検査密度 
 検査は，昭和 25 年度の旧市町村単位で 4 つの区域（重点検査区域①，①－２，②，その他）に分け
て実施します。 
 重点検査区域①では，全戸検査相当（1㌶に 1点）の検査密度で検査を行うことになります。 
 重点検査区域①－２及び②では，10㌶に 1点の検査密度で，その他の区域では，70㌶に 1点の検査
密度で検査を行います。 
 仙南 2市 7町で約 1,200点調査を実施することになります。 
（２）出荷自粛解除の時期 
 重点検査区域①及び①－２では，全検体で 100ベクレル以下が確認された時点で解除となります。 
 重点検査区域②及びその他の区域では，全検体で 50 ベクレル以下が確認された時点で解除となり，
50ベクレルを超える値が検出された場合は，全戸検査相当の検査密度で再検査を行うこととなります。
全戸検査相当の検査の結果，全検体で 100ベクレル以下が確認された時点で解除となります。 

（３）出荷制限 
  いずれの区域でも 100 ベクレルを超えた場合には，国から食品衛生法に基づく出荷制限が指示され，
全量管理･検査を経て出荷制限解除となります。 
 この際，100ベクレルを超えた米は廃棄処分されます。 

 
【地方振興事務所農業振興部・農業改良普及センター】 

 ◆◆ 特集 ◆◆ ～復興に向けた宮城県大河原合同庁舎の取り組み～ 

平成２４年産米の放射性物質検査の概要 



SENNAN THE KING 

- 3 - 

 
 

被災直後の状況（山元町） 

完成した集出荷貯蔵施設 

放射線量を測定しています 

 
 
昨年発生した東京電力福島第一原子力発電所事故の影響によ
り，たけのこや山菜などの林産物への汚染を始め，県内の森林・
林業は大きな被害を受けており，除染に向けた取り組みが必要に
なっています。 
こうした中で，竹林内の放射性物質の分布状況の把握と，効果
的な除染方法の確立を目指して「竹林再生プロジェクト」が丸森
町耕野地区で始まりました。7月 5日には耕野タケノコ生産組合
の協力の下，県職員など総勢 20 人が参加し，一回目の実証活動
を行いました。当日は 4カ所の作業工区の設定や，空間線量の測
定，検体の採取などを行いました。 
検体は竹の葉，幹，根，落葉，深さ 15 ㌢㍍までの土壌と多種

に渡り，これらを複数箇所で採取した後に，それぞれ放射線量を測定しました。その結果，古い竹の葉
や，土壌の表層部分に放射性物質が特に多く蓄積されていることを突き止めました。 
今後は，工区ごとに間伐や表層土壌の除去などを実施し，その結果を比較することで最も効果的な除
染方法を探りたいと考えています。 

【地方振興事務所林業振興部】 
 
 
 
 
大河原地方振興事務所には，仙台地方振興事務所の山元町災害復旧事業担当チームが駐在しており，
被災地域での営農の早期再開に向け，農地・農業用施設災害の復旧事業に従事しています。 
東日本大震災による山元町の農地の被害（塩害）面積は 1,346㌶，災害復旧にかかる事業費は 102
億円となっており，そのうち平成 24年度までに 750㌶の復旧事業着工を目標としており，残りの 596

㌶については平成 25年度以降に順次取りかかっていきます。 
津波被害を受けた農地については除塩を行い，被災前と同等
の状態に回復させます。復旧事業はがれきの撤去から始まり，
被災農地周辺の用排水施設の復旧や津波により堆積した土砂の
除去，除塩工事などを経て，水稲作付などの再開が可能となり
ます。 
災害復旧事業により既に作付が再開された農地では，稲穂が
頭を垂れ始め，例年と変わらぬ農村景観が広がり，復興への第
一歩を踏み出しています。 

【地方振興事務所農業農村整備部】 
 
 

 
 
 
白石市の有限会社蔵王グリーンファームでは，被災農家を支援
するため，東日本大震災で被災した名取市北釜地区の園芸農家 5
人を役員として迎え，平成 23年 4月からチンゲンサイなどの野
菜栽培に取り組んでいます。 
さらに，被災農家の生産環境を整備するため，東日本大震災農
業生産対策交付金及び宮城県農業生産復旧緊急対策事業補助金
を活用し，パイプハウス 122 棟及び集出荷貯蔵施設（ピッキン
グ工場）の建設に取り組んできました。 
パイプハウスは平成 23年 3月末に完成し，その後に強風によ

る甚大な被害があったものの自費で再建しています。集出荷貯蔵
施設については，平成 24 年 8 月 23 日に完成し，本格的で，衛
生的な集出荷調製作業ができるようになりました。 

【地方振興事務所農業振興部・農業改良普及センター】

山元町農地・農業用施設災害復旧事業への取組 ～大河原駐在チームの業務紹介～ 

「竹林再生プロジェクトチーム実証活動」 ～丸森町耕野地区～ 

被災農業者の営農再開に向けて！ ～蔵王グリーンファーム～ 
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手の汚れをブルーライトでチェック

白石市での出前講座(H24.7.17) 

 
 
東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う放射性物質の拡散に対応し，安全な畜産物を生産して早期

に原発事故前と変わりのない消費者の信頼を得るため，畜産農家は事故直後から牛が利用する牧草への

放射性物質の移行を防止する対策を行ってきました。 
家畜保健衛生所では，今秋の本格的対策実施に向けて宮城県の方針に則った効果的な対策を実施する

ため，これまでの検証結果も踏まえ，ＪＡみやぎ仙南や酪農団体と連携し，草地の深い耕起と撹拌並び

に適正な肥培管理の徹底による牧草への吸収抑制対策の実施について農家説明会も含めた対応を図っ

てきました。 
7月末から 8月始めにかけて 6会場で行った肉用牛農家向けの草地除染対策に係る説明会では 150人
が出席し，家畜保健衛生所やＪＡの吸収抑制対策技術，関係する経費試算，対策実施後に行う牧草検査

の内容に熱心に聞き入っていました。対策実施済みも含め約 800㌶の牧草地から，規制値を下回る安全
な牧草が生産されるよう，さらに関係者と一体となって対策を進めていきます。 

【地方振興事務所畜産振興部・家畜保健衛生所】 
 
 

 
 
宮城県では県の施策について県民の理解を深めていただくこ

とを目的に，職員が県民の皆さまの集会などに出向いて実施する

「みやぎ出前講座」を行っています。 
 農業振興部では「東京電力福島第一原子力発電所事故による放

射性物質と仙南地域の農産物」と題し，仙南地域で生産される農

産物の放射性物質検査の状況と，放射性物質の低減対策等の取組

状況についての講座を開設しています。これまでに蔵王町，丸森

町，白石市などの 5 団体で一般消費者を対象とした講座を実施
し，30～70歳代の男女 265人が参加されました。用意された会
場はどこも一杯で，質疑の多さからも関心の高さが伝わりました。 
 今後もこのような講座などを通じて，仙南地域で生産される農産物の安心・安全への取り組みについ

て広く紹介していきます。 
【地方振興事務所農業振興部・農業改良普及センター】 

 
 
 
 
 
 
 
 8 月 10 日，大河原合同庁舎において「感染症対策研修会」を
開催しました。 
研修会では，学校や高齢者・障害者入所施設の職員を対象に，

保健所長が「学校・施設で発生しやすい感染症」について講話を

行い，「感染対策の基本」についてみやぎ県南中核病院感染管理

認定看護師の佐藤玲子氏が演習を交えた講義を行いました。 
佐藤氏の講義の中では，感染防止には手洗いを徹底し，便や嘔

吐物の処理の際にはマスク，ビニールエプロン，手袋など個人防

護具を装着すること，さらに感染経路に応じた対応も重要である

ことを学んでいただき，また，特に手洗いや嘔吐物の処理につい

ては実技を行い，実践につながる研修となりました。 
参加者は 79人で，活発に質問をし，熱心に受講していました。 

【仙南保健所】 

 Ｔｏｐｉｃｓ ～宮城県大河原合同庁舎の取り組みを紹介します～ 

感染症対策研修会を開催しました 

「みやぎ出前講座」始まりました！ ～安全で安心できる農畜産物生産支援～ 

安全な畜産物生産を目指し 牧草地の放射性物質の吸収抑制対策が本格始動 
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木の香りがいっぱいの特別教室 

抽選会などで賑わいました 

角田地区での清掃活動 

 
 
 地元東根財産区の木材を使用して建設した角田市立「東根小学校特別教室棟」が 5月 10日に完成し，
6月 2日に地域住民及び関係者を対象に内覧会が開催されるとともに，供用が開始されました。 

 この施設は文部科学省のエコスクールパイロット・モデル事業
を活用し，児童が伐採から製材・施工までの過程を体験・見学す
ることでどのようにして地元の森林を守り続けてきたのかを知
り，保護者や地域住民にも環境問題について関心を持ってもらう
ことを目的として建設されました。 
当日の内覧会では，保護者や地域住民約 110人が施設と授業を

楽しそうに見学していました。 
 施設内に設置した「木製組合せテーブル」などの木製備品は，
県の単独事業である「市町村振興総合補助金（みやぎ木のやすら
ぎ空間確保対策事業）」を活用し導入したものです。 
この施設で学ぶ児童がすくすく成長し，同施設が今後地域のコ

ミュニティーの場として活用されることを願います。 
【地方振興事務所林業振興部】 

 
 
 
 9月 12日から 14日までの 3日間，ＪＲ仙台駅 2階のステン
ドグラス前で「2012秋 みやぎ蔵王三十六景＆仙台・宮城【伊達
な旅】県南エリア観光キャンペーン」を開催しました。 
  このキャンペーンでは，蔵王を背景とした美しい景観「みやぎ
蔵王三十六景」の写真展示，ブルーベリー飴など「地域の逸品」
のプレゼント，仙南地域の秋のおすすめスポット紹介などを行い
ました。 
 また，各市町による観光ＰＲイベントでは，角田市の「ひかり
ちゃん」や柴田町の「はなみちゃん」などの観光キャラクターが
登場し，地場産品が当たる抽選会，蔵王町の梨，丸森町の秋咲き
ひまわりなどの無料プレゼントが行われ，会場は賑わいを見せて
いました。 

【地方振興事務所地方振興部】 
 

 
 
 
 
 「道路ふれあい月間」は，8月1日から31日までの１カ月間，
道路を利用している皆さまに改めて道路とふれあい，道路の役割
及び重要性を再認識してもらい，さらには道路をいつくしむとい
う道路愛護思想の普及及び道路の正しい利用の啓発を図り，道路
を常に広く，美しく，安全に利用する気運を高めることを目的と
して毎年実施されています。また，月間中の8月10日は「道の日」
でもあります。 
 土木事務所では「道路ふれあい月間」と「道の日」に合わせ，
宮城県建設業協会仙南支部と協働で，管内管理道路の清掃活動を
毎年行っています。今年も8月10日に職員と協会会員合わせて約
90人の参加者が国道113号の角田地区外5地区，道路延長約40km
区間の清掃を行いました。 
 「道路ふれあい月間」を機会に，地域の皆さまにも「道路」をより身近に考えていただき，道路の正
しい利用を心掛けていただきますようご理解とご協力をお願いいたします。 

【土木事務所】 

地元材を使用した小学校特別教室棟が完成！ 

８月は「道路ふれあい月間」，８月１０日は「道の日」 

 ～道路クリーンキャンペーンを実施しました～ 

仙南地域の秋の観光スポットをＰＲ 
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疣岩円形分水工 

 
 
蔵王町大字円田の土

ど

浮
ぶ

山
やま

地区に位置する疣岩円形分水工
いぼいわえんけいぶんすいこう

が，平成 23 年度土木学会選奨土木遺産に認
定されました。土木学会の選奨土木遺産とは，築 50 年以上の構造物群を対象とし，歴史的土木構造物
の保存に資する目的で設立された顕彰の制度です。 
 平成 12年度に設立された本制度では，土木遺産の文化的価値の「社会へのアピール」，先人の土木技
術者への敬意と将来の文化財創出への期待を込めた「土木技術者へのアピール」，地域の自然や歴史・

文化等の地域資産としての「まちづくりへの活用」と「失われる

恐れのある土木遺産の救済」の 4項目を焦点に，推薦及び一般公
募から年間 20件程度が選出されています。 
 疣岩円形分水工は，受益者の間での長きにわたる協議のもと，

昭和 6年に設置され，その名のとおり水分配を“まるく”収めま
した。全国的にも歴史が古く，水争いを未然に防いだ貴重な土木

遺産として評価を受け，遺産登録を受けたものです。 
 現在もなお黒沢尻用水（蔵王町・大河原町）と澄川用水（蔵王

町・村田町）に一定の比率で水を分配し続けており，地元農家は

その恵みを受けておいしいお米や野菜を栽培しています。 
【地方振興事務所農業農村整備部】 

 
 

 
 
  
 
 仙南地域は角田市を中心に古くからブロッコリーの生産が盛

んで，県内第一位の産地となっています。また丸森町では昨年度

よりブロッコリーの生産振興に取り組んでおり，8月には生産者
の増加に伴い「ＪＡみやぎ仙南丸森地区ブロッコリー部会」も設

立されました。 
 仙南地域のブロッコリーは，主に「春まき栽培」と「秋まき栽

培」による生産が行われ，現在は 8月に定植した秋ブロッコリー
が生育中です。今年は高温・少雨という厳しい条件下での栽培と

なりましたが，生産者は良品出荷に向け，懸命に栽培管理を行っ

ています。仙南地域のブロッコリーは主に仙台市場に出荷されて

おり，今年も秋ブロッコリーは 10～11月にかけて店頭に並ぶ予定です。ぜひご賞味ください。 
【地方振興事務所農業振興部・農業改良普及センター】 

 
 
 

蔵王町は県内第 1位，角田市は県内第 3位のナシの産地となっ
ています。 
主要品種の出荷時期は，「幸水」が 8月下旬から 9月中旬まで，

「豊水」が 9月中旬から 10月上旬まで，「あきづき」が 10月上
旬，「新高」が 10月上旬から 10月下旬までです。 
今年は 4 月の低温で開花時期が遅れ，開花期の 5 月 3 日の大

雨，5 月 28 日の降ひょう，8 月の高温，少雨という厳しい条件
下での栽培となりましたが，生産者は良品出荷に向け，懸命に栽

培管理を行い，県内はもちろん全国に向けて出荷されております。

ぜひ完熟のあまいナシをご賞味ください。 
【地方振興事務所農業振興部・農業改良普及センター】

  オススメ！こだわりの食材情報 

暑さにも負けず，ブロッコリーすくすくと生育中！ 

蔵王町と角田市の「ナシ」が出荷盛期です 

蔵王町『疣岩分水工』の土木遺産認定授与式が開催されました！ 
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 予防接種が原因でＢ型肝炎に感染した方に，国が給付金を支払うことになりました。Ｂ型肝炎に感

染している方は，ぜひ一度Ｂ型肝炎被害対策東北弁護団にご相談ください。 
連絡先等は下記のとおりです。 
◆連絡先：Ｂ型肝炎被害対策東北弁護団事務局（ホームページ：http://bkantohoku.com） 

  ◆住 所：〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町 1-17-24 高裁前ビル 2階 
  ◆電 話：022-796-0152（月曜から金曜日の午前 10時から午後 2時まで） 
       ※上記の時間以外は，留守番電話対応となっています。 
  ◆ＦＡＸ：022-261-7279 

【仙南保健所】 
 
 
 
 喫煙がもたらす健康への影響が広く知られています。たばこを吸わない人が他人のたばこの煙を吸

い込む「受動喫煙」も健康に深刻な影響を与えることから，受動喫煙を防ぐ取り組みの一層の推進が

求められています。 
仙南保健所では「全国労働衛生週間」（平成 24 年 10 月 1 日～7 日）の期
間中に，受動喫煙防止や禁煙対策等に取り組む団体を募集しています。当イ

ベントは参加団体の取り組みをホームページ等で広く公表することにより，

たばこ対策に向けた機運が一層高まることをねらいとしています。ぜひこの

機会にたばこ対策に取り組んでみませんか？ 
詳しくは当所ホームページをご覧ください。 
（仙南保健福祉事務所ホームページ http://www.pref.miyagi.jp/sn-hohuku/tobacco/index.htm） 

【仙南保健所】 
 

 
 
 11月 3日（土）と 4日（日）の 2日間，白石市深谷国道 4号線バイパス沿いの“しろいし産直マル
シェ「小十郎の郷」”において，仙南地域の農畜産物や加工食品が大集合する試食販売イベント“畜産

物地産地消フェア＆みやぎ蔵王三十六景「仙南旨いもの市」”を開催します。会場では各種イベントや，

お楽しみ抽選会なども開催する予定です。詳しい内容は，ホームページなど

でお知らせします。仙南地域の「旨い」をぜひご賞味ください。 
◆◆大河原地方振興事務所ホームページ◆◆ 

http://www.pref.miyagi.jp/oksgsin/ 
 
また，この期間は同時開催イベント「白石市農業祭」が白石市のホワイト

キューブで開催されます。収穫されたばかりの農産物の即売や地場産品展の

ほか，姉妹都市物産展や市内産業展示会なども行われます。こちらにもぜひ

足を運んでみてください。 
【地方振興事務所地方振興部・畜産振興部】

 お知らせ 

畜産物地産地消フェア＆みやぎ蔵王三十六景「仙南旨いもの市」を開催します 

Ｂ型肝炎被害救済に関するお知らせ 

「せんなん禁煙チャレンジウィーク２０１２」参加団体を募集しています！ 
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 内容についてのご意見，ご要望，お問い合わせなどは，下記までお寄せください。 
       宮城県大河原地方振興事務所 地方振興部 
        〒９８９－１２４３ 柴田郡大河原町字南１２９－１ 
        TEL：０２２４－５３－３１８２(直通) FAX：０２２４－５３－３０７６ 
        e-mail：oksinbk2@pref.miyagi.jp 

次 号 は １ ２ 月 の 発 行 予 定 で す 

 
 
※中止または内容が変更されることがありますので，お出かけ前に市町などにご確認ください。 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

歳時記（９月下旬～１２月） 

月 日 行　　　　　事 市　町 月 日 行　　　　　事 市　町
2日～11月11日 石羽古碑街道かかしまつり 丸森町 3～4日 白石市農業祭 白石市

15日～23日 舘矢間ひまわりまつり 丸森町 3日～4日 蔵王町文化祭 蔵王町

九 15日～10月21日 コスモス＆コキア de COKOフェスタ 川崎町 十 4日 阿武隈リバーサイドマラソン大会 角田市

22日～23日 新米まつり 村田町 一 10～11日 JAみやぎ仙南フェスティバル角田地区農協祭 角田市

29日 かくだ！ほろ酔い祭り 角田市 上旬 秋の検断屋敷まつり 白石市

月 29日～30日 高蔵寺御開帳・斗蔵寺特別拝観 角田市 上旬 蔵王高原大根狩り＆チーズフェア 蔵王町

29日～11月30日 たっぷり蔵王！キャンペーン 蔵王町 月 上旬 ございん市「収穫感謝祭」 蔵王町

30日 角田ずんだまつり 角田市 上旬 蔵ｉｎｇ村田新そばまつり 村田町

30日 弥治郎こけし村ふれあいまつり 白石市 上旬 丸森まるごとふる里の秋　大感謝祭 丸森町

30日 おおがわらグルメコンテスト 大河原町 中旬 駅前にぎわい市 大河原町

30日 しばたコメ祭り 柴田町 中旬 どぶろく　ぶラリ～ 大河原町

2日～11月4日 シルクフェスタ　in　齋理 丸森町 中旬 丸森ウォークラリー大会 丸森町

6日 鬼小十郎まつり 白石市 中旬 ヤ―コンまつり 丸森町

6日～7日 全国伝統こけしろくろまつり 蔵王町 下旬 しばた新そばまつり 柴田町

7日 大高山神社秋の例大祭 大河原町 下旬 ひっぽ筆まつり 丸森町

7日 蔵の町むらた　布袋まつり 村田町 下旬 自然薯じゅうねん収穫祭 丸森町

7日 古賀政男顕彰会 川崎町 下旬 ころ柿作り体験 丸森町

13日 大人っ子まつり 角田市 上旬 みやぎ蔵王えぼしスキー場開き 蔵王町

14日 しばたＢ級グルメフェスティバル 柴田町 上旬 みやぎ蔵王すみかわスノーパーク開き 蔵王町

十 14日～15日 十 上旬 シクラメンまつり 柴田町

二 上旬～下旬 しばた光のページェント 柴田町

14日～11月25日 まるもりグリーン・ツーリズム　おすそわけ博・秋 丸森町 上旬～下旬 船岡城址公園光ライトアップ＆イルミネーション 柴田町

月 19日～21日 白石城下きものまつり 白石市 上旬～1月上旬 駅前イルミネーション おばんなりスター大河原 大河原町

　 19日～21日 みやぎ村田町蔵の陶器市 村田町 月 上旬～3月末まで 阿武隈ライン舟下り「こたつ舟」 丸森町

20日～11月13日 みやぎ大菊花展柴田大会 柴田町 中旬 みやぎ蔵王七ヶ宿スキー場開き 七ヶ宿町

20日～21日 新そばまつり 七ヶ宿町 中旬 みやぎ蔵王セントメリースキー場開き 川崎町

20日～21日 蔵王町産業まつり 蔵王町 中旬～1月中旬 メタセコイアの奇跡！光り輝け槻木駅 柴田町

20日～21日 秋の収穫祭 川崎町 中旬～1月下旬 齋理屋敷冬の企画展「齋理の歳迎え」 丸森町

21日 とくら祭り 角田市 中旬～3月中旬 蔵王樹氷鑑賞ツアー 蔵王町

21日 しばた産業フェスティバル 柴田町 22～23日 スペースタワー・コスモハウス宇宙クリスマス 角田市

21日 秋の幸まつり 七ヶ宿町 31日 除夜の鐘を鳴らす会 白石市

27日 全日本石投げ選手権大会 丸森町 下旬 みやぎ蔵王白石スキー場開き 白石市

28日 おおがわらオータムフェスティバル 大河原町 下旬 齋理のクリスマスコンサート 丸森町

28日 あったかくだ体験ツアー 角田市

28日 不動尊市民農園収穫感謝祭 丸森町

30日～11月4日 秋の大洋ラン展 村田町

ねんりんピック宮城・仙台2012（囲碁，水泳，ゲー
トボール，グラウンド・ゴルフ）

白石市，角田市，
蔵王町，七ヶ宿町

 
 仙南地域のシンボルである蔵王は，地域にとって，言わば『王様』です。 
 大河原地方振興事務所では，その蔵王を仙南地域共有の大切な財産とし，地域の皆さま

とともに，地域振興を進めていきます。 

表題『sennan the king』について 


