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仙南地域ものづくり企業説明会 

「高校生と企業との情報交換」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 大河原地方振興事務所では，県内に集積が進む自動車関連産業

への新規参入や取引拡大の促進を図るため，11 月 16 日に柴田町
の仙南地域職業訓練センターで「ものづくり企業取引拡大等促進

セミナー」を開催しました。このセミナーは NPO法人仙南広域工
業会の「ものづくり展示交流会」と同時に開催したもので，多く

の企業関係者が新型ハイブリッド自動車部品の説明や今年角田市

に立地したサプライヤー企業の役員からの話に熱心に聞き入って

いました。 
 また，11 月 29 日には工業系高校の生徒のものづくりに対する
意識の醸成や技能の習得意欲向上などを目的に，白石市のホワイ

トキューブで「仙南地域ものづくり企業説明会」を開催しました。

白石工業高校，村田高校，伊具高校の 2年生 260人が参加し，東
北リコー㈱技師長の講演や，地域の製造業 31 社が参加した「高校生と企業との情報交換」では，企業
担当者によるものづくりの魅力や心構えなどの話に真剣な表情で耳を傾け，質問を重ねていました。参

加した高校生からは「ものづくりに対する大切な思いが学べた」，「頑張るべきことを教えてもらい，目

標ができた」などの感想が寄せられ，ものづくりの魅力や学ぶべきことを改めて認識できたようでした。 
今後も「地域の人材は地域で育てる」の基本理念の下，地域の産業団体や高校とより一層の連携を図

り，ものづくり産業を支える人材の育成に取り組み，産業復興の加速化を推進していきます。 
【地方振興事務所地方振興部】

 ◆◆ 特集 ◆◆ ～産業復興・人材育成に向けた取り組み～ 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
 特  集  ～産業復興・人材育成に向けた取り組み～  

 ものづくり産業の復興に向けて  1ページ 
 和牛のオリンピックで仙南の牛も活躍！ 2ページ 
 仙南の食の魅力をＰＲ！    
 「AKOGARE－navi」初の消費者交流 
 「竹林再生プロジェクト」活動  3ページ 
 エコフィード TMRセンター始動 
Ｔｏｐｉｃｓ 若手酪農女性の育成支援～仙南地域酪農ガールズ～ 
 震災からの復興の加速化に向けて  4ページ 

 地域リハビリテーション従事者基礎研修会を開催  
 植林体験で森とため池の絆を体感！ 
 「みやぎ蔵王三十六景図画コンクール」入賞作品 5ページ 
お知らせ こころの悩み等への相談のお知らせ  6ページ 
 “県南「食」の見本市”を開催します 

 「宝探しイベント」を開催します  
 歳時記（12月下旬～3月）   7ページ 
 食材情報 「プンタレッラ」 
みやぎ蔵王三十六景 冬のお勧めスポット  8ページ 
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

「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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ものづくり産業の復興に向けて 

平成 23年 3月 11日の東日本大震災によりライフラインが不通となる中で生産設備の復旧に追われていた製造業者の皆さまも
社員の方々一丸となった懸命のご努力により事業を再開され，規模や業種の違いはあるものの多くの事業者の皆さまは震災前の

生産水準を取り戻しつつあり，新たな企業の立地，工場の増設も進んでいます。また，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よる汚染で出荷制限を余儀なくされている農林業者の方々や，風評による影響に依然として苦しんでいる

生産者，農産物直売所，観光業者の方々がおられる中でも，地道な農林産物の生産対策や検査が積み重ねられ，平成 24年産米の
出荷自粛が解除されたほか，各地のイベント等にも多くの観光客が訪れるようになりました。さらに，震災前から取り組まれて

きた人材育成の成果が着実に実を結びつつあり，管内産業の復興を牽引しようとしています。
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２日間で５千人が来場しました 

 
消費者へのＰＲができました 

 
審査会の模様 

 
 
10 月 25 日から 29 日まで，長崎県佐世保市において「和牛
のオリンピック」である全国和牛能力共進会長崎大会が開催さ
れました。全国和牛能力共進会とは，仙台牛などで知られる「和
牛」が一堂に会してその能力を競い合う品評会で，5年に 1度
開催されます。宮城県からは 26 頭が出品され，そのうち仙南
からは 3頭の出品がありました。全 9区の出品区のうち，宮城
県の出品牛は 4つの区で大会の最上位賞である優等賞に入賞し，
特に種牛と肉牛の両方から評価される最も重要な区の第 7区で
は，肉牛群の 1頭を川崎町の小賀坂実さんが出品し，優等賞 6
席受賞に貢献しました。 
次回となる 5年後の共進会は，宮城県で開催されます。長崎
大会の結果はこれまでにない優秀な成績となり，宮城大会に繋
がるものでしたので，次回大会でのさらなる上位入賞を目指し
て，今後とも畜産農家や関係者の方々とともに和牛の改良に取り組んでいきます。 

【地方振興事務所畜産振興部・家畜保健衛生所】 
 
 
 

11 月 3 日と 4 日の 2 日間，白石市の「しろいし産直マルシェ小十郎の郷」で“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」”を開催しました。 
  当日は風が強くやや肌寒かったものの，好天に恵まれ，会場は大勢の人でにぎわいました。仙南各地
から 16 事業者が出展したブースでは，仙南地域で生産された農畜産物や，それらを使った加工食品，

できたての料理が多数直売され，来場客の人気を集めていました。 
  同時開催された白石市農業祭との連携企画「スタンプラリー」
では，抽選で「みやぎ蔵王三十六景地域の逸品」など仙南の特産
品をプレゼントしました。 
  また，水土里ネットせんなんや，ことりはうすで出展した体験
コーナーには，ウサギやザリガニとの触れ合いやネイチャークラ
フトづくりを楽しむ子どもたちの姿が多く見られました。展示コ
ーナーでは，東日本大震災で被災した農地の復旧状況を紹介する
パネルや，食育に関するパネル展示を行いました。 
  今後もこのようなイベントを通じて仙南の食の魅力を PRし，
食関連産業の復興と観光誘客促進による地域活性化につなげて
いきます。 
【地方振興事務所地方振興部・畜産振興部・農業農村整備部】 

 
 
 
 「AKOGARE－navi（あこがれ－ナビ）」は，平成 23 年 7 月
に仙南地域の若手農業者 13人が相互研鑽を図ることにより地域
農業の担い手として資質向上を図るとともに，消費者の方々に向
けて農業情報を発信することを目的に結成した緩やかなネット
ワークです。 

11月 3日と 4日に開催された“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」”に出店し，メンバーが生産
した野菜や花壇苗の販売を通して，このネットワークの PRを行
いました。 
販売ブースでは，ミニ黒板を用いたポップでの農産物の紹介と，

メンバーを紹介するチラシを配布し，仙南地域農業を支える若手
農業者集団であることをアピールしました。来場者の方からメン
バーに「頑張って」などの声をかけていただき，一同大いに励ま
されました。 
大河原農業改良普及センタ－では，「AKOGARE－navi」のメンバーが地域農業の担い手として，さ

らに東日本大震災で落ち込んだ宮城県の農産物生産を回復させる担い手としても活躍していただくこ
とを期待し，これからも支援してまいります。 

【地方振興事務所農業振興部・農業改良普及センター】

和牛のオリンピックで仙南の牛も活躍！次回に繋がった長崎大会 

仙南の食の魅力をＰＲ！～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」～ 

「ＡＫＯＧＡＲＥ－ｎａｖｉ」初の消費者交流 



SENNAN THE KING 

- 3 - 

 
これらの機械で新飼料が 
製造されます   

 
地元の方と事務所職員など 
  大勢の方で作業を行いました 

 
学習の１コマ 

 
 
大河原地方振興事務所では，東京電力福島第一原子力発電所事
故の影響により，特産品であるタケノコの出荷ができない丸森町
耕野地区において，出荷再開を目指して「竹林再生プロジェクト」
を開始しました。 
 同プロジェクトには，耕野タケノコ生産組合を始め多くの方々
が協力してくださり，時には 30 人以上で作業することもありま
した。  
 7 月 5 日には，竹林内の放射性物質の分布状況を把握するため
の調査を行い，古い竹の葉や，落ち葉に比較的高い濃度の放射性
物質が付着していることが明らかになりました。その後この結果
を基に，効果的と考えられた古い竹の間伐や，レーキを使った落
ち葉の掻き出し作業を行いました。 
 今後も適切に必要な作業を行いつつ，丸森町耕野地区の生産者
と共にタケノコの生産再開に向けた活動を行います。 

【地方振興事務所林業振興部】 
 
 

 
 蔵王町の蔵王酪農センターでは，センターのチーズ工場から出
るチーズホエー（乳清）と町内の仙台コカ・コーラプロダクツ㈱
蔵王工場から出る茶殻を利用して，牛用飼料の製造試験を行って
きました。試験結果は良好で，これまで廃棄されてきた物をリサ
イクルできることからみやぎ産業廃棄物 3R等推進設備整備事業
にも取り上げられ，製造施設を整備しました。11 月 6 日には新
飼料を製造する施設「エコフィード TMRセンター」の竣工式が
行われました。 
 この新飼料は，その名も「ニューチャージ（乳･茶･餌）」と命
名され，蔵王酪農センターや町内の牛に給与されます。また，
一部の牛の肉は「蔵王爽清牛」として，酪農センター内のレス
トランや蔵王町役場近くのレストラン「蔵夫土（くらふと）」で

提供しています。エコフィードから生産された肉をぜひご賞味ください。 
【地方振興事務所畜産振興部・家畜保健衛生所】 

 
 

 
 
 
 大河原農業改良普及センターでは，平成 22年 11月に管内の若
い女性酪農家 16人を対象とした「仙南地域酪農ガールズ」を結
成しました。この会は月 1回ペースで開催され，メンバーは朝の
牛舎の仕事や家事を終えてから午前中に集まって個体管理台帳
のチェックを行い，午後からは関係機関の職員を招いた酪農技術
や経営に関する勉強会に望みます。また，「フラワーアレンジメ
ント」などカルチャーコーナーも充実させ，子育て真っ最中のメ
ンバーが子連れで気軽に参加できるよう，和室の会場を準備する
などの配慮もあって，和やかな雰囲気の中で実践に即した学習を
しています。 
 普及センターではこの取り組みをプロジェクトに位置付けて，
メンバー個々が経営の一角を担っているという意識を持つため
に，個体管理台帳の整備を通して視覚的に牛群の状態を把握できるようにするなど，現場で役立つ技術
や情報等についての支援を継続して実施してまいります。 

【地方振興事務所農業振興部・農業改良普及センター】

 Ｔｏｐｉｃｓ ～宮城県大河原合同庁舎の取り組みを紹介します～ 

「竹林再生プロジェクト」活動 

若手酪農女性の育成支援 ～仙南地域酪農ガールズ～ 

廃棄物を利用した新しいエサ作りからブランド牛へ 
～蔵王酪農センターエコフィードＴＭＲセンター始動～ 
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植林場所で記念撮影 

(角田市大森山) 

活発な意見交換が行われました 

熱心に聞き入る参加者 

 
 
 大河原地方振興事務所では，市町と県との意見交換や情報共有

の充実を図るため，11月 13日に仙南シンケンファクトリー（角
田市）で「仙南地域政策調整会議」を開催し，仙南地域 2 市 7
町の市町長や県地方機関の公所長など関係者 34人が出席しまし
た｡ 
会議では各市町及び県から，震災からの復旧・復興に向けた取

り組みや，東京電力福島第一原子力発電所事故で放出された放射

性物質による被害の現状とそれに対する検査や除染の取り組み

についての情報交換を行ったほか，「風評被害の払拭に向けた対

策」，「高規格道路の整備」や「仙南地域の食のブランドの設立」

など，多くの意見や提案が出されました。 
今後も様々な機会を通じて，市町と県の相互理解や問題意識の共有の促進に努め，震災からの復興

の加速化と地域の課題解決に向けた市町と県地方機関との協働体制をより一層強化してまいります。 
【地方振興事務所地方振興部】 

 
 
 

 
 10月 19日に県大河原合同庁舎において，仙南地域のケアマネージャーや，地域包括支援センター職
員，病院・施設のリハビリ職員など 82人の参加のもと，「高齢者の自立を支えるために必要な介護とリ
ハビリの視点」をテーマとした研修会を開催しました。 

 講師に高齢者ケアの第一線で活躍されている神戸学院大学総

合リハビリテーション学部の備酒伸彦教授をお招きし，時代とと

もに急激な変化を遂げた我が国の高齢者ケアを振り返りながら，

普通に暮らすことの大切さ，職種を超えた連携の大切さなど，さ

まざまなエピソードを交えながら分かりやすく講義していただ

きました。 
 参加者にとって，これまでの介護サービスを利用されている高

齢者の方々への関わりを振り返り，各自の役割を見直す良い機会

になりました。 
【仙南保健所】 

 
 

 
 
 11 月 11 日に農業用水水源地域保全対策事業における普及促
進活動の一環として，「水土里ネットわいとう」が角田市立枝野

小学校・藤尾小学校を対象に角田市大森山での植林活動を開催

しました。参加者は，小学生 49人と関係機関を合わせ 85人と
なりました。  
 大森山は角田隈東地区への農業用水を供給しているため池の

水源であり，また平成 21 年に林野火災が発生した場所でもあ
ります。この活動は，山林の保全活動として植林を行うことで，

地域住民や地元小学生らに農業用水の水源地域の役割や大切さ

について理解を深めてもらうため，昨年から開催されています。 
枝野・藤尾両校の児童は合同で 6班に分かれ，恵まれた天候
の中，美しい景色が広がる植林場所まで登山し，植林活動に精

を出していました。地方振興事務所職員による事前授業で森林の役割を学んだ子どもたちは，植林活

動を通して森とため池の絆を感じてくれたようです。 
【地方振興事務所農業農村整備部・林業振興部】 

平成２４年度地域リハビリテーション従事者基礎研修会を開催しました 

水土里（みどり）の学校 ～植林体験で森とため池の絆を体感！～ 

震災からの復興の加速化に向けて ～仙南地域政策調整会議を開催～ 
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仙南地域の小学生を対象にした「第 2回みやぎ蔵王三十六景図画コンクール」を実施しました。 

  テーマは「わたしが好きな仙南地域の風景，食文化，伝統行事」で，みやぎ蔵王三十六景や仙南地域
の美しい風景，後世に残したい食文化や伝統行事の様子を描いた作品 134 点（26 校）の応募がありま
した。9月 26日に審査会を開催し，以下の作品が入賞となりました。 
これらの作品は，仙南各地の展示スペース等で展示していきます。展示場所，期間等は，ホームペ

ージでお知らせします。 
（大河原地方振興事務所ホームページ http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/oksgsin-e/） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

【地方振興事務所地方振興部】

◆最優秀賞◆ 
【白石市消防団伝統階子乗り】 

四竈 心 さん 

（白石市立白石第二小学校３年） 

◆優秀賞◆ 
【年に一度のお楽しみ】 

管野 実結 さん 

（大河原町立大河原小学校４年） 

◆優秀賞◆ 
【丸森大橋】 

加藤 秀麻 さん 

（丸森町立舘矢間小学校５年） 

◆佳 作◆ 
【材木岩】 

小林 賢矢 さん 

（白石市立白石第二小学校３年） 

◆佳 作◆ 
【おかま「紅葉のころ」】 

湊 まや さん 

（丸森町立金山小学校５年） 

◆佳 作◆ 
【白石の花火大会】 

永倉 優吾  さん 

（白石市立白石第二小学校４年） 

「第２回みやぎ蔵王三十六景図画コンクール」の入賞作品を紹介します 
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まずは「宝の地図」GET! 

(写真はイメージです) 

 
 
 
 
 
 仙南保健所では，思春期・引きこもり専門相談・アルコール専門相談を行っています。 
 
◆◆思春期・引きこもり専門相談◆◆  
精神科医・専門相談員による引きこもり，不登校，家庭内暴力等に関する相談を月 2 回
行っています。（要予約） 
◆◆アルコール専門相談◆◆ 
専門相談員によるアルコールに関連する問題等の相談を月 1回行っています。（要予約） 
 

○保健師による相談は，平日午前 8時 30分から午後 5時 15分まで随時受け付けています。 
○相談・予約申込先：仙南保健所 母子・障害班（TEL：0224-53-3132） 

【仙南保健所】 
 
 
 
 大河原地方振興事務所では，東日本大震災からの復興の加速化に向け，仙南地域の食料品製造業者

等の販路回復，拡大を促進するため，県内外のバイヤー等と展示商談を行う見本市を開催します。 
午後１時からは一般の方も入場することができます。また，展示販売コーナーも設けます。 
仙南地域の食料品や飲料品が一堂に会するこの機会に，ぜひご来場ください。 
   ◆日 時  平成 25年 2月 21日（木） 

・展示商談（バイヤー等対象）  午前 10時～午後 3時 
・展示販売（一般の方対象）   午後 1時～午後 3時 

   ◆場 所  白石市文化体育活動センター「ホワイトキューブ」 
 詳しくは当所ホームページをご覧ください。 
（大河原地方振興事務所ホームページ http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/oksgsin-e/） 

【地方振興事務所地方振興部】 
 

 
 

 1月 12日から宝探しイベント「三日月探偵団と政宗の隠し財宝」を開催
します。このイベントは，謎めいた「宝の地図（参加チラシ）」を手がかり

に，仙南 4 エリアのどこかに隠された宝箱を探す体験型の宝探しゲームで
す。宝箱の発見者には，先着順で各エリアのオリジナル特典と発見者賞を

プレゼント。さらに豪華賞品が当たる抽選に参加できます。 
 地域の魅力を再発見する企画です。ぜひ，ご家族やご友人とご参加くだ

さい。詳しくは関係自治体及び当所ホームページに掲載します。 
◆開催期間 平成 25年 1月 12日（土）～平成 25年 3月 15日（金） 
◆開催エリア  川崎町，蔵王町，白石市，丸森町 
◆賞品例  ゲーム機，温泉宿泊券，地場特産品など 
◆大河原地方振興事務所ホームページ 

http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/oksgsin-e/ 
 

  【地方振興事務所地方振興部】

 お知らせ 

宝探しイベント「三日月探偵団と政宗の隠し財宝」を開催します！ 

こころの悩み等への相談のお知らせ 

“県南「食」の見本市”を開催します 
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  オススメ！こだわりの食材情報 

西洋野菜研究会では様々なイタリア野菜を栽培

しています。 

右から「プンタレッラ」，手前中央が「タルディ

ーボ」，手前左がフィノッキオ 

奥中央が「カルテルフランコ」，奥左側が「チー

マ・デ・ラーパ」，奥の 2品目はこれから期待でき

る品目です。 

 
 
※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。 

 
 
 

 
 「プンタレッラ」はイタリアのローマ近郊で栽培され，冬の野菜の王様とよばれています。その種子

をローマから直接取り寄せて栽培しているのがＪＡみやぎ仙南の西洋野菜研究会（16人）で，本格的に
栽培を初めて今年で 5年目となりました。今年は定植時期～生育期が暑く大変でしたが，その後の的確
な管理で 11月中旬から早生種の収穫が始まり，晩生種は 12月中旬から出荷が始まります。 
 主に 11月から 3月までは東京に出荷されるほか，丸森町内の直売所でも購入できます。 
茎の中が空洞で，シャキシャキの食感とほろ苦さは，くせになる味です。薄くスライスして，水に 30
分以上さらしてからサラダでいただくとやめられません。ぜひお試しください。 

 

【地方振興事務所農業振興部・農業改良普及センター】 
  

今年もしっかり育っています 「プンタレッラ」 

歳時記（１２月下旬～平成２５年３月） 

月 日 行　　　　　事 市　町 月 日 行　　　　　事 市　町
11月～1月31日 元気120％○得飲食店まつり 白石市 14日 刈田嶺神社暁祭り 蔵王町

1～25日 しばた光のページェント 柴田町 一 20日 丸森シルク和紙紙漉き体験 丸森町

1～25日 船岡城址公園冬のイルミネーション 柴田町 　 26日 セントメリーオールナイトフェスティバル 川崎町

1日～3月31日 阿武隈ライン舟下り「こたつ舟」 丸森町 26日 えぼし雪上花火大会 蔵王町

十 7日～1月9日 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 月 26日 七ヶ宿スキー場「ドキドキナイター＆冬の打上花火」 七ヶ宿町

二 8日～1月12日 メタセコイアの奇跡！光り輝け槻木駅 柴田町 26日～3月3日 雛の宴展（弥治郎こけし村） 白石市

15日～3月17日 雪上車で行く！みやぎ蔵王の樹氷めぐり 蔵王町 上旬 喜多流公演（碧水園） 白石市

18日～1月27日 齋理屋敷冬の企画展「齋理の歳迎え」 丸森町 上旬 長泉寺豆まき 角田市

月 下旬～3月下旬 バックカントリーツアー 蔵王町 上旬 雪だるま・雪像コンテスト 七ヶ宿町

21日 みやぎ蔵王白石スキー場開き 白石市 二 上旬 青根温泉雪あかり 川崎町

21日 みやぎ蔵王七ヶ宿スキー場開き 七ヶ宿町 上旬 宮城かわさき雪まつり 川崎町

22日 みやぎ蔵王セントメリースキー場開き 川崎町 上旬～3月下旬 こけしびなまつり 蔵王町

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 月 中旬 角田市子どもフェスティバル 角田市

31日 除夜の鐘を鳴らす会 白石市 中旬 七ヶ宿雪合戦大会 七ヶ宿町

1日 天守閣から初日の出を拝む会（白石城） 白石市 中旬～3月下旬 齋理屋敷春の企画展「齋理の雛まつり」 丸森町

1日～3月上旬 すみかわスノーパーク「樹氷の家めぐり」 蔵王町 下旬 ＴＢＣ杯みやぎ蔵王スキー大会 蔵王町

一 2日 弥治郎こけし初挽き 白石市 上旬 南蔵王ｱﾙﾍﾟﾝｽｷｰ大会・スキー技術選手権大会 白石市

2日 日本刀初打ち 白石市 三 上旬 七ヶ宿ジャイアントスラローム大会 七ヶ宿町

　 6日 冬の検断屋敷まつり 白石市 中旬 かくだ牟宇姫ひなまつり 角田市

月 6日 舞台びらき（碧水園） 白石市 月 中旬 小斎鹿島神社奉射祭（やぶさめ） 丸森町

7日 七草の会（武家屋敷） 白石市 下旬 むらた町家の雛めぐり 村田町

12～13日 みちのく公園・新春ふるさとまつり 川崎町 下旬 小京都むらた写真展 村田町

14日 かくだどんと祭裸参り 角田市

平成 24年 9月 20日に発行しました平成 24年度第 2号に掲載した，オススメ！食材情報“県内一の蔵王町と角田市の「ナシ」
が出荷盛期です”の記事内容に誤りがありました。正しくは次のとおりです。 
 【誤】「蔵王町と角田市のナシは，県内一の産地となっています。」 
 【正】「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。」 
 読者の皆さま，また，関係者の方々にご迷惑をおかけしましたことをお詫びし，ここに訂正いたします。 

【お詫びと訂正】 
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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 

次号は平成２５年３月の発行予定です 

白石川堤沿いに整備された大河原河川

公園。冬には多くの白鳥と，雪の蔵王が

出迎えてくれます。 

冬の金山しんつつみには多くの白鳥が

羽を休めています。雪の蔵王はそんな白

鳥を優しく見守っています。 

 
 
 
大河原河川公園（おおがわらかせんこうえん） （大河原町） 
 
 大河原河川公園は，仙南地域を代表する白鳥の飛来地で

す。 
  仙南地域には，大小 10余りの白鳥神社・白鳥社があり，
日本武尊
やまとたけるのみこと

の伝説や橘 豊 日 尊
たちばなのとよひのみこと

の伝説など，白鳥伝説が色

濃く残っています。また，大高山神社や蔵王宮地区の刈田

嶺神社には，白鳥の絵馬が多数あり，白鳥への信仰の深さ

がうかがい知れます。田んぼに落ちた羽毛でさえ，箸など

で拾い上げ神社に納めていたそうです。また，傷ついた白

鳥がいたときは，医者に治療をさせ立ち直るまで手厚く保

護をしていたとの話も伝わっています。 
  このような土地柄ゆえ，現在でも仙南の人々は，白鳥を
愛して渡り鳥との「ふれあい」を大切にしているのです。

 
金山しんつつみ（かねやましんつつみ） （丸森町） 
 
  この地域は古来より鉄鉱山をもって知られてきたので
「金山」と呼ばれるようになったと言われています。 
  この金山地区の中心部から少し東に入ったところにある
「しんつつみ」には，毎年冬になると，たくさんの白鳥が

群れをなして訪れます。冬の蔵王山麓は，水面で羽を大き

く広げ，天高く飛び回る白鳥たちを温かく見守っており，

その光景は見ている者の心を癒してくれます。 
  金山地区中心部には金山城址があります。この城は相馬
氏の家臣藤橋紀伊によって築城され，その後，伊達氏と相

馬氏が支配権を争った後に伊達氏のものとなりましたが，

それから明治維新までは，代々中島家が城主となりこの地

を治めてきました。 
  国道 113号線を南西に挟んだ先には，金山城主中島家の
菩提寺でもある瑞雲寺や，明治 19（1886）年創業の佐野製
糸工場跡地などの歴史遺産があります。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 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 

 みやぎ蔵王三十六景 冬のお勧めスポット 


