
- 1 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

 主な内容 
 巻頭挨拶 仙南地域の復興に向けて   1ページ 
特  集 仙台・宮城デスティネーションキャンペーン 2ページ 

 第 55回全日本こけしコンクールを開催しました 3ページ 
 川崎町で「寒ざらしそば」の提供が始まる 
 祝“金ヶ瀬さくら大橋と大谷こ線橋”が開通！  
Ｔｏｐｉｃｓ 村井知事が“仙南の復興現場”を訪問しました 4ページ 

 丸森町で「たけのこ出荷復活祈願祭」が開催 
 6月は土砂災害防止月間です   5ページ 
 角田市内を歩く「水土里の路ウォーキング」を開催 
 農業生産法人「Green５えだの」が設立されました  
 食材情報 仙南地域は「うめ」産地です   6ページ 
 まさに今が旬「そらまめ」    
お知らせ みやぎ蔵王三十六景フォトコンテスト作品募集！ 
 平成 25年度狩猟免許試験及び更新のお知らせ 7ページ 

 歳時記（6月下旬～9月） 
みやぎ蔵王三十六景 夏のお勧めスポット  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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平成２５年６月１２日発行 

宮城県大河原地方振興事務所 
http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/6.html

 
 今年4月に大河原地方振興事務所長として着任しました。
どうぞよろしくお願い申し上げます。 
 本県に甚大な被害をもたらした東日本大震災から 2年 3
カ月が経過しました。あらためて犠牲となられた方々のご

冥福をお祈りし，被災された皆さまに心からお見舞いを申

し上げます。 
 本県では，いまだに 10万人以上の方が応急仮設住宅に居住しており，津波で甚大な被害
のあった沿岸部では，震災がれきは片付いたものの，復興への道のりは，なお険しい状況に

あります。 
 この仙南地域においては，道路などの社会基盤については復旧もほぼ終わり，震災前の状

況に戻りつつありますが，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影響は大

きく，原木しいたけやたけのこなどの出荷が規制され，また，観光施設・農林産物への風評

被害は甚大な状況にあります。 
 このような中，現在，官民挙げて「仙台・宮城デスティネーションキャンペーン」を開催

しております。各市町で工夫を凝らしたイベントが催され，おかげさまで大変多くの皆さま

においでいただいております。この観光キャンペーンをきっかけとし，今後も風評の払拭に

向けて，仙南地域の元気と安全・安心な農林産物の情報を発信するとともに，観光客の誘客

はもちろん，農林産物の販路回復にも努めてまいります。 
 今年度は，「宮城県震災復興計画」に掲げた復旧期最終年度であり，復旧にとどまらない，

地域の再生・発展のための礎を築く重要な年であります。県といたしましても，仙南地域に

おいて明るい未来が切り開けるよう，1日も早い復旧・復興の実現に向けて全力で取り組ん
でいくとともに，さらなる発展に向けた将来への種まきにも積極的に取り組んでまいります

ので，関係機関の皆さま，地域の皆さまのお力添えをいただければ幸いです。 
 

宮城県大河原地方振興事務所長 佐野 好昭

仙南地域の復興に向けて 
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 4月から 6月にかけて「仙台・宮城デスティネーションキャンペーン（Ｄ
Ｃ）『笑顔咲くたび 伊達

だ て

な旅』」を展開中です。 
4 月の観光客入込概況調査結果では，県南エリアの入込客数は，対前年
比 114.3%，震災前の平成 22年比 107.9%となっており，いずれも県全体を
上回る内容となっています。地域の皆さまのご努力により，一目千本桜を

はじめとする“桜王国”仙南地域には，たくさんのお客さまにおいでいた

だいています。 
ＤＣも残すところわずかとなってきましたが，引き続き住民一丸となっ

て，仙南の魅力を発信し，全国からのたくさんのお客さまを“笑顔”でお

迎えしましょう！ 
地方振興事務所におきましても，地域の観光関連企業，関係機関と連携し，観光素材のＰＲ，旅行商

品の企画提案，イベントの開催などに取り組んでいます。ここで取り組みの一部を紹介します。 
 

○ＤＣ県南エリアオープニングイベント ～みんなでお出迎え～ 

4 月 6 日にＪＲ白石蔵王駅で「仙台・宮城デスティネーション
キャンペーン県南エリアオープニングイベント」を開催しました。 
式典では，県南エリア 2市 7町の首長が戦国武将に扮

ふん

して勝ち

どきをあげ，むすび丸や管内のご当地キャラクター，奥州片倉組

などがイベントを盛り上げました。また，式典後には，地域住民

の皆さんにも参加いただき，ホームで新幹線に手を振る「みんな

で新幹線に笑顔で手を振っておもてなし隊」を行い，総勢 400人
が県南エリアを訪れるお客さまを笑顔でお出迎えしました。 
 

○みやぎ蔵王弁当（第三弾）を発売！ 

「みやぎ蔵王弁当」は，地域の魅力を伝えようと地元温泉旅館の女将
おか み

たち

が中心となって企画した「駅弁」です。これまで 2回販売し，いずれも好評
を得ていました。 
 今回，ＤＣに合わせてリニューアルした第三弾を発売しました。蔵王連峰

に見立てた白石産ひとめぼれの 3色おむすび，蔵王爽
そう

清
せい

牛の柚香焼き，和豚

もちぶたの甘辛炒めなど，仙南地域自慢の食材をふんだんに盛り込んでいま

す。 
 価格は税込み 1,100円で，ＪＲ仙台駅構内の弁当売店のほか，予約をすれ
ばＪＲ白石蔵王駅でも購入できます。 
◆お問い合わせ：（株）日本レストランエンタプライズ（℡ 022-257-2981） 

 

○めぐって“得”する「みやぎ県南レシートラリー」 

観光客に県南エリアを周遊してもらうことと地域の経済活性化を目的に，県南エリア独自企画とし

て「みやぎ県南レシートラリー」を実施しています。エリア内 70 カ所の協賛施設で発行されたレシ
ート等を 3枚集めて応募すると，温泉宿泊券や地場特産品などを抽選で 50名にプレゼントします。 

 
詳しくは，地方振興事務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】

 ◆◆ 特集 ◆◆  ～仙台・宮城デスティネーションキャンペーン開催中！～ 

仙台・宮城デスティネーションキャンペーン ～みんなで みんなで おもてなし～ 
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寒ざらしそば試食会の様子 

「仙南米・食味分析鑑定コンクー

ル」における総合部門受賞者 

 
 

内閣総理大臣賞受賞作品 

 
 

開通式の様子 

 
 
 
5月 3日から 5日までの 3日間，白石市のホワイトキューブで
「第 55回全日本こけしコンクール」を県，白石市，白石商工会
議所の主催で開催しました。 
今回は，宮城県をはじめ，遠くは兵庫県などの工人 179人から

880 点が出品されました。会場には，内閣総理大臣賞など 62 点
の入賞作品を含め，白石市内や姉妹都市である登別市などの小学

生が絵付けしたこけしも展示されました。 
このほか，各系統の工人による実演や絵付け体験コーナー，55

回を記念した「5.5 センチのミニ伝統こけし 55 本組」の限定販
売などが行われ，大勢のこけしファンで賑わいました。 
また，同会場で，姉妹が父のあだ討ちを果たす孝心を描いた

「奥州
おうしゅう

白石
しろいし

噺
ばなし

」を題材とした「奥州白石噺フェスタ」や，地場産品祭りも開催され，期間を通して昨

年を上回る約 4万 2千人の来場者がありました。 
今年はデスティネーションキャンペーン期間中ということもあり，全国のこけしファンの方に，より

多く仙南の魅力を伝えることができました。 
【地方振興事務所地方振興部】 

 
 
 
 
川崎町では，そば製粉業者とそば店が協力し，伝統的な製法で

作られた「寒ざらしそば」の提供が始まりました。 
 寒ざらしそばは，収穫した玄そばを青根温泉にある水温 2～3℃
の小川に 1月から 2月まで水漬けし，その後，寒風で通風乾燥し
て製粉したものです。 
 3月 26日には，今年 4月から始まったデスティネーションキャ
ンペーンに向けて試食会が開かれ，参加者は普通の二八そばとは

違う豊かな風味を堪能しました。寒ざらしそばは町内の 6店舗で
食べることができます（限定生産のため，数に限りがあります）。 
 農業改良普及センターでは，こうした地場産品の開発と販売促進，

農商工連携の取り組みに対してさまざまな支援を行っており，今後とも継続していきます。 
［問い合わせ先：川崎町産業振興課（℡ 0224-84-2111）］ 

【地方振興事務所農業振興部・農業改良普及センター】 
 
 
 
 
 4月 2日に，仙南広域営農団地農道整備事業推進協議会と大河
原町の主催のもと，金ヶ瀬さくら大橋・大谷こ線橋の開通式が開

催されました。 
 当日は，テープカットとくす玉割りが行われ，大河原町在住の

親子三代 2家族と町や県の観光ＰＲキャラクター「さくらっきー」
「むすび丸」を先頭に，出席者の渡り初めが行われました。 
 大橋からの蔵王連峰の眺望は素晴らしく，新たな観光スポット

としても期待されています。4月19日には，デスティネーション
キャンペーンの旅行商品としてウォーキングのコースにも取り入

れられ，職員が案内やおもてなしを行って，お客さまに楽しんでいただきました。 
【地方振興事務所農業農村整備部】

川崎町で「寒ざらしそば」の提供が始まる 

第５５回全日本こけしコンクールを開催しました 

祝 金ヶ瀬さくら大橋と大谷こ線橋開通 
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地元の方やボランティアの方 
などが参加し，タケノコの掘り 
取りを行いました。 

鋳造作業の説明を熱心に聞く 
村井知事 
 

チンゲンサイを手に農業のやりが
いや難しさについて質問する 
村井知事 

 
 
 
 
 
東日本大震災からの復興状況を確認し，前向きに復興に取り組

む県民の皆さまの意見を伺って，今後の復興施策に反映させるた

め，5月 22日に村井知事が仙南地域の企業や温泉旅館などを訪問
しました。 
 訪問先は 4カ所で，白石市では，津波により被災した名取市の
農家を受け入れ，パイプハウス 282棟で大規模にチンゲンサイの
栽培を行っている「（有）蔵王グリーンファーム」を訪問し，被災

農家を激励しました。 
蔵王町では，デスティネーションキャンペーン（ＤＣ）に合わ

せて様々な企画を実施し，観光客数の回復に取り組む管内 4つの
温泉旅館組合の女将たちから話を伺い，ＤＣ後の継続した取り組

みについて意見を交換しました。 
大河原町では，地域の高卒者を多数雇用するなど，地域の雇用

拡大に貢献している鋳造企業「（株）コイワイ」を視察し，同社が

宮城工場に導入した最新鋭の３Ｄプリンタについて興味深げに質

問していました。 
丸森町では，物産市場「八雄館」や蔵の郷土館「齋理屋敷」を

訪れ，福島第一原子力発電所事故の影響でダメージを受けた観光

業や農林業の再生に一丸となって取り組む関係者の話を聞き，意

見交換を行いました。 
“みやぎの復興現場”訪問事業は，今後も県内各地で行われる

予定です。 
【地方振興事務所地方振興部】 

 
 
 
 
 福島第一原子力発電所事故の影響により，地元の主力な特産品

であるタケノコの出荷制限指示が続く丸森町耕
こう

野
や

地区において，

一日も早い出荷再開を願って「たけのこ出荷復活祈願祭」が 5月
18日に行われました。 
 竹林は，収穫などの手入れをしないまま放置すると荒れてしま

い，品質の良いタケノコを生産することができなくなってしまい

ます。当日は，耕野地区の方々のほか，ボランティアの方々など

30人を超える参加者がタケノコの掘り取り作業を行い，その後，
近くの八幡神社において祈願祭を執り行いました。 
今回掘ったタケノコは，町全体が出荷制限を受けているため，

残念ながら口にすることはできませんでしたが，香りが高く，ま

た柔らかいことから味の良さが伺い知れ，特産品として店頭に並ぶ日が望まれてなりません。 
県では，国に対して一刻も早い出荷制限指示の解除を求めていくほか，今後とも，耕野地区内のタケ

ノコ生産者と共に，生産再開に向けて必要な活動や取り組みを行ってまいります。 
【地方振興事務所林業振興部】

 Ｔｏｐｉｃｓ ～宮城県大河原合同庁舎の取り組みを紹介します～ 

丸森町で「たけのこ出荷復活祈願祭」が開催されました 

村井知事が“仙南の復興現場”を訪問しました 
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かくだ菜の花まつり会場にて 

「Green5 えだの」活動の様子 

パトロールの様子 

 
 
これから梅雨や台風などで土砂災害が多発する時期に入りま

す。国，県，市町村では 6月を「土砂災害防止月間」と定めてお
り，管内市町の皆さんと協力して土砂災害危険箇所のパトロール

や広報活動を行っています。 

土砂災害から身を守るためには，早めの避難が大切です。雨が

降り出したら土砂災害警戒情報に注意してください。土砂災害警

戒情報は，テレビ・ラジオ・インターネット（気象庁のホームペ

ージ）の気象情報により，大雨警報等と同様に確認することがで

きます。がけ下や渓流沿いに住んでいる方は，土砂災害警戒情報

が出たら早めに避難所などの安全な場所に避難しましょう。また，

避難所はどこか，避難の道順に危険はないか，日ごろから調べておきましょう。 

【土木事務所】 
 
 
 
 今年も「水土里

み ど り

の路
みち

ウォーキング」（主催：水土里ネットか

くだ，大河原地方振興事務所）を，4月29日に角田市で開催しま
した。 
 このイベントは，県民の方々に農業・農村が持つ多面的機能

について，実際の体感等を通じて学んでいただくことを目的に，

平成18年度から開催しています。 
 当日は，市内の農業用水利施設を巡り，その歴史や役割など

について学習していただいたほか，小麦「あおばの恋」の栽培

ほ場などを見学しました。途中，休憩した「水土里ネットかく

だ」では，手作りの漬け物と，角田産米の炊きたてご飯のおも

てなしがありました。 
 参加者は，爽やかな風が吹き抜ける中，総距離5.5㌔㍍を完歩しました。  

【地方振興事務所農業農村整備部】 
 

 
 
 角田市枝野地区では，転作水田で作られる大麦・大豆の生産

を集落営農組織が請け負い，農地保全の実績を上げてきました。

一方，水稲は個々の農家で耕作されていましたが，担い手の高

齢化が進み，また米の価格が低下したため，より効率の高い経

営形態への移行を迫られていました。 
  こうした状況から枝野地区では，地域の農家から委託を受け
た団体が，経営を発展させて合理化な水田農業を行うため，集

落営農組織の法人化へ向けた話し合いを進めてきました。 
 その結果，3月13日に関係機関の立ち会いの下で法人の設立総
会が開催され，晴れて農事組合法人「Green5えだの」が誕生し
ました。 
  農業改良普及センターでは，この法人が確固たる経営を実現できるよう，プロジェクト課題の対象に
位置付けて支援していきます。 

【地方振興事務所農業振興部・農業改良普及センター】 
 

６月は土砂災害防止月間です 

角田市内を歩く「水土里の路ウォーキング」を開催しました 

農業生産法人「Green５えだの」が設立されました 
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収穫間近の“そらまめ” 

蔵王町の“うめ” 

 
 

 
 
 

仙南地域では蔵王町，角田市，丸森町，大河原町など，各地で

「うめ」が栽培されており，全体の栽培面積は 228㌶ほどです。 
「うめ」の生産者は，良品出荷に向けて 1 年間懸命に栽培管理

を行い，品質の高い果実を生産しています。管内各地の直売所で

6 月中旬から 7 月中旬まで果実が販売されるほか，角田市では 6
月 23日（日）に，大河原町では 6月 30日（日）に“うめまつり”
が開催されます。 
今年は，地元のもぎたて「うめ」を使った梅干しや，梅酒づく

りをぜひお楽しみください。 
【地方振興事務所農業振興部・農業改良普及センター】 

 
  
 
 「そらまめ」は莢

さや

が天に向けて実るので“空豆”とも，蚕
かいこ

が作

る繭
まゆ

の形に似ているから“蚕豆”と書くこともあります。原産地

はアフリカ北部で，エジプトでは 4000年前から栽培されています。 
 管内で栽培されている「そらまめ」は，莢が大型で大粒の一寸

そらまめ（一粒が 3㌢㍍くらい大粒なので，“一寸”と呼ばれます）
です。収穫期は 6月上旬から 7月上旬の 1カ月間で，まさに今が
旬です。莢が熟してきて下向きになり，深緑色の光沢がでてきた

ら収穫適期です。適期の判断に熟練を要し，生産者は現地で検討

会を開催し良質な「そらまめ」の生産・出荷に努力しています。 
努力の結晶である旬の「そらまめ」を，塩ゆででぜひお召し上

がりください。 
【地方振興事務所農業振興部・農業改良普及センター】 

 
 

 
 
 
 
 みやぎ蔵王三十六景をはじめとする美しい景観，地域の伝統行事や食文化といった仙南地域の魅力

を写真を通して紹介するため，作品を募集します。入賞作品は，観光ＰＲなど各種広報の素材として

活用させていただきます。皆さまからの多数の御応募お待ちしています！ 
 

  ◆応募テーマ  仙南地域の美しい景観・伝統行事・食文化 
  ◆応募写真   平成 24年 1月 1日以降に仙南地域内で撮影したもの 
                サイズは，四つ切り，四つ切りワイド，Ａ4のいずれか 
  ◆応募期限   平成 25年 10月 31日（木）午後 5時必着 

 
詳しくは，宮城県大河原地方振興事務所のホームページを御覧ください。 
http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/oksgsin-e/36kei-photocontest-bosyu.html 

【地方振興事務所地方振興部】 
 

  オススメ！こだわりの食材情報 

 お知らせ 

みやぎ蔵王三十六景フォトコンテスト作品募集！ 

まさに今が旬「そらまめ」 

仙南地域は「うめ」産地です 
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【狩猟免許試験について】 

新規に狩猟（わな猟も含む）を予定している方は，狩猟免許が必要となります。平成 25 年度の試験
は下記により行われます。 

開催年月日 場    所 
平成 25年 8月 3日（土）「全種」 宮城県クレー射撃場（村田町） 
平成 25年 8月 31日（土）「全種」 宮城県庁行政庁舎（仙台市） 
平成 25年 9月 28日（土）「全種」 宮城県大河原合同庁舎（大河原町） 

※時間：午前 9時 15分から午後 5時まで 
○問い合わせ先：林業振興部森林管理班（℡ 0224-53-3252） 

 
【狩猟免許の更新について】 

平成 22 年度に狩猟免許を取得した方及び更新手続きをされた方は狩猟免許の有効期間（3 年間）
が満了しますので，狩猟を継続する予定の方は更新手続きが必要です。 
なお，失念した場合は新規扱いとなり免許試験を受けることになります。 
１ 開催日程及び対象者 

開催年月日 対象者（住所を有する方） 

平成 25年 8月 2日（金） 主に角田市，丸森町 

平成 25年 8月 24日（土） 
主に白石市，蔵王町，七ヶ宿町， 
大河原町，村田町，柴田町， 
川崎町 

２ 開催場所   宮城県クレー射撃場（村田町大字足立字大平山 1-24） 
３ 時  間   午前 9時 15分から午後 5時まで 

○問い合わせ先：林業振興部森林管理班（℡ 0224-53-3252） 
【地方振興事務所林業振興部】 

 
 
 
※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（６月下旬～９月） 

月 日 行　　　　　事 市　町 月 日 行　　　　　事 市　町
1～23日 ポピーまつり 川崎町 中旬 遠刈田温泉仮装盆踊り大会 蔵王町

11～30日 齋理屋敷特別企画展「押し花作品展」 丸森町 中旬 おおがわら夏まつり 大河原町

六 22日 笹巻きの会 白石市 八 中旬 宗高公まつり・花火大会 村田町

22日 高蔵寺ホタルまつり 角田市 中旬 とうもろこし味来（みらい）まつり 村田町

22～23日 南蔵王夏山登山と星を観る会 白石市 中旬 盆の菊即売会 柴田町

月 22～23日 ウチョウラン展 村田町 月 24日 七ヶ宿火まつり 七ヶ宿町

23日 うめ～梅まつりｉｎかくだ 角田市 25日 わらじで歩こう七ヶ宿 七ヶ宿町

26～30日 手作り甲冑　甲冑展 白石市 下旬 バンドフェスタ in  しばた 柴田町

30日 おおがわら梅まつり 大河原町 8日 JAXA　施設一般公開 角田市

6～7日 山野草展 村田町 8日 宇宙っ子科学屋台村「はやぶさまつり」 角田市

15日 SUGOママチャリエンデューロ 村田町 九 上旬～11月上旬 石羽古碑かかし街道 丸森町

七 20日～8月25日 夏フェア2013 川崎町 15日 しろいし蔵王高原マラソン大会 白石市

27日 みやぎ川崎手筒花火フェスタ 川崎町 中旬 ございん市「梨まつり」 蔵王町

27～28日 SUPER GTシリーズ第4戦 SUGO GT300kmレース 村田町 月 中旬 ポットマム即売会 柴田町

月 下旬 蔵王連峰夏山登山 中旬 齋理屋敷特別企画展「押し花作品展」 丸森町

中旬～下旬 ひまわりまつり(舘矢間ひまわり畑) 丸森町

下旬 大河原夜市 大河原町 中旬～10月上旬 第1回しばた彼岸花まつり 柴田町

3日 金津七夕祭り 角田市 中旬～10月下旬 みちのく公園・コスモス＆コキア de COKO フェスタ 川崎町

3日 蔵王トレイルラン2013 蔵王町 中旬～11月末 阿武隈ライン舟下り「いも煮舟」 丸森町

八 10日 齋理幻夜 丸森町 29日 角田ずんだまつり 角田市

10日～10月26日 空中さんぽde星空さんぽ 蔵王町 29日 あぶQウォーク「斗蔵山・野鳥の森ウォーク」 角田市

10日 ザ・フェスティバル in しばた 柴田町 下旬 新米まつり 村田町

月 14日 かくだふるさと夏まつり 角田市 下旬 しばたコメまつり 柴田町

中旬 白石夏まつり（パレード・花火大会） 白石市 下旬 齋理屋敷特別企画展「秋の盆栽展」 丸森町

中旬 夏の検断屋敷まつり 白石市

白石市,蔵王町,
七ヶ宿町,川崎町

平成２５年度狩猟免許試験及び更新のお知らせ 
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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９月の発行予定です 

角田市の東端に位置する標高 272 ㍍の

四方山。展望台からは，雄大な蔵王連峰

の大パノラマを眺めることができます。

村田町の民話の里にほど近い村田鎌研

沢。スポーツランドＳＵＧＯ，民話の里

においでの際は，ここからの雄大な蔵王

連峰は必見です。 

 
 
 
四方山（しほうざん） （角田市） 
 
 角田市の東部，亘理町・山元町との境に位置する標高 272
㍍の四方山。戦時中，頂上には高射砲が設置されていたこ

ともあり，その見晴らしはまさに絶景です。東に太平洋の

大海原，西に雄大な蔵王連峰の大パノラマが楽しめます。

 平成 22（2010）年 12月，四方山の西斜面の一角に，東
京都目黒区との友好の証である「めぐろエコの森」を創設

し，ヤマザクラ 40本を植栽しました。 
 以前から桜の植栽は進んでおり，今では角田市屈指の桜

の名所にもなっています。 

 
村田鎌研沢（むらたかまとぎざわ） （村田町） 
 
 鎌研沢の台地は蔵王からの風を防ぎ，たまゆらの里を潤

す川霧を育む役割を担っています。「たまゆら」という言葉

には，しばらくの間という意味や草木に露がつく様を表し，

「たまゆらの里」とは，少しの間立ち寄るのに良い場所と

いう意味です。 
 鎌研沢の北東に位置する姥ヶ懐

うばがふところ

地区には「たまゆらのそ

ば」があり，露が光る豊かな土地で育まれた香りの高さに

は定評があります。また，民話の残る地区でもあり，代表

的な民話「姥の手掛け石」は，平安中期の武将渡辺綱
わたなべのつな

が悪

さをする鬼と争うというものです。鬼が渡辺綱から逃げる

際，河原で転び石に手をついてしまいます。その手形がつ

いたとされる大きな石が今でもこの地区に残っています。

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 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 夏のお勧めスポット 


