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白石城天守閣から望む蔵王連峰 春の白石城天守閣 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○「白石城天守閣」がみやぎ蔵王三十六景に 

仙南のシンボルである「蔵王」を背景にした美しい景観「みやぎ蔵王三十六景」の新スポットに，「白

石城天守閣」が選定されました。 
 白石城は伊達家の重臣片倉氏の居城としての歴史があり，平成 7年に復元された天守閣の最上階から
は片倉小十郎も眺めたであろう雄大な蔵王連峰の姿を望むことができます。また天守閣や白石城周辺で

は桜，紅葉，雪化粧など，季節の景観も楽しめます。 

 
 
○みやぎ蔵王三十六景フォトコンテストの入賞作品決定 

 みやぎ蔵王三十六景をはじめとした仙南地域の魅力を写真を通して広く紹介するため，フォトコンテ

ストを開催しました。 
 テーマは「仙南地域の美しい景観・伝統行事・食文化」で，県内外 113人から 275点の力作をご応募
いただきました。12 月 9 日に審査会を開催し，最優秀賞には木村洋介さん（石巻市）の「刈田岳より
銀河を望む」が選ばれました（8ページに入賞作品掲載）。入賞作品は，仙台や仙南各地で展示する予定
です。展示場所，期間等はホームページでお知らせします。      【地方振興事務所地方振興部】

「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。 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

 ≪主な内容≫ 
Ｔｏｐｉｃｓ 仙南の美しい景観「みやぎ蔵王三十六景」 1ページ 
 「鳥インフルエンザ・口蹄疫」防疫演習を開催 2ページ 

 「第 14回農業農村めぐり」が開催されました  
 スマイルロードサポーターに 1個人 4団体が認定 
 最新技術で「ものづくり」の競争力を強化！ 3ページ 
 「仙南地域畜産物地産地消フェア」が開催 
 川崎町で「みやぎ環境税」を活用した育樹祭 
 「感染症出前講座」はいかがでしょうか 4ページ 
 地区全体で水田のイノシシ被害対策に取り組む  
お知らせ 冬季狩猟期間 ～山に入る時はご注意ください～ 
 渡り鳥などとの接し方   5ページ 
 宝探しイベントが川崎町などで開催中！  

 感染性胃腸炎とインフルエンザ対策  6ページ 
 歳時記（12月～3月） 
食材情報 希少でおいしい蔵王町のりんご「はるか」 7ページ 
 川崎町で生産される「ぎんなん」 
 西洋野菜生産の取り組みが広がっています 
「みやぎ蔵王三十六景フォトコンテスト」入賞作品 8ページ 
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
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 Ｔｏｐｉｃｓ ～宮城県大河原合同庁舎の取り組みを紹介します～ 

仙南の美しい景観「みやぎ蔵王三十六景」 

みやぎ蔵王三十六景 
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揚水機場でのポンプの説明に 
みんな興味津々 

スマイルロードサポーターへの
認定証授与 
（沼田地区環境美化組合） 

宮崎県の発生事例を学びました 

 
 
 10月 2日に合同庁舎職員など 91人が参加し，高・低病原性鳥
インフルエンザ発生時における初動対応の机上演習を実施しまし

た。演習では，発生の通報から合同庁舎に現地対策本部が立ち上

がるまでを，「班・チーム別作業マニュアル」に基づき各班及びチ

ームのリーダーが役割を演じることで初動体制を確認しました。

また発生農場に立ち入る際にインフルエンザに感染しないための

防護服の着脱練習も，保健福祉事務所の指導により行いました。 
さらに 11 月 8 日には，生産者，市町，畜産関係者，合庁各公
所，建設業協会，警察などから 118人が参加し，過去に両伝染病
の発生のあった宮崎県から講師を招き，発生事例を学びました。

宮崎県では平成 22年 4月に口蹄疫が 292件，平成 23年 1月には高病原性鳥インフルエンザが 13件発
生し，畜産関連だけでなく商工関連産業まで影響を受けたとのことでした。 
今回の防疫演習により，発生時には仙南地域が連携し，一体となって対応して行くことが不可欠であ

ると再確認しました。               【地方振興事務所畜産振興部・家畜保健衛生所】 
 
 
 
 9月 13日に「水土里ネットせんなん」と「水土里ネットかくだ」
の主催で「仙南地域の農業農村めぐり」が開催されました。 
本イベントには丸森町立舘矢間小学校の 4年生 26人が参加し，

農業用排水の水の流れをはじめ，地域の農業や農村の持つさまざ

まな役割について学びました。 
子どもたちは，丸森町の坪石揚水機場や角田市の江尻排水機場

では水を汲み上げるポンプの仕組みを学び，エンジン音の大きさ

にびっくりして首をすくめたりしていました。また酪農家での搾

乳やバター作りにも挑戦し，間近で見る牛の迫力に目を丸くし，

初めて触る牛のぬくもりに感激している様子でした。 
まさに五感全てを使っての体験学習となり，驚きと感動の中で農業・農村に関する理解を深めました。 

【地方振興事務所農業農村整備部】 
 
 
 
県では住民参加型のまちづくりを推進するため，ボランティア

で道路や河川の清掃や緑化活動を通じて良好な環境づくりに積極

的に取り組む個人・団体を「スマイルサポーター」として認定し，

市町村と協力して支援しています。 
 平成 25年度は，11月末までに新たに 1個人 4団体がスマイル
ロードサポーターとして認定を受け，それぞれの地域の県道の一

定区間において除草や清掃活動を行っています。 
現在，大河原土木事務所管内のスマイルロードサポーターは，

今回認定された団体等を含めて 61個人・団体となっています。 
 
【新規認定 1個人 4団体】（※敬称略） 
（個人）二瓶一弘（七ヶ宿町） 
（団体）矢田工業（角田市），ジェー・エー・シー（蔵王町）， 

沼田地区環境美化組合（村田町），村田さくらの会（村田町）     【土木事務所】 
  

「高・低病原性鳥インフルエンザ」及び「口蹄疫」発生に備えた防疫演習を開催しました 

「第１４回農業農村めぐり」が開催されました 

スマイルロードサポーターとして新たに１個人４団体が認定されました 
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多くのお客さまで賑わいました

ハイブリッドカーの展示説明 

指導を受けながら熱心に 

枝打ちに取り組む参加者 

 
 
ものづくり企業の商品開発力や製造技術の強化を図るため，11
月 15日に柴田町の仙南地域職業訓練センターで「仙南地域もの
づくり企業技術力向上促進セミナー」を開催しました。 
今年のテーマは「最新自動車技術」と「3Dプリンター」です。
「最新自動車技術」では，トヨタ自動車の生産活動の基本的考え

方や，実車を使ったハイブリッドカーの技術を学びました。「3D
プリンター」では，その種類や仕組みと，それを先進的に活用し

ている（株）コイワイ（大河原町）の取組事例を学びました。 
会場では 3Dプリンターで製造した製品などの展示も行い，参

加企業にとっては最新技術を目で確かめる機会となりました。 
大手企業の県内進出や技術革新の進展など，分野によっては製造業のビジネスチャンスが広がってお

り，当所では今後もものづくり企業の競争力強化に向けた取り組みを支援していきます。 
【地方振興事務所地方振興部】 

 
 

 
11月 16日と 17日の両日，道の駅村田を会場に「仙南地域畜産
物地産地消フェア」が開催されました。 
このフェアは地域内で生産・製造販売される「ご当地の」畜産

物と畜産物加工品を直接販売や試食で PR し，消費拡大や販路拡
大につなげることを目的としており，今年で 5回目の開催です。 
今回出店されたのは 8 店で，精肉，鶏卵，ハム・ソーセージ，

チーズ類のほか，惣菜やスープ，ドレッシングなど多岐にわたる

商品が各ブースに並び，会場に来ていただいたお客さまの関心を

引いていました。 
また，仙台牛の無料試食や，つかんだ数の卵がもらえるピンポン

玉つかみどり，蔵王野鳥の森自然観察センターによるウサギとのふれあい・クラフトづくり体験の各特

設コーナーでは，たくさんのお客さまのはじけるような笑顔が見られました。 
【地方振興事務所畜産振興部・家畜保健衛生所】 

 
 
 
自らの手で森を育てる大切さを理解してもらうため，11月10日

に川崎町で「水源の森づくり」育樹祭が開催されました。 
当日は，町内の方，地元企業やNPOなど約100人が参加し，ヒ
ノキ林の枝打ちや間伐体験を行いました。また，当所の林業普及

指導員から森林の育て方や整備の重要性などを説明しました。 
体験では持ち慣れないノコギリを手にして戸惑っていた様子で

したが，時間が経つにつれ子どもから大人まで無我夢中で枝落と

しや間伐をする姿が見られ，ヒノキ林はたちまちのうちに整備さ

れたきれいな林に姿を変えました。参加者からは「プロでなくと

も山の整備を手伝えるということがわかった」「山が見る見るき

れいになり，気持ちの良い達成感がある」など，次年度以降も開催を望む声が多く寄せられました。  
この事業はみやぎ環境税を活用して実施しており，このような県民参加型の森林整備活動が拡大する

ことにより，税の目的でもある「健全な森林の育成による多面的機能の発揮」の推進が期待されます。

県では，今後ともさまざまな森づくり活動に支援していきます。    【地方振興事務所林業振興部】

川崎町で「みやぎ環境税」を活用した育樹祭が実施されました 

「仙南地域畜産物地産地消フェア」が開催されました 

最新技術で「ものづくり」の競争力を強化！ 
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水田の周囲に張られた電気柵 

実技を交えて手順の確認 

箱わなのイメージ 

 
 
 10月 6日に角田児童センター職員を対象とした「感染症出前講
座」を実施しました。講座では，感染症予防のために大切なアル

コール手指消毒液の使い方と手洗い方法や，感染性胃腸炎の拡大

防止方法として肝心な「嘔吐
お う と

物の処理方法」を演習しました。演

習に当たっては，職員の誰もが的確な対応ができるよう，必要な

準備物や手順を一つ一つ確認しながら行いました。 
仙南保健所では，保育所や学校，高齢者施設，地域の団体等を

対象に，感染症出前講座を随時実施しています。また，洗い残し

が目で見える手洗いチェッカーの貸し出しも行っています。 
これから感染症が流行しやすい季節となりますので，予防の対策として，ぜひ出前講座をご活用くだ

さい（連絡先：疾病対策班 ℡0224-53-3121）。                  【仙南保健所】 
 
 
 
角田市坂津田中地区では，地区全体の水田を電気柵で囲んだ水

稲のイノシシ被害対策に取り組んでいます。 
同地区ではイノシシによる水稲の食害や踏み荒らしなどの被害

が増えており，個人の努力では防ぎきれなくなっていました。こ

の状況を憂慮した有志が立ち上がり，農業者以外の住民とも協力

して，地区全体の水田を鳥獣害防止用の簡易電気柵で囲うための

組織体制を整備しました。 
角田市の協力により国の補助金を受け，今年の 9月に地区住民

が自らの手で，延べ 14㌔㍍の電気柵を設置しました。その結果，
水稲はほとんど被害を受けず，対策をしなかった水田が集中的に

被害を受けるということもなくなりました。 
このように地区民が協力して鳥獣被害防止に取り組むのは仙南地域では初めてであり，今後，同様の

対策を行う例が増えることが期待されます。 
【地方振興事務所農業振興部・農業改良普及センター】 

 
 
 
 
 
◎冬期間は狩猟が行われています 

仙南地域では野生鳥獣による農林産物被害が増加しており，特にイノシシによる被害は深刻です。 
このような中，宮城県では平成 25年 11月 15日から狩猟が解禁されており，平成 26年 2月 15日ま

で狩猟期間が続きます。この期間，主に鳥類を狙う「銃猟」やイノシシなど獣

類を狙う「わな猟」等が行われます。また，大河原管内においてはイノシシ猟

の期間が延長されており，「銃猟は平成 26 年 2 月 28 日まで」「わな猟は平成
26年 3月 31日まで」行われることとなっています。 
この他，狩猟以外でも鳥獣被害防止を目的とした有害鳥獣捕獲が行われてお

り，可猟区以外であっても箱わな等が設置されている場合があります。 
 

◎山には入るときには十分ご注意ください 

狩猟を行われる方には，ルールを厳に守り，住民に迷惑を掛けたり事故を発生させる等の違反行為が

無いようお願いしておりますが，山に入られる方においても周辺で狩猟や有害鳥獣捕獲を行っている場

合がありますので，十分ご注意されるようお願いいたします。     【地方振興事務所林業振興部】 

 お知らせ 

地区全体で水田のイノシシ被害対策に取り組む 

「感染症出前講座」はいかがでしょうか 

冬季は狩猟の期間です ～山に入る時はご注意ください～ 
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まずは「宝の地図」をGET! 

 
 
◎冬は野鳥にあう機会が増えます 

今年も本格的な冬がやって来ました。人間には少し寒いかもし

れませんが，ハクチョウやカモなどの渡り鳥は冬の住みかとして

シベリアや中国など寒さの厳しい場所から日本に来ていますので，

一時の安らぎに適した環境なのかもしれません。これから渡り鳥

などの野鳥を目にする機会が増える季節となりますが，野鳥に会

う機会が多くなると，死んだ野鳥を見つけることもあります。 
 そのような時，「鳥インフルエンザで死んだ鳥ではないのか」と

のご心配を持たれることもあるかもしれませんが，野鳥が死ぬ原

因は，餌が採れないための衰弱や，急激な環境の変化による影響

など，さまざまな理由が考えられるため，すぐに伝染病などの病気で死んだ鳥であることを疑う必要は

ありません。 
 
◎野鳥との素手での接触にはご注意ください 

鳥インフルエンザは，感染した鳥と濃密に接触するなど特別な場合でない限り，通常の状況では人に

感染しないと考えられていますので，感染を直ちに心配する必要はありませんが，死んだ野鳥を素手で

拾い上げるなど直接的な接触は行わないようお願いします。 
一般に，野生の鳥には体内や羽毛などに細菌や寄生虫などの病原体がいる場合があるので，素手では

触らないよう注意する必要があります。なお，野鳥の体や排泄物などに素手で触れてしまった場合であ

っても，十分な手洗いとうがいをすれば心配はありませんので，ご心配なさらず，冷静な対応をお願い

します。 
 
◎もしもたくさんの野鳥が死んでいるのを見かけたら 

万が一，同じ場所でたくさんの野鳥が死んでいる状況を発見した時は，野鳥に近づきすぎないよう注

意の上，最寄りの市役所，町役場または大河原地方振興事務所までご連絡をお願いします。  
 
◎野鳥との過剰な接触はご遠慮ください 

美しく愛らしい野鳥には思わず手を差しのべたくなるものですが，人間による餌付けなど過剰な接触

は野鳥の生活を乱し，人間の生活環境や生態系にも影響を与えます。 
県民の皆様におかれましても，観光等で渡り鳥の飛来地を訪れる際や散歩などで野鳥に会う時には，

安易な餌付けは行わないよう，また，一定の距離を保ちながら接するよう，ご配慮をお願いいたします。 
【地方振興事務所林業振興部】 

 
 
 

 リアル宝探しイベント「三日月探偵団とサン・ファン・バウティスタの軌

跡」が大好評開催中です。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，県内 4 エリア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楽しい企画です。ぜひ，ご家族やご友人とご参加

ください。 
◆開催期間   平成 25年 10月 28日（月）～12月 27日（金） 
◆開催エリア  川崎町，仙台市，石巻市，大郷町 
◆賞品例    大航海冒険セット，温泉宿泊券，地場特産品など 
◆ホームページ http://www.takarush.jp/promo/miyagi/ 

 【地方振興事務所地方振興部】

渡り鳥などとの接し方 ～鳥インフルエンザへの備え～ 

宝探しイベント「三日月探偵団とサン・ファン・バウティスタ」が川崎町などで開催中！ 
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感染症予防キャラクター 

てあらっこ 

 
 
感染症の予防のため，手洗い，うがい，マスク，咳エチケットをこころがけましょう。 
 

◎咳エチケットを守りましょう 

咳やくしゃみの際に口から発生されるしぶきが主な感染経路です。 
普段から①咳やくしゃみをするときはハンカチなどで口・鼻を覆う，

②咳がでるときはマスクを着用する，③手のひらで咳やくしゃみを受け

た時はすぐに手を洗うように心がけましょう 
 

◎手洗い・うがいをしましょう 

流水・石けんによる手洗いは手指など体についたウイルスを物理的に除去するために有効です。

特に外出後は手洗い・うがいを徹底しましょう。 
 
【参考となるホームページ】 
・厚生労働省「インフルエンザＱ＆Ａ」 

http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou01/qa.html 
・正しい手洗い・マスク着用等について 

http://www.gov-online.go.jp/useful/article/200909/6.html 
【仙南保健所】 

 
 
 

 

※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。 
  

かからない・うつさない感染性胃腸炎とインフルエンザ！ 

月 日 行　　　　　事 市　町 月 日 行　　　　　事 市　町

1日～3月31日 阿武隈ライン舟下り「こたつ舟」 丸森町 1日～3月3日 弥治郎こけし村「雛の宴展」 白石市

6日～1月9日 駅前イルミネーション 大河原町 1日～3月23日 こけしびなまつり 蔵王町

おばんなりスター大河原 7日～3月23日 齋理屋敷春の企画展「齋理の雛まつり」 丸森町

十 7～25日 しばた光のページェント 柴田町 二 9日 喜多流公演（碧水園） 白石市

二 7日～1月11日 メタセコイアの奇跡！光り輝け槻木駅 柴田町 9日 青根温泉雪あかり 川崎町

14日～3月16日 雪上車で行く！みやぎ蔵王の樹氷めぐり 蔵王町 上旬 長泉寺豆まき 角田市

17日～1月26日 齋理屋敷冬の企画展「齋理の歳迎え」 丸森町 月 上旬 雪だるま・雪像コンテスト 七ヶ宿町

月 22日 冬至の会 白石市 上旬 宮城かわさき雪まつり 川崎町

22～23日 スペースタワー・コスモハウス 角田市 中旬 角田市子どもフェスティバル 角田市

宇宙クリスマス 中旬 七ヶ宿雪合戦大会 七ヶ宿町

　 31日 除夜の鐘を鳴らす会 白石市 22日 ＴＢＣ杯みやぎ蔵王スキー大会 蔵王町

1日 初日の出を拝む会（白石城） 白石市 上旬 南蔵王アルペンスキー大会 白石市

1日 太陽の村「初日の出」 柴田町 スキー技術選手権大会

1日 船岡平和観音「初日の出」 柴田町 三 上旬 七ヶ宿ジャイアントスラローム大会 七ヶ宿町

1日～3月2日 樹氷の家めぐり 蔵王町 中旬 かくだ牟宇姫ひなまつり 角田市

一 2日 日本刀初打ち 白石市 月 中旬 小斎鹿島神社奉射祭（やぶさめ） 丸森町

2日 弥治郎こけし初挽き 白石市 下旬 小京都むらた写真展 村田町

4,5,11～13日 みちのく公園・新春ふるさとまつり 川崎町 下旬 むらた町家の雛めぐり 村田町

月 7日 七草の会（武家屋敷） 白石市

　 14日 かくだどんと祭はだか参り 角田市

14日 刈田嶺神社暁詣り 蔵王町

中旬 冬の検断屋敷まつり 白石市

25日 えぼし雪上花火大会 蔵王町

25日 セントメリーオールナイトフェスティバル 川崎町

歳時記（１２月～３月） 



SENNAN THE KING 

- 7 - 

白く磨かれた「ぎんなん」 

おしりのがくが開いて蜜が入り 

収穫間近の「はるか」 

栽培している様々な 

西洋（イタリア）野菜 

 
 

 
 
 
「はるか」は岩手大学で育成され，平成 14年に品種登録された黄色

のりんごです。育成者の先生が蔵王町内に居住して技術指導を行い，

生産者 12人が「蔵王はるか会」を結成して栽培に取り組んでいます。 
収穫は果実が完熟する 11月 20日ころに始まります。長期貯蔵が可

能ですが，袋掛け等手間がかかり，より甘くするため着果数を制限する

ので，生産量が蔵王町全体で約 6㌧と少なく，例年 12月中旬には完
売してしまいます。 
果実は，ほのかな香りで，蜜が豊富で甘く，果肉が硬く歯触りがよい

のが特徴で，「ふじ」とはまたひと味違う風味が楽しめます。蔵王はるか

会では，糖度 15 度以上の果実を「特選蔵王はるか」として販売してい
ます。 
本年は 4月の凍霜害により一部で果皮にさびがみえますが，生産者の懸命な栽培管理で，味は最高に

のっていますので，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】 

 
 
 

川崎町では 25年前から「ぎんなん」が生産されています。「ぎんなん」
が取れるイチョウの樹は町内に約 4㌶栽培されており，毎年 10月上旬
には収穫が始まります。収穫した実から外側の黄色い皮を除き，商品と

して流通するまでには多くの手間が必要で，洗濯機を応用した皮むき

機，大きさを仕分けする選別機や通風乾燥機などの機械が使われて

います。 
主な出荷先は仙台市場ですが，川崎町内でも買うことができます。 
茶碗蒸しの具などに使われる「ぎんなん」ですが，皆さんが旅館や料

理店で食べているものの一部は，実は川崎町産かもしれません。 
【地方振興事務所農業振興部・農業改良普及センター】 

 
 
 
ＪＡみやぎ仙南西洋野菜研究会では，さまざまなイタリア野菜を栽培

しています。この取り組みは，宮城県がイタリアのローマ県と友好姉妹

県であることをきっかけとして始まりました。 
平成 18 年に丸森町の 8 人で「プンタレッラ」の栽培をスタートし，そ

の後，栽培者，栽培品目の増加により平成 21 年に研究会を発足して
イタリア野菜の本格的な作付けが始まりました。現在では白石市，蔵王

町，川崎町，角田市，柴田町でも作付けされ，20 人で生産を行ってい
ます。 
栽培している西洋野菜は「プンタレッラ」「タルディーボ」「フィノッキ

オ」「カーボロ・ネロ」「トレビス」「ロマネスコ」「チーマ・ディ・ラーパ」「カ

ラフルニンジン」の 8 品目にまで増えています。11 月から翌年 3 月ま
で，東京を主体に出荷しています。 

【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 

川崎町で生産される「ぎんなん」 

希少でおいしい蔵王町のりんご「はるか」 

西洋（イタリア）野菜生産の取り組みが広がっています 
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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 

次号は平成２６年３月の発行予定です 

 

 
 

◆◆ 最優秀賞 ◆◆      ◆◆ 優秀賞 ◆◆ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ◆◆ 優秀賞 ◆◆       ◆◆ 優秀賞 ◆◆ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
≪最優秀賞≫ 
「刈田岳より銀河を望む」 

石巻市  木村洋介さん 
≪優秀賞≫ 
「蔵王不動滝秋景」（右上段） 

仙台市  二瓶茂さん 
「齋理幻夜」（右中段） 

多賀城市 伊藤今朝蔵さん 
「樹氷」（右下段） 

塩竈市  藤村征暉さん 

 
全入賞作品は，大河原地方振興事務所のホームページに掲載しますで，ぜひご覧ください。 
http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/oksgsin-e/36kei-photocontest-2013nyuusyou.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 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 

     「平成２５年度みやぎ蔵王三十六景フォトコンテスト」入賞作品 


