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平成 27 年度が始まりました。東日本大震災の発生から５度目の 

夏を迎えることになります。県では，宮城県震災復興計画における 

再生期の２年目となる本年度予算を「創造的復興ステップアップ予 

算」とし，震災からの力強い復興，それも単なる復旧にとどまらな 

い新しい地域づくりのモデルとなるような創造的な復興を加速する 

年と位置付けております。 

当事務所では，これを具体化するために「仙南地域振興方針」を策定し，①東日本大震災からの

再起に向けた取組への支援，②仙南の豊かな資源を活かした創造的な産業振興の推進，③産業振興

の土台をなす安全・安心で活力ある地域づくり―の３つを基本方針として，さまざまな産業振興策

を進めています。 

うれしいニュースがあります。原発事故の影響で出荷制限がかけられていた「たけのこ」につい

て，昨年度の丸森町旧耕野村産の解除に続いて，今年４月には白石市と丸森町旧丸森町及び旧小斎

村産の制限が解除されました。まだ解除されていない地区の解除に向けて，より一層取組を強めて

まいります。 

また，この７月～９月まで，初めて夏季に行われる「仙台・宮城【伊達な旅】夏キャンペーン

2015」があります。仙南地域では「蔵王『 』行」をキャッチフレーズにして，美味，温泉，大自

然，歴史文化など，家族みんなで楽しめる選りすぐりの夏の旅をお届けしますので，一度といわず

何度でも足を運んでいただきたいと思います。オール仙南で「おもてなし」。頑張りましょう。 

今年度も，復興の足取りをより確かなものにし，明るいお知らせを少しでも多くお届けできるよ

う，職員一同心を一つにして努力してまいりますので，仙南地域の皆様には，引き続き御理解と御

協力をいただきますようお願いいたします。 

            大河原地方振興事務所長 髙橋 総一郎 

宮城県大河原合同庁舎 広報紙 
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 ≪主な内容≫ 
所長巻頭挨拶            １ページ 
Ｔ ｏ ｐ ｉ ｃ ｓ  ・たけのこの出荷制限解除地区が拡大しました！   ２ページ 

・「仙台・宮城【伊達な旅】夏キャンペーン 2015」 
を開催します！ 

・川崎町でいちじくとキウイフルーツの栽培講習  ３ページ 
会が開催されました        

・「水土里の路（みどりのみち）ウォーキング」が 
開催されました 

・麦類の現地検討会を開催しました 
・第 57 回全日本こけしコンクールで外国人が初  ４ページ 
入賞しました！         

・水道週間にイベントを開催しました 
・６月は土砂災害防止月間です 
・「大河原教育事務所管内の偉人」を発行しました  ５ページ 

お知らせ  ・蔵王自然の家 主催事業のご案内 
・蔵王エコーラインの通行止めを一部解除しました！ ６ページ 

 ・「蔵王山周辺の観光関連事業者相談窓口」の開設 
・平成 27年度狩猟免許試験のお知らせ     ７ページ 
・歳時記（６月～９月）      

仙南の地産地消  清々しい風味“仙南のそらまめ”        ８ページ 
みやぎ蔵王三十六景 おすすめスポット  長老湖（七ヶ宿町） 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

「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。 

 

 

 

平成 27 年度第１号(通算第 21号) 

平成 27 年６月 10 日発行 

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

みやぎ蔵王三十六景 

～所長巻頭挨拶～ 
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 平成 27 年４月 24 日，白石市，丸森町旧丸森町地区及び丸森町旧小斎村地区の３地区において，たけの

この出荷制限が解除されました。 

 平成 24 年５月１日から続いているたけのこの出荷制限は，昨年，県内で初めて丸森町旧耕野村地区に

おいて解除（平成 26 年４月 17 日付け）されました。 

 解除に向けた国との協議では，追加デ－タが急遽求められたことから，生産者の協力を得て２月，３月

に地中のたけのこを早掘りするなど，努力を重ねてまいりました。 

 その結果，出荷シ－ズン前の解除とはなりませんでしたが，今年度産たけのこを出荷できる時期（４月

下旬）に間に合わせることができました。 

 なお，丸森町の５つの地区（旧金山町，旧筆甫村，旧大内村，旧舘矢間村，旧大張村）で生産されるた

けのこは現在も出荷制限を受けていることから，引き続き解除に向けて生産者及び関係者と協力し，全域

での解除が実現するよう取り組んでまいります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【地方振興事務所林業振興部】 
 
 

 
 ７月１日から９月 30 日まで，「仙台・宮城【伊達な旅】夏キャンペーン 2015」を開催します。県南エ

リアでは「蔵王『 』行」をキャッチフレーズとして，親子で高原や湖沼，渓流，広々とした公園をめぐ

り，大地の恵みを味わい，祭りや温泉を満喫できるようにキャンペーンを展開していきます。 

このキャンペーンを盛り上げるため，７月４日に蔵王町 

遠刈田温泉で，県南エリアオープニングイベントを開催し， 

キャンペーンの成功を祈念いたします。むすび丸をはじめ， 

県南２市７町のご当地キャラクター等も集まり，イベント 

を盛り上げます。キャンペーン期間中，様々なイベントが 

開催されますので，ぜひ県南の夏の旅にお出かけください。 
 

また，県南エリアでは，キャンペーン期間中，県南の３エリアに 
隠れているキャラクターたちを，「ナゾの手紙」を解いて見つけ出 
す体験型ゲーム「県南ご当地キャラクターを探せ！」を実施します 
ので，ぜひ参加してみてください。詳しくは下記ホームページをご 
覧ください。                         
◆ナゾ解き発見ゲーム「県南ご当地キャラクターを探せ！」    

http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/oksgsin-e/kennan-character.html 
【地方振興事務所地方振興部】 

 

 Ｔｏｐｉｃｓ ～宮城県大河原合同庁舎の取り組みを紹介します～ 

たけのこの出荷制限解除地区が拡大しました！ 

今年度の出荷セレモニ－ 平成 27年産たけのこ 白石市たけのこ初出荷 

「仙台・宮城【伊達な旅】夏キャンペーン 2015」を開催します！ 

昨年のオープニングイベントの様子 

（場所：白石市 小十郎の郷） 

 
（丸森町耕野地区） 
 

http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/oksgsin-e/kennan-character.html
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 ４月 28 日に川崎町主催のいちじくとキウイフルーツの栽培講習会 

が開催されました。 

 川崎町では２年前からいちじくとキウイフルーツの導入を進めてお 

り，定植後３年を迎え，今年度は果実が収穫できる年となりました。 

そのため今回の講習会では，剪定から，不要な芽を取り除く「芽か 

き」，余分な果実を摘み取る「摘果」，病害虫の防除，収穫までの一連 

の栽培管理について説明しました。意見交換では，特に，いちじくの 

カミキリムシ対策，キウイフルーツの鳥獣害被害（猿による食害）が 

話題となりました。 

 参加者からは「収穫まで害虫対策を徹底し，おいしいいちじくの甘露煮を作りたい」，「今年はネットを

張り巡らせ，キウイフルーツが猿に食べられる前に人間が食べる」といった収穫に期待する声がありまし

た。 

 農業改良普及センターでは販売に向け，果樹の安定生産と高品質化を目指した栽培技術の向上を引き続

き支援していきます。             【地方振興事務所農業振興部・農業改良普及センター】 
 
 
 
４月 29 日「昭和の日」に，角田市内で「水土里の路ウォーキ 

ング（主催：水土里ネットかくだ）」が開催されました。このイ 
ベントは，県民の方々に農業・農村の多面的機能について，実 
際に「見て・触れて・学んで」いただくことを目的に開催され 
たものです。 

 当日は，県内各地から 28 人の方々が参加し，阿武隈急行「角 

田駅」を 10 時にスタート。途中，「角田市郷土資料館」や「江尻 

ポンプ展示館」，「軒下排水路」等を見学しながら，「かくだ菜の 

花まつり」会場までの約５ｋｍのウォーキングに挑戦しました。 

 休憩タイムでは，「水土里ネットかくだ」の事務所で角田産米 

の炊きたてご飯と，職員の手作り豚汁が振る舞われ，参加された 

皆さんは，ウォーキング途中で美味しくエネルギーを補給していたようです。 

次回（来年）も沢山の方々の参加をお待ちしております。    【地方振興事務所農業農村整備部】 
 
 

 
 県南部の内陸部は，県内でも有数の大麦の産地です。４月６ 
日に角田市内と大河原町内において，麦類の品質と収量の向上 
を目的とした現地検討会を行いました。 
 ほ場で麦類の生育状況を確認し，生産者や関係機関と今後の 
管理について意見を交わしました。農業改良普及センターから 
は，現在，麦類の生育状況が概ね順調であることを踏まえて， 
穂の発育に応じた追肥や，出穂後の病害防除について作業のポ 
イントを解説しました。 
 今後も，農業改良普及センターでは高品質で安定した麦類の 
生産に向けた支援を行っていきます。 

【地方振興事務所農業振興部・農業改良普及センター】 
 

麦類の現地検討会を開催しました 

麦類の生育状況を確認 

「水土里の路（みどりのみち）ウォーキング」が開催されました 

菜の花畑に到着！ 

川崎町でいちじくとキウイフルーツの栽培講習会が開催されました 

キウイフルーツ栽培講習会の様子 
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 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 57 回全日本こけしコンクールが開催

され，昨年より多い約 41,000 人の来場者で賑わいました。 

 会場では，内閣総理大臣賞など 61 点の入賞作品を含め，全 

国の工人が製作した 857 点の伝統こけしや創作こけしが展示さ 

れたほか，各系統の工人による実演や絵付け体験，地場産品ま 

つりも開催されました。 

今回はハンガリーの女性が外国人として初めて宮城県知事賞 
を受賞しました。また，「未来の後継者達」として現在修行中 
の方々の作品も展示されるなど，こけしづくりのすそ野の広が 
りを伝えることができました。 

県としても，地域の伝統工芸が発展するよう引き続き支援 
していきます。                           【地方振興事務所地方振興部】 

 
 

    
 ６月１日から６月７日までの水道週 
間に合わせ，白石市と大河原町と合同 
で，水道水への理解を深めるためのイ 
ベントを開催しました。 
６月１日には大河原町のショッピン 

グモールフォルテを会場に，「利き水 
会」とパネル展を実施しました。「利 
き水会」では南部山浄水場の水と市販 
のミネラルウォーターとの飲み比べを 
行い，美味しさを比較しました。パネル展では水道事業を紹介し，広報活動を行いました。 

また，６月６日（土）には白石市内の小学４年生を対象とした「南部山浄水場子ども探検隊」を実施し

ました。子どもたちは，通常では見ることができない施設や設備を見学し，美味しい水道水をつくる秘密

を知ることができました。                     【仙南・仙塩広域水道事務所】 
       
 

 
これから梅雨や台風によりがけ崩れなどの土砂災害が多発す 

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，管内市町のみな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実施しています。 

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。 

土砂災害警戒情報とは，降雨により土砂崩れなどの危険が高 
まったときに自主避難の参考となるよう県と気象庁が共同で発 
表している防災情報です。テレビ・ラジオ・インターネット 
（気象庁ホームページ）の気象情報により，大雨警報と同様に 
確認することができます。 
土砂災害警戒情報が発表されたら，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，日頃から調べておきましょう。        【土木事務所】 
 

６月は土砂災害防止月間です 

水道週間にイベントを開催しました 

第 57回全日本こけしコンクールで外国人が初入賞しました！ 

宮城県知事賞「かぐや姫」 

パトロールの様子 

利き水会の様子 南部山浄水場子ども探検隊 
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 大河原教育事務所では，「志教育」の一環として平成 23 年度から作成を始めた「大河原教育事務所管内

の偉人～夢をもち，志を成し遂げた郷土の人々～」が第三集で完結を迎えました。この冊子の中で計 84

人の身近な郷土の偉人を紹介することができました。管内の 

学校では道徳の授業などで活用され，子どもたちが先人たち 

の崇高な志と使命をやり遂げる意志の強さについて学んでい 
ます。 
 事務所のホームページには全三集をすべて掲載しており 
ます。県民の皆様にも郷土を拓いた先人，郷土のために渾 
身の努力をした偉人について是非，関心をもっていただき， 
地域の歴史に思いをはせていただければと考えております。 
◆大河原教育事務所 志教育のページ 

http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/ok-kyouiku/kokoro-index.html 
【教育事務所】 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
【蔵王自然の家】 

 

 お知らせ 

「大河原教育事務所管内の偉人」を発行しました 

「初心者のための山ガール教室」 

～夏編・秋編～ 

期日：夏編‥ ７月 25 日（土） 

    秋編‥ 10 月３日（土） 

対象：「これから登山を始めたい人」や

「登山を始めたばかり」の女性（18 歳

以上）各回 40 人程度 

内容：難易度の低い登山やトレッキングを

行います。自然観察やスイーツタイ

ム等もあります。 

行き先：夏編：北蔵王（ハマグリ山） 

     秋編：南蔵王（蛤山）を予定 

参加費：各回 2,000 円程度 

 

「蔵王自然体験活動 

～チャレンジ in蔵王～」 

期日：８月２日～８月８日 （６泊７日） 

対象：小学５・６年生～中学生（42 人） 

内容：蔵王の大自然の中で，長期間のキ

ャンプ生活や野外活動※をとおし

て，たくましく主体的・自立的な生活

をさせ生きる力を育みます。 

※ハイキング，沢登り，野外炊飯，

星座観察，創作活動等 

参加費：17,000 円程度 

 

「満喫！蔵王の夏」 

期日：８月 22 日～23 日（１泊２日） 

対象：小・中学生とその保護者 

（家族 30 組‥100 人程度） 

内容：蔵王の夏の自然に親しみ，親子

のふれあい，他家族との交流・親

睦を深めます（沢登り，野外炊飯，

登山，ニジマスつかみ等）。 

参加費：3,500 円程度（一人あたり） 

 

蔵王自然の家 主催事業のご案内 

◆申し込み：往復はがきでの申し込みになります。 

（下記ホームページから開催要項をご覧ください。） 

◆問合せ先：蔵王自然の家 

電話：0224－34－2101   FAX：0224－32－2102 

http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/zao-syounen/ 

http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/zao-syounen/kennan-character.html
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主要地方道白石上山線（通称「蔵王エコーライン」）については，蔵王山の火口周辺警報発表に伴い， 
（澄川スキー場入口）から通行止めとしておりましたが，       （賽の磧駐車場）

までの約 1.8ｋｍ区間の通行止めを解除しました。賽の磧は標高 1300ｍ付近の高原で，樹木のない岩原

が広がっています。見晴らしがよく，山を望むこともできます。 
 
 

○解除区間：澄川ゲート（澄川スキー場入口）～賽の磧ゲート（賽の磧駐車場） 

○解除延長：約 1.8ｋｍ 

○解除日時：平成 27 年５月 22 日（金）午前 11 時～ 

○注意事項：賽の磧駐車場より山頂側への立ち入りは厳禁です。緊急情報を受信できるよう，ラジオを 

付けて走行願います。 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【土木事務所】 
 
 
 

 平成 27 年４月 13 日の蔵王山の火口周辺警報の発表以降，周辺地域の観光関連事業者の皆様は，観光

客の減少に伴う売上の減少など様々な不安を抱えられていることから，県などの支援制度を紹介するた

め，大河原地方振興事務所に相談窓口を設置しています。 
 
 ○相談窓口：大河原地方振興事務所 地方振興部（電話：0224－53－3199） 

○設置期間：平成 27 年５月 11 日から当分の間 

 ○相談時間：午前８時 30 分から午後５時 15 分まで（土・日・祝日を除く） 

 ○業務内容：観光関連業者に関する支援制度の説明や関連施策の紹介など 

 ○相談方法：原則として電話または来庁 

 
 なお，経営相談については，県経済商工観光部 商工経営支援課 商工金融第一班でも相談を受け付

けています。（電話：022－211－2744） 
【地方振興事務所地方振興部】 

 
 
 
 

「蔵王山周辺の観光関連事業者相談窓口」の開設 

蔵王エコーラインの通行止めを一部解除しました！ 

賽の磧駐車場付近 

位置図（出典：蔵王町ホームページ） 

澄川
すみかわ

ゲート 賽
さい

の磧
かわら

ゲート 
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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 27 年度の試験は下記により行われます。詳しくは下記にお問い合わせください。 

 

開催年月日 場    所 

平成 27 年８月１日（土）「全種」 宮城県クレー射撃場（村田町） 

平成 27 年８月 29 日（土） 

「わな猟限定を除く」 
宮城県庁行政庁舎（仙台市） 

平成 27 年８月 29 日（土） 

「わな猟限定」 
蔵王町ふるさと文化会館（蔵王町） 

平成 27 年９月 12 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（電話：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。 
【地方振興事務所地方振興部】 

 

平成 27年度狩猟免許試験のお知らせ 

歳時記（６月～９月） 

月 日 行　　　　　事 市　町 月 日 行　　　　　事 市　町
開催中～21日 ポピーまつり 川崎町 1日 金津七夕 角田市
開催中～14日 シロヤシオツツジ(五葉つつじ)祭り 蔵王町 1～31日 とうもろこし「味来」販売推奨月間 村田町
開催中～7月26日 特別展　仙台真田氏の名宝Ⅲ 蔵王町 八 8日 おおがわら夏まつり 大河原町
開催中～10月12日 空中さんぽde星空さんぽ 蔵王町 8日 齋理幻夜 丸森町
5～7日 手作り甲冑　甲冑展 白石市 11日 白石夏まつり（パレード） 白石市
6日 川崎町支倉常長まつり 川崎町 月 中旬 竹とうろう 丸森町
6～7日 全日本モトクロス選手権シリーズ第4戦SUGO大会 村田町 14日 かくだふるさと夏まつり 角田市
6～7日 大道芸フェスティバルinとおがった 蔵王町 14～15日 遠刈田温泉仮装盆踊り大会 蔵王町
6～21日 そら豆販売推奨期間 村田町 17日 宗高公まつり花火大会 村田町
12～14日 思太田窯二人展 村田町 中旬 夏の検断屋敷まつり 白石市
13～14日 蔵の町むらた工芸市 村田町 中旬 盆の菊即売会 柴田町
14・28日 自然を感じ楽しむ会 川崎町 22日 七ヶ宿火まつり 七ヶ宿町
14日 押し花教室 丸森町 23日 わらじで歩こう七ヶ宿 七ヶ宿町
14日 丸森シルク和紙　紙漉き体験 丸森町 下旬 バンドフェスタ in  しばた 柴田町
中旬～7月中旬 白石城下梅花藻ライトアップ 白石市 1日～11月末 阿武隈ライン舟下り「いも煮舟」 丸森町
19～22日 上川名ホタル鑑賞会 柴田町 5～6日 みやぎ蔵王梨まつり 蔵王町
20日 ふれあい能楽セミナー 白石市 6日 JAXA角田宇宙センター一般公開 角田市
21日 伝統芸能フェスティバル 白石市 6日 仙南うまいもの祭２０１５ 川崎町
21日 SUGOママチャリエンデューロ第２戦 村田町 上旬 かかしまつり 丸森町
21日 うめ～梅まつりｉｎかくだ 角田市 上旬～11月上旬 石羽古碑かかし街道 丸森町
26～7月12日 第2回柴田紫陽花まつり 柴田町 13日 しろいし蔵王高原マラソン大会 白石市

27日 能楽師(宝生流)幽玄を語る会 白石市 19～10月18日 みちのく公園・コスモス＆コキア de COKO フェスタ 川崎町
27日 高蔵寺ホタルまつり 角田市 中旬 ポットマム展示即売会 柴田町

27～28日
全日本モトクロス選手権シリーズ第4戦SUGOスーパーバイク
120mile耐久レース

村田町 中旬 齋理屋敷特別企画展「押し花作品展」 丸森町

27～28日 ウチョウラン(羽蝶蘭)展 村田町 中旬～10月上旬 曼珠沙華（まんじゅしゃげ）まつり 柴田町
28日 おおがわら梅まつり 大河原町 26～27日 全国伝統こけしろくろまつり 蔵王町
28日 齋理ざっとむかし 丸森町 下旬 新米まつり 村田町
1日～8月31日 まるごとうーめんまつり 白石市 下旬 角田ずんだまつり 角田市
3～5日 壽丸屋敷　夏きもの・ゆかたまつり 白石市 下旬 しばたコメまつり 柴田町
3～5日 山野草展 村田町 下旬 齋理屋敷特別企画展「秋の盆栽展」 丸森町
5日 能・狂言鑑賞会 白石市 下旬 ひまわりまつり(舘矢間ひまわり畑) 丸森町
12日 押し花教室 丸森町
12・26日 自然を感じ楽しむ会 川崎町
17～20日 洋ランサマーフェア 村田町
18日～8月23日 夏フェア２０１５ 川崎町
19日 丸森シルク和紙　紙漉き体験 丸森町
25日 ザ・フェスティバル in しばた 柴田町
25日 ２０１５みちのく川崎花火フェスタ 川崎町
26日 齋理ざっとむかし 丸森町
30日～8月2日 白石城月の宵祭り 白石市

六

月

七

月

九

月
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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：0224-53-3199 (直通) FAX：0224-53-3076 
        e-mail：oksinbk@pref.miyagi.jp 

次号は平成 27 年９月の発行予定です 

  
 

  「そらまめ」は，名前のとおり「さや」が「空」に向かって実るので，「空豆」と記載することもあり

ます。宮城県で栽培されるそらまめは，多くは京浜市場に出荷され，６月の父の日の前後に最盛期を迎え

ます。父親への感謝を込めてビールのおつまみにと，家族連れが購入しているようです。 

そらまめは，ほのかな甘さと，やわらかな食 

感が特徴。現在は，さやが大きめで耐寒性に優 

れた「打越一寸（うちこしいっすん）」と，鮮 

やかな緑色が特徴的な「緑陵西（みどりりょう 

ざい）」の２品種が栽培されています。村田町 

の「道の駅村田」，蔵王町の「産直市場みんな 

野」等で購入することができます。 

 また，道の駅村田では，「そらまめスイーツ」 

を販売しています。アイス，ケーキ，サブレや 

大福，羊羹，まんじゅう等たくさんのスイーツ 

があります。そらまめの清々しい風味をぜひお 

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】 

 

 

青く澄んだ湖面に不忘山の山影を映し出す長老湖。標高 

500ｍ，周囲約２ｋｍの美しい湖で，ボート遊び，釣りなど 

も楽しめ，夏はキャンパー達が多く訪れるアウトドア・ス 

ポットです。古くは長老沼と呼ばれていましたが，発電用 

貯水池として整備され現在に至っています。 

また，遊歩道を 15 分ほど歩けば，みやぎ蔵王三十六景の 

１つでもある「横川やまびこつり橋」に到着します。 

涼しさを求めて，「仙台・宮城【伊達な旅】夏キャンペー 

ン 2015」でも紹介されている初夏の長老湖を訪れてみては 

いかがでしょうか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

長老湖（ちょうろうこ）（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 

 仙南の地産地消 

清々しい風味“仙南のそらまめ” 

 みやぎ蔵王三十六景 おすすめスポット 

空に向かって伸びる様子 

色鮮やかなそらまめ 

長老湖（出典：みやぎデジタルフォトライブラリー） 

【地方振興事務所地方振興部】 


