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仙南地域の食や魅力を広く発信する『みやぎ蔵王三十六景「仙南

うまいもの祭」2015』を 9月 6日（日）に川崎町の国営みちのく杜

の湖畔公園で開催しました。 

仙南各地から食ブース 30 店舗が出展し，仙南地域の特色ある料

理，スイーツ，加工食品，農産物が一堂に集まりました。また，東

北観光大使「株式会社劇団ニホンジンプロジェクト」による，仙南

地域の魅力を熱く語る「仙南を語ろう！～だから，私はここが好き

～」やミニライブが行われました。「仙南を語ろう！」では，「歴史」，

「くらし」，「景観・花」，「食」をテーマに地元の方と東北観光大使 

が語り合いました。テーマ「歴史」では，人気武将，真田幸村と片

倉小十郎の縁により，「仙台真田」の基礎となった話などを，甲冑

姿で笑いを誘いながらトークするなど，来場者へ仙南地域の魅力を

また一つ知っていただく機会となりました。 

さらに，支倉常長隊による演舞や蔵王町宮子供神楽が行われた

り，「ざおうさま」や「くらりん」等 2市 7町のみやぎ仙南ご当地

キャラクターと「むすび丸」が大集合しました。 

この仙南うまいもの祭を契機とし，多くの皆さんに仙南地域へ

何度も訪れていただければと思います。 

 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 
 ≪主な内容≫ 
Ｔｏｐ ｉｃｓ    
・仙南うまいもの祭 2015 を開催しました       １ページ 
・ 一般県道青根蔵王線が開通しました      ２ページ 
・みやぎ県南秋の観光キャンペーンを開催しました 
・仙南和牛共進会が開催されました 
・平成２７年度柴田農林高校演習林実習を行いました   ３ページ 
・野菜栽培現地検討会が開催されました  
・ものづくり企業説明会を開催しました      ４ページ 
・仙南農業士会の総会・研修会が開催されました 
・地すべり指定地域での管理及び啓発活動を行っています  ５ページ 
・道路クリーンキャンペーンを実施しました 
・ふるさとスポーツ祭を開催しました 

お知らせ  
・観光王国みやぎ旅行割引 第３期販売開始！    ６ページ 
・保護される犬猫の状況 
・１１～１２月の在職者訓練の受講生募集中     ７ページ 
・歳時記（１０月～１２月）      

仙南の地産地消   
・シャキシャキ食感とほのかな甘みが持ち味！“ヤーコン”        ８ページ 

みやぎ蔵王三十六景 秋のおすすめスポット 
・白石城天守閣 
 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 

 

「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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 Topics ～宮城県大河原合同庁舎の取り組みを紹介します～ 

みやぎ蔵王三十六景 

仙南うまいもの祭 2015 を開催しました 

「仙南を語ろう！」の様子 

【地方振興事務所地方振興部】 

イベントは大勢の人で賑わいました 
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 川崎町の青根温泉と峩々温泉を結ぶ県道青根蔵王線の災害

復旧工事が終わり，7月 17 日，起点側の青根温泉で開通式が

行われました。 

 開通したのは，青根温泉西側の紅葉台から峩々温泉までの

2.1kmの区間で，平成 25年 10月の台風 26号で土砂崩れが発

生したため，災害復旧工事を行っていたものです。 

 開通式には，地元の行政区長や旅館関係者等が多数出席しま

した。6月 16日に蔵王山火口周辺警報が解除されたことに続

く明るいニュースとなり，減少している観光客の回復に大きな 

期待が寄せられていました。                                       【土木事務所】 
 

 
 
9 月 1 日（火）から 2 日（水）までＪＲ仙台駅コンコースステ

ンドグラス前で「みやぎ県南・秋の観光キャンペーン」を開催し

ました。秋の観光シーズンに向けて，みやぎ県南地域への誘客を

図るため，特にオススメの観光・イベント情報や「仙南うまいも

の祭 2015」等をＰＲしました。さらに，市町等ＰＲタイムには県

南ご当地キャラクターが登場し，特産品が当たる抽選会等も行わ

れ，多くの人が足を止めて観光キャンペーンを楽しんでいました。 

また，県南地域としてはじめての試みとなる首都圏での観光 

ＰＲを，9月 15日（火）から 16 日（水）まで山形県と合同で行 

いました。ＪＲ品川駅，秋葉原駅，池袋駅，上野駅の 4駅で，みやぎ県南の観光・イベント・温泉情報が

満載のパンフレットを配布しました。当日は管内の市町だけではなく，温泉旅館組合の方々が参加し，関

係機関が一体となって県南地域の観光ＰＲを行いました。        【地方振興事務所地方振興部】 

          
 

 
7月 8日，大河原町金ヶ瀬の特設会場で，仙南地域畜産振興

協議会の主催により「第 21回仙南地域和牛共進会」が開催さ

れ，和牛改良に取り組む農家など約 150人が参加しました。 

和牛共進会とは，「仙台牛」で知られる黒毛和牛の娘牛や母

牛の品評会です。日頃から丹精込めて育て上げた牛を，一列に

並べて審査員が比較審査し，改良や育成管理の成果を競い合う

もので，時代のニーズに合ったさらなる和牛改良を進めるため

の重要な大会です。今回は管内から選りすぐられた 44 頭の出

品があり，体型や品位など雌らしさを備え，発育性に優れたも

のが多く，生産農家が改良や飼養管理技術の向上に熱心に取り

組んでいる跡がうかがえました。 

また，9 月 11～12 日には宮城県総合畜産共進会（肉用牛の部）が美里町の「みやぎ総合家畜市場」を

会場に開催されました。この県家畜共進会に向け，7月 29日及び 8 月 21日には仙南地域の出品牛の上位

入賞を目指し，調教指導会を行いました。 

平成 29年に仙台市で開催される和牛のオリンピック「第 11回全国和牛能力共進会宮城大会」の開催ま

で 2年余りとなり，上位入賞獲得に向け，和牛生産農家の意気はますます高まっています。             

【地方振興事務所畜産振興部・家畜保健衛生所】 

第 21 回和牛共進会が開催されました 

和牛を整列させての比較審査 

みやぎ蔵王三十六景「みやぎ県南・秋の観光キャンペーン」を開催しました 

ご当地キャラクターも登場！（上野駅） 

一般県道青根蔵王線が開通しました 

開通おめでとうございました！ 
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 柴田農林高等学校森林環境科（所在地：大河原町）の生徒を対

象に，例年夏休み期間中の夏期講習として行われている林業体験

実習が，8月 11日（3年生：38名）と 8月 18日（2年生：39名）

に開催されました。 

 この実習は，県内唯一の林業系高校である同校がより専門的な

技術の習得を図ることを目的として実施しており，当事務所が技

術指導等の支援を行っているものです。 

 実習内容は，3年生と 2年生とで異なり，3年生は川崎町森林組

合の協力を得て，川崎町内の演習林内で全員がチェーンソーを用

いた立木の伐倒や玉切りを行い，場所を変えて実際の伐採作業現

場で高性能林業機械（プロセッサ）操作を体験しました。 

 2 年生は座学を中心として林業の基本的な知識を学習したほ

か，チェーンソーの操作方法についても学びました。さらに一

般社団法人宮城県林業公社の協力を得て蔵王町内の伐採（間伐）

現場における作業システム等を見学しました。 

 生徒は，各自が自然の中で行われる作業の大変さを実感し，

普段の授業でほとんど扱うことのないチェーンソー等を操作す

ることにはじめは緊張している様子でしたが，時間とともに興

味・関心を示し集中する姿が見られました。 

 今回の実習を通して将来の進路に「林業」を希望し，担い手

となる生徒が現れることを期待しています。 

 

 なお，昨年度の実習生の中から 1名が県職員（林業）として採用され，現在，当事務所職員として日々

業務に取り組んでいます。        

【地方振興事務所林業振興部】 

 

   

 6月 23日に旬の市七ヶ宿出荷組合による野菜栽培現地検討会が開催されました。当日は野菜を中心に

出荷している組合員 15名の参加があり，希望者のほ場を全員で巡回し栽培状況を検討するとともに，き

ゅうりやトマトの仕立て方法，病害虫防除のポイントについて普及センターより説明を行いました。 

山あいの直売所「旬の市七ヶ

宿」では，山菜類の出荷が多い

ため，春に出荷が偏る傾向があ

りましたが，今年度より七ヶ宿

町のパイプハウスリース事業

を活用して，周年出荷が可能な

園芸作物に取り組む組合員が

増えており営農意欲が高まっ

ています。 

普及センターでは今後も，研

修会等を通じて、地域の園芸振

興と直売所活性化を支援して 

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】 

 

将来の担い手育成に向けた「林業体験実習」への支援 

旬の市七ヶ宿出荷組合で野菜栽培現地検討会を開催しました 

きゅうりの摘芯時期を検討         サル被害対策は必須！ 

電気柵の適正使用もあわせて検討  

チェーンソーによる造材(玉切り)作業 

高性能林業機械(プロセッサ)の操作 
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平成 27年 9月 17日に白石市ホワイトキューブを会場に，

仙南地域の工業及び農業系高校の 2 年生 310 人を対象に

「仙南地域ものづくり企業説明会」を開催しました。この

説明会は，高校生に「ものづくり」に対する関心や興味を

持たせ，技能習得に対する意欲の向上を図り，優秀な産業

人材の育成を目指す取組として平成 23 年度から実施して

います。昨年度からは新たに食品関係の企業を加え，「食

料品製造業の人材育成」も視野に入れた取組としています。 

講演では株式会社アステム代表取締役社長の野口敬志

氏に「ものづくり」のやりがいや楽しさ，大切さについて

お話していただきました。 

会場を移して行った製造企業 34 社との情報交換では

「ものづくり」の現場で働く人たちが製造工程などを具体

的に説明し，質問に答えていました。製造現場の話や，製

品の模型，部品や食品などを直接見聞きすることで，高校

生たちはさらにものづくりに関する学びの意欲が高まり，

将来の進路選択への参考にもなったようでした。 

今後も，「地域の人材は地域で育てる」の基本理念の下，

地域の製造企業や高校との連携により，仙南のものづくり

産業を支える人材の育成に取り組んでいきます。  

 【地方振興事務所地方振興部】 
 

         
 
6月 24日に仙南農業士会の総会・研修会が大河原合同庁舎

で開催されました。 

仙南農業士会は指導農業士 19名，青年農業士 12名の計 31

名（うち女性 8 名）の優れた農業経営を実践して地域農業の

振興及び農村青少年等の育成に貢献している農業者からなる

組織で，今回の総会を機に 2名が退任し，新たに 3名が加入

しました。 

 総会終了後には，「食料生産地域再生のための先端技術展

開事業の概要について」というテーマで，普及センターの本

多所長を講師に研修会が行われました。 

本多所長が前年度まで在任していた亘理農業改良普及センター管内では，被災地域を新たな食料生産地

域として再生するために，先端的な農林水産技術を駆使した大規模実証研究が行われています。今回はそ

の研究概要について講話があり，参加者は大規模な実証研究のもとで確立された，コスト低下や収益力ア

ップにつながる先端技術について学びました。 

参加者からは「ＧＰＳのレーザーレベラーなど新技術の機械に関心があるが，導入できる補助事業のメ

ニューがあるか？」などの質問があり，先進技術への関心の高さがうかがえました。 

今回の研修会等を通し，自己の経営の研鑽や会員相互の交流が図られ，今後の活動の一助になったと思

われます。     

 

【地方振興事務所農業振興部・農業改良普及センター】 
 

仙南農業士会の総会・研修会が開催されました 

仙南地域ものづくり企業説明会を開催しました 

研修会の様子 

情報交換は各社が工夫を凝らしました 

野口氏による講演会の様子 
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 現在，県内において地すべり等防止法（農林水産省所管）に基づき，約 500 ヘクタールの農地・山

林等を宮城県が管理していますが，当管内では，その約 8 割に当たる 381 ヘクタールを管理していま

す。 

昭和 33 年に指定され，県内で最も古い地すべり指定

区域である大内地区（丸森町）では，職員が年 2回，夏

の草刈り作業と初冬の落ち葉・土砂上げ作業を行い，地

すべり防止施設の適正な管理と定期点検を実施してい

ます。また，昨年からは住民の皆さんに対して，人命や

財産等を守るための危機管理の呼び掛けと区域内の盛

土や切土の制限等についても理解を深めて頂けるよう

に，丸森町と合同で地域住民全戸へチラシの配布を行っ

ています。 

 安全安心な農山村集落の生活を支えるため，丸森町と協力しながら，今後も活動を続けていきます。                           

 【地方振興事務所農業農村整備部】 

 

 

 

 8月は「道路ふれあい月間」として，道路を利用されている皆様に，道路の役割や重要性を改めて認識

していただき，道路を安全に美しく利用していただくため，道路の愛護活動や道路の正しい利用等の広報

活動など全国的な取り組みがなされています。 

大河原土木事務所では，例年，宮城県建設技術協会仙南支

部との協働により，道路クリーンキャンペーンを実施してお

ります。29回目となる今年は，8月 7日（金）に実施し，職

員と協会会員合わせて 74人が参加しました。猛暑の中，管内

6 地区に分かれて道路延長約 40km の清掃活動を行い，175kg

のゴミを回収しました。 

 今後とも地域の皆様に「道路」をより身近に考えていただ

けるよう，道路愛護活動の推進に努めてまいります。 

【土木事務所】 

 

 

 

 8月 30日（日）に村田町において，「宮城ヘルシー2015 ふる

さとスポーツ祭大河原管内大会」が開催されました。管内 2市

7町から選手，一般参加者等が集い，スポーツ・レクリエーシ

ョンで交流を深めました。 

この大会は，スポーツ・レクリエーションをとおして，県民

生活のより一層の充実をめざし，従来の「健康まつり」に代わ

る大会として，平成元年度にスタートしました。 

 本年度は，あいにくの雨で外の競技が中止となってしまい，

家庭バレーボール 1種目の実施となってしまいましたが，各市

町から選ばれたチームが優勝をめざし，熱戦が繰り広げられま

した。競技だけでなく，健康体験コーナーや地域総合型スポー

ツクラブのコーナーを設け，選手以外の方々も楽しめる大会 

になりました。                                【教育事務所】 

地すべり指定区域の維持管理及び住民への啓発活動を行っています 

宮城ヘルシー2015 ふるさとスポーツ祭大河原管内大会を開催しました 

道路クリーンキャンペーンを実施しました 

管理施設は大きな井戸のような形をしています 

 

熱戦だったバレーボール！  

  

美しい道路のために… 
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宮城県内での宿泊代金を最大 5割引する｢観光王国みやぎ旅行割引｣が 10月 13日からスタートします！ 

この旅行割引を利用して，みやぎ蔵王温泉郷に宿泊しませんか？「みやぎ蔵王温泉郷」とは，みやぎ蔵王

山麓に点在する白石市小原温泉・鎌先温泉，蔵王町遠刈田温泉及び川崎町青根温泉・峩々温泉等の各温泉

地の総称です。温泉めぐりが出来る，みやぎ県南にぜひお越し下さい！ 

 

小原温泉：白石川上流の渓谷に面し，鎌倉時代に源義経の家来

が見つけたといわれ，「目に小原」ともいわれる温泉 

鎌先温泉：「傷に鎌先」といわれ，奥羽の薬湯として 600年もの

歴史を刻むひなびた風情が色濃く残る温泉 

遠刈田温泉：1601年に開湯された歴史を持つ，神経痛・筋肉痛・

関節痛に効果のある癖のないやさしい温泉 

青根温泉：仙台藩主の御殿湯として 460 余年の歴史を持ち，遠

く太平洋や金華山までも眺望できる温泉 

峩々温泉：胃腸病の名湯として知られ，野趣たっぷりの露天風

呂で四季を楽しむことのできる秘湯の一軒宿 

 
◆詳細は「観光王国みやぎ旅行割引特設ページ」をご覧ください。 

http://www.pref.miyagi.jp/kankou/ryokouken/top.htm    
♪ みやぎ蔵王温泉郷 facebookページもご覧ください ♪ 

https://www.facebook.com/miyagizao.onsen 
【地方振興事務所地方振興部】  

 
 
毎年、9月 20日から 26日までの期間は動物愛護週間です。この機会にペットとして飼われている動物

のことについて考えてみましょう。 

仙南保健所では毎年 500頭以上の犬猫が収容されますが、その多くが飼い主や譲渡希望者が見つからず

殺処分されています。 

大切な命を不幸にしないため，次のことをお願いします。 

 
○望まない生命が産まれないように避妊や去勢をお願いしま

す。 

○適切なしつけをして家族と共に幸せに最後まで生活できる

ように心がけましょう。 

○迷子防止のため、首輪に鑑札、迷子札、マイクロチップな

どを着けましょう。 

○行方不明になってしまった時には、すぐに保健所に連絡を

お願いします。 

○保健所に収容されている犬や猫を家族に迎えたい方は連絡

をお願いします。 

 

◆仙南保健所の保護動物，譲渡動物の情報はホームページに掲載していますのでご覧ください。 
保護情報 http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/sn-hohuku/hogodoubutu.html 
譲渡情報 http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/sn-hohuku/joutoken.html       【保健福祉事務所】 

 お知らせ 

｢観光王国みやぎ旅行割引｣を使用して「みやぎ蔵王温泉郷」に宿泊しよう！ 

飼い主を待っています 

http://www.pref.miyagi.jp/kankou/ryokouken/top.htm
https://www.facebook.com/miyagizao.onsen
http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/sn-hohuku/hogodoubutu.html
http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/sn-hohuku/joutoken.html
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 白石高等技術専門校では，在職者訓練の受講生を募集しています。科目等は下記のとおりです。 

 

科 名 
①Word 2013応用  ②Excel 2013応用 ③プログラミング入門 C言語 2 

④マイコン入門 PIC  C言語 1  ⑤マイコン入門 PIC  C言語 2 

対 象 在職中，求職中の方 

定 員 各 10人（応募多数の場合は抽選になります） 

訓練期間 

①，②，③…11 月 7日（土），11月 8日（日） 

④…11 月 28 日（土），11月 29日（日） 

⑤…12 月 5日（土），12月 6日（日） 

申込期限 ①②③…10 月 9日（金）  ④⑤…11月 6日（金） 

費 用 教科書代約 3，000円 

 

また，白石高等技術専門校では，随時学校見学を受け付けています。ご希望の方はお気軽にお電話くだ

さい。 

◆問合せ先：白石高等技術専門校 ☎ 0224（35）1511 

      http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/srkogsn/        【白石高等技術専門校】 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※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】 

歳時記（10月～12月） 

白石高等技術専門校 IT基礎講座（在職者向け訓練２日間）の受講者募集 

月 日 行　　　　　事 市　町 月 日 行　　　　　事 市　町
～10月4日 第3回しばた曼珠沙華まつり 柴田町 1日 阿武隈リバーサイドマラソン大会 角田市

～10月4日 秋の盆栽展 丸森町 7～8日 白石市農業祭 白石市

十 ～10月12日 宮城蔵王の星空観賞「空中さんぽde星空さんぽ」 蔵王町 十 7～8日 蔵王高原大根狩り＆チーズフェア 蔵王町

～10月18日 コスモス＆コキア de COKOフェスタ2015 川崎町 一 7～8日 新そばまつり 七ヶ宿町

月 ～11月3日 石羽古碑街道かかしまつり 丸森町 8日 しばた産業フェスティバル・環境フェア 柴田町

～11月29日 地場産品直売会「ございん市」 蔵王町 月 上旬 秋の検断屋敷まつり 白石市

～11月29日 遠刈田温泉朝市 蔵王町 上旬 JAみやぎ仙南フェスティバルｉｎ角田 角田市

～11月29日 阿武隈ライン舟下り「いも煮舟」 丸森町 上旬 ございん市「収穫感謝祭」 蔵王町

～11月29日 不動尊公園キャンプ場「手ぶらでうれしい　いも煮会」 丸森町 上旬 蔵ｉｎｇ村田新そばまつり 村田町

～平成28年12月31日 真田氏ゆかりの地スタンプラリー 蔵王町 上旬 丸森まるごとふる里の秋 大感謝祭 丸森町

1日～11月30日 たっぷり蔵王！キャンペーン秋まつり 蔵王町 21日 しばた柚子フェア 柴田町

3日 鬼小十郎まつり 白石市 23日 ひっぽ筆まつり 丸森町

3日～12月27日 名和好子氏の名品展 白石市 中旬 駅前にぎわい市 大河原町

4日 角田ずんだまつり 角田市 中旬 丸森ウォークラリー大会 丸森町

4日 しばたB級グルメフェスティバル 柴田町 中旬 ヤーコンまつり 丸森町

4日 みやぎ川崎産新そばまつり 川崎町 下旬 ころ柿作り体験 丸森町

4日 サイクルフェスタ丸森 丸森町 下旬 自然薯じゅうねん収穫祭 丸森町

6日～11月8日 シルクフェスタin齋理 丸森町 1日 みやぎ蔵王えぼしスキー場開き 蔵王町

8日 こけし供養祭 白石市 4日 みやぎ蔵王すみかわスノーパーク開き 蔵王町

10日 秋の清掃登山 白石市 5～27日 光り輝け!しばたのイルミネーション 柴田町

10～18日 生田目石板画展 村田町 十 上旬 シクラメンまつり 柴田町

上旬 ございん市「里いもまつり」 蔵王町 二 上旬 齋理のクリスマスコンサート 丸森町

11日 大高山神社秋の例大祭 大河原町 月 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

11日 蔵の町むらた　布袋まつり 村田町 上旬～3月末 阿武隈ライン舟下り「こたつ舟」 丸森町

11日 青根温泉感謝祭 川崎町 中旬 みやぎ蔵王白石スキー場開き 白石市

11日 押し花教室 丸森町 中旬 みやぎ蔵王七ヶ宿スキー場開き 七ヶ宿町

11～12日 東北こども博 柴田町 中旬 みやぎ蔵王セントメリースキー場開き 川崎町

16～18日 白石城下きものまつり 白石市 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

18日 あしたば白石まつり 白石市 中旬～1月下旬 齋理屋敷冬の企画展「齋理の歳迎え」 丸森町

18日 シルク和紙紙漉体験 丸森町 12日～3月13日 みやぎ蔵王の樹氷めぐり 蔵王町

16～18日 みやぎ村田町蔵の陶器市 村田町 31日 除夜の鐘を鳴らす会 白石市

17～18日 蔵王町産業まつり 蔵王町 　 下旬 宇宙クリスマス 角田市

18日 おおがわらオータムフェスティバル 大河原町

18日 みやぎ川崎秋の収穫祭 川崎町

18日 全日本石投げ選手権大会 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 秋の幸まつり 七ヶ宿町

24日 技の匠まるごとフェスティバル 川崎町

25日 齋理ざっとむかし 丸森町

27日～11月3日 秋の大洋蘭展 村田町

28日～11月3日 白石城菊花展 白石市

31日 みちのく招福まつりinしばた 柴田町

31日 七ヶ宿湖一周ウォーキング 七ヶ宿町

下旬 とくら祭り 角田市

http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/srkogsn/
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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 12 月 の発 行 予 定 です  

  
 

皆さんは，“ヤーコン”を知っていますか？見た目，外観がサツ

マイモに似ていますが，全く違う作物です。仙南地域では，丸森

町を中心に生産されています。 

原産は南米アンデス高地。キク科スマランサス属の多年草で，

根にフラクトオリゴ糖が多く，ほのかな甘みがあります。シャキ

シャキとした食感がくせになる食材です。また，ヤーコンは食物

繊維が豊富で，低カロリーな健康野菜です。ポリフェノールを多

く含み，カルシウム，マグネシウム，ビタミンもバランス良く含

まれています。 

  料理方法は，甘みと食感を活かしたサラダ，きんぴら等が最適です。保存する際は，新聞紙などにく

るみ冷暗所においておきます。一週間から 10 日位は大丈夫です。萎びないようにすることでフラクト

オリゴ糖が分解され，甘みが増していきます。 

  ヤーコンは今からが旬です。丸森町等の直売所で 10 月頃に販売されています。また，ヤーコンのドレ

ッシング等，加工品も販売されています。   【地方振興事務所農業振興部・農業改良普及センター】 

     

 

伊達家の重臣，片倉氏の居城として知られる白石城天守閣の最

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

を臨むことができます。これからの季節は紅葉が美しく，漆喰の

白石城と紅葉は鮮やかなコントラストを作り出します。 

城周辺には，260 余年前の古建築である武家屋敷や，３Ｄハイ

ビジョンシアターによる歴史巨編が楽しめる歴史探訪ミュージア

ムなど，大人から子どもまで楽しめる施設があります。毎年 10

月には「鬼小十郎まつり」も開催される，見所満載の秋の白石城

にぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。 

なお，本記事の内容については，当事務所に職場訪問にいら

した白石高校の 2 年生 3 名に御協力いただきました。ありがと

うございました。 【地方振興事務所地方振興部】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

白石城天守閣（白石市） 

 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 

シャキシャキ食感とほのかな甘みが持ち味！“ヤーコン” 

 みやぎ蔵王三十六景 おすすめスポット 

まるでサツマイモ！？  

  

鬼小十郎まつりの様子 

  


