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仙南地域の西部には南北に走る基幹道路がなく，農

畜産物等の輸送には国道 4 号を経由しなければならな

いため，渋滞に巻き込まれるなどの課題がありました。

これらを解消し，物流の合理化や流通圏域を拡大する

とともに地域間の交流を促進するため，県が事業主体

となり白石市，蔵王町，川崎町にまたがる延長約 20キ

ロメートルの農道整備を進めてきました。 

このたび，待望の全線が開通し，10月 13日に仙南広

域営農団地農道整備事業推進協議会と蔵王町の主催に

より開通式が開催され，同日一般開放されました。開

通式では蔵王町長の式辞，推進協議会長(白石市長)の

挨拶，来賓祝辞，事業経過報告の後，テープカットと

くす玉開披が行われました。蔵王町の観光 PRキャラク

ター「ざおうさま」と県の観光 PRキャラクター「むす

び丸」も駆けつけました。 

本事業は昭和 60 年度に着工し 27 年に及ぶ長工期と

なりましたが，全線開通したことにより，農畜産物流

通の一層の効率化のみならず，地域振興や観光振興に

つながる基盤として活用されることが期待されていま

す。 

【地方振興事務所農業農村整備部】 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 
 ≪主な内容≫ 
Ｔｏｐ ｉｃｓ  
・広域営農団地農道整備事業仙南地区「コスモスライン」が全線開通 1 ページ 
しました！  

・管内で生産された農林畜産物が表彰されました！    2 ページ 
・丸森町耕野地区で“ころ柿”づくりの援農ボランティアを行いました 3 ページ 
・仙南地域ものづくり企業新事業創生促進セミナーを開催しました 
・イノシシ被害対策試験用の畑でサツマイモを収穫しました  
・高病原鳥インフルエンザに備えた防疫演習を開催しました  4 ページ 
・みやぎ地域づくり団体協議会仙南支部交流会を開催しました 
・農事組合法人平貫ファームの創立総会が開催されました 
・合同庁舎前及び柴田農林高校前に季節の花を植えました  5 ページ 
・小学生を対象とした『仙南地域の農業農村めぐり』を開催しました 

お知らせ  
 ・「みやぎ蔵王三十六景地域の逸品キャンペーン」開催中です！ 
 ・冬の感染症対策！感染性胃腸炎に注意しましょう！    6 ページ 
・「みやぎ蔵王温泉郷に泊まって『いいね！』キャンペーン」を開催します！ 
・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 7 ページ 
生募集   

 ・はたちの献血キャンペーンにご協力をお願いします 
 ・歳時記（12 月～3 月） 
仙南の地産地消   
 ・自生の北限，仙南の“ユズ”        8 ページ 
みやぎ蔵王三十六景 冬のおすすめスポット 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 

 

「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 3 号(通算第 23 号) 

平成 27 年 12 月 25 日発行 

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

 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 

広域営農団地農道整備事業仙南地区「コスモスライン」が全線開通しました！ 

開通式の様子 

むすび丸とざおうさまも大喜び！ 
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管内の農産物や花きが続々受賞！ 

七ヶ宿町の木炭が受賞！ 

第 14 回全日本ホルスタイン共進会北海道大会で角田市の出品牛が受賞！ 

 

 

 

10月 17～18 日にかけて，｢宮城県農林産物品評会」，「宮城県花き品評会｣が開催されました。 

農林産物品評会では県全体で 321 点の出品があり，管内の農産物は計 3品目 52点が出品され，村田町

の玄米，蔵王町の梨が農林水産大臣賞を受賞したことをはじめ，7点が受賞しました。花き品評会では県

全体で 168点の出品があり，管内からは計 11品目 32点が出品され，トルコギキョウで農林水産大臣賞を

受賞したのをはじめ，8点が受賞しました。管内市町産出の農林産物が数多く受賞したことは，生産者の

方々の日頃の努力がうかがえる素晴らしいものでした。農業改良普及センターでは，生産者の方々の生産

技術向上に向け，今後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】 

 

 

宮城県農林産物品評会の林業部門では，七ヶ宿

町の木炭が特用林産振興会長賞を受賞しました。 

生産者の新山弘さんは平成10年から木炭生産を

始め，生産技術の研さんと地域産業の振興に努め

てきました。 

県内で木炭が受賞するのは3年ぶりのことです。

木炭生産は重労働で高齢化もあり生産者が減少し

ていますが，地域資源を活用した産業であり，今

回の受賞を機に木炭生産の火を絶やさぬよう，更

なる良質な木炭生産に向け今後も生産者の支援を 

行ってまいります。                         【地方振興事務所林業振興部】 

                           

 

 

10月 23日から 26日までの 4日間，第 14回全日本 

ホルスタイン共進会北海道大会が北海道勇払郡安平 

町を会場に開催されました。今回の共進会は宮崎県の 

口蹄疫の発生や東日本大震災により前回大会が中止 

されたため，10年ぶりの開催となりました。 

全国からホルスタイン種 349頭が出品され，本県か

らは8頭（うち仙南地域から 3頭）が出品されました。

14 部門に分かれ審査が行われ，各部門で北海道の出 

品牛が上位を占める中，角田市の(有)渡辺ファームの

出品牛が 6区（後代検定娘牛・経産牛の部）で 1等賞

1席に選ばれました。生産者の日頃の取組が評価され 

た，素晴らしい結果となりました。                【地方振興事務所畜産振興部】 

 

 

管内で生産された農林畜産物が表彰されました！ 

特用林産物振興会長賞を受賞した木炭と，受賞された新山氏 

受賞された皆様，おめでとうございました！ 

今後も大河原地方振興事務所は，皆様の支援を行ってまいります！ 

農林水産大臣賞 水稲（うるち玄米）    農林水産大臣賞 日本なし      農林水産大臣賞 トルコギキョウ 

 村田町 渡邊 長松 氏          蔵王町 齋藤 秀俊 氏       柴田町 須藤 博 氏 

 

(有)渡辺ファームの出品牛と，共進会の様子 
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仙南の丸森町，白石市は古くからの“ころ柿”の生産地

で，昭和 27 年に「宮城県ころ柿出荷組合」を組織し，ま

とめて出荷するようになりました。しかし，丸森町の耕野

地区では，生産者の高齢化や人手不足により生産活動を継

続することが難しくなってきています。そこで，平成 25

年に県の提案により，ころ柿づくりの援農ボランティア活

動を開始しました。 

 今年度は，丸森町耕野振興会と丸森町復興支援員が中心

となり，11月の土日祝日の 7日間活動を実施し，延べ 113

人の方が参加しました。生産者からは，繁忙期に多くの人

に来てもらえて大変助かるとの声がありました。また，参 

加者からは，ボランティア活動を通して交流ができたと好評を得ており，2月には耕野まちづくりセンタ

ーを会場に生産者とボランティア参加者の交流会を開催する予定です。今後とも，生産者の支援と，ボラ

ンティアをとおした交流促進を続けてまいります。 

                   【地方振興事務所農業農村整備部】 

                  
 
仙南地域のものづくり企業の新事業への取組を促進し，事業

分野の拡大を図るため，10 月 30 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新事業創生促進セミナ

ー」を開催しました。 

セミナーでは，デジタル技術を導入，活用している岩機ダイ

カスト工業株式会社（山元町）の取組をはじめ，事業転換に通

じる考え方ときっかけ，新規事業開拓の一助となるコ・メディ

カルニーズの事例，企業の技術やアイディア，ノウハウなどを

知的財産として防衛する必要があることなどを学ぶことがで

きました。 
人口減少による国内市場の縮小や，市場・部品調達のグローバル化等の影響で，企業を取り巻く状況は

依然厳しい状況ですが，今後も製造事業者の新事業創生に向けた取組を支援していきます。 
【地方振興事務所地方振興部】 

 
 

 
丸森町峠集落では，イノシシによる農作物の被害に悩まされ

ており，被害を少しでも減らすため集落ぐるみで対策に取り組

んでいます。そこで，農業改良普及センターでは集落の方々の

協力のもと，鳥獣害被害対策に関する知識・技術習得のため，

試験用の畑を設置しました。 
今回は栽培法の一つとして，サツマイモが植えてある畑に竹

を敷き詰めてしっかり固定し，イノシシに芋を掘り起こされな

いようにしました。サツマイモのつるは竹の隙間から伸びてい

き，芋は竹によって守られて育ちます。この方法により，イノ

シシによる被害は全く無くなり，その効果が実証されました。

しかし，竹を使うにあたり，切り出しから設置まで労力がかか

ることが今後の検討課題となりました。 

 今回はサツマイモの収穫ということもあり，集落の子どもたちも含めて和やかな雰囲気で作業が行われ

ました。 

農業改良普及センターでは，今後も研修会や現地検討会等を通じて，鳥獣害被害防止のための技術習得

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】 

仙南地域ものづくり企業新事業創生促進セミナーを開催しました 

セミナーの様子 
イノシシ被害対策試験用の畑でサツマイモを収穫しました 

みんなでいも掘り！ 

セミナーの様子 

ひとつひとつ皮をむいてロープにくくりつけ，干していきます 

丸森町耕野地区で“ころ柿（干し柿）”づくりの援農ボランティアを行いました 
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10 月 28 日，「高病原性鳥インフルエンザ」の発生を想定し，関係公

所，警察署，管内市町，関係団体等が参加した防疫演習を開催しました。 

午前は大河原合同庁舎内で，疾病の基礎知識や発生時の防疫対応の確

認を行い，午後は蔵王町内で，発生時に埋却作業を担当することになる

一般社団法人宮城県建設業協会仙南支部との共催により，県内では初と

なる現地演習を行いました。演習では，昨年度県が作成した「家畜伝染

病埋却作業マニュアル」に基づき，殺処分鶏の袋詰めに見立てた大型土

のう（フレコンバック）を掘削穴に埋める訓練を行いました。また，防

疫作業従事者の感染防止，ウイルス拡散防止のための防護服着脱訓練の

ほか，作業動線の確認を行いました。 

これから 3 月末ごろまでは，ハクチョウやカモなどの渡り鳥が多く飛来します。今回の研修を活かし，

万が一発生した場合は，関係者がそれぞれの役割を認識し，速やかな防疫対応を図ります。 

            【地方振興事務所地方振興部，農業農村整備部，畜産振興部・家畜保健衛生所】 
 

 
 
 11月 19日，七ヶ宿町開発センターを会場に，みやぎ地域づく

り団体協議会仙南支部の交流会を開催しました。仙南支部の会

員団体をはじめ，地域おこし協力隊，地域づくりを担当する行

政職員など，34人が参加しました。 

 今年は講師として，宮城県や山形県で地域づくり活動を展開

する有限会社地域環境デザイン研究所の宮原博通所長をお招き

し，講話と情報交換を行いました。 

宮原所長からは「人の出番づくりと地域づくり」と題して講

話をいただきました。地域づくりに人を巻き込むには地域の誇

りの共有や人々の共鳴共感が大切であること，まちに活気をも

たらすためには人々の元気や情報発信などの基盤づくりが大切 

であることなど，今後の地域づくり活動のヒントとなるお話をいただきました。 

また，講話を踏まえて，地域づくりへの人の巻き込み方について参加者同士で意見交換しました。参加

者からは，様々な立場の方と話すことで今後に役立つ情報が得られた等，好評をいただきました。今後も

仙南の地域づくり推進に向けた活動を続けてまいります。      【地方振興事務所地方振興部】 

 

     
 

 角田市の平貫下集落では，農作業の共同化や農業機械・施設の

集約化等を図りながら農業経営を展開し，集落内の農地の保全に

貢献していく地域の担い手組織として，農業生産法人の設立を検

討してきました。 

平成 27年 3月に集落内で行ったアンケートで，持続可能な経営

体を創るために法人化を望む声が多く出されたことから検討が始

まりました。関係機関や税理士等専門家の指導を受けながら，農

地中間管理事業を活用した農地の集積と，機械の集約化によるコ

スト削減に向けた法人化計画を作成しました。また，発起人会や

設立準備委員会を十数回開催して集落内で合意形成を図りました。 

そして 10月 18日，「農事組合法人平貫ファーム」（構成員 38人，耕作面積約 36ha）の創立総会が行わ

れました。 当日は，構成員のうち委任状を含め 37人が出席し，来賓として普及センター，角田市役所や

ＪＡみやぎ仙南，平貫上集落から計 13 人が出席しました。半年以上にわたる検討の末，念願の創立とな

りました。今後も農業改良普及センターでは，平貫地区で将来に渡って活力ある集落農業が営まれるよう，

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】  

平成 27 年度みやぎ地域づくり団体協議会仙南支部交流会を開催しました 

農事組合法人平貫ファームの創立総会が開催されました 

創立総会の様子 

高病原性鳥インフルエンザに備えた防疫演習を開催しました 

模擬患畜の投入 

宮原所長(中央)を交え，情報交換を行いました 



SENNAN THE KING 

- 5 - 

 
11 月 2日，県道大河原高倉線の合同庁舎前と柴田農林高校前の

植栽帯に，冬春用の季節の花苗を植え替えました。今回は同校の

生徒が育てたパンジーと葉ボタンの苗 1,000 株を一般社団法人宮

城県建設業協会仙南支部から提供していただき，土木事務所職員

と仙南支部会員の皆さんと協働作業で実施しました。来庁される

皆さんや通行される地域の皆さんに季節の訪れを感じていただけ

ればと思います。 
 また，県では，今回のように道路や河川などの美化清掃活動等

を行っていただくボランティア団体等を募集し，「スマイルサポー

ター」として認定しています。今後も県では，住民参加によるま

ちづくりを推進してまいります。 
                                        【土木事務所】 
 

   

 10月 26日，蔵王町立平沢小学校及び円田小学校の 4年生

25人を対象に，「仙南地域の農業農村めぐり」を開催しまし

た。参加児童は，ほ場整備事業円田 2期地区の水田や東根頭

首工などの農業関連施設等を見学したり，地元の土地改良事

業団体である水土里ネットざおうや蔵王町教育委員会から農

業関連施設の役割や遺跡等について説明を受けて，農業や農

村の持つ役割について学習しました。また，農業体験として

りんご狩りも行いました。 

実施後，参加児童からは施設の構造や維持管理について学

ぶことができた等の声がありました。今後も，地元の農業・ 

農村の役割を広く理解してもらえるよう，活動してまいります。   【地方振興事務所農業農村整備部】 

   

 

 
 

 
仙南地域で生産された農林水産物を主原料にした食品を，「み

やぎ蔵王三十六景地域の逸品」として登録しています。 

このたび，その商品を購入しシールを 3枚集めて応募すると，

抽選で 36 人の方に仙南の特選品などが当たる「みやぎ蔵王三十

六景地域の逸品キャンペーン」を 12月 1日から開催しています。

この機会にぜひ,「みやぎ蔵王三十六景地域の逸品」を御賞味く

ださい！ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

【地方振興事務所地方振興部】 

 お知らせ 

「みやぎ蔵王三十六景地域の逸品キャンペーン」開催中です！ 

○実施期間：平成 27 年 12 月 1 日(火)から 

平成 28 年 2 月 21 日(日)まで 

○応募期限：平成 28 年 2 月 29 日(月) 

(当日消印有効) 

○お問合せ先：宮城県大河原地方振興事務所 

地方振興部 ☎0224-53-3182 

○詳しくは右のＱＲコードにアクセス，

または「みやぎ蔵王三十六景地域の逸品

キャンペーン」サイトをご覧ください。 

http://www.pref.miyagi.jp/soshiki

/oksgsin-e/36kei-ippin-cp.html 

 

合同庁舎前及び柴田農林高校前の植栽帯に季節の花を植えました 

雨にも負けず，植え替え作業！ 

小学生を対象とした『仙南地域の農業農村めぐり』を開催しました 

みんなで「はい，チーズ！」  

このポスターが目印！ 

http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/oksgsin-e/36kei-ippin-cp.html
http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/oksgsin-e/36kei-ippin-cp.html
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感染性胃腸炎は冬季に多く発生し，ウイルスや細菌が原因となって胃腸炎の症状を起こす病気です。原

因となるウイルスや細菌の中でもノロウイルスは感染力が強く，主な症状は吐き気，嘔吐，下痢，腹痛等

です。菌に汚染された飲食物を摂取したり，感染した人のふん便や嘔吐物に触れた手を介した場合等に感

染すると考えられています。しっかり対策を行い，冬を乗り切りましょう。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(参考) 
次亜塩素酸ナトリウムの希釈液の作り方  
http://www.mhlw.go.jp/topics/syokuchu/dl/link01-01_leaf01.pdf 
 

【仙南保健福祉事務所】 
 

 
 
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

泉の各温泉地が連携して，今年 8月からフェイスブックページ「みやぎ蔵王温泉郷」を開設し，温泉紹介

や観光情報を発信しています。 

 今回，フェイスブックを活用した企画として「みやぎ蔵王温泉郷に泊まって『いいね！』キャンペーン」

を平成 28年 2月に開催します！ キャンペーン期間中，このフェイスブックページをフォローしていた

だき，温泉郷の宿泊施設等を写真で撮影，投稿して，投稿画面を対象宿泊施設で提示すると，その場で「ち

ょっぴりプレゼント」がもらえます！ぜひご参加ください。 
 
○実施期間：平成 28 年 2月 1日(月)から 2月 29日(月)まで 

○お問合せ先：宮城県大河原地方振興事務所地方振興部 ☎0224-53-3182 

○詳しくは右のＱＲコードにアクセス，または「みやぎ蔵王温泉郷に泊まって

『いいね！』キャンペーン」サイトをご覧ください。 

http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/oksgsin-e/miyagi-zao-onsenkyo-cp.html 
 

 

 

 

 

 

 

 

「みやぎ蔵王温泉郷に泊まって『いいね！』キャンペーン」を開催します！ 

＜みやぎ蔵王温泉郷ロゴマークについて＞ 

みやぎ蔵王温泉郷を広くＰＲしていくために，宮城

大学事業構想学部デザイン情報学科の学生にロゴマー

クの作製を依頼し，温泉関係者や各市町の意見を取り

入れながら検討を重ねてまいりましたが，このたび右

のとおり完成しました。ぜひみやぎ蔵王温泉郷にお越

し下さい。 

冬の感染症対策！感染性胃腸炎に注意しましょう！ 

トイレの後，食事の前，調理の前などに，石けんと流水で手を洗いましょう。感染後，下痢症状

がなくなっても 1ヶ月程度ウイルスが排泄されるので，注意が必要です。 

食品は十分に洗い，中心までよく加熱（中心部が８５℃～９０℃で９０秒以上）しましょう。調理

器具は，その都度洗剤で洗い，熱湯等で十分消毒しましょう。 

吐物や便などは，使い捨てのマスクや手袋を着用し，飛び散らないように処理し，次亜塩素酸ナ

トリウム溶液で消毒しましょう。アルコール系消毒剤での手指消毒は，十分な効果が期待できま

せん。 

仙南保健所 
感染防止キャラクター 
『てあらっこ』 

① 

② 

③ 

【地方振興事務所地方振興部】 

http://www.mhlw.go.jp/topics/syokuchu/dl/link01-01_leaf01.pdf
http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/oksgsin-e/miyagi-zao-onsenkyo-cp.html
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 白石高等技術専門校では，ＩＴ基礎講座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 
①Excel2013 マクロ/VBA ②プログラミング中級 C++言語１ 
③プログラミング中級 C++言語２ ④PowerPoint2013基礎 ⑤Excel2013基礎 

対 象 在職中，求職中の方 
定 員 ①②③…15人 ④⑤…10人 （応募多数の場合は抽選になります） 

訓練期間 
①②…1月 30日(土)/1月 31日(日)  ③④…2月 6日(土)/2月 7日(日) 
⑤……2月 20日(土)/2月 21日(日) 

申込期限 ①②…1月 8日(金)   ③④…1月 22日(金)   ⑤…2月 5日(金) 
費 用 教科書代約 3,000 円 

 
◆お問合せ先：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】 

 
 

 
毎年，冬季は献血者が減少し，輸血用血液等の安定供給が危ぶまれているところです。そこで，新た

に成人となる皆様に，積極的に献血に協力していただくため，「はたちの献血キャンペーン」を実施し

ています。期間は平成 28年 1月 1日から 2月 29日までで，今回は「二十歳が救う，命のリレー」をス

ローガンに掲げて実施されます。 
このキャンペーンを機に，新成人以外の皆様にもぜひとも献血についてお

考えいただき，ご理解とご協力をいただきますようお願いいたします。 
 なお，献血ルームの所在地や，移動献血車の運行予定等については宮城県

赤十字血液センターのホームページをご覧ください。 
 
◆宮城県赤十字血液センター http://miyagi.bc.jrc.or.jp/        【仙南保健福祉事務所】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※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。 
 
 
 
 
 

【地方振興事務所地方振興部】 

歳時記（12 月～3月） 

月 日 行　　　　　事 市　町

十 1日～1月15日 2015ざおうイルミネーションファンタジー 蔵王町

二 1日～3月27日 阿武隈ライン舟下り「こたつ舟」 丸森町

月 4日～1月4日 おばんなりスター大河原（駅前イルミネーション） 大河原町

5日～27日 光り輝け！しばたのイルミネーション2015 柴田町

5日～1月29日 メタセコイアの奇跡！光輝け槻木駅2015 柴田町

上旬～1月上旬 冬のエキパルロードイルミネーション 白石市

12日～2月29日 真冬のイルミネーションａｔ遠刈田イベント広場 蔵王町

12日～3月13日 みやぎ蔵王の樹氷めぐりツアー 蔵王町

15日～1月24日 齋理屋敷冬の企画展「齋理の歳むかえ」 丸森町

31日 除夜の鐘を鳴らす会 白石市

12月下旬～3月下旬
みやぎ蔵王スキー場すみかわスノーパーク
「キャットツアー」

蔵王町

1日 初日の出を拝む会（白石城） 白石市

一 2日 日本刀初打ち 白石市

2日 弥治郎こけし初挽き 白石市

月 3日～4日 道の駅「村田」新春初売り 村田町

7日 七草の会（武家屋敷） 白石市

9日～11日 新春ふるさとまつり 川崎町

10日 冬の検断屋敷まつり 白石市

10日 碧水園舞台清め式 白石市

10日 齋理のお雑煮お振る舞い 丸森町

14日 第29回かくだどんと祭裸参り 角田市

17日 碧水園初釜「新春茶会」 白石市

17日 新春囲碁・将棋大会 白石市

22日～24日 クリスマスローズ展 村田町

23日 えぼし雪上花火大会 蔵王町

30日～3月3日 弥治郎こけし村「雛の宴展」 白石市

月 日 行　　　　　事 市　町
上旬 碧水園能「喜多流公演」 白石市

上旬 「クリスマスローズ」展示即売会 柴田町

上旬 青根温泉雪あかり 川崎町

上旬 宮城かわさき雪まつり 川崎町

二 上旬～3月下旬 こけしびなまつり 蔵王町

上旬～4月中旬 人形の蔵の雛祭り 白石市

中旬 角田市子どもフェスティバル 角田市

月 中旬 七ヶ宿ジャイアントスラローム大会 七ヶ宿町

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

2月下旬 かくだ牟宇姫ひなまつり 角田市

下旬 ＴＢＣ杯みやぎ蔵王スキー大会 蔵王町

下旬～3月中旬 壽丸屋敷のほっこりおひなさま展 白石市

上旬 河北杯争奪南蔵王アルペン大会 白石市

三 中旬 小斎鹿島神社奉射祭（やぶさめ） 丸森町

月 下旬 小京都むらた写真展 村田町

下旬 むらた町家の雛めぐり 村田町

はたちの献血キャンペーンにご協力をお願いします 

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 

～1月9日

http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/srkogsn/
http://miyagi.bc.jrc.or.jp/


SENNAN THE KING 

- 8 - 

 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 28 年 3 月の発行 予定です 

内町湖（角田市） 

水稲を育むための水をたたえた冬の内町湖（約

11ha，周囲 1.7km）では，遠く蔵王連峰に向かっ

てあいさつする白鳥の姿も見られます。 

  
 

 ユズはミカン科ミカン属の果実で，海外でも「ユズ」と呼

ばれています。原産地は中国の長江下流域とされていますが，

日本でも古くから各地で栽培され，寒さに強いこともあり，

東北地方でも栽培が可能な数少ない柑橘類となっています。

仙南のユズは「自生する北限のユズ」として知られています。

表皮が厚いため香りが高く，保存が利くのが特徴です。 

 仙南地域のユズは 10月末頃から 12 月下旬頃まで直売所等

で販売されます。古くから冬至のゆず湯など，健康維持には

欠かせない逸品です。また，各種料理への風味付けとして実

はもちろん，皮まで使うことができ，まさに捨てるところな

しです。ユズ風味の浅漬けや鍋料理に重宝します。柴田町観

光物産協会ではユズ酒が販売されているほか，ユズポン酢や

ユズ味噌も販売されています。【地方振興事務所農業振興部】 

     

 
 

今回は，冬の訪れをつげる白鳥の姿を見られるみやぎ蔵王三十六景スポットをご紹介します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

他にも，大河原河川公園（大河原町）や 金山
かねやま

しんつつみ（丸森町）でも白鳥を見ることができますの

で，ぜひ冬のみやぎ蔵王三十六景にお越しください。         【地方振興事務所地方振興部】 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 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 

自生の北限，仙南の“ユズ” 

 みやぎ蔵王三十六景 冬のおすすめスポット 

東白石駅（白石市） 

冬の東白石駅に降り立つと，雪をいただいた蔵

王がやさしく見守る中，白鳥たちが羽を休めて

いる風景に出会えるはずです。 

仙南のユズ

（上）と，

ユズの加工

品（下） 


