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3 月 12 日(土)に，県内在住の外国人留学生の方々を対象

に，仙南地域を巡っていただくモニターツアーを実施しま

した。 

平成 28年度の仙台空港民営化をきっかけとして，今後ま

すます外国人観光客の増加が見込まれています。そこで，

今後の外国人観光客受け入れに向けた環境整備の一助とす

るため，今回外国人の方に仙南地域(角田市・丸森町)の観

光施設などを実際に訪れていただきました。 

 

当日は，14 カ国 19人の留学生に参加いただきました。

丸森町の齋理屋敷では雛まつりの見学やシルク和紙作

りの体験，阿武隈川での船下り，角田市の郷土資料館の

見学を行いました。 

終了後の意見交換では，参加者から「仙南地域の歴史

を感じることができた」「外国語の表記があれば，もっ

とわかりやすかった」などといった声が聞かれました。

当所では，今回参加してくださった外国人の方々の声を，

今後の施策に活かしていきます。 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 ≪主な内容≫ 
Ｔｏｐ ｉｃｓ    
 ・外国人留学生を対象としたモニターツアーを実施しました！  1ページ 
 ・蔵王エコーライン開通に向けた除雪作業を実施中！    2ページ 
 ・「満喫！蔵王の冬」を開催しました        
 ・農業水利ストックマネジメントを学ぶ！現地研修会を開催しました  3ページ 
 ・仙南地域農業経営トップセミナーを開催しました 
 ・異業種交流団体「ブルースカイネット」の交流会が開催されました 
 ・平成 27年度緩和ケア講演会（市民公開講座）を開催しました  4ページ 
 ・「仙南青年フェスティバル inかくだ」が開催されました 
 ・地域の農地等を保全・管理する取組が行われています 
お知らせ  
 ・「みやぎ蔵王温泉郷」のパンフレットができました！    5ページ 
 ・阿武隈急行線にラッピング車両が登場！ 
 ・「南部山浄水場 ちょこっと 水道いい話」出張教室のご案内 
 ・！！山火事注意！！山火事予防運動のお知らせ    6ページ 
 ・消費者トラブルに遭わないために～出前講座を開催しています～ 
 ・フロンの漏えい点検が義務化されました～業務用冷凍空調をお使 
いの皆様へ～ 

 ・ガンカモ類生息調査と愛鳥週間のお知らせ     7ページ 
 ・歳時記（4月～6月） 
仙南の地産地消   
 ・安心・安全で美味しい！仙南の豚肉      8ページ 
みやぎ蔵王三十六景 春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 4 号(通算第 24号) 

平成 28年 3 月 30 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 ～大河原管内の取り組みを紹介します～ 

みやぎ蔵王三十六景 

外国人留学生を対象としたモニターツアーを実施しました！ 

初めてのシルク和紙づくり！ 

 

【地方振興事務所地方振興部】 角田市・丸森町を視察していただきました 
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管内の国道や県道では，県境など積雪量が多い 5つの路線について，昨年 11月から冬期通行止め

としています。中でも，蔵王エコーライン(県道白石上山線)は積雪が多く，積雪量が 8ｍを超えると

ころもあることから，4月下旬の開通に間に合わせるため，澄川スノーパーク入口から山形県境まで

の約 8.6㎞の区間について，現在除雪作業を行っています。 

昨年は 4月中旬に蔵王山で火口周辺警報が発令され，蔵王エコーラインの開通が 6月下旬までずれ

込みましたが，今年は例年どおり作業を進め，4月 22日(金)に開通を予定しています。開通後は道

路沿いに続く迫力ある雪の壁を楽しむことができるものと期待されます。蔵王エコーラインが開通し

た際には，皆さんぜひお越しください！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       【土木事務所】 

 

 

 

 2月 6日(土)～7日(日)に「満喫！蔵王の冬」を 1

泊 2日で開催しました。今回は募集定員の 2倍の応

募があり，抽選の結果，小・中学生とそのご家族 32

組 91人の皆さんが参加しました。 

 1 日目は，蔵王町のご当地キャラクター「ざおう

さま」と一緒に，雪を使ったチーム対抗ゲームを行

ったり，デザートのゼリーやスノーキャンドルを作

ったり，そりで滑ったりと，蔵王の冬を存分に楽し

んでいただきました。また，夕食時は食堂から見え

るイルミネーションに歓声が上がり，キャンドル 
 
 

ナイトでは幻想的な風景にうっとりと見入る参加

者の皆さんの姿が見られました。2日目は，歩くス

キー体験とスノーシュー体験に分かれて，それぞ

れの「達人」の方と一緒に雪の森探検をたっぷり

と楽しみました。 

 天候にも恵まれた 2日間，素敵な冬の思い出を 

参加者の皆さんの心に刻んでいただけたことと思 

います。  

【蔵王自然の家】 

 

蔵王エコーライン開通に向けた除雪作業を実施中！ 

「満喫！蔵王の冬」を開催しました 

ざおうさまと「蔵王自然のイェーイ！」 

レインボーに灯るキャンドルナイト 

昨年の除雪作業の様子 開通時の様子(H26年 4月 25日撮影) 
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 当管内には，農業水利施設(ポンプ場，堰
せき

，水路等)が 560

カ所ほどあり，集落内の水環境を整え，降雨時には周辺住

民の安全な生活環境を支えています。しかし，その施設の

約 7 割が老朽化している状況にあります。そこで，施設の

長寿命化を図る技術を習得するため，施設を管理する市町

や土地改良区の担当者を対象に研修会を開催しました。 

 研修では柴田町の農業用水路を対象とし，2 度の現地診

断・補修対策の検討を経て，2月に保全計画の作成を行いま

した。合計 3回の実践研修をとおして，参加者は施設の 

現状の評価や将来的な状態の予測を行い，これを踏まえた対策の立て方などを学びました。今後も定

期的な研修等により，施設管理者の技術向上を支援してまいります。 

【地方振興事務所農業農村整備部】 

                              

 

 

 農業者の高齢化等に伴い，耕作放棄地の増加が加速して

いるなか，地域農業を担う農業経営体への期待が年々増し

ています。そこで，実情や課題を改めて確認し今後の地域

農業を推進していくため，農業法人等の方々を対象とした

セミナーを 2月 5日(金)に大河原合同庁舎で開催しました。 

 セミナーでは，「仙南地域農業の担い手の進むべき道」と

題して，東北大学大学院農学研究科の伊藤房雄教授にご講

演いただきました。伊藤教授からは，「今後は助成などに頼

らない農業経営を行い，農業の生き残りに取り組まなけれ

ばならない」「経営改善するにはＰＤＣＡサイクルをしっか

り行う必要がある」などのお話がありました。 

その後、伊藤教授をコーディネーターとし，管内の農事組合法人の代表 3名を迎えてパネルディス

カッションを行いました。一般参加された農業者の方からも活発な意見や質問があり，大変有意義な

時間となりました。           【地方振興事務所農業振興部・農業改良普及センター】 

 

         

 

ブルースカイネットは，平成 14年に発足した仙南地域の異

業種交流組織で，交流会を定期的に開催し，会員相互の情報

交換等を行っています。 

2 月 18 日(木)，白石市鎌先温泉の湯主一條で第 86 回交流

会が開催され，丸森町で企業サポートセンター「ＣＵＬＡＳ

ＴＡ」を運営する一般社団法人ＭＡＫＯＴＯの佐藤悠人氏を

お招きして講演をいただきました。 

講演では，一般社団法人ＭＡＫＯＴＯやＣＵＬＡＳＴＡが 

丸森町で実際に行っている伴走型の起業支援の事例などをご 

紹介いただきました。その後の意見交換では，参加者からの「起業の成否を分けるものは何か？」とい

う質問に対し，「「志」があるかどうかが，逆境の踏ん張りにつながる。」という回答をいただくなど，

活発な討議が行われました。                           【地方振興事務所地方振興部】 

仙南地域農業経営トップセミナーを開催しました 

講演会の様子 

 現地研修の様子 

 

農業水利ストックマネジメントを学ぶ！現地研修会を開催しました 

異業種交流団体「ブルースカイネット」の交流会が開催されました 

 講演の様子 

こころざし 

ク   ラ  ス 

 タ マ   コ   ト 
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 1月 30日(土),角田市総合保健福祉センター（ウエルパークか

くだ）にて緩和ケア講演会（市民公開講座）を開催しました。

当日は保健・医療・福祉関係者をはじめ,住民の方々も含め 100

人を超える参加がありました。 

 講演会では,みやぎ県南中核病院の杉山克郎先生より，「患者

と考え，地域で支えるがん医療」を演題に，住民の皆さんに大

変わかりやすく講話をいただきました。続いて，角田市職員と

仙南地区在宅ホスピスケア連絡会員により，「もし，あなたや家

族ががんと診断されたら」と題して寸劇が披露されました。と 

ころどころ笑いも交えて，住民の皆さんにも親しみを感じてもらいながら緩和ケアについて学んでい

ただく機会となりました。参加者からは，「自分ががんと診断されても前向きに緩和ケアを受けたいと

思った」，「寸劇はとても分かりやすかった」などの感想をいただきました。 【仙南保健福祉事務所】 

 

 

 

 2月 7日(日)に，角田市市民センター(田園ホール)で，仙南

青年フェスティバル(仙南青年文化祭)が開催されました。この

イベントは，仙南地域の青年達が一堂に会して，歌やダンス，

劇などのステージ発表や，青年講座等で制作した作品展示を行

うものです。毎年，管内 2市 7町の青年達が実行委員会を立ち

上げて，手作りでフェスティバルを開催しています。 

 今年は『おらほの「わ」～我・和・笑・輪～』をテーマとし

て開催し，300人を超える方々が来場しました。ステージでは

太鼓の演奏，日本舞踊，劇「大きなカブ」などの発表がありま 

した。また，昼食の時間には「ジャンボのり巻きづくり」を 

行い，長さ数メートルにわたる太巻きを参加者みんなで作っていただきました。青年の皆さんを始め，

幅広い年齢の方々が参加し，活発な交流が行われました。            【教育事務所】 

    

                  

 

農業や農村地域は，国土の保全，水源の保水機能，自然環境

の保全,良好な景観の形成といった「農業・農村の多面的機能」

が維持・発揮されています。平成 27年度には「農業の有する

多面的機能の発揮の促進に関する法律」が施行され,この法律

に基づき，管内 9市町の各地域(125組織)で農地等の保全管理

活動が行われています。 

活動内容は，水路の草刈りや泥上げ，農道の敷砂利などの地

域協働活動，道路・水路などの補修や植栽などによる地域資源

の適切な保全管理活動に取り組んでおり，その面積は合計で

5,364ヘクタールとなりました。昨年度より活動組織数・活動

面積ともに増加しています。 

また,本活動への取組により,各地域の代表者からは「集落内での話し合いの機会が増えた」「農家で

はない人たちも参加してくれた」など,地域コミュニケーションの活性化につながったとの意見も多く

聞かれます。今後,高齢化が進む農村地域の中で，この活動のさらなる取組の拡大が期待されます。 

            【地方振興事務所農業農村整備部】 

地域の農地等を保全・管理する取組が行われています 

平成 27年度緩和ケア講演会（市民公開講座）を開催しました 

 柴田町上川名資源保全隊の活動状況 

「仙南青年フェスティバル inかくだ」が開催されました 

 「大きなカブ」の発表 

 緩和ケアについての寸劇の様子 
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 みやぎ蔵王山麓に点在する，白石市小原温泉・鎌先温泉・白石湯沢

温泉，蔵王町遠刈田温泉，川崎町青根温泉・峩々温泉の各温泉地が連

携し，「みやぎ蔵王温泉郷」として温泉紹介や観光情報等を発信してい

ます。 

 県内外の多くの皆様に「みやぎ蔵王温泉郷」にお越しいただくため，

新たにパンフレット(A3版 2つ折り)を作成しました。各温泉地間のア

クセスや最寄りの観光スポットなどを紹介する内容となっています。

パンフレットは，観光施設をはじめ各温泉地の温泉旅館やホテル等の

宿泊施設でお配りしています。ぜひ，みやぎ蔵王温泉郷のパンフレッ

トをご覧になり，仙南の温泉地を巡る旅に出かけてみませんか？ 
 

◆みやぎ蔵王温泉郷のホームページは 

こちらのＱＲコードからアクセス！ 

 

 

 

 3 月 19 日（土）から，阿武隈急行線に 1編成 2両のフルラッ

ピング車両が登場しました！ 

 阿武隈急行線は昭和 63年に運行を開始して以来，地域の皆さ

んに親しまれ，また地域資源として大切にされてきました。沿

線には伊達政宗公の次女「牟宇姫」の墓所がある角田市の長泉

寺や，政宗公初陣の地である丸森町の金山城跡など，伊達氏に

まつわる史跡や名所などが点在しており，今回新しくなる車両

は「伊達の陣羽織」をイメージしたデザインとなっています。 

 車両の出発式は，19 日（土）に福島県福島市の阿武隈急行線福島駅で，26 日（土）にＪＲ仙台駅で

行われました。4 月以降，土日の運行予定については阿武隈急行線ホームページに掲載予定です。新た

な装いに身を包んだ阿武隈急行線に乗って，春の暖かな景色を楽しんでみませんか？ 

【地方振興事務所地方振興部】 

                          

 

 

 南部山浄水場では，七ヶ宿ダムから取水し，仙南・仙塩

地域 17市町に水道水を毎日 20万トン供給しています。浄

水場では，水道水ができるまでの各工程や安全・安心への

取組，「おいしい水」の秘密等を出張教室を通じて地域の

皆さんに分かりやすく紹介しています。 

 出張教室は随時受け付けています。ぜひ，社内研修や町

内会の会合の際に御活用ください。講演は 1 時間程度で，

浄水場の職員が説明します。簡単な浄水実験や「利き水」

も行いますので，チャレンジしてみてください。出張教室

料は無料です。お申し込みは下記までお願いします。 

 ◆申込先：仙南・仙塩広域水道事務所 水質管理担当 

 （☎0224－25－8893 FAX 0224－25－8895）            【仙南・仙塩広域水道事務所】 

 お知らせ 

「みやぎ蔵王温泉郷」のパンフレットができました！ 

【地方振興事務所地方振興部】 

阿武隈急行線にラッピング車両が登場！ 

「南部山浄水場 ちょこっと 水道いい話」出張教室のご案内 

浄水実験に興味津々！ 

車両は青を基調としたデザインです 
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～平成 28年山火事予防運動標語「誓います 森の安全 火の始末」～ 

平成 28年 3月 1日(火)～5月 1日(日)の期間，山火事予防運動を実施中です。県内の山火事の約 7割

が，空気が乾燥する 3～5月に発生しています。管内では，平成 21年にたき火を原因とする大規模な火災

が発生し，約 3日間燃え続けました。一度燃えてしまった森林を元に戻すには，30年以上かかります。 

山火事防止のため，以下のことに注意しましょう。 

 

◎風の強い日はたき火をしない！ 

◎たき火中はその場を離れない！ 

◎たばこの投げ捨てはしない！ 

 

 宮城の森林を守るため，ご協力をお願いします！ 

 

 

 

パソコンやスマートフォンでインターネットを閲覧中に，クリ

ックしただけで契約したと思わせ料金を請求する「ワンクリック

請求」や，訪問販売などの消費生活上のトラブルが発生し，その

被害も増加しています。消費者トラブルで金銭や財産を失うと，

取り戻すことは極めて困難となります。 

県民サービスセンターでは，トラブルの発生や被害を未然に防

止するため，仙南地域に居住もしくは就労している方々を対象に，

被害に遭わないためのさまざまな知識や被害に遭った場合の対処

法をお知らせする「出前講座」を開催しています。 

町内会・学校のほか，おおむね 10人以上の参加者が見込まれる 

団体等であれば，地域内どこにでもお伺いしますので，ぜひ御活用ください。なお，講師派遣は無料で

すが，会場等の手配，準備はお申し込みの団体での御対応をお願いします。 

◆申込先：大河原地方振興事務所県民サービスセンター 

◆受付窓口：消費生活相談窓口（☎0224－52－5700，FAX 0224－53－3267） 

◆受付時間：平日の午前9時から午後4時まで    【地方振興事務所県民サービスセンター】 

 

 

 地球温暖化とオゾン層破壊の原因となるフロン類の排出抑

制のため，平成 27 年 4 月に「フロン類の使用の合理化及び管

理の適正化に関する法律」が施行されました。この法律は，フ

ロン類が充填された業務用冷凍空調機器(全ての業務用エアコ

ン，冷蔵冷凍機器類)の管理者(所有者など)が対象となります。

管理者は機器を適正な環境で維持し，定期的に点検を行う必要

があります。 

 なお，機器の管理方法やフロン類の回収等についてさらに詳

しく知りたい方は，宮城県のホームページをご覧ください。 

 ◆県環境政策課ホームページ 

http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kankyo-s/h27freon.html 

【仙南保健福祉事務所】 

フロンの漏えい点検が義務化されました～業務用冷凍空調機器をお使いの皆様へ～ 

消費者トラブルに遭わないために～出前講座を開催しています～ 

！！山火事注意！！山火事予防運動のお知らせ 

業務用空調機器（室内機(左)・室外機(右)） 

出前講座の様子 

延焼した立木(左)と，山火事跡地への植栽から 4年後(右) 

【地方振興事務所林業振興部】 

http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kankyo-s/h27freon.html
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 県では，11月，1月，3月の年 3回，ガンカモ類生息調

査を行っています。 

 大河原管内は白石川，阿武隈川が主な飛来地となってい

ます。1 月（飛来最盛期）の調査結果はハクチョウ類 650

羽，カモ類 3,557羽で，暖冬の影響で飛来数が減少傾向と

なりました。管内にはガン類は飛来しませんが,ハクチョ

ウ類やカモ類は湖沼や水田でも見ることができます。 

 こうした野鳥を保護するとともに，愛鳥思想の普及を図

るため，宮城県では愛鳥週間を 5月 10日から 5月 16日に

定めています。大河原管内の小中学校からも，愛鳥モデル

校を 1校選定し，探鳥会などさまざまな活動を行っていま

す。 

 また，愛鳥週間の一環として，愛鳥ポスターコンクール

を実施しており，入賞作品は蔵王町遠刈田温泉にある「こ

とりはうす」に展示されます。宮城県ホームページでも，

過去の入賞作品を見ることができますので，ぜひご覧くだ 

さい。                             【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】 

歳時記（4 月～6 月） 

白石市 鹿の子沼の様子（１月） 

ガンカモ類生息調査と愛鳥週間のお知らせ 

月 日 行　　　　　事 市　町 月 日 行　　　　　事 市　町
1日 久須志神社祭礼 柴田町 3日 白石市民春まつり　片倉公まつり 白石市

2日，9日 桜フェスタしろいし 白石市 3日 青根温泉　花つな 川崎町

四 2日～6月30日 特別展・仙台真田氏の名宝Ⅲ 蔵王町 3日～5日 日本サクラソウ展 白石市

4日 水芭蕉の森開園式 白石市 3日～5日 全日本こけしコンクール・白石市地場産品まつり 白石市

7～21日 おおがわら桜まつり 大河原町 5日 かくだ宇宙っ子まつり 角田市

月 7～24日 しばた桜まつり 柴田町 6日～8日 「母の日に贈る」カーネーション展示即売会 柴田町

8日 玉の木原水芭蕉群生地オープン式 七ヶ宿町 7日～8日 母の日カーネーションフェア 村田町

上旬～下旬 白石城桜まつり 白石市 上旬～11月下旬 ございん市（毎週土日祝日） 蔵王町

上旬～中旬 沢端川夜桜ライトアップ 白石市 上旬 丸森いち 丸森町

11日～5月6日 みちのく公園・花のフェスティバル 川崎町 14日～15日 蛇藤まつり 村田町

19日 神明社春の祭典 川崎町 15日 日本の蔵王ヒルクライム・エコ2016 蔵王町

中旬 阿武隈ライン舟下り安全運航祈願祭 丸森町 15日～11月27日 遠刈田温泉朝市（毎週日曜日） 蔵王町

中旬～5月中旬 齋理屋敷初夏の企画展「端午の節句」 丸森町 中旬～6月上旬 シロヤシオツツジ祭り 蔵王町

22日 蔵王連峰夏山開きと蔵王エコーライン開通式 蔵王町 中旬 春の幸まつり 七ヶ宿町

23日 第10回柴田さくらマラソン（旧一目千本桜マラソン） 柴田町 24日 北蔵王夏山開き 川崎町

26日～5月5日 春の洋ラン展in村田 村田町 28日～29日 南蔵王夏山開き 白石市,七ヶ宿町

29～30日 アラバキロックフェスティバル16 川崎町 28日～6月19日 ポピーまつり 川崎町

29日 春の検断屋敷まつり 白石市 下旬～6月上旬 齋理屋敷特別企画展「山野草水石展」 丸森町

29日 松沢山の火まつり 丸森町 下旬～6月中旬 お～い！丸森スタンプラリー 丸森町

29日～5月5日 かくだ菜の花まつり 角田市 4日～5日 とおがった大道芸20 蔵王町

下旬～5月上旬 角田市郷土資料館「五月飾りと甲冑」 角田市 6日 支倉常長まつり 川崎町

下旬～5月中旬 みやぎ蔵王えぼしすいせん祭り 蔵王町 10日～12日 手作り甲冑展 白石市

10日～12日 そら豆まつり 村田町

上旬 蔵の町むらた工芸市 村田町

中旬 齋理屋敷特別企画展「押し花作品展」 丸森町

中旬 フラワートレッキング（白石スキー場） 白石市

26日 おおがわら梅まつり 大河原町

下旬 うめ～梅まつりｉｎかくだ 角田市

下旬 高蔵寺ホタルまつり 角田市

下旬 夏の風物「上川名ホタル」鑑賞ツアー 柴田町

下旬～7月中旬 第3回しばた紫陽花（あじさい）まつり 柴田町

上旬～7月下旬 沢端川梅花藻ライトアップ 白石市

五
　
　
月

六
　
　
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 28 年 6 月の発行予定です 

  
 

 仙南地域では各地に豚を飼養している生産者がおり，そ

れぞれ衛生管理の行き届いた環境で安全・安心な豚肉を生

産しています。 

 なかには与えるエサや育て方に工夫をこらし，「和豚も

ちぶた」「ＪＡＰＡＮ Ｘ」「しもふり滋養豚」「めぐみ野

ポーク」「ふるさとポーク」といった豚肉を生産販売して

いる生産者もいます。 

 それぞれの銘柄豚は，さっぱりとした味わいのものや，

ジューシーなもの，噛めば噛むほどうまみの出てくるもの

など，特色ある味わいとなっています。 

 これら仙南産の豚肉は，仙南の直売所や県内各地のスーパーマーケット等で販売されているほか，

それぞれの特色を生かした料理として飲食店等で提供されています。見かけましたら，ぜひご賞味く

ださい。                【地方振興事務所畜産振興部・大河原家畜保健衛生所】 

 

     

 

毎年 4 月下旬から 5 月上旬にかけて，角田橋下流

の右岸河川敷に広がる 3.2 ヘクタールに，地元青年

会が丹精込めて育てた菜の花約 250 万本が一面に咲

き誇ります。その様子はまるで「黄色いじゅうたん」

のようです。 

菜の花畑越しには，残雪を冠した雄大な蔵王連峰

を一望できます。蔵王と青い空，そして菜の花の黄

色が見事なコントラストを形成する風景は，角田の 

春の風物詩になっています。              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】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

阿武隈川東岸・菜の花畑（角田市） 

 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 

安全・安心で美味しい！仙南の豚肉 

 みやぎ蔵王三十六景 おすすめスポット 

直売所の様子 


