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 今年 4 月に宮城県大河原地方振興事務所長に着任いたしました峯浦です。 

例年より早めの桜の季節も過ぎ，山々の緑が眩しい季節となりました。

着任後，各地域を訪問し，色々とお話を伺うことができました。白石川を

染める桜並木，北原尾から見上げる雄大な蔵王連峰，悠然と流れる阿武隈

川の渓谷，そして様々な農林畜産物と地域で頑張っている方々。改めて仙

南地域の広さと多様性，地域資源の豊かさ，可能性を感じました。 

震災からの復興を加速化するためには，交流人口の拡大は重要な課題の

一つです。仙南地域には素晴らしい自然や食材，歴史，文化に加え，みや

ぎ蔵王温泉郷や外国人観光客に人気のキツネ村など多くの観光資源があり

ます。また，大河ドラマ「真田丸」の真田家縁の地や史跡も存在し，様々

な取組みも進められています。そして，７月から仙台空港が民営化され、

空港利用者の増加も期待されています。 

このような中，観光交流を更に拡大するためには，各地域が連携

した取組みが重要です。仙南地域はこれまでも各市町の連携が図ら

れてきておりますが，今年度は市町とともに広域観光推進プランを

作成するなど，仙南圏域が連携した取組みを強化していきたいと考

えております。 

当事務所といたしましては，各市町や関係機関，各企業や地域の

皆様と力を合わせて仙南地域の産業振興，活性化に取り組んでまい

りますので，引き続き御理解，御協力を賜りますようお願い申し上

げます。 

 

大河原地方振興事務所長 峯浦 康宏    

今回の主な内容 

◎所長巻頭言（1 ページ） 

◎蔵王『涼』行はいかが？仙台・宮城【伊達な旅】夏キャンペーン 2016（2 ページ） 

 

 

 

    所長巻頭言 ～着任の御挨拶～ 

 

 

 

仙南地域における，宮城県各公所の取組を紹介します。 

「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。 
 
 
 
みやぎ蔵王三十六景 

「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･白石湯沢温泉、 

蔵王町遠刈田温泉、川崎町青根温泉･ 

峩々温泉の総称です。 
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7 月 1 日(金)から 9 月 30 日(金)まで、仙台･宮城【伊達な旅】

夏キャンペーンが開催されます。キャンペーン期間中は，7 月

2 日(土)のオープニングイベント（白石城（雨天時はＪＲ白石蔵

王駅構内））を皮切りに，各地で様々な楽しいイベントが開催さ

れます。 

また，昨年に引き続き行われる特別企画「ナゾ解き発見ゲー

ム『県南ご当地キャラクターを探せ！』」では，クイズを解い

て県南エリアのどこかに隠れたキャラクターを見つけると，抽

選で豪華賞品が当たります。みやぎ県南エリアは，高原や湖，

渓流など，自然があふれる『涼』の国です。夏休みは家族そろ

って蔵王『涼』行にお出かけください！ 

【地方振興事務所 地方振興部】 

 

 

 

東日本大震災からの復興に前向きに取り組んでいる企業や団体

等を村井知事が訪問する「“みやぎの復興現場”訪問」が６月１日

（水）に大河原管内で開催されました。 

今回の訪問先は，蔵王町で障がい者を働き手へ育成する取組を行

っている「はらから蔵王塾」と，震災後川崎町に酒蔵を移して，酒

造業を営んでいる「株式会社 新澤醸造店 川崎蔵」です。 

はらから蔵王塾では，塾生の方々の実習の様子や施設を見学し，

今後の取組内容などの報告がありました。株式会社新澤醸造店では

酒蔵を見学し，大崎市三本木での震災当時の映像を視聴した後，復

興に向けて様々な商品開発を行っているとの説明がありました。ま

た，青根温泉旅館組合と峩々温泉からは，観光客をもてなす様々な

取組が説明され，誘客に向けた更なるＰＲについて要望されました。 

知事からは，今回の訪問先の若い方々の活躍を期待し，県や町も応援していくとお話がありました。 

【地方振興事務所 地方振興部】 

 

 

 

県内で唯一「日本さくら名所１００選」に選ばれている船

岡城址公園と白石川堤一目千本桜を結ぶ歩道橋「しばた千桜

橋」が，今年４月に完成しました。橋は昨年３月にプレオー

プンし，公園と白石川堤の間を遠回りせずに行き来できるよ

うになりましたが，このたび，橋にスロープが新設され，ベ

ビーカーや車椅子利用者も渡ることができるようになり，さ

らに便利になりました。 

今年の花見シーズンには，多くの観光客がこの橋を渡って，

桜の“はしご”を楽しんでいました。桜の季節はもちろんの

こと，夏は紫陽花，秋は曼珠沙華など，季節の花々に彩られ

た船岡城址公園へ，是非お出かけください。 

【地方振興事務所 地方振興部】 

    Topics 

知事が川崎町・蔵王町を訪問 「“みやぎの復興現場”訪問事業」 

柴田町の『しばた千桜橋』が完成 より便利な橋に 

「蔵王『涼』行」はいかが？仙台・宮城【伊達な旅】夏キャンペーン 2016 

今年のＯＰイベントも，キャラクターが大集合！ 

（画像は昨年の様子） 

 

橋を渡って花巡りをお楽しみください。 

川崎町での活動報告の様子 
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4 月 21 日(木)に㈱ゼルコバドリームのヨーグルト工房「Atreyu（アトレ

イユ）」の落成式が行われました。同社は平成 26 年に法人化した蔵王町の

酪農家で，乳牛が過ごしやすい環境作りや美味しい飼料作りに力を入れてい

ます。 

今回，県の事業でヨーグルト加工施設を導入し，ヨーグルト製造販売部門

が始動しました。自社こだわりの生乳にぴったり合う製造方法を検討し，何

度も試作を繰り返して仕上がった味が濃くクリーミーな「酪農家の手作りヨ

ーグルト」が味わえますので，ぜひ皆様もお立ち寄りください。 

普及センターでは，地域で先進的な取組をしている㈱ゼルコバドリームを

先導役に，地域の酪農業がさらに発展するよう，関係機関等と連携しながら

支援していきます。  

♪工房営業時間 11 時～15 時（水曜定休） 

【地方振興事務所 農業振興部・農業改良普及センター】 

 

 

 

 

従来，タマネギは 10 月中旬から 11 月上旬に定植し 6 月に収穫する

「秋まき栽培」で，東北地区の収穫が終了する時期（7 月）から北海道

の収穫が始まる時期（8 月）が端境期となり，国内では新タマネギの品

薄の時期となります。 

そこで，今年 4 月から川崎町の生産者と関係機関が連携し，端境期出

荷が可能な「春まき栽培」の実証試験を始めました。今回定植したもの

は 7 月下旬から 8 月上旬にかけて収穫する栽培方法です。 

春まき栽培は北陸・東北地区の生産者からの関心も高く，この栽培方

法が定着すれば産地の拡大にもなることから，実需業者からの期待も大

きいと考えられます。今年度から，ＪＡみやぎ仙南や農業・園芸総合研 

究所等の関係機関と連携しながら，省力化・規模拡大に向け春まきタマネギ栽培の機械導入を支援していきます。 

        【地方振興事務所 農業振興部・農業改良普及センター】 

 

 

 

現在，農地整備事業を実施するための調査計画を柴田町船岡

の中名生，下名生地区で行っています。農地整備とは，水田等

の区画を拡大し排水を良くして，農業の生産性を高め，規模拡

大したい農業の担い手へ農地を集約し，安定した農業経営を行

えるようにする事業です。 

整備の際に，地域の環境に配慮するため，魚類や昆虫類，植

物の調査を昨年の夏季と秋季に実施した結果，準絶滅危惧種に

選定されている「ジュズカケハゼ」や「トウキョウダルマガエ

ル」，「マルタニシ」など希少な魚類等が確認されました。 

今後は，これらの確認された動植物を保護するため，生態環

境に配慮した工事計画を作成し，事業を推進していきます。 

 ※準絶滅危惧種：「レッドデータブック２０１４(環境省)」に 

よる。 

【地方振興事務所 農業農村整備部】 

 

蔵王町にヨーグルト工房が完成 「牛の顔，人の顔が見える製品づくり」 

美味しく育て！ 川崎町で「春まきタマネギ」定着に向け実証試験 

柴田町の中名生・下名生地域の「生き物調査」 準絶滅危惧種を発見！ 

定植の様子。今は大きくなっている頃でしょうか。 

←上から「ジュズカケハゼ」，「トウ 

キョウダルマガエル」，「マルタニシ」 

調査結果
項　目 確認された種類 主　な　種　名

魚類 12種 ｷﾞﾝﾌﾞﾅ,ﾏﾙﾀ,ﾀﾓﾛｺ,ﾄﾞｲｼﾞｮｳなど
両生類 2種 ﾆﾎﾝｱﾏｶﾞｴﾙ,ﾄｳｷｮｳﾀﾞﾙﾏｶﾞｴﾙ
その他水生生物 5種 ﾏﾙﾀﾆｼ,ﾇﾏｴﾋﾞ,ｱﾒﾘｶｻﾞﾘｶﾞﾆなど
植物 371種 ｱｾﾞﾅ,ｲﾎﾞｸｻ,ｵﾓﾀﾞｶ,ｵｵﾊﾞｺなど
昆虫類 176種 ﾄﾝﾎﾞ,ﾁｮｳ,ｶﾒﾑｼ,など

（上）落成式の様子 （下）この看板が目印！ 
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仙南地域医療対策委員会では，4 月 19 日(火)に仙南地域の医療従事者

及び市町関係者を対象として「生活習慣病対策講演会」を開催しました。 

講演会では，医療機関と行政が連携した保健指導実施体制や，みやぎ

県南中核病院の管理栄養士が地域の医療機関で栄養指導を行う取組が紹

介されました。また，特別講演として，糖尿病患者を地域で支えるため

のスタッフ育成や医療連携などに長年取り組まれている，NPO 法人西東

京臨床糖尿病研究会理事 宮川高一先生から，「地域の糖尿病医療事情を

踏まえた医療連携システムの構築が大切である」「高齢化による生活圏の

狭まり・認知症等の視点を持つことが今後重要になる」など，分かりや

すく教えていただきました。 

生活習慣病は予防が基本ですが，罹患してからの重症化予防も大切です。今後も生活習慣病の対策について，

医療機関と地域が連携した取組を行ってまいります。              【仙南保健福祉事務所】 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    お知らせ 

生活習慣病対策講演会を開催 

蔵王自然の家で大自然にたっぷりと浸り，素敵な思い出をつくりませんか？ 

「初心者のための山ガール教室」 

～夏編・秋編～ 

日程：夏…7 月 23 日(土)→蔵王山麓 

秋…10 月 1 日(土)→蔵王山麓 

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。今年度

から新たに冬編を設定しま

した。（スノーシュートレッキング等を予定） 

参加費：各回 2,000 円程度 

 

「環境と登山」Ⅱ・Ⅲ（Ⅰは募集終了） 

日程：Ⅱ 7 月 17 日(土)～18 日(日)    

  Ⅲ 8 月 27 日(土)～28 日(日)    

対象：40 歳以上の初心者の方（各

回 25 人程度） 

内容：安全登山の知識，方位磁針

を利用した地図の読図，蔵

王の歴史と環境，蔵王山麓

での実践登山等 

参加費：各回 3,500 円程度 

「親子で学び遊ぼう in 蔵王」 

日程：9 月 17 日(土) 

対象：未就学児とその保護者 

（各回 家族 30 組 100 人程度） 

内容：ハイキング，草原で動物

と触れ合い，ケヤキブラン

コ，沢遊び，ニジマスつか

み，野外炊飯，木の実クラ

フト等 

参加費：1,500 円程度 

◯申し込み：往復はがきでの申し込みになります。 
（自然の家ホームページから開催要項をダウンロードして下さい。） 
◯お問合せ：蔵王自然の家 

☎0224－34－2101 FAX 0224－32－2102 
ＨＰ：http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/zao-syounen/ 
Facebook：https://www.facebook.com/zao.sizen/ 
 

ＨＰの→         Facebook の→ 
QR コード       QR コード 

 

講演会の様子 

http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/zao-syounen/
https://www.facebook.com/zao.sizen/
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県では，平成 25 年度から過疎地域の集落が必要とする農作業

などを支援する，『集落支援事業』を実施していますが，今年度は

丸森町筆甫地区で『へそ大根』づくりに向けた大根の種まきのボ

ランティアを募集します。 

へそ大根とは，輪切りにした大根を茹でて串に刺し 1 ヶ月乾燥

させたもので，乾燥してできた穴が「おへそ」に見えることから

名付けられた凍み大根です。「ひっぽのへそ大根」として，昔から

筆甫地区で愛されてきました。 

12 月には今回植えた大根の収穫も予定しています。丸森町筆

甫地区の農家の方々と交流を深めながら，へそ大根づくりをお手

伝いしてみませんか？多くの方々の参加をお待ちしております。 

 

◯日時：8 月 28 日(日) 

※時間・場所等の詳細は県農村振興課ＨＰに掲載します。 

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

◯申込・お問合せ：筆甫まちづくりセンター（TEL：0224-76-2111） 

【地方振興事務所 農業農村整備部】 

 

 

 

 

【狩猟免許試験について】 
平成 28 年度の試験は下記により行われます。 
 

開催年月日 場    所 

平成 28 年 7 月 23 日（土）「全種」 宮城県クレー射撃場（村田町） 

平成 28 年 8 月 28 日（日）「全種」 宮城県庁行政庁舎（仙台市） 

平成 28 年 9 月 24 日（土）「全種」 宮城県大河原合同庁舎（大河原町） 

 平成 28 年 10 月 19 日（水）「わな猟限定」 蔵王町ふるさと文化会館（蔵王町） 

※時間：午前 9 時 15 分から午後 5 時まで 
試験日から 2 週間前までの受付 
 

【狩猟免許の更新について】 
平成 28 年度の更新は下記により行われます。 
 

１ 開催日程及び対象者 

開催年月日 対象者（住所を有する方） 

平成 28 年 7 月 22 日（金） 
白石市，蔵王町，七ヶ宿町，大河原

町，村田町，柴田町，川崎町 

平成 28 年 8 月 6 日（土） 角田市，丸森町 

２ 開催場所   宮城県クレー射撃場（村田町大字足立字大平山 1-24） 
３ 時  間   午前 9 時 15 分から午後 5 時まで 
４ 受付期間   試験日から１週間前まで 
 

◯お問合せ：大河原地方振興事務所林業振興部森林管理班（☎0224-53-3252） 
【地方振興事務所 林業振興部】  

「ひっぽのへそ大根」づくり 農家のお手伝いしませんか？ 

平成 28 年度狩猟免許試験及び更新 

収穫した大

根は，くし

にさして乾

燥させます

→ 

←種まきの

様子 

http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/nosonshin/
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【在職者訓練のご案内（前期）のご案内】 

科   名 
① HTML タグによるホームページ作成  ②Word2013 基礎 

③ Excel2013 応用 ④PowerPoint2013 応用 

対   象 

定   員 

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  

時   間 

①，②・・・7/9(土),10(日)  ③，④･･･7/23(土),24(日) 

午前９時 20 分～午後３時 40 分 

申し込み期限 ①，②･･･6/29(水), ③，④･･･7/13(水), 

費   用 教科書代 約 3,000 円 

 

【オープンキャンパス 2016 を開催します！】 

学校全体の概要，訓練科（通信システムエンジニア科，プログラムエン

ジニア科）の説明，施設見学の他に，体験授業を用意しています。実際に

授業を体験することで，どんなことを勉強するのかイメージできます。 

在校生が皆さんのサポートを行いますので，「私でもできるかな？」と不

安に思っている人も大丈夫。安心して下さい！ 

予約は不要です。また，保護者の方や現在求職中の方も参加できます。 

たくさんのご来場をお待ちしています！ 

◯日時：6 月 25 日(土)，8 月 19 日(金) 9 時 30 分～受付 

 ◯問い合わせ：白石高等技術専門校 ☎0224-35-1511 

【白石高等技術専門校】   

 

 

 

 夏は，細菌性食中毒に注意しましょう！食中毒事件は通年で発生しますが，特に夏場はカンピロバクターや腸管

出血性大腸菌による「細菌性食中毒」が多くなっています。 

 近年では，肉焼き用のトングを交換せずに盛り付けにも使用したためカンピロバクターに感染したり，未加熱・

加熱不十分の食肉から O157（牛や豚などの家畜の腸内にいる病原大腸菌の一つ）に感染した事例が見られます。 

これらの菌に感染しないよう，衛生管理はしっかり行いましょう。特に子供や高齢者は感染症が重症化しやすい

ので，お肉はよく焼いてから食べましょう！ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
【仙南保健福祉事務所】   

白石高等技術専門校 在職者訓練(前期)及びオープンキャンパス 

これからの季節，食中毒に注意！～お肉はしっかり焼きましょう！～ 

0

20

40

60

80

100

120

140

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

発
生

件
数

（月）

細菌性・ウイルス性食中毒の月別発生件数

細菌性

（カンピロバクター，病原大腸菌など）

ウイルス性

（ノロウイルスなど）

厚生労働省「平成27年食中毒発生状況」

（件）

細菌性食中毒
が増加！！



SENNAN THE KING 

- 7 - 
 
 

 

平成 28 年 4 月 1 日から「障害者差別解消法」が施行されました。 

 この法律では，障害を理由とする差別（正当な理由なくサービスの提供を拒否され

たり，制限や条件を付される行為）や社会的障壁（利用しにくい施設や設備，障害の

ある方を意識していない慣習，障害のある方への偏見など）を取り除くため，県や市

町村等の行政機関や民間事業者に対して合理的配慮を求めることで，障害のある人も

ない人も共に暮らせる社会を目指しています。 

これを受けて県では，対応要領を策定し障害を理由とする差別の解消や障害特性の

理解の促進に努めています。詳しくは，県のホームページ 

http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/syoufuku/sabetu.html を御覧ください。 

【仙南保健福祉事務所】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※行事予定は変更される可能性がありますので，お出かけ前に市町などにお問合せください。 

 

障害のある人もない人も，「その人らしさ」を認め合おう～障害者差別解消法～ 

せんなん歳時記 

月 日 行　　　　　事 市　町 月 日 行　　　　　事 市　町

1日 角田駅前星空観察会 角田市 1～31日 とうもろこし「味来」販売推奨期間 村田町

1～5日 齋理屋敷特別企画展「山野草盆栽展」 丸森町 6日 齋理幻夜 丸森町

4日 春の野草研究会 白石市 6日 竹とうろう 丸森町

4日
柴田町観光物産交流館「さくらの里」農産物直売所「結
友」開館5周年記念感謝祭

柴田町 7日 るぽぽかわさき自然塾 川崎町

4～5日 とおがった大道芸20 蔵王町 9日 白石夏まつり（パレード） 白石市

5日 青空Ｓhopかくだ駅 角田市 13日 おおがわら夏まつり 大河原町

5日 第23回川崎町支倉常長まつり 川崎町 14日 かくだふるさと夏まつり 角田市

7～26日 齋理屋敷特別企画展「古布リメイク展」 丸森町 17日 宗高公まつり花火大会 村田町

上旬～7月下旬 白石城下梅花藻ライトアップ 白石市 20日 七ヶ宿火まつり 七ヶ宿町

10～12日 手作り甲冑展 白石市 中旬 第１０４回遠刈田温泉仮装盆踊り大会 蔵王町

10～12日 そら豆まつり 村田町 21日 第31回わらじで歩こう七ヶ宿 七ヶ宿町

11～12日 蔵の町むらた・工芸市 村田町 1日～11月末 阿武隈ライン舟下り「いも煮舟」 丸森町

12日 押し花教室 丸森町 4日～10月31日 かかしまつり 丸森町

17～18日
ちょい食べ、しばたび
夏の風物「上川名ホタル」と鎌倉時代史跡「富沢磨崖仏
群」鑑賞ツアー

柴田町 10～11日 第28回全国伝統こけしろくろまつり 蔵王町

17日～7月3日 第３回「しばた紫陽花（あじさい）まつり」 柴田町 10日～10月16日 コスモス＆コキアdeCOKOフェスタ 川崎町

18日 フラワートレッキング 白石市 上旬 第4回みやぎ蔵王梨まつり 蔵王町

18日 能・狂言鑑賞会 白石市 上旬 はやぶさまつり「宇宙っ子科学屋台村」 角田市

18日 コスモハウス親子宇宙教室 角田市 17～25日 舘矢間ひまわりまつり 丸森町

19日 うめ～梅まつりinかくだ 角田市 18日 しろいし蔵王高原マラソン大会 白石市

19日 おおがわら梅まつり 大河原 中旬～10月上旬 しばた曼珠沙華まつり 柴田町

19日 シルク和紙紙漉体験 丸森町 24～25日 新米まつり 村田町

21日 笹巻きの会 白石市

25日 高蔵寺ホタルまつり 角田市

25～26日 ウチョウラン（羽蝶蘭）展 村田町

26日 齋理ざっと昔 丸森町

28～30日 齋理屋敷特別企画展「夫婦展」 丸森町

1～3日 壽丸屋敷　夏きもの・ゆかたまつり 白石市

16日～10月30日（土
日祝）

宮城蔵王の星空鑑賞「空中さんぽde星空さんぽ」 蔵王町

16日～8月21日 夏フェア2016 川崎町

23～24日 白石城月の宵祭り 白石市

下旬 ザ・フェスティバルinしばた 柴田町

下旬 みちのく川崎花火フェスタ 川崎町

六

月

七

月

八

月

九

月

http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/syoufuku/sabetu.html


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 

ＨＰ：http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/oksgsin-e/ 

 

    仙南の地産地消 ～『みやぎ蔵王三十六景 地域の逸品』紹介 さわやか初夏のスイーツ編～ 

 

今回は，旬の食材を使った『みやぎ蔵王三十六景 地域の逸品』を紹介します。ぜひご賞味あれ！
 

風味豊かな「そらまめ」の逸品 

今が旬！村田町産のそらまめを使ったお菓子はいかが

でしょうか。丁寧に仕上げたそらまめ餡を包んだ「そら

まめ大福」や，そらまめの乾燥粉末を練り込んだ「そら

まめアイス」「そらまめようかん」など，どれもそらまめ

本来の風味を活かした逸品です。村田町の「道の駅「村

田」」等で販売しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さっぱりとした「梅」の逸品 

大河原町産の梅を使った甘酸っぱい逸品はこれから

の季節にぴったり！青梅の実をまるごと一個浮かべた

涼しげなゼリー「うめ 果
か

りり」と，梅そのものの澄ん

だ味を楽しめる飴「うめ 輝
き

らり」，どちらも大河原商

業高校の生徒がプロデュースしています。うめ果りり

は大河原町の「菓子匠 喜多屋」，うめ輝らりは同町「も

ちぶた館」等で販売しています。 
      
 

 

 

 

 

 

 

 

蔵王連峰には，イワカガミやチングルマなど数多くの高山植物が自

生していますが，中でも駒草平には蔵王の代表的な高山植物「コマク

サ」の群生地があります。 

 花の姿が馬（駒）の顔に似ていることから名前がつけられ，花言葉

は「誇り」。荒涼とした大地に可憐なピンクの花を咲かせ，訪れる人々

を楽しませてくれます。見頃は 6 月中旬から 7 月下旬までです。 

 梅雨が終われば夏本番！県では「仙台・宮城【伊達な旅】夏キャン

ペーン」を７月１日から実施します。ぜひ仙南地域の大自然の中で，

『涼』を感じる旅を楽しんでみてはいかがでしょうか。            

【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。 

次 号 は 平 成 28 年 ９ 月 の 発 行 予 定 で す 

表題『SENNAN THE KING』について 

    みやぎ蔵王三十六景  ～夏のおすすめ『涼』スポット 「駒
こま

草
くさ

平
だいら

」～ 

駒草平を彩る「コマクサ」の花 

（出典：みやぎデジタルフォトライブラリー） 

↑そらまめ大福。 
クリーミーな味わいです♪ 

↑うめ果りり。 
まるごと梅が特徴！ 

【地方振興事務所 地方振興部】 

✿ こちらもぜひご覧ください ✿ 

仙南地域情報ブログ「見てイガイん！仙南の魅力」 

http://blog.goo.ne.jp/sennanigain  

 

 

 

みやぎ蔵王温泉郷 Facebook  

https://www.facebook.com/miyagizao.onsen  

『みやぎ蔵王三十六景 地域の逸品』仙南産の素材を主原料として製造した食品を，仙南地域の優れ
たお土産品として推奨しています。詳しくはＨＰをご覧ください。
http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/oksgsin-e/36kei-tiiikinoippin.html  

mailto:oksinbk@pref.miyagi.jp
http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/oksgsin-e/
http://blog.goo.ne.jp/sennanigain
https://www.facebook.com/miyagizao.onsen
http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/oksgsin-e/36kei-tiiikinoippin.html

