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新型コロナウイルス感染症の感染拡大によ
り、内容が変更または中止となる可能性があ
ります。
お出掛けの際は、マスクを着用し、発熱や風
邪のような症状がある場合は出掛けないなど
「新しい生活様式」の実践をお願いします。

気仙沼・本吉地域 ［南三陸町］

南三陸町商工観光課
☎０２２６（４６）１３８５

●問

「みちのく潮風トレイル」は、青森県
八戸市から福島県相馬市までの太
平洋沿岸をつなぐ自然歩道です。
南三陸町ルートでは、５月頃にツツ
ジが咲き誇ることで有名な田束山
や、景勝地神割崎といった雄大で美
しい自然を眺めながらトレッキング
ができます。また、入谷エリアでは、
江戸時代後期に建設された松笠屋
敷をはじめ、里山の豊かな自然や田
園風景を楽しむことができます。

ＺＡＯＣ（ザオック）
http://www.zaoc.org/

●問

川崎町は、渓谷の雄大な自然の中
で「キャニオニング」を楽しむこと
ができます。キャニオニングは、天
然のウォータースライダーを滑り
降りたり、ダイナミックに滝つぼへ
飛び込んだり、大自然で思いっき
り遊ぶことができる夏におすすめ
のアクティビティです。この夏、非
日常の世界を冒険し
て み て は い か が で
しょうか。

登米地域 ［登米市］

登米市迫町北方字天形161-84
長沼フートピア公園案内所
☎0220（22）7600

●
●
所
問

魅力あふれる
夏の長沼

長沼周辺には、本場オランダから
取り寄せた風車や長さ111㍍の
ローラーすべり台、アスレチック遊
具、キャンプ場などを備える「長沼
フートピア公園」があり、日帰り温
泉施設もあります。また、8月頃は
美しいハスも見頃になっていま
す。魅力いっぱいの長沼湖畔で、
すてきなひとときをお過ごしくだ
さい。

栗原地域 ［栗原市］ 仙台地域 ［全域］

仙台・松島エリア14市町村を舞台に、スマートフォンを使ったデジタルスタンプラ
リーを開催します。特設ウェブページ上のクイズに答える「おうちでクイズラリー」と、
対象スポットを巡る「めぐってスタンプラリー」。クイズにチャレンジして地域の隠れ
た魅力を発見したり、実際に体感したりと、仙台・松島エリアを満喫できます。春・夏
シーズンも7月25日(日)まで開催中ですので、ぜひご参加ください。

大崎地域は、さまざまな「ものづくり」工場があり、自動車産業、機械工場、食品
製造など高度な技術で私たちの暮らしを支えています。こうした工場の見学と、
工場ならではの「ものづくり」を体験できる親子向けイベント「おおさきファクト
リーテーマパーク」を開催します。夏の大崎を訪れ、大人と子どもで楽しめる社
会科見学に参加しませんか。参加者には近隣の直売所などで使えるクーポンを
プレゼントします。大崎地域の味覚も併せてお楽しみください。

［夏・秋シーズン］ 7月27日（火）～10月24日（日）
仙台地方振興事務所 ☎022（275）9140

●
●
日
問

石巻地域 ［東松島市］

宮城オルレ 奥松島コース

ズッキーニは、カボチャの仲間
で、ずんぐりとしたキュウリの
ような見た目の緑色種が一般
的ですが、黄色種や球形など
の種類もあります。栗原市は
東北有数の産地で、約70人の
生産者が栽培をしています。
毎朝、日の出とともに収穫作業
が行われ、その日のうちに「栗っこズッキーニ」として県内外に
出荷されます。今が旬の栗原産ズッキーニを、栗原市内や県

内のスーパー、農産物直
売所等でぜひお買い求
めいただき、サラダ、カ
レー、ラタトゥイユなどさ
まざまな料理でおいしく
お召し上がりください。

北部地方振興事務所栗原地域事務所農業振興部
☎0228（22）9404

●問

大崎地域 ［全域］

大崎のものづくりを体験する親子向けイベント

仙南地域 ［全域］

爽快！ キャニオニング

東松島市商工観光課 
☎0225（82）1111

●問

「宮城オルレ奥松島コー
ス」は、美しい自然と縄
文からの歴史を感じな
がら宮戸島を一巡りする
全長１０㌔のトレッキング
コースです。コース序盤
は、「さとはま縄文の里 
史跡公園」にある日本最
大級の貝塚を見学し、縄
文時代の生活や風景を
体験できます。天気の良
い日は、松島四大観の一
つ「大高森」から金華山や蔵王連峰、船形山、栗駒山を望むことができます。その

他にも素敵なスポットが盛りだくさんの
コースとなっておりますのでぜひお越しくだ
さい。

みちのく潮風トレイル
南三陸町ルート

たつがねさん
し だい かん

今が旬 栗原産ズッキーニ めぐって おうちで #せんだいWOW！ な
スタンプ&クイズラリー 夏・秋

栗っこズッキーニ
キャラクター

「クリッキーニョ」

レシピは
こちら ▼

ラタトゥイユ（写真提供：カゴメ株式会社）

（写真提供：株式会社木の屋石巻水産美里工場）

7月～9月　  参加企業の工場（現地集合） 
北部地方振興事務所 ☎0229（91）0744

●
●
日
問

●所 ※開催日、会場の詳細は
　HPをご覧ください。
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新型コロナウイルス感染症の感染拡大によ
り、内容が変更または中止となる可能性があ
ります。
お出掛けの際は、マスクを着用し、発熱や風
邪のような症状がある場合は出掛けないなど
「新しい生活様式」の実践をお願いします。
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南三陸町商工観光課
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「みちのく潮風トレイル」は、青森県
八戸市から福島県相馬市までの太
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南三陸町ルートでは、５月頃にツツ
ジが咲き誇ることで有名な田束山
や、景勝地神割崎といった雄大で美
しい自然を眺めながらトレッキング
ができます。また、入谷エリアでは、
江戸時代後期に建設された松笠屋
敷をはじめ、里山の豊かな自然や田
園風景を楽しむことができます。

ＺＡＯＣ（ザオック）
http://www.zaoc.org/
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川崎町は、渓谷の雄大な自然の中
で「キャニオニング」を楽しむこと
ができます。キャニオニングは、天
然のウォータースライダーを滑り
降りたり、ダイナミックに滝つぼへ
飛び込んだり、大自然で思いっき
り遊ぶことができる夏におすすめ
のアクティビティです。この夏、非
日常の世界を冒険し
て み て は い か が で
しょうか。
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魅力あふれる
夏の長沼

長沼周辺には、本場オランダから
取り寄せた風車や長さ111㍍の
ローラーすべり台、アスレチック遊
具、キャンプ場などを備える「長沼
フートピア公園」があり、日帰り温
泉施設もあります。また、8月頃は
美しいハスも見頃になっていま
す。魅力いっぱいの長沼湖畔で、
すてきなひとときをお過ごしくだ
さい。

栗原地域 ［栗原市］ 仙台地域 ［全域］
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た魅力を発見したり、実際に体感したりと、仙台・松島エリアを満喫できます。春・夏
シーズンも7月25日(日)まで開催中ですので、ぜひご参加ください。

大崎地域は、さまざまな「ものづくり」工場があり、自動車産業、機械工場、食品
製造など高度な技術で私たちの暮らしを支えています。こうした工場の見学と、
工場ならではの「ものづくり」を体験できる親子向けイベント「おおさきファクト
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ズッキーニは、カボチャの仲間
で、ずんぐりとしたキュウリの
ような見た目の緑色種が一般
的ですが、黄色種や球形など
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大崎地域 ［全域］

大崎のものづくりを体験する親子向けイベント
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東松島市商工観光課 
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文からの歴史を感じな
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