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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。

問

仙台地域 ［大和町］

大和町商工観光課
☎022（345）1184

●問

七ツ森

七ツ森は、笹倉山、松倉山、撫倉山、
大倉山、蜂倉山、遂倉山、鎌倉山の
七峰の総称です。それぞれの山頂
には薬師如来像が安置されています。
七つの薬師如来を一日で詣でる
ことを「七薬師掛け」と言い、踏破
すると無病息災が叶うと伝えられ
ています。秋には紅葉を楽しみな
がら登山することが出来ます。遊
歩道もありますので、体力と相談
しながらお楽しみください。

石巻地域 ［女川町］

12月上旬～1月上旬
女川駅前広場
同制作委員会
☎0225（54）3131

●
●
●

日
所
問

東部地方振興事務所
登米地域事務所地方振興部
☎0220（22）6123

●問

スターダスト・ページェント
「海ぼたる」

スターダスト・ページェント「海ぼた
る」は、女川町の冬の風物詩として
親しまれています 。町 内 有 志 が
1998年から始めたこのイルミネー
ションは、震災後も途切れることなく
行われ、今年で24回目の開催となり
ます。シンボルツリーを中心に約５万
球ものLED電球が華やかに彩り、訪
れる人の目を楽しませてくれます。

登米地域 ［登米市］

気仙沼・本吉地域 ［気仙沼市］

冬の風物詩「気嵐」

「気嵐」は、陸上の冷たい
空気が海へゆっくり移
動し、海から出ていた水
蒸気が冷やされること
で発生する現象で、気仙
沼の冬の朝の風物詩と
なっています。海水温と
大気の大きな気温差な
ど、いくつか の 条 件が
整ったときにしか見られ
ませんが、気仙沼湾横断
橋や気仙沼大島大橋をバックに、湾内を進む漁船と太陽の光を浴びた気嵐が

織りなす風景は、冬の寒さを忘れ
てしまうような絶景です。この時
期だけの神秘的な風景に出会え
たら感動間違いなしです。

一般社団法人
気仙沼観光コンベンション協会
☎０２２６（２２）４５６０

●問

有備館は、江戸時代に岩出山伊達家によって開設された学
問所です。現存する御改所と庭園などは、国の史跡および名
勝に指定されています。今年は伊達政宗公が岩出山を本拠
としてから430年の節目を迎えます。天正１９年（１５９１
年）、豊臣秀吉の奥羽再仕置に伴い、旧大崎領を担当した徳
川家康から岩手沢城を引き渡された政宗は、ここを「岩出山
城」と改め、新たな本拠とするため、城と町の本格的な整備
に着手することとなりました。本企画展では、残されている
絵図を分析し、始めに城の設計を行った徳川家康や政宗が

関わった当時の城や町の様子を考察します。また、関連行事
として当時の城や町がどのように残されているのか、実際に
歩いてたどる企画も案内しています。

みやぎ蔵王山麓の温泉地にある伝説。
カニとウナギの腕くらべの末、ウナギ
の尾は「遠刈田温泉」へ、胴は「峩々
温泉」へ、頭は「青根温泉」へ飛んで
いったことから、それぞれ足腰・胃腸・
頭に効くと伝わっています。また、里人
が鎌の先で掘り当てたとされる「鎌
先温泉」、源義経の家臣が発見した
とされる「小原温泉」は、「傷に鎌先、
目に小原」と言われ、親しまれてきま
した。多彩な泉質を持つ「みやぎ蔵
王温泉郷」の名湯巡りはいかがで
しょうか。

令和2年11月に公式SNS（ツイッター
とインスタグラム）「ほっとめーしょん」
を開設し、登米地域の魅力あふれる
ホットな情報をお届けしています。
今の時期は、心も体も温まる「はっと
汁」や、登米産の完熟リンゴで作った
スイーツやパン、街を彩るイルミネー
ションなどを紹介して
います。ぜひフォローを
お願いします。

11月28日(日)まで　　旧有備館および庭園
旧有備館 ☎0229（72）1344

●
●
日
問

●所

大崎地域 ［大崎市］

有備館秋季企画展「絵図から読み解く岩出山の城と町」

問

栗原地域 ［栗原市］

11月～３月（要予約）
花山漁業協同組合事務局

（道の駅路田里はなやま内）
☎0228（56）2265

●
●
日
問

大河原地方振興事務所
☎0224（53）3182

●問

ワカサギ釣り in
花山湖

冬の醍醐味である「ワカサギ釣
り」を、花山湖では暖かく快適な
ドーム船の中で楽しめます。ワカ
サギは群れに出会わないとなか
なか釣れない魚ですが、ドーム船
の場所が良く、昨年度は1日に何
百匹も釣れたことも。この冬は花
山湖へぜひどうぞ。

仙南地域 ［全域］

みやぎ蔵王温泉郷

けあらし

ドーム船

岩出山要害館下絵図（大崎市教育委員会所蔵）
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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。

問

仙台地域 ［大和町］

大和町商工観光課
☎022（345）1184

●問

七ツ森

七ツ森は、笹倉山、松倉山、撫倉山、
大倉山、蜂倉山、遂倉山、鎌倉山の
七峰の総称です。それぞれの山頂
には薬師如来像が安置されています。
七つの薬師如来を一日で詣でる
ことを「七薬師掛け」と言い、踏破
すると無病息災が叶うと伝えられ
ています。秋には紅葉を楽しみな
がら登山することが出来ます。遊
歩道もありますので、体力と相談
しながらお楽しみください。

石巻地域 ［女川町］

12月上旬～1月上旬
女川駅前広場
同制作委員会
☎0225（54）3131

●
●
●

日
所
問

東部地方振興事務所
登米地域事務所地方振興部
☎0220（22）6123

●問

スターダスト・ページェント
「海ぼたる」

スターダスト・ページェント「海ぼた
る」は、女川町の冬の風物詩として
親しまれています 。町 内 有 志 が
1998年から始めたこのイルミネー
ションは、震災後も途切れることなく
行われ、今年で24回目の開催となり
ます。シンボルツリーを中心に約５万
球ものLED電球が華やかに彩り、訪
れる人の目を楽しませてくれます。

登米地域 ［登米市］

気仙沼・本吉地域 ［気仙沼市］

冬の風物詩「気嵐」

「気嵐」は、陸上の冷たい
空気が海へゆっくり移
動し、海から出ていた水
蒸気が冷やされること
で発生する現象で、気仙
沼の冬の朝の風物詩と
なっています。海水温と
大気の大きな気温差な
ど、いくつか の 条 件が
整ったときにしか見られ
ませんが、気仙沼湾横断
橋や気仙沼大島大橋をバックに、湾内を進む漁船と太陽の光を浴びた気嵐が

織りなす風景は、冬の寒さを忘れ
てしまうような絶景です。この時
期だけの神秘的な風景に出会え
たら感動間違いなしです。

一般社団法人
気仙沼観光コンベンション協会
☎０２２６（２２）４５６０

●問

有備館は、江戸時代に岩出山伊達家によって開設された学
問所です。現存する御改所と庭園などは、国の史跡および名
勝に指定されています。今年は伊達政宗公が岩出山を本拠
としてから430年の節目を迎えます。天正１９年（１５９１
年）、豊臣秀吉の奥羽再仕置に伴い、旧大崎領を担当した徳
川家康から岩手沢城を引き渡された政宗は、ここを「岩出山
城」と改め、新たな本拠とするため、城と町の本格的な整備
に着手することとなりました。本企画展では、残されている
絵図を分析し、始めに城の設計を行った徳川家康や政宗が

関わった当時の城や町の様子を考察します。また、関連行事
として当時の城や町がどのように残されているのか、実際に
歩いてたどる企画も案内しています。

みやぎ蔵王山麓の温泉地にある伝説。
カニとウナギの腕くらべの末、ウナギ
の尾は「遠刈田温泉」へ、胴は「峩々
温泉」へ、頭は「青根温泉」へ飛んで
いったことから、それぞれ足腰・胃腸・
頭に効くと伝わっています。また、里人
が鎌の先で掘り当てたとされる「鎌
先温泉」、源義経の家臣が発見した
とされる「小原温泉」は、「傷に鎌先、
目に小原」と言われ、親しまれてきま
した。多彩な泉質を持つ「みやぎ蔵
王温泉郷」の名湯巡りはいかがで
しょうか。

令和2年11月に公式SNS（ツイッター
とインスタグラム）「ほっとめーしょん」
を開設し、登米地域の魅力あふれる
ホットな情報をお届けしています。
今の時期は、心も体も温まる「はっと
汁」や、登米産の完熟リンゴで作った
スイーツやパン、街を彩るイルミネー
ションなどを紹介して
います。ぜひフォローを
お願いします。

11月28日(日)まで　　旧有備館および庭園
旧有備館 ☎0229（72）1344
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大崎地域 ［大崎市］

有備館秋季企画展「絵図から読み解く岩出山の城と町」

問

栗原地域 ［栗原市］

11月～３月（要予約）
花山漁業協同組合事務局

（道の駅路田里はなやま内）
☎0228（56）2265

●
●
日
問

大河原地方振興事務所
☎0224（53）3182

●問

ワカサギ釣り in
花山湖

冬の醍醐味である「ワカサギ釣
り」を、花山湖では暖かく快適な
ドーム船の中で楽しめます。ワカ
サギは群れに出会わないとなか
なか釣れない魚ですが、ドーム船
の場所が良く、昨年度は1日に何
百匹も釣れたことも。この冬は花
山湖へぜひどうぞ。

仙南地域 ［全域］

みやぎ蔵王温泉郷

けあらし

ドーム船

岩出山要害館下絵図（大崎市教育委員会所蔵）
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