
※新型コロナウイルスの影響により中止になる場合があります。

イベントの名称 月日(曜日) 開催時間 会　　場
問合せ先

(電話番号)
イベントの概要 参照ＵＲＬ

みんなの天文教室 １０月８日（土）
（受付15:30～

16:00）
15:45～16:30

大崎生涯学習セン
ター(パレットおおさ
き)
(大崎市古川穂波三丁
目4-20)

大崎生涯学習センター
(パレットおおさき)
TEL：0229-91-8611

参加者相互の交流を楽しみながら、星空や宇宙につい
て学んでみませんか。初めて天文学を学ぶお子さまも
気軽にご参加ください。小・中・高校生の参加も大歓
迎です。

http://www.palette
.furukawa.miyagi.jp
/

星をみる会 １０月８日（土）
（受付19:00～

19:30）
19:30～20:15

大崎生涯学習セン
ター(パレットおおさ
き)(大崎市古川穂波
三丁目4-20)

大崎生涯学習センター
(パレットおおさき)
TEL：0229-91-8611

毎月１回、パレットおおさきの天体望遠鏡で、季節の
星座や月、惑星、星雲星団、二重星など見やすい天体
を観望する会です。今回は、「十三夜」についてご紹
介します。望遠鏡を使って、”生の星の光”を楽しみ
ましょう。参加は無料ですが、当日先着30名限定で
す。荒天時は、プラネタリウム館で天文ボランティア
による特別投影を行います。なお、中学生以下のみな
さんは、保護者同伴でのご参加をお願いします。

http://www.palette
.furukawa.miyagi.jp
/

宮城加美町SEA TO SUMMIT

１０月８日（土）・
１０月９日（日）

スタート地点：
鳴瀬川カヌーレーシ
ング競技場

加美町観光まちづくり協
会
TEL:0229-25-7550

薬莱山、鳴瀬川をはじめとする美しい自然をじっくり
味わえ、ファミリーや初心者にも参加しやすい大会で
す。1日目の環境シンポジウムは参加無料、2日目アク
ティビティは個人参加はもちろん、チームの部パラ
チャレンジの部もあり参加スタイルが選べます。

https://www.town.
kami.miyagi.jp/sosh
ikikarasagasu/san
gyoshinkoka/event
/3205.html

おおさき古川秋まつり
10月9日（日）

大崎市古川・中心市
街地商店街、大崎市
地域交流センターあ
すも

大崎市古川地域イベント
連絡協議会
TEL:0229-24-0055

令和元年の中止から3年、今年度は3年振りに通常開催
を予定しております。大名行列は、長きに渡り受け継
がれてきた稲葉先陣大名行列が商店街を練り歩き、華
やかな歴史絵巻が繰り広げられます。また、地域交流
センターあすもでは、飲食店ブースを設ける予定と
なっております。子供向けのブースも予定しておりま
すので、皆様ぜひ会場へお越しください。
また、同日開催で「はたらくくるま大集合！」をリ
オーネふるかわで開催予定です。併せてご来場くださ
い。

https://www.city.o
saki.miyagi.jp/shisei
/soshikikarasagasu
/sangyokeizaibu/k
ankokoryuuka/11/
2/1677.html

Kami Arts Festa 2022
10月10日（月）
～16日（日）

加美町旧中新田町内
加美商工会
TEL:0229-63-2734

歴×匠×商をテーマにさまざまなアートに触れ合うこ
とができます。写真展、歴史資料展示、音楽などの目
で見る耳で聴くだけでなく実際に体験できる参加型の
イベントです。

着物 de 花楽まちあるき
(Kami Arts Festa)

10月13日（木）
洋食コース　10:00～
和食コース   11:00～

中新田花楽小路
（受付：寅や）

加美商工会
TEL:0229-63-2734

街アート 映画のワンシーンのように、着物姿の似合う
街で、にぎ和衣まちあるき。 深まる秋を感じながら、
着物でまちあるきしてみませんか？ コロナ感染対策の
お店で限定ランチと商店街を自由散策 にぎわいオリジ
ナルトートバックに中新田みやげを♪ご参加には事前
申込が必要になります。

未来へつなぐ　kami匠の技(Kami
Arts Festa)

10月15日（土）～
16日（日）

10:00～16:00 加美商工会
加美商工会
TEL:0229-63-2734

【Kami Arts Festa】
ものつくり実演他企業紹介を行います。体験、クラフ
トエリアもあります。

夜話会(Kami Arts Festa) 10月15日（日） 17:00～20:00 㐂久しん
加美商工会
TEL:0229-63-2734

【Kami Arts Festa】
三つの酒造の飲み比べや限定料理を食べることができ
ます。

創り出すメロディー野外コンサート
(Kami Arts Festa)

10月16日（日） 10:00～15:00 さわざくら公園
加美商工会
TEL:0229-63-2734

【Kami Arts Festa】
バンド演奏やよさこいに加え、ゲストに伊東洋平さん
等をゲストにお招きしています。

加美町秋まつり

１０月３０日（日） 9:00～15:00 中新田体育館他
加美町産業振興課
TEL：0229-63-6000

加美町秋まつりと称し、加美商工会、JA、文化協会等
各団体で催す秋まつり。「食」をテーマに文化を紹介
するイベントです。

旧鳴瀬小学校で楽しむ文化祭 １０月３０日（日） 中新田交流センター
㈱加美町振興公社
TEL:0229-67-3388

加美町秋まつりと同時開催。縁日や屋台の他に昔の給
食体験等、様々な企画を用意しています。

大崎地域の観光イベント情報（令和４年１０月）
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(長期期間のイベント)

イベントの名称 月日(曜日) 開催時間 会　　場
問合せ先

(電話番号)
イベントの概要 参照ＵＲＬ

オータムフラワーフェア＆
ハロウィンフェア

9月３日(土)～10月
10日(月)

10:00～17:00 やくらいガーデン
やくらいガーデン

TEL:0120-67-7273

「ふるるの丘」に色鮮やかな花々が広がります。丘一
面を埋め尽くすその美しさは感動的です。ハロウィン
イベントも同時開催でガーデンが賑わいます。

http://yakurai-
garden.com/

涌谷町観光栗園

9月10日（土）
～10月9日（日）
予定

涌谷町観光栗園
株式会社グリーンウィン
ド：冨永尚之
TEL:080-3324-4773

涌谷町の中央に鎮座する箟岳山にある観光栗園では、
飼育されるヒツジたちとふれあいながら、ヒツジたち
が育てる無農薬の栗拾いが楽しめます。予約不要で、
収穫した栗は一人当たり２kgまで、500円/kgの量り
売りとなります。

http://www.town.
wakuya.miyagi.jp/t
opics/r4kurien.htm
l

やくらいシアター
「星空とライトアップを楽しむ夕

べ」

10月～11月
(未定)

やくらいガーデン
加美町観光まちづくり協

会
TEL:0229-25-7550

一面の星空とキャンドルに彩られたやくらいガーデン
で星空観望会を開催。薬莱山のナイトハイクも実施し
ます。

湯けむりマルシェ

10月6日（木）
10月20日（木）
11月3日（木）
11月10日（木）
11月17日（木）
11月24日（木）

8:00～10:30

鳴子温泉湯めぐり広
場
（大崎市鳴子温泉字
湯元94）

トランスイート四季島受
け入れ大崎市実行委員会
（事務局 大崎市産業経済
部観光交流課内）
TEL:0229-23-7097

「トランスイート四季島」の鳴子温泉駅来訪に併せて
マルシェを開催します。
おむすび・パン・しそ巻き・野菜・工芸品等盛りだく
さんの出店。
入場無料でどなたでも立ち寄れます。

https://www.city.o
saki.miyagi.jp/shisei
/soshikikarasagasu
/sangyokeizaibu/k
ankokoryuuka/11
575.html

やくらいガーデン　星あかり2022
10月８日(土)～11
月30日(水)

17:30～21:00
(最終入園20:30)

やくらいガーデン
やくらいガーデン

TEL:0120-67-7273

キャンドル型ライトが幻想的な空間を演出、星をイ
メージしたイルミネーションは壮大なスケールを体験
することができます。園内にはおだやかねBGMが流
れ、星空を眺めながら癒しの時間をお楽しみいただけ
ます。

http://yakurai-
garden.com/

ワークショップ体験会
9月12日(月)～毎月
第2・第4月曜日

11:00～14:00
やくらい薬師の湯
「カフェぐらん」

やくらい薬師の湯
TEL:0229-67-3388

自家製スイーツを楽しみながらオリジナルグッズを作
ろう！デコレーションミラーやカラーセラピー等の中
から選んで作ることができます。参加費はドリンクや
スイーツもセットで1,000円です。

「おおさき旬飯（しゅんめし）
キャンプ」キャンペーン

9月３０日（金）～
１２月５日（月）

大崎地域のキャンプ
場・農産物直売所等

宮城県北部地方振興事務
所
TEL:0229-91-0763

大崎地域のキャンプ場（これに類する施設を含む。）
を利用し、かつ農産物直売所で1,000円（税込）以上
購入された方に、抽選で賞品が当たるキャンペーンを
実施しています。
併せて、大崎地域の魅力あふれる写真を撮影し、ハッ
シュタグ付きでInstagramに投稿してもらうフォト
キャンペーンも実施しています。

https://osaki-
camp.site/

https://www.city.o
saki.miyagi.jp/kank
o/asobu/4_1/431
0.html

大崎市鳴子総合支所地域
振興課
TEL:0229ｰ82ｰ2026

　2010年にオープンした「やまが旬の市」では、地
元農家の方々が運営し、採れたての山の幸、心を込め
て作っ旬の野菜,、漬物やジャムなどを販売していま
す。美味しい食べ方などもご紹介します。
　なお10月9日(日)には感謝祭が開催される予定で
す。

鬼首農産物直売所
「やまが旬の市」

5月28日(土)～11月
13日(日)までの毎週
土・日曜日

8:00～15:00
鳴子温泉鬼首字中川
原地区内(国道108号
沿い)
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