
 

【凡例】 ○日  開催日   ○時  開催時間   ○所  会場   ○問  問い合わせ先 

仙台地域のイベント情報 

～２０２２年１１月～ 

ふるさと名取秋まつり 

ふるさと名取秋まつりを 3 年ぶりに開催いたします。 

人気の笹かまぼこ炭火焼き体験，農林水産物販売会，

上棟式での餅まきなど家族で楽しめるイベントが盛りだくさ

ん！ 

秋の思い出づくりに遊びにきてください！ 

関連リンク 

○日  11 月 3 日（木曜日・祝日） 

○時  9 時～14 時 

○所  名取市民体育館（名取市増田柳田 250） 

○問  ふるさと名取秋まつり実行委員会  

☎ 022-384-2111（内 547） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

七ヶ浜町産業まつり 

地元で獲れた新鮮な魚介類や朝採り野菜，新米など，七ヶ浜の旬の味覚が一堂に集まります。 

大人気ステージイベント，各種出店ブースなど見どころも盛りだくさん！ 

秋の味覚を満喫できます。 

○日  11 月 6 日（日曜日） 

○時  9 時～14 時 

○所  花渕浜多目的広場 特設会場（七ヶ浜町花渕浜字舘下 75） 

○問  七ヶ浜町産業まつり実行委員会 ☎ 022-357-3912 

 

秋保・里センター散策路磊々峡もみじのこみちライトアップ 

秋保・里センターの散策路において，もみじ等の木々や奇岩怪石の磊々峡が美しくライトアップされます。 

関連リンク 

○日  10 月 22 日(土曜日)～11 月 13 日(日曜日） 

○時  17 時～19 時 30 分 

○所  秋保・里センター（仙台市太白区秋保町湯元字寺田原 40-7） 

○問  秋保・里センター ☎ 022-304-9151 

 

 

 

https://www.city.natori.miyagi.jp/news/node_91837
https://akiusato.jp/event/event_meisai.aspx?id=1206


 

【凡例】 ○日  開催日   ○時  開催時間   ○所  会場   ○問  問い合わせ先 

仙台地域のイベント情報 

～２０２２年１１月～ 

瑞鳳殿紅葉めぐり 

瑞鳳殿では 11 月下旬頃になると色鮮やかな美しい紅葉が楽しめます。 

期間中は，夕刻に参道や紅葉・竹林などのライトアップを行いますので，経ヶ峯の秋をお楽しみください。 

関連リンク 

○日  11 月 18 日（金曜日）～27 日（日曜日） 

○時  （平日）9 時～16 時 50 分（最終入館 16 時 30 分） 

（土，日，祝日）9 時～18 時（最終入館 17 時 30 分） 

○所  瑞鳳殿（仙台市青葉区霊屋下 23-2），感仙殿，善応殿 

○問  公益財団法人瑞鳳殿 ☎ 022-262-6250 

 

道の駅おおさとリニューアル4周年祭 

リニューアル 4 周年を迎える『道の駅おおさと』を祝うお祭

りを開催します。 

豪華景品が当たる大抽選会や，「道の駅お楽しみ袋」

の販売，毎年好評の野菜詰め放題と味噌の量り売り

（20 日のみ）など，楽しみが盛りだくさん！ 

 周年祭の 2 日間だけ並ぶ限定商品もお見逃しなく。 

関連リンク 

○日  11 月 19 日（土曜日）・20 日(日曜日) 

○時  9 時～18 時 

○所  道の駅おおさと（黒川郡大郷町中村字北浦 51-6） 

○問  おおさと地域振興公社道の駅おおさと  

☎ 022-359-2675 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

企画展「みやぎのスポーツ－マイナビ仙台レディース誕生までの歩み」 

マイナビ仙台レディースの紹介を中心に，宮城県内のプロスポーツチームについて触れる企画展を開催しています。

チームからユニフォームや直筆サイン入りポスターなどをお借りして展示しています。 

○日  9 月 3 日（土曜日）～11 月 20 日（日曜日） 

○時  9 時～17 時（休館日を除く） 

○所  宮城県図書館（仙台市泉区紫山 1-1-1） 

○問  宮城県図書館企画管理部企画協力班☎ 022-377-8444 

 

 

https://www.zuihoden.com/
https://oosato-rs.co.jp/


 

【凡例】 ○日  開催日   ○時  開催時間   ○所  会場   ○問  問い合わせ先 

仙台地域のイベント情報 

～２０２２年１１月～ 

ルロット・オーケストラ 魔法の城の音楽会 多賀城公演 

身近にあるモノたちを楽器に変身させ演奏してしまうルロット・

オーケストラ。 

多賀城ではどのようなパフォーマンスを見せてくれるのでしょう

か。 

前売り料金:一般 2,500 円，小人 1,500 円 

（※当日券は 500 円増し，全席自由席） 

関連リンク 

○日  11 月 25 日（金曜日） 

○時  18 時 30 分開場，19 時開演 

○所  多賀城市文化センター小ホール 

（多賀城市中央二丁目 27-1） 

○問  ルロット・オーケストラ事務局☎ 090-3961-3368 

多賀城市文化センター☎ 022-368-0131 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「公文協アートキャラバン事業 劇場へ行こう」参加事業 ございん寄席 

芸術の秋に日本の古典芸能はいかがですか。 

人気落語家をはじめとした寄席を開催いたします。 

江戸落語とは一味違う，上方落語の世界を堪能しましょう♪ 

前売り料金:一般 2,000 円，C・FRIENDS 1,800 円，U-25 1,500 円 

（※当日券は一律 2,500 円，※U-25 チケットは多賀城市文化センターのみ取り扱い）                            

（※公演当日は年齢確認できる身分証明をご持参ください。） 

関連リンク 

○日  11 月 26 日（土曜日） 

○時  14 時開演（13 時開場） 

○所  多賀城市文化センター小ホール（多賀城市中央二丁目 27-1） 

○問  多賀城市文化センター ☎022-368-0131 

 

 

 

 

 

https://tagajo-bunka.jp/event/1906/
https://tagajo-bunka.jp/event/1906/


 

【凡例】 ○日  開催日   ○時  開催時間   ○所  会場   ○問  問い合わせ先 

仙台地域のイベント情報 

～２０２２年１１月～ 

AKIULUMINART 

秋保のカフェやレストラン，ワイナリーなどの店舗・施設をアーティストたちの作品で彩ります。 

関連リンク 

○日  11 月 26 日（土曜日）～12 月 25 日（日曜日） 

○時  未定 

○所  秋保温泉一帯 

○問  秋保の杜 佐々木美術館＆人形館 ☎ 022-797-9520 

 

七の市 

七ヶ浜の新鮮な魚介類や野菜をはじめ，手作り味噌や漬物など，さまざまな地場産品が並ぶ朝市。 

生産者直売ならではの目玉商品や旬の食材を使った海鮮汁が人気です。 

毎月最終日曜日に開催。 

○日  11 月 27 日（日曜日） 

○時  8 時～12 時 

○所  花渕浜多目的広場 特設会場（七ヶ浜町花渕浜字舘下 75） 

○問  七の市開催実行委員会 ☎ 070-5099-7337 

 

親方特薦ひがしものまぐろ祭 

塩竈のブランドマグロ「三陸塩竈ひがしもの」のシーズンに

合わせて，市内の寿司海道加盟 11 店舗で，親方自

慢のオリジナルメニューを提供いたします。 

また，アンケートにお答えいただいた方の中から，抽選で

寿司食事券をプレゼントいたします。 

関連リンク 

○日  9 月 17 日（土曜日）～11 月 30 日（水曜日） 

○時  各店舗による 

○所  市内の寿司海道加盟 11 店舗 

○問  みやぎ寿司海道塩竈地域推進協議会  

☎ 022-364-1165 

 

 

https://www.akiulumina.jp/
https://kankoubussan.shiogama.miyagi.jp/

