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お出かけの際は、基本的な感染防止策の徹底
をお願いします。

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。

登米地域 ［登米市］

12月1日（木）～25日（日）
登米市中田町石森字町132
石ﾉ森章太郎ふるさと記念館
☎0220（35）1099

●
●
●

日
所
問

石ﾉ森章太郎ふるさと記念館
光のページェント

中田町にある石ﾉ森章太郎ふるさ
と記念館で、光のページェントが開
催されます。約3万個の色とりどり
の電球が約1500㎡の庭園を彩り
ます。小川や木々の美しい庭園が
淡い光で照らされ、幻想的な雰囲
気に包まれます。庭園への入場は
無料です。ぜひ美しい光の空間を
体感してください。

栗原地域 ［栗原市］

伊豆沼・内沼のマガンの飛び立ち、ねぐら入り

ラムサール条約に登録
されている伊豆沼・内沼
は、全国有数の渡り鳥の
飛来地です。冬になると
数多くのガンやハクチョ
ウが渡ってきます。代表
的な冬鳥で、国の天然記
念物に指定されている数
万羽のマガンが、日の出
とともに一斉に飛び立つ
光景や、夕方に沼に帰る
「ねぐら入り」の姿は見応
えがあり、その羽音や鳴き声は感動的です。１１月から１月にかけては、宮城県

伊豆沼・内沼サンクチュアリセンターで
「ガンの飛び立ち観察会」が開催されます。
詳しくはホームページをご覧ください。

石巻地域 ［女川町］

１２月上旬～１月上旬
女川駅前広場
海ぼたる制作委員会（女川町役場内）
☎0225（54）3131

●
●
●

日
所
問

スターダスト・ページェント
「海ぼたる」

女川の冬の風物詩として親しまれ
ているイルミネーション、スターダ
スト・ページェント「海ぼたる」は、今
年25回目を迎えます。高さ約７㍍
のクリスマスツリーを中心に約５万
球のＬＥＤライトが女川駅前を彩り、
幻想的な景色が訪れる人々を楽し
ませます。

宮城県伊豆沼・内沼
サンクチュアリセンター
☎0228（33）2216

●問

仙南地域 ［白石市・丸森町］

仙南の冬の味覚「ころ柿」

仙台地域 ［仙台・松島湾エリア］

ドライブ＆家たびスタンプラリー

仙台・松島湾エリアと山
形県東南村山エリアを、
車で出かけて、お薦めス
ポットを巡る「めぐって！
ドライブスタンプラリー」
を実施しています。対象
スポットでスタンプを集
めた方は、両エリアの特
産品プレゼントに応募で
きます。お家にいながら
クイズに答えて旅行気
分を楽しめる「おうちで！家たびスタンプラリー」も同時開催しています。秋の
お出かけを楽しみながら、下記よりご参加ください。

～１１月３０日（水）
仙台・松島湾エリア・
山形県東南村山
エリア内対象スポット
仙台地方振興事務所
地方振興部
☎022（275）9140

●
●

●

日
所

問

仙南地域は干し柿の生
産が盛んで、オレンジ色
のカーテンが揺らめく景
色はこの時季の風物詩
です。白石市や丸森町を
中心に生産される干し
柿は、「ころ柿」とも呼ば
れ古くから親しまれてお
り、令和元年10月の台
風19号による浸水被害
を乗り越え、生産されて
います。寒風の中、１カ月余りじっくり乾燥させることで、深い味わいのあるお
いしいころ柿に仕上がります。11月には、丸森町にある「いなか道の駅やしま

や」で柿の収穫体験が行われます。詳しく
は以下へお問い合わせください。ころ柿の
出荷は、１月から始まる見込みです。

丸森町耕野字沼62-1
いなか道の駅やしまや
☎0224（75）2111

●
●
所
問

気仙沼・本吉地域 ［南三陸町］

道の駅「さんさん南三陸」

南三陸町商工観光課 
☎０２２６（４６）１３８５

●問

県内で１８番目の道の駅
となる「さんさん南三
陸」が１０月１日にグラン
ドオープンしました。南
三陸さんさん商店街が
産直機能を担い、隣接す
る新たな敷地内には、防
災・減災の学びと、復興
への感謝を伝える「南三
陸３１１メモリアル」や観
光案内所を併設した「南
三陸ポータルセンター」、
そして高速バスやＢＲＴ志津川駅の発着場となる交通ターミナルが整備されま

した。建物は南三陸さんさん商店街と同じ
く、建築家の隈研吾氏によるデザインです。
新施設が加わった道の駅「さんさん南三陸」
にぜひお越しください。

11月12日（土）・13日（日）
涌谷町勤労福祉センター
秋の山唄全国大会事務局

（涌谷町まちづくり推進課内）
☎0229（43）2119

●
●
●

日
所
問

五穀豊穣の守り神として信仰を集
める箟岳山をうたった民謡「秋の
山唄」の全国大会が開催されま
す。全国各地から民謡愛好家が一
堂に会し、自慢ののどを競い合い
ます。

大崎地域 ［涌谷町］

第３８回
秋の山唄全国大会

ののだけ

ほうじょう

くまけん ご

スタンプラリー
参加はこちら
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