○7月開催イベント
月日

7月1日（月曜日）
～9月30日（月曜日）

イベント名

開催場所

開催時間

内容

問合せ先

ナゾ解き発見ゲーム「県南ご当 県南2市7町
地キャラクターを探せ！2019」

7月5日(金曜日）～8月3 阿武隈ライン舟下り納涼船
日（土曜日）
※期間中の金土のみ

各施設の営業時間を ナゾを解いて県南地域のご当地キャラクターが隠れている場所を巡るナゾ解きスタンプラリーを開催します。キー 仙台・宮城観光キャンペーン
ご確認ください
ワードとスタンプを集めて応募すると、抽選で35 名様に温泉宿泊券やキャラクターグッズなどの豪華賞品が当た 推進協議会県南地域部会
ります。ぜひご参加ください。 多くの方のご参加をお待ちしています。
(宮城県大河原地方振興事
■参加費…無料
務所地方振興部内)
■参加方法…ナゾと応募用紙のついたリーフレットをご準備ください
☎0224-53-3182
■リーフレット配布場所…主に宮城県内の観光施設で配付しているほか、ホームページからもダウンロードできま
す。
※ 「 宮城県大河原地方振興事務所地方振興部 」で検索
阿武隈ライン舟下り（丸森町 午後4時出航
川面の静寂に包まれる夕涼みはいかがでしょうか？
阿武隈ライン舟下り
字下滝12）
（周遊コース/1時間） ■料金…大人2,000円/小学生1,200円/未就学児無料（大人1人につき1人のみ無料となります）
☎0224-72-2350
例）大人1人、未就学児3人で参加したときの合計料金は、大人1人＋小学生2人扱いとなり合計4,400円
■料金内容…乗船料(通常大人1,600円)＋缶ビール（500ml）1本＋おつまみ
※子どもは缶ビールの代わりにジュース、おつまみの代わりにお菓子が付きます。
※空くじなしのお楽しみ抽選会をご用意しています。

7月7日（日曜日）

コスモハウス親子宇宙教室
「昆虫採集＆標本箱の作り方」

角田市スペースタワー・コス 午前10時～午後3時 楽しい科学実験や工作などを通して宇宙や地球環境についての理解を深め，親子の絆を養うことを目的に開催し 角田市スペースタワー・コス
モハウス
ます。昆虫採集と標本箱の作り方を1日かけて学びます。
モハウス
（角田市角田字牛舘100）
午前：昆虫採集 午後：マイ標本箱作り
☎0224-63-5839
■対象者…小学生（保護者同伴）
■参加料…親子1組につき100円
※要予約（右記問合せ先にお電話ください）

7月7日（日曜日）・
7月14日（日曜日）

野鳥の森ハイキング

宮城県蔵王自然観察セン
ター ことりはうす
（蔵王町遠刈田温泉字上ノ
原162-1）

7月9日（火曜日）
～7月28日（日曜日）

齋理屋敷「三画会」作品展

丸森町蔵の郷土館齋理屋敷 午前9時30分～午後 地元出身の3名の芸術家（小野武彦、立野榮治、笠間誠一の各氏）が描いた絵画や書などが展示されます。
（丸森町字町西25）
5時
■料金（入館料）…大人6１0円 中学生以下300円

7月11日（木曜日）～15
日（月曜日・祝日）

サマーフェア洋ラン展

7月13日（土曜日）

七ヶ宿ホタル観賞会

道の駅「村田」村田町物産交 午前10時～午後4時 カトレアを中心とした洋ランの展示即売会を開催します。
道の駅「村田」
流センター
村田町物産交流センター
（村田町大字村田字北塩内
☎0224-83-5505
41）
七ヶ宿くらし研究所（七ヶ宿 午後6時～午後9時 七ヶ宿町は４種類ものホタルが生息する自然豊かな地域です。星明りの下、自然をキャンバスに描く光のアートを 七ヶ宿くらし研究所
町字田中道下39-2）
頃
観賞しませんか？ 古民家でほっこり囲炉裏ごはん付き！
☎0224-26-6933
■参加費：1,500円（未就学児無料）/七ヶ宿ファンクラブ会員：1,000円 ※要予約
■応募方法：七ヶ宿くらし研究所HP内イベント申込みフォームにて
■締切：7月7日（日曜日）※定員になり次第受付終了
■別途宿泊プランもあります。※要問合せ
※小雨決行

7月14日（日曜日）

押し花教室

7月15日（月曜日・祝日） コケ園芸（盆栽風）

午前10時～正午

動植物の観察をメインに、約1キロをゆっくり歩きます。
■参加料 200円
■募集人数 15名程度
■申し込み 予約不要（当日会場で参加希望をお伝えください）

宮城県蔵王自然観察セン
ター ことりはうす
☎0224-34-1882

丸森町蔵の郷土館「齋理屋
敷」
☎0224-72-6636

丸森町蔵の郷土館齋理屋敷 午前10時～午後3時 鮮やかな花を利用して自分だけのオリジナル押し花を作ってみませんか。
（丸森町字町西25）
初歩から丁寧に指導いたします。
■料金（材料費）…500円
■料金（入館料）大人610円、中学生以下300円
※団体のみ要予約

丸森町蔵の郷土館「齋理屋
敷」
☎0224-72-6636

宮城県蔵王自然観察セン
ター ことりはうす
（蔵王町遠刈田温泉字上ノ
原162-1）

宮城県蔵王自然観察セン
ター ことりはうす
☎0224-34-1882

午前10時～正午

コケと植物でミニ盆栽風を作ります。
■参加料 300円
■募集人数 15名程度
■申し込み 要予約（右記問合せ先にお電話ください）

7月20日(土曜日）～8月 コスモハウス親子宇宙教室
角田市スペースタワー・コス 午前10時～午後3時 楽しい科学実験や工作などを通して宇宙や地球環境についての理解を深め，親子の絆を養うことを目的に開催し 角田市スペースタワー・コス
25日（日曜日）
「夏休み特別企画 ものづくり体 モハウス
ます。7月は夏休み特別企画として「ものづくり体験2019」を開催します。
モハウス
※期間中の土日のみ
験2019」
（角田市角田字牛舘100）
自然の材料を使って、自分だけのオリジナル作品を作ろう！
☎0224-63-5839
■対象者…4歳以上（保護者同伴）
■参加料…親子1組につき100円
※予約不要 （時間内に会場へお越し下さい）
7月20日（土曜日）
～8月18日（日曜日）
期間中は毎日開園

みちのく公園「夏フェア2019」

国営みちのく杜の湖畔公園 午前9時30分～午後 夏休み期間に合わせ、家族で楽しめるイベントを開催します。夏の暑さを吹き飛ばすミストシャワー「霧霧舞(きりき みちのく公園管理センター
(南地区）
6時
りまい)」や直接触れて観察できる「カブトムシハウス」が毎年大人気。週末はクラフトや工作体験なども楽しめま
☎0224-84-5991
（川崎町小野字二本松53-9）
す。大花壇では、マリーゴールドやサルビアなど夏のお花が咲き広がります。
（北地区）
(川崎町川内字向原254)
※各体験の日時、料金についてはお問い合わせください。
■入園料 大人450円､中学生以下／無料、シルバー(65歳以上）210円
※団体割引(20名以上)あり、その他年間パスポートあり（全国の国営公園で利用可）
■交通 山形自動車道･宮城川崎ＩＣより車で約5分｡仙台駅前バス乗り場63番より秋保・川崎仙台西部ライナーで
約60分、「みちのく公園」停留所下車。
■駐車場 有料駐車場（約1,400台）あり（普通車310円)

7月21日（日曜日）

蔵王トレッキング（蔵王古道）

宮城県蔵王自然観察セン
ター ことりはうす
（蔵王町遠刈田温泉字上ノ
原162-1）

午前8時30分～午後 古道を歩き、いにしえに思いを馳せます。キンコウカ、コマクサの群生を観察します。
3時
■料金 1,510円（参加料1,000円 ＋ バス代 510円）
■募集人数 中学生以上 15名程度
■申し込み 要予約（右記問合せ先にお電話ください）

宮城県蔵王自然観察セン
ター ことりはうす
☎0224-34-1882

7月21日（日曜日）

野鳥のくらしを探ろう

宮城県蔵王自然観察セン
ター ことりはうす
（蔵王町遠刈田温泉字上ノ
原162-1）

午前10時～午後2時 巣箱の使用状況を観察します。その後、お楽しみでピザを焼いて食べませんか。
■参加料 200円
■募集人数 10名程度
■申し込み 要予約（右記問合せ先にお電話ください）

宮城県蔵王自然観察セン
ター ことりはうす
☎0224-34-1882

7月21日（日曜日）

シルク和紙紙漉体験

丸森町蔵の郷土館齋理屋敷 午前10時～午後3時 かつて養蚕が盛んだった丸森町。シルクを漉き込んだ和紙のしおりをつくってみませんか。
（丸森町字町西25）
■料金（材料費）…500円
■料金（入館料）大人610円、中学生以下300円
※団体のみ要予約

丸森町蔵の郷土館「齋理屋
敷」
☎0224-72-6636

7月24日（水曜日）

ナイトハイキング

宮城県蔵王自然観察セン
ター ことりはうす
（蔵王町遠刈田温泉字上ノ
原162-1）

午後7時～午後8時
30分

宮城県蔵王自然観察セン
ター ことりはうす
☎0224-34-1882

宮城県蔵王自然観察セン
ター ことりはうす
（蔵王町遠刈田温泉字上ノ
原162-1）

午前10時～正午

7月27日（土曜日）

7月27日（土曜日）

カブトムシつかまえ隊

夜の野鳥の森を観察します。ヒメホタルやセミの羽化が見られるかも。
■参加料 200円
■募集人数 20名程度
■申し込み 要予約（右記問合せ先にお電話ください）

2019みちのく川崎花火フェスタ ボートピア川崎駐車場特設 午後3時～午後9時
「第10回手筒花火と打ち揚げ花 会場
火の饗宴」
※駐車場として、みちのく
湖畔公園の臨時駐車場500
台分もご用意しています。

野鳥の森を探検後、昆虫の森でカブトムシ採取を体験します。
■参加料 600円
■募集人数 20名程度
■申し込み 要予約（右記問合せ先にお電話ください）
愛知県東三河の手筒衆が爆音とともに立ち昇る凄まじい火柱と火の粉の中、仁王立ちする雄姿は見ごたえ充
分。打ち上げ花火と手筒花火の饗宴のもと、「感動と絆」の夏を届けます。
歌謡ショーや盆踊り、出店も盛り沢山。また先着300名のお子様にこども花火のプレゼントも行います。

宮城県蔵王自然観察セン
ター ことりはうす
☎0224-34-1882

イベントのお問合せ…
みちのく川崎花火フェスタ実
行委員会
☎0224-84-6681
会場に関するお問合せ…
ボートピア川崎
☎0224-84-6663

7月28日（日曜日）

コスモハウス親子宇宙教室
「レゴでプログラミング教室」

角田市スペースタワー・コス 時間詳細について
楽しい科学実験や工作などを通して宇宙や地球環境についての理解を深め，親子の絆を養うことを目的に開催し 角田市スペースタワー・コス
モハウス
は、後日ホームペー ます。大人気のレゴで今話題のプログラミングにチャレンジします！
モハウス
（角田市角田字牛舘100）
ジでお知らせします。 ■対象者…小学生（保護者同伴）
☎0224-63-5839
■参加料…親子1組につき100円
※要予約（右記問合せ先にお電話ください）

○7月開催イベント（続）
月日

開催場所

イベント名

開催時間

【午前の部】午前10
時～正午
【午後の部】午後1時
～午後3時

問合せ先

内容

7月28日（日曜日）

子どもハイキング

宮城県蔵王自然観察セン
ター ことりはうす
（蔵王町遠刈田温泉字上ノ
原162-1）

発見！冒険！ハイキングを通じてワクワク体験してみましょう。
■参加料 200円
■募集人数 15名程度
■申し込み 予約不要（当日会場で参加希望をお伝えください）

宮城県蔵王自然観察セン
ター ことりはうす
☎0224-34-1882

７月28日（日曜日）

齋理ざっと昔

丸森町蔵の郷土館齋理屋敷 午前10時～午後3時 丸森の語り部たちが齋理の昔を語りかけます。
（丸森町字町西25）
の間（随時）
■料金（入館料）大人610円、中学生以下300円

丸森町蔵の郷土館「齋理屋
敷」
☎0224-72-6636

7月30日（火曜日）
～8月8日（木曜日）

齋理屋敷「夏の吊るし飾り」

丸森町蔵の郷土館齋理屋敷 午前9時30分～午後 夏をイメージした吊るし飾りなどが展示されます。
（丸森町字町西25）
5時
■料金（入館料）大人610円、中学生以下300円

丸森町蔵の郷土館「齋理屋
敷」
☎0224-72-6636

○好評開催中
月日

開催場所

イベント名

開催時間

問合せ先

内容

通年（休園日を除く毎
日）

みちのく公園「ヤギ・ヒツジふれ 国営みちのく杜の湖畔公園 午前10時～午後4時 みちのく公園の北地区に広がる「みちのく自然共生園」では，ヤギ・ヒツジにえさを与えたり，触れたりできます。
みちのく公園管理センター
あい体験」
（北地区）
☎0224-84-5991
（川崎町川内字向原254）
■参加費…無料
※雨天時，荒天時はお休みします。
■入園料 大人450円､中学生以下／無料、シルバー(65歳以上）210円
※団体割引(20名以上)あり、その他年間パスポートあり（全国の国営公園で利用可）
■交通 山形自動車道･宮城川崎ＩＣより車で約5分｡仙台駅前バス乗り場63番より秋保・川崎仙台西部ライナーで
約60分、「みちのく公園」停留所下車。
■駐車場 有料駐車場（約1,400台）あり（普通車310円)

7月7日(日曜日)まで

シャドーボックス展

丸森町蔵の郷土館齋理屋敷 午前9時30分～午後 シャドーボックスとは、紙や布に描かれた絵や模様を切り抜き、貼った物の表面を飾るヨーロッパ発祥の技法がア 丸森町蔵の郷土館「齋理屋
（丸森町字町西25）
5時
メリカに伝わり、立体的に発展したハンドクラフトです。
敷」
展示では、作品ごとに重ねる枚数が異なり、見ていると動き出すような感覚を体験いただけます。
☎0224-72-6636
■料金（イベント代）…無料
■料金（入館料）…大人6１0円，中学生以下300円

7月7日（日曜日）まで

第6回「しばた紫陽花（あじさい） 船岡城址公園
終日
まつり」
（柴田町大字船岡字舘山951）

花のまち柴田のこの時季の風物詩。今年で6回目を迎えます。
約3,800株の色とりどりの「アジサイ」が船岡城址公園をあざやかに彩ります。

柴田町商工観光課
☎0224-55-2123

■7月6日（土）のイベント
午後1時30分にサザエさんが登場予定です。夜にはアジサイのライトアップが行われるほか、星空鑑賞会やガラ
スペイント体験も開催します。
9月末まで

渓流釣り

澄川上流

※お問い合わせくだ 9月までの間、蔵王山麓の川で渓流釣りが解禁され、イワナなどを釣ることができます。
さい
「入漁券」の購入が必要です。
■料金（入漁券）…年間4,800円、1日900円

蔵王町観光案内所
☎0224-34-2725

5月～11月の日曜日
遠刈田温泉朝市
（詳細はお問い合わせく
ださい）

共同浴場「神の湯」前特設会 午前6時～午前8時
場
（蔵王町遠刈田温泉）

蔵王町で採れた地場産品を生産者が自ら販売します。新鮮で安心できる食材をお買い求めにくる人たちで賑わい 遠刈田温泉朝市実行委員会
ます。
☎0224-33-3070

5月～11月の土日祝祭 地場産品直売会「ございん市」
日
（詳細はお問い合わせく
ださい）

蔵王町ふるさと文化会館特 午前9時～午後4時
設会場
（蔵王町大字円田字西浦5）

蔵王町らしい四季折々の農産物や地場産加工品を生産者みずからが販売。新鮮・安全・安心な農畜産物を提供 蔵王町ふるさと文化会館地
します。出店者による手作りのイベントです。
場産品直売会（会長宅）
☎0224-33-2046

○参加者募集
月日

9月15日（日曜日）

内容

イベント名

親子で遊ぼうin蔵王

電話番号

問合せ先

宮城県蔵王自然の家
（蔵王町遠刈田温泉字上ノ
原155-1）

終日
蔵王の自然の中で体験活動に親しみながら親子の絆を深めます。
※集合時間等はお問 ■対象・定員 未就学児童とその保護者 （家族30組、計100人程度）※宮城県内在住者に限ります
い合わせください
■主な活動 ハイキング、沢遊び、ニジマスつかみ、創作活動 等
■申込方法 往復ハガキ
■料金（参加費） 1,000円
■申込期間 7月3日(水曜日)～7月17日(水曜日)※当日消印有効

宮城県蔵王自然の家
☎0224-34-2101

宮城県蔵王自然の家
（蔵王町遠刈田温泉字上ノ
原155-1）

終日
様々な自然体験活動をとおして野外活動の楽しさを味わうとともに、野外活動の基本的な技能向上を図ります。
※集合時間等はお問 ■対象・定員 教育関係者 （40人程度）※宮城県内在住者に限ります
い合わせください
■主な活動 野外活動に関する講話、アウトドアクッキング、蔵王登山、沢登り 等
■申込方法 電話
■料金（参加費） 4,000円
■申込期間 7月3日(水曜日)～7月17日(水曜日)

宮城県蔵王自然の家
☎0224-34-2101

8月4日(日曜日)～10日 チャレンジin蔵王
宮城県蔵王自然の家
(土曜日）
青少年長期自然活動推進事業 （蔵王町遠刈田温泉字上ノ
【6泊7日】
原155-1）

終日
蔵王の大自然の中で、長期間のキャンプ生活や野外活動をとおして、たくましく主体的・自立的な生活をさせ、生
※集合時間等はお問 きる力を育みます。
い合わせください
■対象・定員 小学生5、6年生、中学生 （42人）※宮城県内在住者に限ります
■主な活動 登山、ニジマスつかみ、野外炊飯、沢登り、創作活動、テント・山小屋泊 等
■申込方法 往復ハガキ
■料金（参加費） 23,000円
■申込期間 ～7月3日(水曜日)※当日消印有効

宮城県蔵王自然の家
☎0224-34-2101

8月24日(土曜日)～25日 満喫！蔵王の夏
(日曜日）
【1泊2日】

宮城県蔵王自然の家
（蔵王町遠刈田温泉字上ノ
原155-1）

終日
蔵王の夏の自然に親しむ活動をとおして、親子のふれあいや他家族との交流・親睦を深めます。
※集合時間等はお問 ■対象・定員 小・中学生とその保護者家族30組（100人程度）※宮城県内在住者に限ります
い合わせください
■主な活動 沢登り、登山、野外炊飯、キャンプファイヤー、ニジマスつかみ 等
■申込方法 往復ハガキ
■料金（参加費） 3,500円
■申込期間 ～7月10日(水曜日)※当日消印有効

宮城県蔵王自然の家
☎0224-34-2101

8月25日（日曜日）

七ヶ宿町役場前広場
（七ヶ宿町字関126）

午前7時30分～午後 奥羽十三大名の参勤交代路として親しまれた「山中七ヶ宿街道」約11キロの道のりをわらじを履いて歩くイベント
2時
です。道中には茶屋が設けられ、漬物やかき氷、イワナの塩焼きなどが振る舞われます。

七ヶ宿町観光協会
☎0224-37-2177

8月20日(火曜日)～21日 野外活動指導者研修会
(水曜日)
【1泊2日】

第33回わらじで歩こう七ヶ宿

■参加料：4,000円（わらじ・通行手形・昼食などを含む）
■集合場所：七ヶ宿役場前広場
■申込期限：7月18日（木）（定員600人になり次第締切）
9月9日（日曜日）

川崎レイクサイドマラソン2019

川崎町B&G海洋センター
（川崎町川内）

9月15日（日曜日）

第33回しろいし蔵王高原マラソ
ン大会

南蔵王野営場
受付：午前8時～
（白石市福岡深谷字白萩山 各種目順次スタート：
39）
午前10時～
閉会式・表彰式：午
後12時30分

10月3日（木曜日）・
4日（金曜日）

午前7時45分～
蔵王山や釜房湖を望める特設コースを1,600人が駆け抜けます。
（各部門の出走時間 ハーフマラソンの他、２人駅伝やファミリー部門などもあり、家族連れで気軽に参加できる大会となっています。
はWEBサイトに記載） 走り終えた後には冷たいお蕎麦の提供やお楽しみ抽選会なども開催。
■競技開始…午前9時 （各部門のスタート時間はWEBサイトに掲載）
■参加費…1,000円～ （部門ごとに料金が異なります）
■ネット申込はこちらから http://runnet.jp/

三遊亭円楽杯ゲートボール交流 蔵王町総合運動公園内「楽 午前8時30分～午後
大会
天イーグルス蔵王球場」特 2時45分
設コート（天然芝）
（蔵王町大字曲竹字河原前
1-61）

雄大な蔵王のふもとで開催されるしろいし蔵王高原マラソン大会。高低差が100ｍあるコースを力強く上って下る
マラソンです。高原のみどりの風と自然豊かなおいしい空気が皆さんをお待ちしております。
■申込期限…7月24日（水曜日）（窓口・郵便振替・インターネット）
※定員となり次第、締め切りとなりますのでご注意ください。
■駐車場…無料駐車場あり

川崎レイクサイドマラソン実
行委員会事務局（川崎町公
民館内）
☎0224-84-2111

しろいし蔵王高原マラソン大
会実行委員会事務局
（宮城県白石市教育委員会
生涯学習課内）
☎0224－22－1343

芸能界一のゲートボールプレイヤーとして知られる三遊亭円楽師匠率いる円楽チームを招き、熱戦と笑いが楽し 蔵王町スポーツ振興課
めるゲートボール大会を開催します。
☎0224-33-3388
■募集チーム：60チーム
■参加料 一人1,500円
■競技方法 予選リーグ戦、順位決定リーグ戦
■申込期限 8月30日（金曜日）

※日程，内容が変更されることがありますので，お出かけ前にご確認ください。

宮城県大河原地方振興事務所

