
夏休み！みちのく公園でたっぷり
満喫。

宮城県川崎町 国営みちのく杜の湖畔公園

期間中毎日
南・北・里山地区 無料

9：30～17：30

夏休み
スタンプラリー
期間中毎日開催!

開園時間

交通のご案内

駐車料金

〒989-1505 宮城県柴田郡川崎町大字小野字二本松53-9　TEL.0224-84-5991㈹　FAX.0224-84-5992

国営みちのく杜の湖畔公園 みちのく公園管理センター
www.michinoku-park.info
みちのく公園

入園料金、駐車料金は南地区・北地区・里山地区共通です。
※大人：15歳以上　シルバー：65歳以上　子ども：中学生以下
※年間パスポート券（購入日より1年間有効）をご利用のお客様は、
　駐車料金（1回）が普通車：260円、二輪車：80円となります。

入園料金 年間パスポート券利用一　般 団　体

大　人

シルバー

子ども

（団体20名以上）

450円
210円
無料

4,500円
2,100円
無料

290円
210円
無料

9:30～18:00

●秋保・川崎 仙台西部ライナー
　仙台駅西口◀▶秋保温泉◀▶みちのく公園 　大人…1,120円 小人…560円
●宮城交通バス「野上かみ（川崎）」行
　仙台駅西口バスプール8番より約60分　大人…1,160円 小人…580円
●仙台西部エアポートライナー
　仙台空港バス乗り場２番
　「秋保・みちのく公園行き」より約65分　大人…1,200円 小人…600円

バ　ス
●山形自動車道 宮城川崎ICより約5分 ●東北自動車道 仙台南ICより約20分クルマ

料金のご案内
普通車 310円
二輪車 100円
大型車 1,030円

タケヤ交通 ☎0224-86-5525問合せ

タケヤ交通 ☎0224-86-5525問合せ

スイレン マリーゴールド

サルビアセンニチコウ

ジニア コキア

ま
で7/14 ～8/19土 日 期間中無休

夏の花風景も
楽しめる！
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カブトムシ発生期間
憩いの森 無料

9：30～16：00

※カブトムシが居なくなり次第終了。

期間中毎日
わらすこひろば 無料

9：30～18：00

水遊び体験！
ミストシャワー
霧霧舞

触れて、観察
カブトムシハウス!

いも煮会ひろば



夏フェア2018

川崎町（小野地区）に古くから伝わる盆棚かざりを
ご覧いただけます。

盆棚かざり

ふるさと村 釡房の家
9：30～17：308/4㊏～19㊐

無料

古民家で昔話や民話を聞いてみませんか？

みちのく民話がたり

ふるさと村 遠野の家
11：00～15：00毎週土・日・祝

無料

コマ回しや竹とんぼ、お手玉などの昔遊び体験が
できます。

昔遊び体験

ふるさと村 本荘由利の家
①10:00～12:00 ②13:00～15:00
毎月第2・4日曜日 (7/22を除く)

無料

北地区 自由研究応援フェア

夏休み工作・
自然観察・体験

里山地区 里山地区のイベント

3齢幼虫を飼育し繭玉になるまでをご覧いただけます。

かいこ飼育展示

ふるさと村 月山山麓の家
9：30～17：30
7/21㊏～8/26㊐

無料

短冊に願い事を書いて笹に飾りましょう。

七夕かざり展示

ふるさと村　釡房の家
9：30～17：307/15㊐～8/3㊎

無料

蚊帳でお昼寝

ふるさと村  本荘由利の家
無料

期間中毎日
9：30～17：30

雨天時場所日時 参加料 定員

COKOフェスタ
2018

COKOフェスタ
2018

COKOフェスタ
2018

COKOフェスタ
2018

コスモスとコキアとイベントを楽しもう！

期間中毎日開園！
9/15㊏～10/21㊐開催期間

予告

田んぼで水生昆虫を見つけて観察しましょう。セル
フガイドの昆虫観察です。

水生昆虫を見つけよう

水田（受付：自然共生情報館）
10：00～12：00
7/20㊎～8/19㊐

無料 20名

ヤギやヒツジに餌をあげる体験ができます。
ヤギ・ヒツジふれあい体験

放牧地（受付：自然共生情報館）
10：00～16：00
期間中毎日

無料 中止

自然共生園ボランティアと一緒にそば打ちを体験します。
自然共生園そば打ち体験

知恵体験舎（受付：自然共生情報館）
10：00～13：007/28㊏

1組1,540円
事前申込先着4組（1組4人まで）

おみくじを引いて指定場所に結び付けてください
（お持ち帰りもできます）。後ほど公園スタッフがヤ
ギに食べさせ、良い運（うんち）に変えてもらいます。

しろやぎさんおみくじ

放牧地
9：30～18：00
期間中毎日

100円

水辺の生きものを調べてみましょう。23日はヤゴの
観察、30日はカエルの観察を行います。6日は水生
昆虫の観察を行います。

電話による事前申し込み0224-84-5991（自然共生園担当まで） 小学生
以下保護者同伴・申し込み必要。 ※幼児も有料です。持ち物：軍手、長靴

わくわく自然塾～夏休みは虫やカエルと友だちになるのだ～

自然共生情報館
13：30～15：30
7/23㊊・30㊊・8/6㊊

300円 10名

裂き織り・箱織り体験します。
織り物体験

自然共生情報館
10：00～14：00
7/21㊏・22㊐

200円
午前5名、午後5名

石の色や形を活かして絵を描こう！

ストーンペインティング

多目的ホールふるふる
10：00～16：30
8/4㊏

無料

天然石のさざれ石を使って涼しげなキーホルダーや
ブレスレットを作ります。

【天然石】サマーアクセサリー作り 協力：天然石アクセサリー
CORUNE

多目的ホールふるふる
①10：00～12：00 ②13：00～16：00
7/14㊏・15㊐・16㊊・㊗

キーホルダー 800円
ブレスレット 1,200円 各回30名

ソフト粘土を使ったオリジナルの
風鈴を作りましょう！

風鈴つくり～宇宙ver.～ 協力：Decorushe

多目的ホールふるふる
①10：00～12：00 ②13：00～16：00
7/21㊏・22㊐

700円 各回20名

炭にしたマツボックリやドングリなどを組み合わせ
てインテリアを作ります。

花炭のインテリア 協力：花炭の会

多目的ホールふるふる

①10：00～12：00
②13：00～16：00

7/28㊏・29㊐

各回15名300円・500円

昆虫や夏の草花を探しに行こう！

夏の自然をみつけよう！ 協力：仙台みやぎシェア
リングネイチャーの会

多目的ホールふるふる

①11：00～12：00
②13：30～14：307/29㊐

各回30名無料

木のぬくもりを楽しめるおもちゃを作りませんか？

木工教室 協力：木勘坊

多目的ホールふるふる
10：00～16：00
7/30㊊～8/3㊎

各日20名100円～2,000円

夏のインテリアにぴったりの貝殻入りジェルキャン
ドルをつくろう！

サマーキャンドル作り 協力：Lamp of Hope

多目的ホールふるふる
①10：00～12：00 ②13：00～16：00
8/18㊏・19㊐

各回30名
1,200円

里山地区を歩いて気づいたことなどをノートに書い
てもらいます。

里山発見ノート

里山地区全域
9：30～16：30期間中毎日

無料

間伐材を利用してミニミニツリーハウスを作ります。

ミニミニツリーハウスをつくろう 

里山地区「小野分校」

①10：00～12：00 ②13：00～15：00
期間中毎日

各回4組100円

夏の花や野草をみながらクイズラリーを楽しもう。

里山地区全域
9：30～16：30期間中毎日

無料

夏の里山クイズラリー

ハンモックに揺られ、心地よいひと時を過ごしませんか？

ハンモック体験

わらすこひろば
9：30～18：00期間中毎日

無料

ベニバナ染めのコウゾを使ったコースター作りを行います。
紙漉きでベニバナ染めの和紙のコースター作り

自然共生情報館

①10：00～12：00
②13：00～15：00

7/22㊐
2枚500円

午前10名、午後10名

自然共生園の景色や花、生き物などを「#自然共生
園」でツイートし、ツイートの画面を自然共生園のス
タッフに見せてください。プレゼントを差し上げます。

「＃自然共生園」でツイートしよう

自然共生情報館
9：30～18：007/20㊎～8/19㊐

無料 期間中先着200名

公園内で収穫した梅や大麦を使った梅ジュース、麦茶
をふるまいます。

冷たい麦茶をどうぞ

知恵体験舎
10：00～14：007/21㊏～8/18㊏の土曜日

無料 麦茶・ジュースがなくなり次第終了

夏の工作・木工クラフト体験をします。
森の楽校 協力：里山ボランティア

里山地区全域
9：30～15：007/21㊏

大人500円／小人300円
先着親子5組程度

水辺の生き物調べをします。

水辺の楽校 協力：里山ボランティア

里山地区
9：30～12：008/5㊐

大人300円／小人200円
先着親子5組程度

竹細工つくりの体験をします。

クラフト体験 協力：里山ボランティア

里山地区10：00～12：007/28㊏
300円

よもぎ団子のおふるまいを行います。

里山のおふるまい 協力：里山ボランティア

里山地区
11：00～7/28㊏

無料 先着30名程度

事前予約を受け付けております。申し込み、詳しいお問い合わせは「里山地区小野分校」ＴＥＬ：0224-84-2302までご連絡ください。

夏あそび
１周約600ｍの特設コースをシカボートレインに
乗って旅しよう！

みちのく公園の古民家の中は外より気温が
低くなっています。 猛暑でも涼しく過ごせま
すのでこの涼しさをぜひご体感ください!

シカボートレインに乗ろう！

インラインスケートコース

期間中の土・日・祝
（8/4・5・18・19を除く）
10：00～16：00

300円/1人（3歳～小学生）
400円/1人（中学生以上）
中止

射的、スーパーボールすくいなどが楽しめます！

プチ縁日

多目的ホールふるふる
10：00～16：30
8/4㊏・5㊐ 各100円

景品が無くなり
次第終了

自然共生園の農園でできた新鮮野菜を収穫してみま
せんか。7・8月はキュウリ、ミニトマト、ナス等を収穫
する予定です。

新鮮お野菜収穫体験

農園（受付：自然共生情報館）

①10：00～ ②11：00～ ③12：00～
④13：00～ ⑤14：00～ ⑥15：00～

7/14㊏～11/30㊎の毎日

100円～300円
（収穫物による）野菜がなくなり次第終了

南地区

※イベントは天候などの都合により、スケジュールや内容が変更・中
止になる場合があります。また、イベントは混雑時に整理券の配布
を行う場合があり ます。

オイルパステルと指で描くアートです!

誰でも簡単!チョークアート

多目的ホールふるふる

①10：00～②11:00～
③13：00～④14:00～⑤15:00～

8/11㊏・12㊐

各回15名800円・1,100円

協力：shima chalkart studioふるさと村の夏


