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｢ 夏フェア２０１０ を開催します ｣ 

 

 

 

 
 

 

     

 

国営みちのく杜の湖畔公園
Michinoku Lakewood N.G.P 

 

 平素より、当公園の管理運営にご協力いただき誠にありがとうございます。 

みちのく公園では、「夏フェア２０１０」を７月３１日～８月２２日（日）まで開催いたします。期間中は山

形県や福島県の郷土芸能鑑賞や伝統工芸体験ができる「ふるさと村の夏まつり」や夏休みの工作にお勧め

の「Summer クラフト」、熱気球搭乗会やニュースポーツ体験ができる「Summer スポーツ」などたく

さんのイベントを開催します。 

つきましては、皆様にはご多忙中のことと存じますが、取材並びに記事掲載の程よろしくお願い申し上

げます。開花情報・イベント情報は HP でもご案内しております。 

 

ホームページアドレス http:/www.thr.mlit.go.jp/m-park/ 

また、期間中には蔵王連峰を望む「彩のひろば大花壇」にサルビアやマリーゴールド、ナデシコなど５

万株の花が咲き誇ります。 

平成２２年７月２８日撮影 

ニュースリリース配信先：宮城県政記者クラブ・仙台市政記者クラブ・東北電力記者クラブ・仙南記者クラブ 

                山形県政記者クラブ・山形市政記者クラブ・福島県政記者クラブ・福島市政記者クラブ 

平成２２年７月２９日 
 

公園整備内容については 花・行催事については

国土交通省東北地方整備局
国営みちのく杜の湖畔公園事務所

(担当／渋谷）
電話０２２４-８４-６２１１

(財）公園緑地管理財団
みちのく公園管理センター
(担当／古山・田中・前畑）
電話０２２４-８４-５９９１
FAX０２２４-８４-５９９２

お問い合わせ先　〒989-1505　宮城県柴田郡川崎町大字小野字二本松53-9



 「夏フェア２０１０」 おすすめイベント情報 
 
 
【ふるさと村の夏まつり】 

 東北６県の古民家を移築した「ふるさと村」を舞台に、７月３１日を「福島県の日」・８月１日

を「山形県の日」として、伝統芸能の披露や伝統工芸体験を実施するほか、みちのく公園ボランテ

ィアによる「ずんだもちつくり」や「昔遊び大会」を開催し、親子３世代で昔懐かしいふるさと体

験を楽しんでいただきます。 
 

◆赤べこ絵付け体験（福島県の日） 

日 時：７月３１日（土） 
１０：３０～１２：００ 
１３：００～１５：００ 

場 所：南会津の家 
参加費：８４０円 
定 員：各回２０名 
内 容：福島県会津地方の郷土玩具「赤べこ」の絵付け体験をしていただきます。 

 

◆花笠踊りと紅花踊り（山形県の日） 

日 時：８月１日（日） 
①１１：３０～ ②１３：３０～ 

場 所：月山山麓の家 
雨天時：中止 
内 容：威勢のいい掛け声、つややかな衣装と笠を手にした

踊り手の舞をお楽しみください。 
 

◆ずんだもちつくり 

日 時：８月１日（日） 
①１０：３０～ ②１２：３０～ 

場 所：釜房の家 
参加費：１，０００円 
定 員：各回１０組 
内 容：宮城県でお盆の時期に作られる「ずんだもち」

を、釜房ろばたの会のおじいちゃん・おばあち

ゃんと一緒に、一足先に作っていただきます。 
 



【Ｓｕｍｍｅｒクラフト】 

◆フレームアート作り 

日 時：８月８日（日） 
①１０：００～１２：００ 
②１３：００～１５：００ 

場 所：多目的ホールふるふる 
参加費：２００円 
定 員：３０名 
受 付：多目的ホールふるふるで随時受付 
内 容：色鮮やかなフレームアートを作ることができます。 

 
 

【Ｓｕｍｍｅｒスポーツ】 

◆熱気球体験搭乗会 

日 時：８月８日（日）・１５日（日）・２９日（日） 
９：３５～１１：００ 

場 所：風の草原 
参加費：大人８００円 小人４００円 
定 員：先着１００名 
受 付：９：３０より風の草原案内所で整理券を配布 
内 容：上空２０ｍ～４０ｍの高さから、釜房湖や蔵王連峰を

ご覧いただきます。 
※雨天時、微風時は中止となります。 

 

 

 

 

【トピックス】 

◆「巨大赤べこ」登場！ 

福島県会津地方の郷土玩具で、「幸せを運ぶ牛」「子ども

の守り神」として多くの人に愛されている赤べこがみち

のく公園南地区入口に登場しました。 
展示は、８月１日（日）までですので、この機会にぜひ

巨大赤べこをご覧ください。 

その他のイベント内容は別紙チラシをご覧ください。



みちのく公園 夏の大花壇情報 
 

【みちのく公園 夏の大花壇】 
蔵王連峰を望む大花壇には、サルビア（シソ科の一年草・原産地：ブラジル）やマリーゴールド

（キク科の一年草・原産地：メキシコ）を中心に、９種類の草花を５０，０００株植栽しており、

夏から秋にかけての長い期間、赤・黄色をメインとした色鮮やかな美しい花をお楽しみいただくこ

とができます。 

開花期間が長い草花が多いため、７月２８日現在、各種の草花が見頃を迎えていますが、最も大

花壇が美しくご覧いただけるのは８月上旬頃となる予想です。 
 
■植栽数 

大花壇 やすらぎの池 その他花壇

3,400.0㎡ 620.0㎡ 320.0㎡

1 アゲラータム 2 6,700株 900株 300株 7,900株

2 コリウス 1 1,000株 300株 100株 1,400株

3 サルビア 3 25,700株 2,000株 1,600株 29,300株

4 センニチコウ 1 2,500株 200株 300株 3,000株

5 ナスタチューム 1 500株 0株 100株 600株

6 バーベナ 1 1,300株 500株 0株 1,800株

7 マリーゴールド 2 3,400株 500株 1,000株 4,900株

8 イソトマ 2 400株 0株 0株 400株

9 なでしこ 3 700株 0株 0株 700株

合計 16 42,200株 4,400株 3,400株 50,000株

導入草花 品種数 合計

 

■写真は 平成２２年７月２８日 撮影 

 
 

サルビア アゲラータム マリーゴールド 



国営みちのく杜の湖畔公園 

公 園 紹 介 
 

 釜房ダムの湖畔にある国営みちのく杜の湖畔公園は、仙台市・山形市・福島市より１時間圏内に位置

する東北唯一の国営公園として、現在約３０５ｈａが開園しています（計画面積約６４７ｈａ）。 

 豊かな水と緑に囲まれた蔵王連峰を望む公園内には、季節ごとに１０万株以上の色鮮やかな花々が咲

く「彩のひろば」や子どもたちに人気の遊具がそろう「わらすこひろば」、８５，０００㎡の広大な芝

生広場「湖畔のひろば」などがあります。「湖畔のひろば」では、無料で貸し出しされている遊具で遊

んだり、釜房湖を貸ボート（有料・３月～１１月）で周遊することができます。 

ほかにも、園内には東北６県の代表的な古民家を移築した「ふるさと村」があり、展示物や映像機器

をとおして、昔の生活などを学習することもできます。 

また、みちのく公園北地区には広大な風の草原があり、ノルディックウォーキングやグラウンド・ゴ

ルフ、多目的コートでのテニスなど各種スポーツ体験も楽しむことができます。 

※ホームページアドレス：http://www.thr.mlit.go.jp/m-park/

 

夏のオススメスポット紹介 

 

ふ る さ と 村：東北６県の代表的な古民家を移築した「ふるさと村」では、毎週土・日・祝日に古民

家内で民話を聞いたり、独楽回しや羽子板などの昔遊び体験など、昔懐かしい体験プ

ログラムがたくさんあり、親子三世代で楽しむことができます。 

        また、不思議と涼しい古民家の中でも、鳴瀬川河畔の家ではみちのく公園で育った農

作物を使ったお漬物やお茶をふるまっているので、ちょっとした休憩をすることもで

きます。 

 

わらすこひろば：子どもたちに人気の遊具がそろう「わらすこひろば」には、子どもでも水遊びが楽し

める「せせらぎ水路」があります。大小の噴水もあって、深さが１０ｃｍ程度なので、

小さい子も安心して遊ぶことができます。 

 

湖 畔 の ひ ろ ば：「湖畔のひろば」では、無料で貸し出しされている遊具で遊んだり、釜房湖を貸ボー

ト（有料・３月～１１月）で周遊することができます。貸しボートには、ローボート

360 円、サイクルボート 710 円、恐竜ボート 900 円の３種類があるので、好きな

ボートで釜房湖を周遊することができます。 

 

風 の 草 原：東北最大級のドッグランやノルディックウォーキングの楽しめる「みちのく公園（北

地区）」にはおすすめ遊具“変形自転車”（有料）があります。１周約１ｋｍのコース

を雄大な蔵王連峰を眺めながら、サイクリングすることができます。 

http://www.thr.mlit.go.jp/m-park/


 

みちのく公園基本情報 

 

 ○入園料金（団体は小学生以上の入園者２０人以上） 

 一般 団体 年間パスポート券利用 

大人（15 歳以上） ４００円 ２８０円 ４，０００円 

シルバー（65 歳以上） ２００円 － ２，０００円 

小人（小・中学生） ８０円 ５０円 ８００円 

  

 ○駐車料金（１回） 

 車種 料金 

大型（３０人乗以上） １，０００円

普通 ３００円

二輪 １００円

 

○会場名、会場までのアクセスと駐車台数等 

  会 場 名：国営みちのく杜の湖畔公園 

  住  所：〒989-1505 

      宮城県柴田郡川崎町大字小野字二本松５３-９ 

         みちのく公園管理センター ℡０２２４（８４）５９９１ 

開園時間：9：30～1８：00（７/１～８/３１） 

 休 園 日：毎週火曜日（７/20～8/31 無休） 

 駐車台数：約１，４００台 

アクセス：山形自動車道 宮城川崎 IC より約５分 

 

    ＴＥＬ：０２２４－８４－５９９１ ＦＡＸ：０２２４－８４－５９９２ 

    ＥMail：yasushi-tanaka@prfj.or.jp yuuki-maehata@prfj.or.jp

 〒９８９－１５０５ 宮城県柴田郡川崎町大字小野字二本松５３－９ 

    みちのく公園管理センター 業務課 企画係 田中・前畑 

＝お問い合わせ先＝ 
 

 

 
 
 
 

 
 

mailto:yasushi-tanaka@prfj.or.jp
mailto:yuuki-maehata@prfj.or.jp

