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『夏フェア 2011 を開催します！』 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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） 

TEL：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・清島） 

TEL：０２２４-８４-５９９１ FAX：０２２４-８４-５９９２ 

ホームページ http://www.thr.mlit.go.jp/m-park/ “みちのく公園”で検索 

釜房の家「七夕飾り」
今年の展示期間は 7/24（日）～8/7（土）午前中まで

 東日本大震災により被災された皆様に心よりお見舞い申し上げますとともに、一日も早い復興

をお祈り申し上げます。 

 さて、みちのく公園では、「夏フェア２０１１」を７月２３日（土）～８月２１日（日）まで

開催いたします。期間中の土日祝日を中心に、自然素材を用いたサマークラフト、“公園ボラン

ティア”による「ふるさと体験」、乗り物イベントなど、数多くのイベントを予定しております。

また、「彩のひろば大花壇」にはサルビアやマリーゴールドを中心とした１０種類１９品種

４万１千株の草花が咲き誇ります（見頃は７月下旬～８月下旬の予定です）。 

開花・見頃情報はＨＰでもご案内しております。 

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



 

 

 ◆フォトフレーム作り 

 内 容：自然素材を使った手作りフォトフレームを作ります。 

 日 時：７/２３（土）・２４（日）・３０（土）・３１（日） 

     １０：００～１５：００ 

 場 所：多目的ホールふるふる 

 参加費：１００円 

 定 員：先着３０名 

 

◆七夕飾りづくり 

 内 容：仙台七夕でも使用されている和紙を使って、玄関にも飾れるミニ七夕飾りを作ります。 

 日 時：７/１（金）～７/３１（日） 

     １０：００～１６：００（受付：１５：００まで） 

 場 所：多目的ホールふるふる 

 参加費：２００円 

 定 員：３０名 

  

◆シカボートレインに乗ろう！ 

 内 容：１周約６００ｍのコースをシカボートレインでまわります。 

 日 時：７/１６（土）～８/２１（日）期間中 土・日・祝 

（８/１３・１４を除く） ９：３０～１６：００ 

 場 所：インラインスケートコース 

 参加費：３００円（３歳より有料）   

雨天時：中止 

 

◆ずんだもちつくり 

 内 容：ろばたの会の方と一緒に、昔なつかしい作り方で 

おいしい「ずんだもち」を作ります。 

 日 時：７/３１（日） １０：００～１５：００（一斉受付） 

 場 所：釜房の家 

 参加費：１,０００円 

 定 員：先着２０組 

 

◆ふるさと村ガイドツアー 

 内 容：ふるさと村案内人と一緒に、東北随一の古民家群を 

ツアー形式で巡ります。 

 日 時：７/３１（日）・８/２１（日）・２８（日） 

     １０：００～１５：００ 

 場 所：多目的ホールふるふる（受付） 

夏フェア 2011 おすすめイベント情報 



「手筒花火」（昨年の様子） 

 

 

 

◆わらすこひろば 

ジャンピングドーナツなど、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。大小の噴水があり、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。 

 

 

◆みちのく自然共生園 

新規エリアとしてオープンした「みちのく自然共生園」では、みち 

のくの美しい里地里山の環境と景観の再生をテーマに、協働農園の 

育成や自然再生活動を行っています。キキョウやカワラナデシコな 

ど、夏の野草をご覧いただくことができます。 

 

 

 

 

◆２０１１みやぎ川崎花火フェスタ 

 みちのく公園の南側に位置するボートピア川崎特設会場で実施す

る。火薬を仕込んだ竹の筒を抱え、爆音とともに立ち上がる火柱と

火の粉の中、仁王立ちする「手筒花火」は、まさに豪快で勇壮です。 

 当日は約４０００発の打ち上げ花火も揚がります。 

 

 日 時：７/３０（土） １９：００～２１：００ 

 会 場：ボートピア川崎特設会場 

（川崎町大字支倉字鳥屋沢山２５-６） 

 雨天時：決行 

 ＝問＝：みやぎ川崎花火フェスタ実行委員会 

ＴＥＬ：０２２４-８４-２１７４ 

夏のおすすめスポット情報 

公園周辺のおすすめ情報 



 

 

【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、１０種類１９品種４万１千株の草花を植栽して

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。見頃は７月下旬～８月下旬頃を予定しております。 

 

■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 4,870株 700株 1,300株 6,870株

2 コリウス 1 1,060株 150株 300株 1,510株

3 黄花コスモス 1 1,840株 0株 0株 1,840株

4 サルビア 2 17,550株 1,580株 1,120株 20,250株

5 センニチコウ 5 10,150株 160株 750株 11,060株

6 ペチュニア 1 900株 0株 0株 900株

7 マリーゴールド 1 1,920株 400株 160株 2,480株

8 バーベナ 1 1,970株 540株 0株 2,510株

9 ペンタス 4 250株 0株 0株 250株

10 金魚草 1 720株 230株 50株 1,000株

合計 19 41,230株 3,760株 3,680株 48,670株

導入草花 品種数 合計

 

 

■彩のひろばの状況写真 

 

サルビア センニチコウ マリーゴールド 

彩のひろば 大花壇 

夏の大花壇情報 



 
 

 

 

 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であり、豊かな水と緑に囲まれた蔵王連峰を望む公園で、全体開園面積は

321.9ｈａです（計画面積約 647ｈａ）。 

 南地区には、季節ごとに数万株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」、8.5ｈａ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（震災の影響で一部閉鎖中）。 

また北地区には、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・ゴルフなど各種

スポーツ体験も楽しむことができます。7 月 16 日より追加開園した自然共生園（16.8ｈａ）では、

みちのくの美しい里地里山の環境と景観の再生をテーマに、協働農園の育成や自然再生活動を行い、環

境共生や資源循環について学ぶことができます。 

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

 

 

 

 

 

 ○入園料金（団体は小学生以上の入園者 20 人以上） 

 一般 団体 年間ﾊﾟｽﾎﾟｰﾄ券利用 

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

 

○アクセスと駐車台数等 

開園時間：9：30～18：00（7/1～8/31） 

  休 園 日：毎週火曜日（7/19～8/31 は無休）      

  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 

みちのく公園 基本情報 

みちのく公園 公園紹介 


