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「復興祈願                     開催！」 

 

 

 

 
 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 

 
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 

平成２３年９月２９日撮影 

 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、「コスモス＆コキア de ＣＯＫＯフェスタ」を 9 月 17 日(土)から 10 月 23

日(日)まで開催しており、今週末の 10 月 8 日(土)～10 日(祝)には、復興への願いを込め「ふるさと村の

秋まつり」を開催いたします。 

また、現在、蔵王連峰を望む「花畑」では、キバナコスモス（レモンブライト）の見頃が継続しており、

東北 6 県の古民家を移築・復元した「ふるさと村」のだんだん畑では、コキアが徐々に紅葉をはじめ、

10 月上旬～中旬頃に真っ赤に色づく予定となっております。開花情報・イベント情報は HP でもご案内

しております。 

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



 

 

  

～ふるさと村の秋まつり～ 

【目 的】 

 東北六県の古民家を移築・復元したエリア「ふるさと村」を舞台に、各県の郷土芸能披露や伝統工芸

体験、民話がたりや昔懐かしい遊び等を紹介することにより、東北の素晴らしさや歴史ある文化を伝え

るとともに、復興支援や観光振興、文化伝承の一助となることを目的に開催いたします。 

 

＝伝統芸能＝ 場 所：おまつり広場 雨天時：中止 観覧無料 

◆霊山太鼓（福島県） 

江戸時代より継承されてきた霊山太鼓。勇壮活発かつ技巧的で華や

かに磨きあげられた祭囃子。 

日 時：10/8（土） ①11：00～ ②13：00～ 

 

【協力】霊山太鼓保存会 若手遠征組 

 

◆鬼柳鬼剣舞（岩手県） 

みちのくの大地を踏みしずめ、祖霊をなぐさめる念仏供養の鬼剣舞。

勇壮にして華麗、大迫力の躍動感ある舞。 

 日 時：10/8（土） ①12：00～ ②14：00～ 

 

【協力】鬼柳鬼剣舞保存会 

 

◆津軽三味線（青森県） 

津軽地方の民謡伴奏に用いられる津軽三味線。撥で激しく叩く打楽

器の迫力と三味線本来の繊細で艶やかな音色。 

 日 時：10/9（日） ①11：00～ ②13：00～ 

 

【協力】津軽三味線鳴海会（鳴海昭仁ほか） 

 

◆なまはげ和太鼓演舞（秋田県） 

怠け者を懲らしめ、災いをはらい祝福を与える「なまはげ」による

大迫力の和太鼓演舞。 

 日 時：10/9（日） ①12：00～ ②14：00～ 

 

【協力】NAMAHAGE 郷神楽 

 

 

“おすすめイベント”情報（１０月８日～１０日） 



◆ながいの黒獅子（山形県） 

五穀豊穣・家内安全などを祈願し、約 1,000 年前より受け継がれて

きた伝統神事。勇壮かつ威厳のある特有の黒獅子の舞。 

 日 時：10/10（祝） ①11：00～ ②13：00～ 

 

【協力】小出 白山神社・皇大神社 

 

◆火伏せの虎舞（宮城県） 

虎の威を借りて風を鎮め、火伏せを祈願したのが起源とされる、室

町時代から伝わる迫力の舞。 

 日 時：10/10（祝） ①12：00～ ②14：00～ 

 

【協力】中新田火伏せの虎舞保存会 

 

＝伝統工芸体験＝ 

●福島県：起き上がりこぼし ●青森県：金魚ねぷた ●山形県：将棋駒 

●岩手県：チャグチャグ馬コ ●秋田県：イタヤ細工 ●宮城県：仙台張子 

 

＝ふるさと体験＝ 

●民話まつり ●昔遊び大会 ●稲刈り体験 ●文化伝承「釜神展」 など 

 

※ほかにも、東北六県の各古民家を会場に、伝統工芸体験や昔懐かしいふるさと体験を実施いたします

ので、詳しくは別添チラシをご覧ください。 

 

＝復興祈願展示＝ 

●郷土芸能を披露する「おまつり広場 特設ステージ」のバックには、

草月会宮城県支部の有志により竹 100 本（8ｍ）を用いた舞台インスタ

レーションを制作・展示（10/6 制作予定）いたします。 

 

●9/1(木)～10/2(日)までご来園いただいたお客様に、復興への願いを込めて折っていただいた折鶴は、

約 1 万羽となりました。この折鶴を「ふるさと村の秋まつり」会場内に 10/8(土)～10(祝)まで展示い

たします。 

 

★折鶴の色は、「東北六県」をイメージした「赤・緑・青・黄・水色・

桃色」の６色と「希望への光」をイメージした「白」の合計７色を使

用しております。 

 

デッサン 



原産地：メキシコ高原地帯 

和 名：秋桜 

科・属：キク科・コスモス属 

★代表的な色は、桃色・白色・紅色ですが、

黄色・橙色などもあります。 

 

 
 

【みちのく公園のコスモス】 

みちのく公園には総面積約 23,500 ㎡、蔵王連峰を望む「花

畑」を中心に９品種２０万株のコスモスを植えています。 
 

①センセーション：台風１５号の影響による倒伏により、景

観としては５分咲き程度となります。 
②キバナコスモス：最も早く見頃を迎えたのブライトライトは、見頃のピークを過ぎましたが、

レモンブライトは見頃継続中となっております。 
 ③変わり咲き品種：ピコティー・レッドイリュージョンが見頃を迎えました。シーシェルは１０

月中旬頃に見頃を予定しております。 
 

【見頃予想】 

 全体的な見頃：１０月上旬予定 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

センセーション系は花は咲いているものの、台風による倒伏
で景観上５分咲き程度となります。（１０/３撮影） 

① 

③ 

みちのく公園 コスモス＆コキア情報 

現在見頃 

見頃ピークは過ぎました。 

景観上、５分咲き程度 

（台風１５号の影響による倒伏によ
り景観に影響が出ております。）

見頃：ピコティー・レッドイリュージョン 

１０月中旬頃予定：シーシェル 

ブライトライト 見頃継続中（１０/３撮影） 

② 

ピコティー レッドイリュージョン ピコティー・レッドイリュージョン 見頃（１０/３撮影） 



原産地：アジア、ヨーロッパ、アフリカ 

科・属：アカザ科 ホウキギ属 

和 名：ホウキギ 

別 名：ホウキグサ、コキア 

★夏は涼しげなライトグリーンから秋には温

かみのある紅色に紅葉します。 

 

【みちのく公園のコキア】 

全体面積約 5,000 ㎡、東北 6 県の古民家を移築・復元したふ

るさと村の「だんだん畑」を中心に、1 万株のコキアがライトグ

リーンから紅葉していく姿をご覧いただきます。 

 
 

【紅葉時期】 

紅葉：１０月上旬～１０月中旬予定 ※エリアによっては、徐々に紅葉が進んできました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

コキア（１０/３撮影） 

※エリアによっては、徐々に紅葉が進んできました。 

※１０月上旬～中旬頃にかけて右写真のようになる予定

昨年のコキア紅葉の様子（２０１０/１０/１０撮影） 

１０月上旬予定 

コキア 
１０月上旬～中旬 紅葉予定 



 

 

 釜房ダムの湖畔にある国営みちのく杜の湖畔公園は、豊かな水と緑に囲まれた蔵王連峰を望む公園で、

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 321.9ｈａが

開園しています（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。 

 

 ○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 

 ※無料入園日：９月１９日（祝）・１０月２日（日）・１０月１６日（日） 駐車料別途 

  ９月１９日（祝）はシルバー（６５歳以上）が無料となります。 

 

 ○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：9：30～17：00（9/1～10/31） 

  休 園 日：毎週火曜日（イベント期間中無休） 

  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 


