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「秋色に染まったコキアが見頃です。」 

 

 

 

 
 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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 

 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)まで開催しております。 

現在、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、約１万株のコキアが秋色

に染まり紅葉の見頃を迎え、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）や変わ

り咲き品種のピコティーなどの見頃が継続中となっております。 

また、今週末はふるさと村を舞台に、一般募集により集まった 40 組が参加する市民音楽祭「第 5 回み

ちのく杜人音楽祭」を開催いたします。 

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２３年１０月１２日撮影

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

NEWS 
RELEASE



原産地：アジア、ヨーロッパ、アフリカ 

科・属：アカザ科 

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 万株のコキアが紅葉

している姿をご覧いただくことができます。 

 
 

【紅葉時期】 

紅葉：現在見頃（１０月２０日頃まで予定 ※天候等により前後します。） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

みちのく公園 コスモス＆コキア情報 

 

コキア 紅葉見頃

１０月３日撮影

１０月９日撮影

１０月１２日撮影



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の見頃が継続中となり、続いてシーシェ

ルも見頃を迎えました。 
 

【見頃情報】 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

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。（１０/１２撮影） 

① 

③ 

レモンブライト 見頃継続中（１０/１２撮影） 

② 

 ピコティー・レッドイリュージョン・シーシェル見頃（１０/１２撮影） 

レッドイリュージョン 

ピコティー 

シーシェル 

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 
シーシェル 



 

 

 

 

 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、園内には東北六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 
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