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「花のフェスティバル２０１２ 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 

一般財団法人公園財団みちのく公園管理センター 

 （担当／平塚・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 

 平素より、当公園の管理運営にご理解とご協力を賜り、誠にありがとうございます。 

さて、みちのく公園では、平成 24 年 4 月 14 日（土）から 5 月 6 日（日）まで「花のフェス

ティバル 2012」を開催し、多くの来園者にサクラやチューリップ、ナノハナなど、美しい春の

草花をご覧いただくとともに、「花・文化・子育て応援・音楽」をテーマとした各種イベントを楽

しみ、春のみちのく公園を満喫していただきたいと考えております。 

期間中は、園内全域に咲く 6 品種・1,000 本のサクラや蔵王連峰を背景とした「彩のひろば」

に咲く 35 品種・87,000 本のチューリップなど、春の連続した開花リレーをお楽しみいただく

ことができます。 
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季節は４月となり、これから「みちのく公園」が最も美しい春を迎えます。春から秋にか

けて、途切れることのない開花リレーを続けていく色とりどりの草花たちの中から、ゴール

デンウィーク頃までにご覧いただくことができる主な花をご紹介いたします。 

 これから、開花を迎える花は、今後の天候状況にも大きく左右されるため、見頃状況につ

いてはＨＰでご案内するとともに、改めてリリースをさせていただきます。 

 

【クリスマスローズ】 

＜場所・数量＞ 

 公園入口（南ゲート）入ってすぐの「クリスマスロー

ズの丘」を中心に、原種系のニゲルと交配種のハイブリ

ダスの 2 品種、約 5,700 株を植えております。 

 

＜開花・見頃＞ 

 1 月より続いていた大寒波の影響により、例年より 2

週間ほど遅くなりましたが、徐々に暖かくなってきたこ

ともあり、現在見頃を迎えております。見頃の期間は 5

月上旬まで続く予想です。 

 

【サクラ】 

＜場所・数量＞ 

 園内全域に 6 品種・1,000 本のサクラがあり、最も早く咲く「ソメイヨシノ」に続き、「ヤマ

ザクラ」や「サトザクラ」が連続して咲きます。 

 

品種名 本 数 

ソメイヨシノ 約 500 本 

ヤマザクラ 約 400 本 

サトザクラ 

約 100 本 
オオヤマザクラ 

ヒガンザクラ 

シダレザクラ 

 

＜開花・見頃＞ 

 全国的に開花が若干遅れているサクラですが、当公園も同様に 1 月より続いていた大寒波の影

響もあり、例年よりも 1 週間ほど開花が遅れる予想となっております。 

 今後の気温にもよりますが、ソメイヨシノは 4 月 20 日頃に開花、1 週間ほどで見頃となる予

想です。（ヤマザクラやサトザクラは、ソメイヨシノが散った後に見頃を迎えます。） 

みちのく公園 春の花情報 

平成 24 年 4月 10日撮影：見頃継続中 

平成 21 年撮影：見頃状況 



【チューリップ・パンジー・ビオラ】 

＜場所・数量＞ 

 蔵王連峰を望む「彩のひろば」を中心に、赤・白・

黄色を多く取り入れた 35 品種・87,000 本のチュ

ーリップを植え、チューリップの下には 21 品種・

73,000 株のパンジー・ビオラを混植しております。 

 

＜開花・見頃＞ 

 チューリップ・パンジー・ビオラは、例年 4 月下旬

からゴールデンウィークにかけて見頃を迎えております。チューリップは寒さに強いため、今後

の天候状況にもよりますが、ゴールデンウィークには見頃を迎える予定です。 

 混植しているパンジー・ビオラは、すでに咲き始めており、4 月下旬からゴールデンウィーク

に見頃を迎える予定です。 

 

【ナノハナ】 

＜場所・数量＞ 

 東北 6 県の古民家を移築した「ふるさと村」の「だんだん

畑」を中心に、約 80,000 本のナノハナを植えております。 

 

＜開花・見頃＞ 

 例年 5 月上旬から下旬頃にかけて見頃を迎えております。

ナノハナもチューリップ同様に寒さに強いため、今後の天候

状況にもよりますが、見頃期間に大きな差はでないと予想し

ております。 

 

【スイセン】 

＜場所・数量＞ 

 四季折々の花をご覧いただくことができる「花木園」には、東日本大震災復興のメッセージと

してフェニックス（丌死鳥）を模り、20,000 球のスイセンを植えつけております。（平成 23 年

11 月 18 日にボランティアの皆様と植えました。） 

 

品種名 球 数 

ﾗｲﾝﾍﾞﾙﾄｱｰﾘｰｾﾝｾｰｼｮﾝ 7,500 球 

ヤングスター 5,500 球 

テターテート 2,000 球 

アイスフォーリス 2,500 球 

セルマラゲロフ 2,500 球 

 

 

平成 23 年撮影：見頃状況 

平成 23 年撮影：見頃状況 

平成 24 年 4月 10日撮影：全景写真 



次のうち実際にないチューリップの種類はどれでしょう？ 

Ａ：ヨコハマ Ｂ：サッポロ Ｃ：センダイ 

5/5・6 には、みちのく公園南地区と北地区間でシャトルバスを運行します。 

ぜひご利用ください。 

＜開花・見頃＞ 

 できるだけ長い期間ご覧いただくことができるように、早咲

きのなかでも花期の異なる品種を植えましたが、1 月より続い

ていた大寒波の影響により、予想よりも大幅に開花が遅くなっ

ておりました。 

徐々に暖かくなってきたこともあり、現在ごく早咲きの株が

咲き始め、4 月中下旬頃から見頃となると予想しております。 

 

 

 
 

◆花と緑のクイズラリー 

園内に咲き誇る春の花を愛でながら、花や緑に関するクイズを楽しんでいただきます。 

※クイズに答えて応募すると、抽選でエコキャンプみちのくコテージ宿泊券などステキなプレゼ

ントが当たります。 

 

 日 時：4/14（土）～5/6（日）9：30～16：30 

場 所：園内全域（ラリーカードは南ゲートにあります。） 

参加費：無料 

 

 

 

 

 

 

◆自然体験わくわくスタンプラリー 

北地区みちのく自然共生園や南地区の『体験イベント』に参加して、 

スタンプを集めよう！ 

「紙すき」「動物ふれあい」「ガイドウォーク」「凧つくり」など９つ 

のプログラムうち、５つを体験しスタンプを集めると自然共生園でとれた 

素材を使った「草木染ハンカチ」や「エコキャンプみちのくコテージ宿泊券」などが当たる 

くじ引きへ参加できます。 

  日 時：５/５（祝）・６（日） 

9：30～17：00 

場 所：みちのく公園全域 ※ラリーカード配布：南地区・北地区・エコキャンプみちのく 

参加費：無料（一部有料） 

 

 

 

 

 

 

おすすめイベント情報 

◇問題紹介 

平成 24年 4月 10日撮影：一部咲き始め 

◇シャトルバス運行のお知らせ 



東日本大震災により川崎町（青根温泉）へ二次避難され、現在は各地で仮設住宅等へ移られた

石巻市民の皆様をご招待し、4/14（土）には「みちのく公園北地区」で、みちのく公園産そ

ばのふるまいやグラウンドゴルフを楽しんでいただき、4/15（日）には「みちのく公園南地

区」で、春の彩コンサートを聴いていただくほか、食事会を行います。 

 

◆春の彩コンサート ４/１５ 復興支援コンサート 

昭和を代表する作曲家の古賀政男氏の「影を慕いて」を縁として、古賀氏の故郷の福岡県大川

市や佐賀県の音楽愛好家（古賀メロディーギターアンサンブル）の皆様が、ゆかりの川崎町で復

興支援コンサートを開催します。 

 

 日 時：4/15（日） 10：30～ 

場 所：彩のひろば 

  雨天時：中止（状況に応じて場所を変更して実施する予定です。） 

 

 

 

 

 

 

 

※上記石巻市民応援企画・古賀メロディーギターアンサンブル復興支援コンサートの主催等は下

記のとおりとなります。 

 

 主 催：青根温泉旅館組合、青根行政区、青根温泉合同会社 

 共 催：国営みちのく杜の湖畔公園、川崎町社会福祉協議会、川崎町観光協会 

 後 援：川崎町東日本大震災復興支援対策本部 

 

 

  

※写真は平成 23 年 6 月 8 日（水）に、当時川崎町へ二次避難されていた石巻市民の皆様と「みちのく公

園自然体験会」を実施した際のものとなります。 

 

  



平成 23 年 7 月 16 日にオープンした「みちのく自然共生園」では、 

5/5（祝）・6（日）に「自然共生園春まつり」を開催します。 

当日は、「クラフト体験」「乗馬体験」「ガイドウォーク」「野草観察」など大自然を満喫で 

きるイベントを実施いたします！ 

Ｃ：センダイ 

ヨコハマやサッポロ以外にも、国内外の地名がついたチューリップはたくさんあり

ます。いつかセンダイという名前のチューリップも誕生するかもしれませんね。 

 

◆イースターエッグキャンドルつくり 

4/8（土）のイースターにちなんで、たまご型のキャンド

ルに飾り付けを行います。 

 

  日 時：4/14（土）・15（日）・21（土）・22（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：各日 30 名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※その他のイベントにつきましては、別添イベントチラシをご覧ください。 

 ◇みちのく公園 北地区 自然共生園春まつり◇ 

◇答  え 



  

 

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。平成 23 年 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 

  5月 5日（祝）※子どものみ無料となり、駐車料金は別途必要となります。 

 

 ○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（3/1～6/30） 

  休 園 日：毎週火曜日（4・5月は無休となります。） 

  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 


