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お問い合わせ先 

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・赤間） 

TEL：０２２４-８４-５９９１ FAX：０２２４-８４-５９９２ 

〒９８９-１５０５ 宮城県柴田郡川崎町大字小野字二本松５３-９ 

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

 

 みちのく公園では、「夏フェア２０１２」を８月２６日(日)まで開催しております。 

 第１弾として７月１８日に７月中のイベントをお知らせしていたところですが、この度、８月

のイベント情報が決まりましたので、ご案内いたします。 

夏を涼やかに感じさせるイベント、暑さを元気に変えるイベント。そのいずれもご用意。特に

夏休み中盤から終盤を迎えるお子様のために、みちのく公園ならではの自然に親しむ講座・工作

が充実させ、夏の思い出づくりや宿題にもお役立ていただける内容となっております。 

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 

NEWS 

RELEASE 

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

（第２弾） 

http://www.thr.mlit.go.jp/m-park/
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震災復興応援イベント 

 

 

◆「きりこ」を作って南三陸へ応援の心を届けよう！ 

神棚飾りとして、神社が配る縁起物の「きりこ」。お客様に、この

伝統的な「きりこ」を制作していただきます。模様を一つ一つ切り

抜く、根気のいる作業です。皆さまの「想い」を乗せた「きりこ」

を、公園スタッフが南三陸町に届け、飾らせていただきます。 

日 時：８/１(水)～２６(日) 

場 所：多目的ホールふるふる 

料 金：無料 

 

 

 

東北６県の代表的な古民家を移築した「ふるさと村」を舞台に、みちのく公園ボランティアの方々から

伝統行事をご紹介いただきます。 

 

◆昔遊び大会（昔遊びの会） 

 今回の「昔遊び」は特別！暑い夏は水遊び！みちのく公園ボラン

ティア“昔遊びの会”が丹精込めて作った笹船流し・水鉄砲・魚釣

りなど、水を使った遊びがいっぱいです。 

 日 時：８/１１(土)・１２(日) 

 １０：００～１２：００ １３：００～１５：００ 

 場 所：本荘由利の家 

 参加費：無料  

※)通常の「昔あそび体験」は、毎週土日に行っています。 

 

◆ずんだもちつくり（釜房ろばたの会） 

すりこぎとすり鉢を使う昔ながらの手順で、みんなで「ずんだも

ち」を作ります。 

日 時：８/５（日） １０：００～１５：００（随時受付） 

場 所：釜房の家 

参加費：８００円 

定 員：先着２０組 

 

◆盆棚飾り展示（釜房ろばたの会） 

 旧暦の７月に先祖の霊を祀る、お盆の行事。今年も「釜房の家」に、「盆飾り」を行います。 

 日 程：８/１１(土)～１９(日) 

 場 所：南地区 ふるさと村 釜房の家 

震災復興応援イベント  南地区 

南地区 

「ふるさと村」おすすめイベント 南地区 
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外国産昆虫の飼育展示＆「ふれあいコーナー」 

 

「生きた昆虫の展示」 

・ヘラクレスオオカブトやネプチューンオオカブトなど、外国産の生きた昆虫、約２０匹が集合 

・カブトムシやコクワガタなどに、直接触れられるコーナーも設置 

「昆虫の標本」  

・甲虫類や蝶類など国内外の昆虫、約２,０００点の標本を展示 

 

期 間：～８/１２(日)まで 

    ９：３０～１８：００ 

 場 所：北地区 みちのく自然共生園 情報館 

 入場料：２００円（未就学児無料） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆みんなの昆虫教室 

生態や飼い方など、昆虫に関する無料講座を、昆虫展会場にて行

います。 

日 時：８/４(土)～１２日(日) 

  １１：３０～、１３：３０ 

場 所：みちのく自然共生園 情報館 

参加費：無料（「ふれあい昆虫展」入場の方対象） 

  

「ふれあい昆虫展」開催中（再掲）  北地区 
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◆夏休み工作応援フェア 

時 間：１０：００～１２：００ １３：００～１５：００ 

場 所：南地区 多目的ホールふるふる 

定 員：土日は先着２０名様。七夕飾りは３０名様まで 

日程 内 容 料 金 

７/２８・２９ 葉っぱで昆虫つくり 無 料 

８/４・５ ウィンドカー ３００円 

８/１１・１２ 木工教室 

指導：｢工房 木勘坊｣ 

５００ 

～２,０００円 

８/１８・１９ 紙パックヒコーキ 無 料 

８/２５・２６ ドリームキャッチャー １００円 

８/１～３１ ペットボトル風鈴 ２００円 

 

◆工作体験 

自然素材を使った工作を行います。 

日 時：８/５(日)、８/２６(日) 

  １０：００～１２：００ １３：００～１５：００ 

場 所：北地区 みちのく自然共生園 知恵体験舎 

料 金：１００円 

 ・８/５：草や木で染めてみよう 

 ・８/２６：丸太に絵を描こう 

 

◆自由研究おすすめ講座 

小学生対象水辺・昆虫・野草の観察や、農園で育つ野菜の収穫体験、自然素材を使った工作などを行

います。 

日 時：毎日曜日 

  １０：００～１２：００ 

場 所：北地区 みちのく自然共生園 

料 金：３００円 

８月分の日程 

７/２９ 田んぼ･池の生き物を調べよう 

８/５ 夏の動植物を調べよう 

８/１２ 沢の生き物を調べよう 

８/２６ 野菜を調べよう 

※)事前の申し込みが必要です（0224-84-5991 担当：前畑・葉坂） 
８月１９日は「ap bank fes’12」開催のため、お休みします 

自由研究・工作応援イベント 

南地区 
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◆いつでも収穫体験 

収穫時期を迎える野菜を収穫していただけます。こちらでご用意

した袋、１袋分をお持ち帰りいただけます。 

日 時：「夏フェス」期間中、毎日 

    １０：００～１７：００ 

場 所：北地区 みちのく自然共生園 

料 金：２００円 

 

 

◆昔の農具を使おう！ 

水田除草機や三角ホーを使って、雑草を取ってみます。 

日 時：土曜日 

    １０：００～１２：００ １３：００～１６：００ 

場 所：北地区 みちのく自然共生園 

料 金：無料 

 

 

◆白玉だんごのふるまい 

共生園で収穫した お米で作った白玉だんご。先着５０名様に召し

上がっていただきます。 

日 時：日曜日 

    １１：３０～ なくなり次第終了 

場 所：北地区 みちのく自然共生園 

料 金：無料 
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◆シカボートレインに乗ろう！ 

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：～８/１９（日）までの期間中の土･日･祝 

およびお盆（8/13～17） 

 ９：３０～１６：００ 

場 所：インラインスケートコース 

参加費：３００円（３歳未満は無料）   

雨天時：中止 

 

◆夏休みクイズラリー 

南地区４門、北地区３問。いずれか全てを答えると、抽選で素敵な

賞品がもらえます。 

日 時：夏フェス期間中、毎日。 

ただし北地区は、８月１３日～２４日はお休みします。 

９：３０～１７：００ 

場 所：南・北の両地区。 

特設クイズラリー看板（位置は用紙を参照） 

参加費：無料 

 

 

 

 

 

 

◆紙ヒコーキ教室 

国営木曽三川公園で活動する「紙飛行機の会」のメンバーが 

「被災地の子どもたちを励まそう」と、愛知県から はるばる

来園。競技会仕様の紙飛行機の飛ばし方を指導してくれます。 

 日 時：７/２８(土) 雨天時は２９日(日)に順延 

  １０：００～１２：００ １３：００～１５：００ 

 場 所：北地区 風の草原 

 参加費：無料  

ファミリー・イベント 南地区 

夏休み 特別イベント（再掲） 

北地区 

北地区 
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蔵王連峰を望む「彩のひろば」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、５種類７品種６万４千株の草花

を植栽しています。夏から秋にかけ、赤・黄を中心に鮮やかな色彩をお楽しみいただけます。見頃

は７月下旬～８月下旬頃になると、予想しております。 

■植栽数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆２０１２みやぎ川崎夏まつり 

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されます。 

第１部「第 19回川崎町支倉常長まつり」には、仮装常長も登場予定。クイズや抽選会などで盛り上

がります。 

第２部「2012みやぎ川崎花火フェスタ」では、４,０００発の花火

が打ち上げられます。また、花火師が火柱を上げる手筒を抱え仁王

立ちする「手筒花火」は、まさに圧巻です。 

日 時：７/２８(土) １２：００開場、２１：００終了予定 

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 

为催：支倉常長まつり実行委員会 

みやぎ川崎花火フェスタ実行委員会 

お問い合わせ先：川崎町観光協会（０２２４-８４-６６８１） 

  

大花壇 やすらぎの池 その他花壇

3,400㎡ 350㎡ 280㎡

1 アゲラータム 1 6,995株 400株 327株 7,722株

2 コリウス 1 2,804株 392株 0株 3,196株

3 サルビア 2 25,935株 1,168株 2,286株 29,389株

4 マリーゴールド 2 15,832株 3,792株 1,838株 21,462株

5 バーベナ 1 2,643株 248株 0株 2,891株

合計 7 54,209株 6,000株 4,451株 64,660株

導入草花 品種数 合計

夏の大花壇情報（再掲） 

南地区 

公園周辺のおすすめ（再掲） 
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 「国営みちのく杜の湖畔公園」は南東北の主要都市、仙台市・山形市・福島市から いずれも 50ｋｍ

圏内にある、東北唯一の国営公園です。宮城県柴田郡川崎町の釜房ダム湖畔に位置し、蔵王連峰を望む、

豊かな水と緑に恵まれた環境です。 

平成元年８月に、約 62ｈａで開園しました。計画総面積約 647ｈａのうち、現在は約 321.9ｈａ

が利用可能となっています。平成２６年には全区画、完工予定です。 

 公園の南地区には、数万株もの季節の花々が色鮮やかに咲き誇る「彩のひろば」や、人気の遊具がそ

ろう「わらすこひろば」、8.5ｈａの芝生が広がる「湖畔のひろば」（ボールや凧など無料貸し出しもあ

り）など、お子様連れで楽しめる施設がいっぱいです。 

また、東北６県の古民家を移築した「ふるさと村」では、当時の生活を体感することができます。 

北地区には、気軽にキャンプが楽しめる「エコキャンプみちのく」、ノルディックウォーキングやグ

ラウンド・ゴルフなどもできる広大な「風の草原」、ドッグランなどもあります。 

さらに、昨年 7月には「みちのく自然共生園」（16.8ｈａ）が開園。美しい里地里山の再生をテーマ

に、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 

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日） 

 

 

 

 

 

 

○アクセスと駐車台数等 

開園時間：9：30～18：00（7/1～8/31） 

     9：30～17：00（3/1～6/30、9/1～10/31） 

     9：30～16：00（11/1～2月末） 

  休 園 日：火曜日（7/21～8/31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 

 

 

車種 料金 

大型（30人乗以上） 1,000円 

普通 300円 

二輪 100円 

みちのく公園 


