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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・赤間） 

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、みちのく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。 

夏休みも後半にさしかかろうとしていますが、子供たちに大好評の「ふれあい昆虫展」は、１２

日(日)が最終日です。ご入場されたお子様には“昆虫の王者”ヘラクレスオオカブトや“森の宝石”

ニジイロクワガタと一緒に記念撮影していただけます。さらに、身近なカブトムシ・クワガタを自

由に手に取れる「ふれあいコーナー」も、今週末まで お楽しみいただけます。 

なお、公園では引き続き、「夏フェア 2012」を開催中です。８月２６日(日)までの期間中、北・

南地区ともに夏休みの子供たちが楽しめて、研究・工作に役立てることができる企画をまだまだご

用意しております。 

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

 

◆生きた昆虫の展示 

・ヘラクレスオオカブト・ニジイロクワガタとの記念撮影 

・昆虫先生の指導のもと、ヘラクレスにも触ってみよう！ 

・カブトムシやコクワガタに、自由に触れるコーナーも設置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆昆虫標本 

甲虫類や蝶類など国内外の昆虫、約２,０００

点の標本を展示 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆みんなの昆虫教室 

虫の採り方・飼い方・繁殖のさせ方など、 

実践的な昆虫教室を無料で行っています 

（３０分程度）。 

具体的な方法や失敗を避けるコツのほか、 

経験豊富な先生が、質問にも丁寧に答えて 

くれます。 

毎日２回 ①１１：３０～  

②１３：３０～  

北地区 

大好評「ふれあい昆虫展」 いよいよ 12日まで！ 



 

 

 

 夏休みも中盤。自由研究や工作の課題をどうしようかと、悩んでいる子どもたちも多いの

ではないでしょうか？ そんなお子様は、みちのく公園へどうぞ。 

 面白くて役に立つ、研究・工作講座、イベントを各種ご用意しております。 

 

◆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：先着２０名様。ペットボトル風鈴は定員なし 

日程 内 容 料 金 

８/１１・１２ 木工教室 

指導：｢工房 木勘坊｣ 

５００ 

～２,０００円 

８/１８・１９ 牛乳パックヒコーキ 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 丸太に絵を描こう 

倒木をカットして作った「丸太」に、絵を描きます。 

日 時：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 

 

 

◆自由研究オススメ講座 

小学生対象。水辺観察や、農園で野菜の収穫体験を行います。 

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（小学生のみ。付添いの大人・未就学児無料） 

８月分の日程 

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 



 

 

 

◆いつでも収穫体験 

無農薬・有機栽培で育てた共生園の野菜たち。旬を迎えたジャガイモ・ナス・

キュウリ・ピーマン・トマト・エダマメなどを収穫できます。 

日 時：「夏フェア」期間中、毎日 

    １０：００～１７：００ 

場 所：北地区 みちのく自然共生園 農園 

料 金：２００円（収穫したもの１袋分 お持ち帰りできます） 

 

◆昔の農具を使おう！ 

今では使われることが珍しくなった、水田除草機などを使って、

雑草を取ってみます。 

日 時：毎土曜日 

    １０：００～１２：００ １３：００～１６：００ 

場 所：北地区 みちのく自然共生園 農園 

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：毎日曜日 

    １１：３０～なくなり次第終了 

場 所：北地区 みちのく自然共生園 知恵体験舎 

料 金：無料 

 

 

 

 

 

◆昔遊び大会 

 毎週土日、ふるさと村の本荘由利の家では、みちのく公

園ボランティア“昔遊びの会”の皆様が手製の遊び道具で

お客様をお迎えしております。 

８月１１日・１２日は特別に、暑い夏にピッタリの「笹

舟流し」・「水鉄砲」・「魚釣り」など、水を使った遊びをい

っぱいご用意していただきます。 

 日 時：８/１１(土)・１２(日) 

 １０：００～１２：００ １３：００～１５：００ 

 場 所：南地区 本荘由利の家 

 参加費：無料  

※)通常の「昔あそび体験」は、毎週土日に開催中  

みちのく自然共生園 開催イベント 

「ふるさと村」開催イベント 



 

 

「“福幸きりこ”を飾り、鎮魂の願いとともに記憶の中の風景や思い出を再現しよう」と、

南三陸町では８月２５日(土)から９月１１日(火)まで、ENVISI主催の「福幸きりこ祭 白い

紙で彩るみんなの記憶」が開催されます。町内２か所にある仮設商店街の軒などに「福幸き

りこ」を展示し、震災前の町の営みを思い起こします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“みちのく公園も協力したい”という想いから、「鮭」・「タコ」などの南三陸町のシンボ

ルをモチーフとした柄の「福幸きりこ」をみちのく公園にいらしたお客様に切り抜いてい

ただいております。仕上がった「福幸きりこ」は、お祭り初日の前日、公園スタッフが南

三陸町にお持ちし、飾り付けのお手伝いをする予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

塩竈市から三陸地方南部には、お正月の神棚かざりとして、

半紙を縁起の良い模様に切り抜いた「きりこ」を飾る風習が

あります。漁業が盛んな南三陸町では、土地柄、大漁や安全

を願い、一年を通じて飾る家も多くありました。みちのく公

園は、その南三陸町を象徴するものといっても過言ではない

“きりこ”を用いて、南三陸町を応援します。 

南三陸へ届けよう！「福幸きりこ」  



 

 

 

【コキアとは】 

 ほうき のような細かい茎が特徴的で、昔は茎を乾燥して、実際に ほうき として利用さ

れることもありました。 

秋田県特産の「とんぶり」として知られる果実は、直径 1- 2mmの小さな球形です。黒緑

色で光沢があり、歯ざわりも似ていることから、「畑のキャビア」「和製キャビア」とも呼

ばれます。 

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 

 

【みちのく公園のコキア】 

多目的ホール「ふるふる」から見下ろす、全体面積約 5,000 ㎡の「だんだん畑」に、約

1万株のコキアが生育中です。『ふわふわ＆もこもこ』のコキアが広がる丌思議な光景はま

さに一見の価値ありです。 

６月末に植えつけたコキアは現在、写真のようなライトグリーンの小株（直径３０ｃｍ

程度）ですが、これから大きく育ち（直径６０ｃｍ程度まで）、10月には薄紅から真紅へと、

鮮やかに紅葉します。楽しみにしてお待ちください！！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ふわふわ＆もこもこ コキア生育中！  

平成 24年 8月 5日撮影 

平成 23年 10月 16日撮影 



 

 

 

 「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 321.9

ｈａ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） 

 

 

 

 

 

 

○開園およびアクセス情報 

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（7/21～10/31は無休） 

  アクセス：山形自動車道 宮城川崎 ICより約 5分 

駐車台数：約 1,400台 

 

 

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 基本情報 


