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   コキアの紅葉が見頃となりました！

 

 

 

 
 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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、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。 

みちのく公園では、平成 24 年 9月 15 日(土)から 10 月 21 日(日)まで、「コスモス＆コキア de  

ＣＯＫＯフェスタ」を開催しています。 

フェスタの主役となるコキアは、紅葉が進み、非常に美しいグラデーションをご覧いただける状

態となっております。紅葉の見頃は、今週末 13 日あたりより約 1 週間から 10 日間ほどと予想し

ております。また、ピンク色のコスモスや東北初の植栽となる黄色いコスモス“サンセットイエロ

ー”は、先日 9月 30日の夜の台風 17 号通過の影響で、一部倒伏しておりますが、倒れながらも

健気に花を咲かせております。 

また、イベントにつきましては、今週末の 10 月 14 日(日)入園無料日に、第６回みちのく杜人

音楽祭を開催するほか、来週 10 月 20 日・21 日は公園の南北両地区でスポーツの秋を楽しめる

イベントなどをご用意しています。 

国営みちのく杜の湖畔公園 
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平成 24年 10月 11日撮影 

紅葉するコキア 

http://www.thr.mlit.go.jp/m-park/


 

 

 

【みちのく公園のコスモス】 

みちのく公園には総面積約 20,000 ㎡、蔵王連峰を望む「花畑」を中心に８品種２０万株

のコスモスを植えています。 

見頃を迎えようとしていた 9 月 30 日、台風 17 号が通過した影響で、ピンク色のコスモ

ス（センセーション系）および、黄色のコスモス（サンセットイエロー）は大部分が倒伏し

てしまいました。しかし、気温が下がってきたことから、コスモスたちは、倒れながらも花

付きを良くしています。 

 

 

ピンク色のコスモス  

『センセーション』・『ダブルクリック』・『シーシェル』・『矮性種混合（アーリーサマー・ベガ）』 

 
 

黄色のコスモス 

東北初の植栽＆気温が下がるにつれ徐々に黄色が強くなる『サンセットイエロー』 

  

北地区 コスモス、頑張って花を付けています！！  



 

 

 

【コキアとは】 

 コキアは、アカザ科ホウキギ属の草本類です。ほうきのような細かい茎と秋に紅葉する

のが特徴です。昔は茎を乾燥して箒（ほうき）として利用することもありました。 

果実は秋田県特産の「とんぶり」として知られ、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。 

 

 

【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

万株のコキアを植栽しています。『まんまる・ふ

わふわ・もこもこ』のコキアが広がる不思議な

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、ライトグリー

ンの小株（直径３０ｃｍ程度）でしたが、８月

の天候が生育に適していたようで、昨年よりも

大きく、６０ｃｍ～１ｍ程度まで生長しました。

最近の夜間の冷え込みから、紅葉が進み、10 月

11 日現在、美しい緑と赤のグラデーションをご

覧いただける状態となっております。今後、さ

らに薄紅から深紅に色が変化し、紅葉の見頃は、

今週末 13 日あたりより約 1 週間から 10 日間

ほどと予想しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

↑この写真は昨年の見頃の様子ですが、今年は 

今週末 13 日あたりから紅葉の見頃となりそうです。 

 

お待たせしました！！ コキア紅葉見頃！！  

平成 24年 8月 5日撮影 

※平成 23年 10月 16日撮影 
平成 24年 10月 10日撮影 

平成 24年 10月 1日撮影 



 

                                    

【第６回みちのく杜人音楽祭】10/14 

みちのくの豊かな自然（杜）に集まる人“杜人（もりび 

と）”が主役となる音楽の祭典です。東北 6 県の代表的な 

古民家と紅葉の見頃を迎えたコキアのだんだん畑の趣き深 

い風景の中で、10 カ所のステージを設け、44グループが 

演奏します。美しい秋の景色と様々な音楽、多彩なイベン 

トを同時に楽しむことができる催しです。 

 

◆貝殻ソープディッシュつくり  

南三陸町のホタテ貝を使い、石鹸皿を作ります。 

収益の一部は南三陸町へ届けます。９月に実施しましたが、 

大人気のため、杜人音楽祭でも実施します。 

日 時：10/14(日)   

10:00～12:00、13:00～15:00 

場 所：ふるさと村 本荘由利の家 

備 考：参加費 300 円、定員 40 名 

 

◆草木染体験 【協力】創房会 

  園内のマリーゴールドやクリなどの草木を使って、ハン 

カチやコースターを染めることができます。 

日 時：10/13（土）・14(日)  

10:00～11:30、13:00～14:30 

場 所：多目的ホールふるふる 

備 考：参加費 100～1000 円 

 

◆野点（のだて） 【協力】表千家 畠山照子 

心地よい音楽の生演奏を聴きながら、本格的なお茶を 

楽しむことができます。 

日 時：10/14(日)  

10:00～12:00、13:00～15:00 

場 所：釜房の家 

備 考：参加費 300 円 

 

◆かんたんいけばな教室 【協力】草月流 ＳＹＣ宮城４ 

園内のコスモスを使い、お子様でも参加できる簡単な 

いけばなを体験できます。 

日 時：10/14(日)  

10:00～12:00、13:00～15:00 

場 所：多目的ホールふるふる 

備 考：参加費無料、各回 15 名 

イベント紹介 



◆第３回 川崎町歴史・文化展 【共催】川崎町観光協会 

みちのく公園のある川崎町の歴史・文化を町の指定 

文化財である「釜房の家」で、旅する民俗学者“宮本 

常一”先生の川崎町に関する文献披露などを行います。 

日 時：10/20(土)・21(日) 9:30～17:00 

場 所：釜房の家 

 

◆文化伝承釜神展 【協力】加美町文化協会「木彫りの会」 

  仙北や岩手県で、魔除けや火伏せの神様として信仰さ 

れてきた伝統工芸「釜神様」。津波を耐え、戻ってきた 

ものや、震災瓦礫を使用して作られもの等、約 60 点 

を展示。14日（日）には木彫りの実演も行います。 

日 時：10/6(土)～14(日) 9:30～17:00 

場 所：鳴瀬川河畔の家 

     

◆のびのびスポーツフェスタ 【協力】宮城県レクリエーション協会 

広い草原で、ニュースポーツ用具を使い普段体験でき 

ないスポーツを思いっきりお楽しみいただけます。 

日 時：10/20(土)・21(日) 10:00～15:00 

場 所：風の草原 

 

◆楽天イーグルス親子キャッチボール 【協力】（株）楽天野球団 

キャッチボールやバッティングなど、楽天イーグルス 

Ｊｒコーチが指導してくれます。 

日 時：10/20(土) 10:00～12:00 

場 所：風の草原 

備 考：事前申込制（10/15 日まで） 

・雨天中止・参加費無料 

 

◆仙台 89ERSバスケットボール体験 【協力】（株）仙台スポーツリンク・一般社団法人地球の楽好 

ドリブルやシュート、フリースローなど、仙台 89ERS 

のジュニアコーチと元選手による指導を受けることができます。 

日 時：10/20(土) 10:00～15:00 

場 所：風の草原 

備 考：当日受付・雨天中止・参加費無料 

 

◆第 9回ベガルタウォーク 【主催】ベガルタ仙台・市民後援会/ 

国営みちのく杜の湖畔公園 

クイズを解きながら秋のみちのく公園をウォーキング。 

サッカー教室やチアリーディング教室もあります。 

日 時：10/21(日) 10:30～15:00 

場 所：南地区 

備 考：当日受付可・雨天中止・参加費 500 円 



  

◆ワンちゃんしつけ教室 

   日常生活で必要なしつけと健康について指導を受ける 

ことができます。 

日 時：10/21（日）10:30～12:00、13:00～14:00 

場 所：北地区ドッグラン 

参加料：無料（会員登録制）   

備 考：雨天中止 

 

◆ヒツジ・ヤギふれあい体験 

   ヒツジやヤギに草を与えたり、体に触れてみたりと、 

北地区自然共生園の魅力を楽しんでいただけます。 

日 時：毎日 10:00～16:30 

場 所：北地区みちのく自然共生園 

備 考：雨天中止 

 

◆サツマイモ掘り 

   自然共生園で育てたサツマイモを掘ることが出来ます。 

日 時：10/14（日）・20（土） 10:00～15:00 

場 所：北地区みちのく自然共生園 農園  

参加料：１株 200 円  

定 員：先着 50 名 

 

 

◆糸紡ぎ・織物体験  

自然共生園で収穫した「綿」や羊毛から糸を紡ぎ、織物 

を作ります。 

日 時：10/21(日) ①10:00～ ②13:00～ 

場 所：北地区みちのく自然共生園 自然共生情報館 

参加料：1人 300 円 

定 員：先着 20 名 

 

◆いも煮の振る舞い  

自然共生園で収穫したサトイモなどの野菜を「いも煮」 

にしてふるまいます。 

日 時：10/21(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 

定 員：先着 50 名 

 

 

 

  



 

 

 

 「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（10/31まで無休） 

  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 

 

 ○無料入園日 

  10/14（日） ※駐車料金は別途 

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 


