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お問い合わせ先 

国営みちのく杜の湖畔公園 みちのく公園管理センター  担当／内海・藤本・佐藤 

〒989-1505 宮城県柴田郡川崎町大字小野字二本松 53-9 

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 

みちのく公園では、平成 2５年 9 月 1４日(土)から 10 月 2０日(日)までの３７日間にわたり「コ

スモス＆コキア de ＣＯＫＯフェスタ」を開催します。 

お花畑では、１２品種・30 万本のコスモスが咲き誇り、「ふるさと村」のだんだん畑では 

１万株のコキアが紅葉する景観をお楽しみいただくことができます。 

期間中は「花・伝統・スポーツ・音楽・復興応援」をテーマとした各種イベントを開催いたしま

す。なかでも、９月２２日(日)に仙南２市９町の美味しい物を集めた「仙南うまいもの祭」が開催

されるほか、東北六県の伝統芸能がそろう「ふるさと村の秋まつり」などを開催します。 

９月１６日(祝)は６５歳以上入園無料、１０月６日(日)及び２０日(日)は入園無料となります。 

ＣＯＫＯフェスタとは、コスモス（cosmos）の「ＣＯ」とコキア（kochia）の「ＫＯ」から両方の草花を“ここ 

（みちのく公園）で”ご覧いただきたいという願いを込めて名づけました。 

国営みちのく杜の湖畔公園 
Michinoku Lakewood N.G.P 
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【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１２品種３０万

本のコスモスを植栽しています。 

種 類 品 種 数量(本) 見 頃 

 

 

 

 

ピンク色のコス

モス 

ピノキオ 66,000  

 

 

 

 

９月下旬～１０月中旬 

ポニー 50,000

ダブルクリック 8,000

日の丸 8,000

オレンジキャンパス 8,000

シーシェル 8,000

ピコティー 8,000

レッドイリュージョン 8,000

黄色のコスモス サンセットイエロー 15,000

イエローキャンパス 8,000

キバナコスモス レモンブライト 63,000 ９月中旬～１０月上旬 

ブライトライト 50,000

9 月１０日現在、キバナコスモスは１分咲で、今週末頃から見頃始めとなります。 

 

ピンク色のコスモス  

みちのく公園では、開花期が長く背丈の低い『ピ 

ノキオ』や『ポニー』の他、筒状の花弁の八重咲 

きで豪華な印象を受ける変わり咲き品種『ダブル 

クリック』、巻貝のような筒状の花弁をもつ変わ 

り咲き品種『シーシェル』、花の色の付き方に特徴 

のある『日の丸』等の 8 品種を植えています。 

 

黄色のコスモス 『サンセットイエロー』 

東北地方では珍しい『サンセットイエロー』とい 

う名の黄色いコスモス。気温が高いと白色に近い 

色となり、気温が下がるにつれ徐々に黄色味が強 

くなる特徴があります 

 
キバナコスモス 『ブライトライト』・『レモンブライト』 

コスモスと同科同属ですが、別種の花です。暑さ 

に強く、初夏から花をつけます。オレンジ色の 

『ブライトライト』、レモン色の『レモンブライ 

ト』の２品種を植えています。 

  

北地区 
みちのく公園のコスモス 

 日の丸  

ブライトライト レモンブライト 

シーシェル     

サンセットイエロー 



 

 

 

【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。 

 

 

                          平成２３年１０月１６日撮影 

 

【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、８月 

  頃はライトグリーンの小株（直径３０ 

ｃｍ前後）でしたが、現在直径４０ 

ｃｍ～６０ｃｍ程度まで生長し、ゴー 

 ルド系グリーンに色が少し変わって      平成２４年９月１２日撮影 

まいりました。 

寒くなり始める１０月には薄紅から 

真紅へと、鮮やかに紅葉する予定です。 

楽しみにお待ちください！！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

みちのく公園のコキア 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 24 年 9 月 12 日撮影 



 

 

 

 

◆仙南うまいもの祭 〈仙南を食べよう〉 

仙南２市９町の美味しい物を「みちの 

く公園」に集めました。飲食ブースをめ 

ぐってみやぎ蔵王三十六景「地域の逸 

品」などが当たるスタンプラリーや、仙 

南の「ゆるきゃら」大集合、各市町観光 

ＰＲも実施します。 

  日 時：9 月 22 日(日)10:00～15:00 

  会 場 湖畔のひろば 

備 考：無料（飲食代別料金） 

 

◆ふるさと村の秋まつり 

東北６県の郷土芸能の舞台や、手作り体験が楽しめる秋まつりを開催します。 

日時等： 

〔１０月１２日(土) 〕  

（舞台）秋田県 なまはげ郷神楽 

郷土芸能のお話 

青森県 津軽三味線 

（体験）金魚ねぷた作り体験 

 

〔１０月１３日（日）〕 

  （舞台）福島県 山木屋太鼓       

      岩手県 鬼柳鬼剣舞 

（体験）赤べこ塗り体験 

 

  〔１０月１４日（祝）〕 

（舞台）山形県 長井の黒獅子 

      宮城県 利府太鼓 

  （体験）紅花染めワークショップ 

       

       

 

 

 

 

 

 

仙南うまいもの祭・ふるさと村の秋まつり 

なまはげ郷神楽        津軽三味線          金魚ねぷた    

山木屋太鼓          鬼柳鬼剣舞            赤べこ      

長井の黒獅子         利府太鼓             紅花染め    



  

 

 

〈復興応援イベント〉 

◆まゆ細工 

「まゆ玉」でオリジナルの犬とうさぎを作ります。 

日 時：9/14(土)～16(祝) 

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 400 円、定員各日 20 名 

           南三陸復興ダコの会 

 

〈ハンドメイド教室〉 

◆花の万華鏡つくり 

秋の草花を使った万華鏡を作ります。 

日 時：9/14(土)～10/20(日)  

10:00～16:00 

場 所：花畑特設会場 

備 考：参加費３００円、定員各日 100 名 

 

◆モールで子犬を作ろう 

一本の長いモールからかわいい子犬を作ります。 

日 時：9/28(土)・9/29（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 5００円、定員各日 20 名 

 

〈遊び・体験コーナー〉 

◆コスモス＆コキア de クイズラリー 

クイズラリーを楽しみながら、コキア、コスモスで 

いっぱいの園内を巡ってみよう。 

日 時：9/14(土)～10/20（日） 

9:30～16:30 

場 所：南地区～北地区自然共生園 

備 考：無料 

   

◆与八の紙芝居 

昔懐かしい紙芝居を古民家の中で上演します。 

日 時：9/21(土)・22（日） 

11:00～、13:00～、14:00 

場 所：ふるさと村鳴瀬川河畔の家 

備 考：無料 

その他 ９月のイベント紹介 【南地区】 



 

◆どこまで転がるスーパーボール 

誰が一番遠くまでスパーボールを転がせるかな。 

日 時：9/23(祝) 

11:00～12:00 

場 所：ふるさと村本荘由利の家 

備 考：無料、定員 100 名 

 

◆ネイチャーゲームを楽しもう 

体の様々な感覚を使って、秋の公園を満喫しよう。 

日 時：9/29(日) 

13:00～15:00 

場 所：多目的ホールふるふる 

備 考：無料、定員 50 名 

 

〈乗り物イベント〉 

◆シカボートレインに乗ろう 

だんだん畑の「コキア」を見ながらシカボー 

トレインに乗って旅しよう。 

日 時：9/14(土)～11/10（土・日・祝のみ）  

10:00～16:00 

場 所：インラインスケートコース 

備 考：参加費３００円（３歳～小学生）、 

４００円（中学生以上） 

 

◆変形自転車に乗ろう 

ユニークな変形自転車に乗って秋の風を楽しもう。 

日 時：9/14(土)～10/27（土・日・祝のみ） 

10:00～16:00 

場 所：湖畔のひろば 

備 考：参加費３００円（３歳～小学生）、 

４００円（中学生以上） 

 

 

 



◆  

 

 

◆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：自然共生園 放牧地 

備 考：雨天中止 9/8～18 中止 

 

◆乗馬体験 

   道産子に乗って放牧地を散歩しながら、馬の魅力に触れ 

ることができます。引き馬なので小さい子でも安心です。 

日 時：9/21（土）～23（祝）10:00～15:00 

場 所：自然共生園 放牧地  

参加料：ショート 500 円、ロング 2000 円  

定 員：100 名 

 

 

◆稲刈り 

地元ボランティアの方にご協力いただき、コツを教えても 

らいながら稲刈りを体験します。 

日 時：9/28(土) 10:00～12:00、13:00～ 

場 所：自然共生園 水田 

備 考：無料 

 

 

 

 

 

 

 

１０月も南地区・北地区ともに、たくさんのイベントをご用意しております。 

東北６県の伝統芸能や伝統工芸が集まる『ふるさと村の秋まつり』や宮城のプロスポーツ 

チームとのコラボイベントなど、盛りだくさんです。別添のチラシをご覧ください。 

詳細は、コスモス開花情報やコキア紅葉情報とともに、追ってお知らせする予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

その他 ９月のイベント紹介 【北地区】 

１０月のイベント 


