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新型コロナウイルス感染症の感染拡大によ
り、内容が変更または中止となる可能性があ
ります。
お出掛けの際は、マスクを着用し、発熱や風
邪のような症状がある場合は出掛けないなど
「新しい生活様式」の実践をお願いします。

登米市登米町には、教育資料館や
警察資料館といったハイカラな
洋風建築物や、廃藩置県当時に置
かれた水沢県庁など、明治の面影が
残る建物が現存しています。また、
少し横道に入ると、藩政時代の武家
屋敷や史跡も随所に残っており、
それらの町並みから「みやぎの明治
村」と呼ばれています。明治ロマン
を感じる街並みを満喫してみては
いかがですか。
問

大崎地域 ［色麻町］

株式会社色麻町産業開発公社
☎0229（65）4372

●問

色麻ブランド
「えごま」

「えごま」は別名「じゅうねん」とも
呼ばれ、１０年長生きすると言われ
るほど栄養価が高く、健康食材と
して注目されています。色麻町は、
一大産地として約30㌶の栽培面
積を誇ります。町内全域で農薬を
使用しない栽培が行われており、
特産品の開発にも取り組んでいます。
ぜひ一度ご賞味ください。

石巻地域 ［東松島市］

東松島市観光物産協会
☎0225（87）2322

●問 株式会社とよま振興公社
☎0220（52）5566

●問

東松島のりうどん

東松島名物の「のりうどん」は、皇室
献上の実績を誇る海苔を粉末状に
して生地に練り込み、ツルツルの食
感と口の中に広がる豊かな海苔の
香りが魅力です。市内では3店舗で
提供しており、各店ごとの個性が
光るオリジナルメニューをお楽しみ
いただけます。ネット販売や市内外
のお土産店などで、乾麺の販売も
行っておりますのでご家庭でも
手軽にお楽しみいただけます。

登米地域 ［登米市］

栗原地域 ［栗原市］

売り出し中です「くりはらの苔」
～くりはらの苔ふれあいフェア2021～

苔は国内で千数百種以
上が自生しています。その
中で5～6種が造園・緑化
資材として活用されてい
るほか、ほっとする外観
からテラリウムや苔玉な
どに加工して身近に楽
しむ方も増えています。
栗原地域では、苔を地域
の新たな資源として、栽培
技術の習得や地域イベ
ントの開催などを通じ地場産品として産地化を図る取り組みを進めています。

「くりはらの苔ふれあいフェア2021」では、苔玉の展示販売やテラリウムの製
作体験などを行いますので、どうぞお越し
ください。

気仙沼・本吉地域 ［気仙沼市］

気仙沼市パークゴルフ場
☎0226（25）7175

●問

汐風薫る
パークゴルフ場

「気仙沼市パークゴルフ場」は、１年中
プレーできる全36ホールの日本
パークゴルフ協会公認コースです。
フラットな地形に池が配置され、
初心者から上級者まで楽しめる
コースです。必要な道具はレンタル
できますので、手ぶらでもＯＫ。「人
に優しく自然にやさしい」コースで

「生涯スポーツ」として注目のパー
クゴルフをプレーしてみてはいか
がでしょうか。

奥州街道の宿場町の面
影が残る「しんまち地区」
に、新たな観光施設「とみ
やど」が５月にオープンし
ました。明治から昭和に
かけて、牧師・教育者・政
治家として活躍した富谷
の偉人・内ヶ崎作三郎氏
の足跡を伝える記念館、
昔の宿場町や茶屋の賑
わいを彷彿させる飲食
店、陶芸体験や富谷で採れたハチミツから作った商品を扱う店舗などが並びま
す。大事にしてきた富谷の歴史と、新しいフレッシュな富谷が交錯するこの地に、
ぜひ足を運んでみてください。

10月23日（土）午前10時～午後3時
山の駅くりこま（栗原市栗駒）
北部地方振興事務所
栗原地域事務所林業振興部
☎0228（22）2133

富谷宿観光交流ステーション「とみやど」
☎022（347）3344
平日/午前11時～午後3時、土曜・日曜・祝日/午前11時～午後5時
※営業時間は変更になる場合があります。
定休日/火曜(祝日の場合は翌日)

●問●
●
●

日
所
問

仙南地域 ［全域］

仙南地域を舞台にナゾ解きゲームに挑戦

毎年大好評の「ナゾ解
き発見ゲーム『県南ご
当地キャラクターを探
せ！』」を 今 年も開 催
します。ナゾを解いて
仙南地域に隠れたキャ
ラクターを見つけ出す
体験型ゲームで、キー
ワードを集めて応募す
ると抽選で６４人に温
泉宿泊券、キャラクターグッズなどの豪華賞品が当たります。ナゾは全部で９つ
あり、すべて難問です。悩んだときはヒントをくれる「ヒント提供店」に立ち寄り
ながら、難問を解き明かしましょう。皆さんでチャレンジしながら、仙南の秋を
満喫してください。

9月1日（水）～11月30日（火）
仙台・宮城観光キャンペーン
推進協議会県南地域部会
☎0224（53）3182

●
●
日
問

仙台地域 ［富谷市］

宿場の賑わいを繋ぐ「とみやど」

みやぎの明治村

と   め とよま

うち が さきさくさぶ ろう

こけ

こけ

こけ

こけ

栽培場調査の様子
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新型コロナウイルス感染症の感染拡大によ
り、内容が変更または中止となる可能性があ
ります。
お出掛けの際は、マスクを着用し、発熱や風
邪のような症状がある場合は出掛けないなど
「新しい生活様式」の実践をお願いします。

登米市登米町には、教育資料館や
警察資料館といったハイカラな
洋風建築物や、廃藩置県当時に置
かれた水沢県庁など、明治の面影が
残る建物が現存しています。また、
少し横道に入ると、藩政時代の武家
屋敷や史跡も随所に残っており、
それらの町並みから「みやぎの明治
村」と呼ばれています。明治ロマン
を感じる街並みを満喫してみては
いかがですか。
問

大崎地域 ［色麻町］

株式会社色麻町産業開発公社
☎0229（65）4372

●問

色麻ブランド
「えごま」

「えごま」は別名「じゅうねん」とも
呼ばれ、１０年長生きすると言われ
るほど栄養価が高く、健康食材と
して注目されています。色麻町は、
一大産地として約30㌶の栽培面
積を誇ります。町内全域で農薬を
使用しない栽培が行われており、
特産品の開発にも取り組んでいます。
ぜひ一度ご賞味ください。

石巻地域 ［東松島市］

東松島市観光物産協会
☎0225（87）2322

●問 株式会社とよま振興公社
☎0220（52）5566

●問

東松島のりうどん

東松島名物の「のりうどん」は、皇室
献上の実績を誇る海苔を粉末状に
して生地に練り込み、ツルツルの食
感と口の中に広がる豊かな海苔の
香りが魅力です。市内では3店舗で
提供しており、各店ごとの個性が
光るオリジナルメニューをお楽しみ
いただけます。ネット販売や市内外
のお土産店などで、乾麺の販売も
行っておりますのでご家庭でも
手軽にお楽しみいただけます。

登米地域 ［登米市］

栗原地域 ［栗原市］

売り出し中です「くりはらの苔」
～くりはらの苔ふれあいフェア2021～

苔は国内で千数百種以
上が自生しています。その
中で5～6種が造園・緑化
資材として活用されてい
るほか、ほっとする外観
からテラリウムや苔玉な
どに加工して身近に楽
しむ方も増えています。
栗原地域では、苔を地域
の新たな資源として、栽培
技術の習得や地域イベ
ントの開催などを通じ地場産品として産地化を図る取り組みを進めています。

「くりはらの苔ふれあいフェア2021」では、苔玉の展示販売やテラリウムの製
作体験などを行いますので、どうぞお越し
ください。

気仙沼・本吉地域 ［気仙沼市］

気仙沼市パークゴルフ場
☎0226（25）7175

●問

汐風薫る
パークゴルフ場

「気仙沼市パークゴルフ場」は、１年中
プレーできる全36ホールの日本
パークゴルフ協会公認コースです。
フラットな地形に池が配置され、
初心者から上級者まで楽しめる
コースです。必要な道具はレンタル
できますので、手ぶらでもＯＫ。「人
に優しく自然にやさしい」コースで

「生涯スポーツ」として注目のパー
クゴルフをプレーしてみてはいか
がでしょうか。

奥州街道の宿場町の面
影が残る「しんまち地区」
に、新たな観光施設「とみ
やど」が５月にオープンし
ました。明治から昭和に
かけて、牧師・教育者・政
治家として活躍した富谷
の偉人・内ヶ崎作三郎氏
の足跡を伝える記念館、
昔の宿場町や茶屋の賑
わいを彷彿させる飲食
店、陶芸体験や富谷で採れたハチミツから作った商品を扱う店舗などが並びま
す。大事にしてきた富谷の歴史と、新しいフレッシュな富谷が交錯するこの地に、
ぜひ足を運んでみてください。

10月23日（土）午前10時～午後3時
山の駅くりこま（栗原市栗駒）
北部地方振興事務所
栗原地域事務所林業振興部
☎0228（22）2133

富谷宿観光交流ステーション「とみやど」
☎022（347）3344
平日/午前11時～午後3時、土曜・日曜・祝日/午前11時～午後5時
※営業時間は変更になる場合があります。
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毎年大好評の「ナゾ解
き発見ゲーム『県南ご
当地キャラクターを探
せ！』」を 今 年も開 催
します。ナゾを解いて
仙南地域に隠れたキャ
ラクターを見つけ出す
体験型ゲームで、キー
ワードを集めて応募す
ると抽選で６４人に温
泉宿泊券、キャラクターグッズなどの豪華賞品が当たります。ナゾは全部で９つ
あり、すべて難問です。悩んだときはヒントをくれる「ヒント提供店」に立ち寄り
ながら、難問を解き明かしましょう。皆さんでチャレンジしながら、仙南の秋を
満喫してください。
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仙台・宮城観光キャンペーン
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