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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。

問

仙台地域 ［山元町・亘理町］

農水産物直売所「やまもと夢い
ちごの郷」 ☎0223（38）1888
亘理町観光協会
☎0223（34）0513　

●問

いちご狩り

山元町・亘理町は東北地方を代表
するいちごの産地で、例年１２月か
ら６月頃にかけて、その場で摘み取
りが楽しめる「いちご狩り」が体験
できます。品種は大粒で甘く爽やか
な味わいの県産種「もういっこ」な
どがあります。ぜひ、ご家族やご友
人と産地でしか味わえない採れた
ての味を楽しみにお越しください。

石巻地域 ［石巻市河北地区］

ＪＡいしのまき河北営農センター
☎0225（62）3930

●
●
所
問

２月１０日（木）
大慈寺山門広場
登米市役所東和総合支所
☎０２２０（５３）４１１１

●
●
●

日
所
問

冬の名物料理
「せり鍋」

石巻市河北地区で栽培されている
「河北せり」は令和２年１２月に県産
青果物で初めて農林水産省の定
める「地理的表示（GI）保護制度」
に登録されました。「河北せり」は、
季節によって「根せり」と「葉せり」
の異なる味わいを楽しむことがで
きます。１０月～２月に収穫される
「根せり」は鍋やしゃぶしゃぶがお
薦めです。

登米地域 ［登米市］

大崎地域 ［加美町］

今年の冬は「加美町ラーメン
ロード」を拡大し、他の飲食店
も含めた食べ歩きスタンプ
ラリーを開催します。20店舗
の加盟店では、スタンプラ
リー限定メニューや飲食店い
ちおしメニューなども用意し
ています。スタンプ5個以上
で抽選により参加店食事券
など、全店でご利用いただい
た方にはもれなくコンプリー
ト賞を、さらに抽選で加美町
特産品や地場産品などをプ
レゼント！ぜひスタンプを集
めてご応募ください。スタン
プ台紙は、スタンプラリー加
盟店などに設置しています。

神割崎は南三陸屈指の景勝地で、2つに割れた奇岩の間から荒波がしぶき
を上げて押し寄せる様子は迫力満点です。10月下旬と2月中旬の限られ
た時期には、岩の間の水平線から日の出を望むことができ、神秘的な空気
に包まれます。近くには、神割崎キャンプ
場もあり、リアス式海岸特有の入り組ん
だ地形に打ち寄せる波音やウミネコの鳴
き声が聞こえる空間でのキャンプは格別
です。雄大な海と森が織りなす大自然を
全身で堪能してみてはいかがでしょうか。

１月4日（火）～３月１５日（火）　　加美町町内飲食店 20店舗
加美町観光まちづくり協会 ☎0229（25）7550

●
●
日
問

●所

四季折々の変化を心に刻みながら
舟運の歴史を伝える「阿武隈ライ
ン舟下り」。冬の期間は「こたつ舟」
が就航します。往復約１１キロメー
トルを約９０分で周遊する船旅。
ゆったりとした川の流れに身を任
せながら、阿武隈渓谷の名勝・奇
岩の冬景色を存分に楽しむことが
できます。事前に予約すれば、丸森
地域ならではの鍋料理も味わえる
など、冬の情緒を満喫できます。

東和町米川五日町地区に古くから
伝わる火伏せ行事「米川の水かぶ
り」が、初午の日に行われます。地区
の男たちが、わらで作った装束を身
にまとい、顔にすすを塗った姿で町
中の家々に水をかけながら練り歩
きます。地域一体となって行われ、
ユネスコ無形文化遺産に登録され
た奇祭をぜひご覧ください。

南三陸町観光協会 ☎０２２６（４７）２５５０●問

気仙沼・本吉地域 ［南三陸町］

神割崎

問

栗原地域 ［栗原市］

栗原市若柳川北塚ノ根22-2
栗原若柳ガーデンプレイス
☎0228（24）7573

●
●
所
問 （一財）丸森町観光物産振興公社

☎0224（72）2350　
●問

栗原若柳
ガーデンプレイス

全天候型の複合施設が誕生しまし
た。オシャレなカフェレストランと
全世代が楽しめる屋内施設を先駆
けてＯＰＥＮ！今年の春には街中
キャンプと手ぶらバーベキューが
楽しめる芝生公園を備え、新しい
賑わいの場となることが期待され
ています。

仙南地域 ［丸森町］

米川の水かぶり

ラーメンロード＋うまい処20店

冬の加美町食べ歩きスタンプラリー

阿武隈ライン舟下り
「こたつ舟」

よねかわ

はつうま

神割崎の日の出

日中の神割崎

神割崎キャンプ場

インスタグラム公式アカウント▶
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