
※写真はイメージです

国営みちのく杜の湖畔公園
〒989-1505  宮城県柴田郡川崎町大字小野字二本松53-9

宮城川崎ICから公園まではクルマで直進約5分

※その他のアクセス方法は下記の公式ホームページよりご確認をお願いします

［ 東北自動車道 ］
［ 山形自動車道 ］

仙台宮城IC～宮城川崎IC 約20分／福島飯坂IC～宮城川崎IC 約45分
山形蔵王IC～宮城川崎IC 約20分

https://michinoku-park.info/

TEL :0224-8 4-5991　FA X :0224-8 4-5992
ACCESS
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みちのく杜の湖畔公園

北地区

里山地区 南地区

釜房湖

ご来園にあたってのお願い 当公園では、お客様に安心してご利用いただけるよう、新型コロナウイルス（COVID-19）の感染拡大防止対策に取り組んでまいります。
ご利用される皆さまにおかれましても、感染拡大防止策にご協力をお願いいたします。

発熱（37.5℃以上）のある
お客様や体調のすぐれない
お客様はご来園をお控え
ください。

来園前の検温をお願いします。
公園内ではマスク着用を
含めた「咳」エチケットに
ご協力ください。

園内ではマスク着用をお願いします。
公園内では他のお客様との
間隔を一定に保ちながら
ご利用ください。

思いやりの距離をとって。 感染予防は手洗いから。
園内各施設には消毒液を
配置していますが、手洗い
の励行もあわせてお願い
いたします。

国の接触確認アプリ
（COCOA)の利用を
おすすめします。

アプリをご準備ください。

2022 7/23 8/21㊏ ㊐
期間中毎日開園  9：30～18：00
※天候や新型コロナウイルス感染拡大の状況などによりプログラムの内容が変更、
　中止となることもありますので予めご了承ください。

サマー
フェスタ
2022 Summer

Festa

里山地区 Satoyama Zone

北地区 自然共生園 North Zone

親子でいきもの調査 「親子で昆虫調べ！」
8/6（土）　10:00～12:00 事前

申込
場 所 小野分校集合

親子で、夏の里山にはどんな昆虫を観察出来るかについて
楽しく調べる。 （協力：仙台市太白山自然観察の森 自然観察センター）

【参加費】 子供ひとり300円 保護者無料　【定員】 先着5組

水辺の楽校 「水辺の生き物観察会」

場 所 小野分校集合　【参加費】 100円　【定員】 先着15名

里山地区駐車場周辺及び南地区木道エリアの小川で、
水辺の生き物について観察する。

（協力: 麻生  嘉氏   自然共生園ボランティア）

8/13（土）　10:00～12:00 事前
申込

初級トレイルランニング教室

場 所 小野分校集合　【参加費】 2,500円　【定員】 15名

専門の講師指導により、里山のコースを使用して初心者から
ベテランまで、ランナーのレベルに合わせた練習会。

（講師：阿久津美和子氏）

8/21（日）　10:00～12:00 事前
申込

親子で語りを聴く時間 「じいじ・ばあばの話しっこ」
事前
申込

 「リュウキンカを守ろう」ボランティア

8/27（土）　10:00～12:00
場 所 小野分校集合

【参加費】 100円  ※入園料無料　【定員】 20名
リュウキンカの群生地とホタルの生息地を守る活動。
特定外来生物の刈払いを実施。

（協力：麻生  嘉氏   自然共生園ボランティア）

事前
申込

場 所 小野分校
【参加費】 子供ひとり100円 保護者無料　【定員】 先着5組

7/31（日）・8/14（日）　10:00～12:00

昔ながらの紙芝居と東北に伝わる民話がたり
そして工作体験、充実のプログラム。 （協力：ふるさと村の民話の会）

ヤギ・ヒツジふれあい体験

参加
無料

夏野菜収穫と
カレースパイス調合体験

場 所 自然共生園情報館

畑の夏野菜を収穫し、
収穫した野菜にぴったりな
カレースパイスの調合を
体験するプログラム。

①10:00～12:00
②13:00～15:00

8/6（土）・7（日）

【参加費】 １組1,000円（野菜・スパイス付）
【定員】 各回10組

事前
申込

新鮮お野菜収穫体験
当日
受付

・10:00 ・11:00 ・13:00
・14:00 ・15:00

7/16（土）～8/21（日）毎日開催

場 所 自然共生園農園
【参加費】 10円～100円　【定員】 各回5組
有機栽培の新鮮野菜の収穫体験。
7～8月はジャガイモ、キュウリ、ミニトマト、
ナス、ピーマン、エダマメを収穫。
※野菜がなくなり次第終了

短冊に願いごとを書こう！
7/23（土）～8/21（日）毎日開催
9:30~17:30
場 所 自然共生園情報館

【定員】 なし
短冊に願いごとを
書いて七夕飾りに
飾り付けよう！

参加
無料

みちのく公園
パークゴルフチャレンジ

場 所 自然共生園

ヤギやヒツジへ
エサをあげる
ふれあい体験を
実施。

10:00～16:00
7/23（土）～8/21（日）毎日開催

※雨天中止

【定員】 なし

畑のアイで生葉染め体験
事前
申込

①10:00～12:00　②13:00～15:00
7/30（土）・31（日）

場 所 自然共生園情報館

自然共生園の畑で育てた
タデアイを使った
アイの生葉染め体験。

（協力：自然共生園ボランティア）

【参加費】 エコバッグ ３００円
　　　　 ストール １,５００円

【定員】 各回3名

参加
無料

①10:00～12:00　②13:00～15:00
7/31（日）・8/14（日）

場 所 風の草原パークゴルフコース

パークゴルフ場に新規で
オープンしたＤコースを
使用した初心者向けの
パークゴルフ講習会。

【定員】 各回先着20名
※小学生以上

里山工作体験
7/23（土）～8/21（日）毎日開催
場 所 小野分校工作室　【参加費】 100円/個　【定員】 20名

里山の恵み「木の枝」や「木の実」などを使った工作体験。
夏休み思い出づくりメニュー「フォトフレーム作り」。
※写真撮影プリントサービス付

10:00～17:00

憩いの森入り口にある休憩所。自然に
囲まれたテラスで、ゆっくりと軽食が
楽しめます。

憩いの森 レストハウス

南ゲートを入ってすぐの
休憩所。ボリューム満点の
ハンバーガーがおすすめ！

彩のやかた
いろどり

SHOP・RESTHOUSE ハンバーガー
（チキン・川崎牛コロッケ）
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南地区
MAP

❶ヒマワリ  4,300本
河原田古墳 1,900本/だんだん畑 2,400本

（7月下旬～8月中旬）

❻コキア  5,000株
彩のひろば大花壇 1,600株/だんだん畑 3,400株

（8月～9月上旬ライム色／10月中旬以降 紅葉）

 ❷マリーゴールド 4品種
7,800株

（7月下旬～）

❸サルビア 5品種
22,000株

（8月上旬～）

❹センニチコウ 2品種
4,000株

（8月上旬～）

南地区 South Zone

❺ アゲラータム 1品種
300株

（8月上旬～）スラックライン体験

7/23（土）・ 8/14（日）

綱渡りのようにライン上を歩く
スタイルのスラックラインを体験。

場 所 ふるさと村おまつり広場
【参加費】200円　【定員】 なし

10:00~15:00

天然石でつくる
サマーアクセサリー

8/11（木・祝）～ 8/14（日）

場 所 多目的ホールふるふる
【参加費】600円～　【定員】 30名

10:00~16:30

ふるふる工作体験

7/23（土）～8/21（日）毎日開催

場 所 多目的ホールふるふる　【参加費】２００円～5００円　【定員】 なし～30名

10:00～16:00

●ふるさと村装飾 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・♳
観覧
無料

ふるさと村の各古民家に東北６県から集めた風鈴を設置。さわやか
な音色で涼しさ演出、津軽の家には風車フォトスポットも設置。

場 所 ふるさと村　【定員】 なし

7/23（土）～8/21（日）毎日開催
9:30～17:30

●釜房ろばたの会 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・♶

参加
無料

7/23（土）～8/21（日）の土・日・祝　10:00~15:00 

地元川崎町の生活様式や暮らしの知恵を学べます。
場 所 釜房の家　【定員】 なし

夏のクイズラリー

7/23（土）～8/21（日）毎日開催  9:30～17:30

参加
無料

公園内８箇所（南地区）に設置したクイズに答え、５問以上正解でオリジナル缶バッジをゲット！【定員】 なし

場 所 ①多目的ホールふるふる  ②釜房の家  ③本荘由利の家  ④月山山麓の家  ⑤南会津の家
⑥鳴瀬川河畔の家  ⑦遠野の家  ⑧津軽の家

●アドベンチャーパーク ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・♹
8/6（土）～8/14（日）

小さなお子さんから大人まで楽しめる
ボールを使った５つの競技にチャレンジ。

場 所 ふるさと村おまつり広場
【参加費】２００円／1ゲーム　【定員】 なし

①10:00～12:00　②13:00～16:00

●昆虫展 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・♴
観覧
無料7/23（土）～8/21（日）毎日開催

9:30～17:30

日本で見ることができる夏の昆虫を中心とした昆虫展。
夏休みの自由研究に最適。

場 所 本荘由利の家　【定員】 なし

●カイコ飼育展示 ・・・・・・・・・・・・・・♵

観覧
無料

7/23（土）～8/21（日）毎日開催
9:30～17:30

元々農業を行いながら養蚕を行っていた月山山麓の
家を使用し、昔より育まれてきた養蚕の様子を、蚕を
用い紹介する。

場 所 月山山麓の家　【定員】 なし

語り手各々、生まれ育った土地の方言での語り。
東北地方の民話を聴けます。 （協力：ふるさと村の民話の会）

参加
無料

●みちのく民話語り ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・♷
7/23（土）～8/21（日）の土・日・祝　11:00～15:00 
場 所 遠野の家　【定員】 なし

●ふるさと村1周ガイドツアー ・・・・・・・・・・・・・♸
参加
無料7/23（土）～8/21（日）の日・祝　13:30～ 

場 所 長屋門　【定員】 なし

東北６県から移築した古民家のガイドツアー。 （協力：ふるさと村案内人）

釜房湖
カヤックツアー

8/21（日）

初心者から楽しめる釜房湖を利用したカヤックツアー。
場 所 ボート乗り場　【参加費】4,000円　【定員】 各回15名

①10:00～
②13:00～

※8/14（日）
　締め切り

事前
申込

メッセージボードづくり、風鈴ペイント、
花火のうちわづくり、風船ヘリコプターづくり、
ビー玉迷路づくり、、
ドロップ型キーホルダーorストラップづくり、
ビーズキーホルダーorストラップづくり

ふるさと村プログラム

南地区 夏の花
彩のひろば（7,000㎡）では、サルビア・マリーゴールド・センニチコウ・アゲラータム・コキアなど約35,000株の夏の花々が
皆様をお迎えします。他にも、大園路沿いのヒマワリ1,900本、だんだん畑のコキア（ライム色）・アカソバ、アジサイの小径の遅咲きアジサイなど夏を彩る
花々もお楽しみください。  ※気象条件によって開花の時期など状況が変わる場合がございます。

公園全体 MAP

至仙台

北ゲート

釜房ダム

釜房湖

至山形

至村田

一般国道286号

シカボートレイン

7/16（土）～8/14（日）の
土・日・祝 

お花いっぱいの専用コースを
連結トレインで巡る。

場 所 インラインスケートコース
【参加費】大人450円・子供350円　【定員】 なし

10:00～17:00
※7/18（月・祝）を除く


