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新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に
より、イベントなどが中止または延期になる可能
性があります。お出掛け前にご確認ください。
お出掛けの際は、咳エチケットの徹底など「新し
い生活様式」の実践をお願いします。

気仙沼・本吉地域 ［気仙沼市］

気仙沼地方振興事務所
水産漁港部
☎０２２６（２２）6851

●問

旬を迎えた
日本一のカツオ

気仙沼漁港は、生鮮カツオの水揚
げが２３年連続日本一です。カツオ
は漁獲する時季により味わいが変
化し、この時季に獲れる「戻りガツ
オ」は脂の乗りが抜群で、「トロカツ
オ」とも呼ばれます。刺身やたたき
などで旬を迎えた気仙沼のカツオ
をぜひご賞味ください。

大河原地方振興事務所地方振興部
☎0224（53）3182

●問

みやぎ蔵王三十六景ブランド創造会
議では、「みやぎ蔵王」の大自然に育ま
れた農産物などを原料とした加工品
の中から選び抜かれた商品を、みやぎ
蔵王「地域の逸品」として推奨してい
ます。乳製品、白石温麺など魅力的な
逸品は、道の駅村田の「地域の逸品」
コーナーの他、仙南地域の物産施設、
各事業者の通販サイト
などでも購入できます。
ぜひご利用ください。

登米地域 ［登米市］

道の駅林林館
☎0220（45）1218

●問

旬！ 自然発生マイタケ

秋が旬の「マイタケ」は登米市東和
町の特産品です。東和町のマイタ
ケは、自然環境で発生するのを待
つため、より天然に近い状態で栽
培が行われており、新鮮で、香りと
歯ごたえが良いのが特長です。道
の駅などで、新鮮なマイタケやマ
イタケを使用したお菓子が販売さ
れていますので、登米市にお越し
の際は召し上がってみてください。

栗原地域 ［栗原市］

「神の絨毯」秋の栗駒山
じゅうたん

栗原市の北西部に位置
する栗駒山は、例年9月
中旬～10月中旬ごろに、
紅葉が見頃を迎えます。
栗駒山の紅葉は、「神の
絨毯」と称され、天気の
良い日には、透き通る青
空をバックに、紅葉の赤、
黄、緑が織り交ざり、錦を
広げたような美しい光景
を楽しめます。いわかが
み平から山頂を目指す登山道は、「中央コース」と「東栗駒コース」があり、登山
が初めての方にも楽しんでいただけます。登山とあわせて、くりこま高原温泉郷

での入浴もぜひお楽しみください。皆さ
んのお越しをお待ちしています。

（一社）栗原市観光物産協会　
☎0228（25）4166

●問

じゅうたん

きたうらなし

こうすい

いしなげやま

ほうすい

ろう

ちょうじゅう

仙台地域 ［黒川地域（富谷市・大和町・大郷町・大衡村）］

車で！ おうちで！ くろかわスタンプラリー

９月１５日（火）から黒川地
域（富谷市・大和町・大郷
町・大衡村）で、２種類の
デジタルスタンプラリー
を実施します。おでかけ
時に対象のスポットを巡
り、ＧＰＳ機能を利用して
スタンプを集める「ドライ
ブスタンプラリー」と、お
うちにいながらスタンプ
ラリーが楽しめる「家た
びスタンプラリー」、２つのスタンプラリーで豊かな自然や旬の食材を安心安全
に楽しみながら、黒川地域の魅力を発見してみてはいかがでしょうか。条件を満

たすと、抽選でプレゼント
が当たります。 
　　　　詳しくはこちら→

9月15日（火）～12月13日（日）
黒川地域（富谷市・大和町・大郷町・大衡村）
仙台地方振興事務所地方振興部　
☎022（275）9140

●
●
●

日
所
問

石巻地域 ［女川町］

みちのく潮風トレイル

「みちのく潮風トレイル」
は、青森県八戸市から福
島県相馬市までの太平
洋沿岸4県28市町村を
つなぐ、全長1千㌔を超
えるロングトレイルです。
森と海の両方の恵みを感
じることができ、石投山
と大六天山を含む「女川
町ルート」では、美しい女
川の市街地と稜線を歩き
ながら、リアスの海岸地形を眺めることができます。トレイルで汗をかいた後は、
女川温泉ゆぽっぽで疲れを癒し、駅前商業エリアで新鮮な海の幸を堪能できる

のも、このルートの魅力です。日帰りトレ
イルにもお薦め。

女川町
女川町産業振興課
☎0225（54）3131

●
●
所
問

大崎地域 ［美里町］

美里町北浦梨フェア２０２０

美里町で栽培されてい
る梨は、「北浦梨」の愛称
で昔から親しまれ、町を
代表する旬の特産品で
す。みずみずしく、柔らか
な感触の「幸水」をはじめ、

「豊水」「あきづき」、「長十
郎」などさまざまな品種
が栽培され、多くの方に
愛されています。今年の

「美里町北浦梨フェア２０２０」は、新型コロナウイルス感染症の影響で、規模を縮
小して開催します。フェア期間中は、町内の直売所で
新鮮な北浦梨を販売する他、スタンプを集めて応募
すると、抽選で美里町の特産品が当たるスタンプラ
リーを開催します。この時季にしか味わえない「北浦
梨」をぜひご賞味ください。

９月１日（火）～３０日（水）
美里町内一円
美里町産業振興課 ☎０２２９（２５）３３２９

●
●
●

日
所
問

仙南地域 ［全域］

みやぎ蔵王
「地域の逸品」
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新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に
より、イベントなどが中止または延期になる可能
性があります。お出掛け前にご確認ください。
お出掛けの際は、咳エチケットの徹底など「新し
い生活様式」の実践をお願いします。

気仙沼・本吉地域 ［気仙沼市］

気仙沼地方振興事務所
水産漁港部
☎０２２６（２２）6851

●問

旬を迎えた
日本一のカツオ

気仙沼漁港は、生鮮カツオの水揚
げが２３年連続日本一です。カツオ
は漁獲する時季により味わいが変
化し、この時季に獲れる「戻りガツ
オ」は脂の乗りが抜群で、「トロカツ
オ」とも呼ばれます。刺身やたたき
などで旬を迎えた気仙沼のカツオ
をぜひご賞味ください。

大河原地方振興事務所地方振興部
☎0224（53）3182

●問

みやぎ蔵王三十六景ブランド創造会
議では、「みやぎ蔵王」の大自然に育ま
れた農産物などを原料とした加工品
の中から選び抜かれた商品を、みやぎ
蔵王「地域の逸品」として推奨してい
ます。乳製品、白石温麺など魅力的な
逸品は、道の駅村田の「地域の逸品」
コーナーの他、仙南地域の物産施設、
各事業者の通販サイト
などでも購入できます。
ぜひご利用ください。

登米地域 ［登米市］

道の駅林林館
☎0220（45）1218

●問

旬！ 自然発生マイタケ

秋が旬の「マイタケ」は登米市東和
町の特産品です。東和町のマイタ
ケは、自然環境で発生するのを待
つため、より天然に近い状態で栽
培が行われており、新鮮で、香りと
歯ごたえが良いのが特長です。道
の駅などで、新鮮なマイタケやマ
イタケを使用したお菓子が販売さ
れていますので、登米市にお越し
の際は召し上がってみてください。

栗原地域 ［栗原市］

「神の絨毯」秋の栗駒山
じゅうたん

栗原市の北西部に位置
する栗駒山は、例年9月
中旬～10月中旬ごろに、
紅葉が見頃を迎えます。
栗駒山の紅葉は、「神の
絨毯」と称され、天気の
良い日には、透き通る青
空をバックに、紅葉の赤、
黄、緑が織り交ざり、錦を
広げたような美しい光景
を楽しめます。いわかが
み平から山頂を目指す登山道は、「中央コース」と「東栗駒コース」があり、登山
が初めての方にも楽しんでいただけます。登山とあわせて、くりこま高原温泉郷

での入浴もぜひお楽しみください。皆さ
んのお越しをお待ちしています。

（一社）栗原市観光物産協会　
☎0228（25）4166
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じゅうたん

きたうらなし

こうすい

いしなげやま

ほうすい
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仙台地域 ［黒川地域（富谷市・大和町・大郷町・大衡村）］

車で！ おうちで！ くろかわスタンプラリー

９月１５日（火）から黒川地
域（富谷市・大和町・大郷
町・大衡村）で、２種類の
デジタルスタンプラリー
を実施します。おでかけ
時に対象のスポットを巡
り、ＧＰＳ機能を利用して
スタンプを集める「ドライ
ブスタンプラリー」と、お
うちにいながらスタンプ
ラリーが楽しめる「家た
びスタンプラリー」、２つのスタンプラリーで豊かな自然や旬の食材を安心安全
に楽しみながら、黒川地域の魅力を発見してみてはいかがでしょうか。条件を満

たすと、抽選でプレゼント
が当たります。 
　　　　詳しくはこちら→

9月15日（火）～12月13日（日）
黒川地域（富谷市・大和町・大郷町・大衡村）
仙台地方振興事務所地方振興部　
☎022（275）9140

●
●
●
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所
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石巻地域 ［女川町］

みちのく潮風トレイル

「みちのく潮風トレイル」
は、青森県八戸市から福
島県相馬市までの太平
洋沿岸4県28市町村を
つなぐ、全長1千㌔を超
えるロングトレイルです。
森と海の両方の恵みを感
じることができ、石投山
と大六天山を含む「女川
町ルート」では、美しい女
川の市街地と稜線を歩き
ながら、リアスの海岸地形を眺めることができます。トレイルで汗をかいた後は、
女川温泉ゆぽっぽで疲れを癒し、駅前商業エリアで新鮮な海の幸を堪能できる

のも、このルートの魅力です。日帰りトレ
イルにもお薦め。

女川町
女川町産業振興課
☎0225（54）3131

●
●
所
問

大崎地域 ［美里町］

美里町北浦梨フェア２０２０

美里町で栽培されてい
る梨は、「北浦梨」の愛称
で昔から親しまれ、町を
代表する旬の特産品で
す。みずみずしく、柔らか
な感触の「幸水」をはじめ、

「豊水」「あきづき」、「長十
郎」などさまざまな品種
が栽培され、多くの方に
愛されています。今年の

「美里町北浦梨フェア２０２０」は、新型コロナウイルス感染症の影響で、規模を縮
小して開催します。フェア期間中は、町内の直売所で
新鮮な北浦梨を販売する他、スタンプを集めて応募
すると、抽選で美里町の特産品が当たるスタンプラ
リーを開催します。この時季にしか味わえない「北浦
梨」をぜひご賞味ください。

９月１日（火）～３０日（水）
美里町内一円
美里町産業振興課 ☎０２２９（２５）３３２９
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仙南地域 ［全域］

みやぎ蔵王
「地域の逸品」
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