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ら

10月12日に全体開園した南三陸
町志津川地区の震災復興祈念公
園は、「祈りの丘」に東日本大震災
で犠牲になられた方々の名簿を
安置しているほか、津波で全壊した
町の旧防災対策庁舎が保存され、
庁舎手前まで近づけるようになっ
ています。鎮魂と震災の記憶を語り
継ぐ場として、ぜひ足を運んでく
ださい。

気仙沼・本吉地域 ［南三陸町］

●
●
●

日
所
問

JR涌谷駅前の古民家をリノベー
ションしたゲストハウスに併設して
いるカフェです。人気のパンケー
キにはスイーツ系だけではなく食
事系メニューもあり、手作りソー
セージやローストビーフなどもお
薦めです。パンケーキの代わりに
玄米「金のいぶき」入りライスパテ
にも変更ができます。

仙南地域 ［川崎町］

春を先取り！ 
アイスチューリップ

１月末から２月中旬頃までみちのく
公園内の多目的ホール「ふるふる」
にて、9種類約600鉢のアイス
チューリップが展示されます。アイ
スチューリップは、冷蔵処理して冬
を疑似体験させた球根を、春のよ
うに暖かい室内で育てることで、冬
でも花を咲かせます。色とりどりの
アイスチューリップで一足早い春
を感じてみてはいかがでしょうか。
また、４月上旬まで（土日祝、小学校
の冬休みおよび春休み期間）、園内
特設会場に、そり滑り台が設置され、
雪がなくてもそり遊びができます。
ぜひお越しください。

大崎地域 ［涌谷町］

あんだあもカフェ

ガ   キ

南三陸町
震災復興祈念公園

1月15日（金）～2月15日（月）●日 ホテルメトロポリタン仙台レストラン「セレニティ」 ☎022（267）2104（直通）●所 ●問

登米地域 ［登米市］

JR陸前豊里駅前通りのイチョウ
並木と、特産品などが販売されて
いる「産直がんばる館」がイルミ
ネーションで彩られます。オレンジ
や青など色とりどりの灯りは、まる
で蛍のように輝きます。ぜひ豊里
冬の風物詩「冬の蛍通り」をご覧
ください。

仙台カフェ･パティシエ＆調理専門
学校の料理人を目指す調理師科
の学生が、宮城だからこそ味わえ
る地産地消料理の提供に取り組む
プロジェクトの一環として、｢原木し
いたけ｣のメニュー開発や生産現
場での作業体験にチャレンジしま
した。昨年１０月にはレシピコンテ
ストが開催され、原木しいたけをふ
んだんに使った４品の中から、ポ
タージュが優秀作品に選ばれまし
た。これらのレシピをホテルメトロ
ポリタン仙台のシェフがブラッシュ
アップし、レストラン「セレニティ」
のランチメニューとして提供され
ます。原木しいたけの風味を存分
に生かしたメニューをお楽しみく
ださい。

豊里駅前冬の蛍通り

北部地方振興事務所
栗原地域事務所
☎0228（22）2195

●

日
所
問

栗原市若柳の伊豆沼周辺は、北限
のレンコン産地といわれていま
す。ここで生産される「伊豆沼レン
コン」は、寒さで凍らないように糖
度が増すため、ほのかな甘さと歯
触りの良い食感が特長です。出荷
時期は11月から3月まで。栗原市
内の農産物直売所や仙台市内の
一部スーパーで販売していますの
で、ぜひ、お買い求めください。

栗原地域 ［栗原市］

栗原の伊豆沼レンコン

石巻地域 ［東松島市］

11月～2月中旬
東松島市宮戸字川原 5-1
あおみな
 ☎０２２5（88）3997

●
●
●

日
所
問南三陸町建設課

☎0226（46）1382
●問

宮城オルレ奥松島コースのスタート・
フィニッシュ地点となっている「あお
みな」で、毎年好評の「焼き牡蠣
食べ放題」が今年も始まります。
宮戸の絶景を堪能した後は旬の
味覚でお腹を満たし、冬の奥松島
を満喫しましょう。

奥松島焼き牡蠣施設
オープン

仙台地域 ［仙台市］

1月31日（日）まで
JR陸前豊里駅前
同実行委員会事務局

（登米みなみ商工会豊里支所）
 ☎０２２5（76）3274

●
●
●

日
所
問

●所

●費

●問

午前11時30分～午後５時
涌谷町字新町裏134-1
ゲストハウスあんだあも
☎0229（25）3750

ホテルメトロポリタン仙台
レストラン「セレニティ」
タイアップメニュー

大人（15歳以上）
４５０円、子ども無料、
シルバー（65歳以上）210円
　国営みちのく杜の湖畔公園
☎0224（84）5991

※写真は昨年度のものです。

※写真は学生が開発、調理したものです。
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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。
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