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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。

栗駒山麓ジオパークビジターセンター
は、4月にオープン3年目を迎えます。栗
駒山麓ジオパークの活動拠点として、展
示や映像で、岩手・宮城内陸地震などの災
害教訓を学べ、栗駒山から伊豆沼・内沼ま
での床面航空写真や、巨大二面スクリー
ンによる荒砥沢地すべりなどの紹介映像
を大迫力で体感できます。栗駒山周辺に
お越しの際はぜひお立ち寄りください。

問

仙台地域 ［仙台市］

仙台市若林区荒浜地区
仙台ターミナルビル株式会社
☎022（390）0770

●
●
所
問

JRフルーツパーク
仙台あらはま

3月18日（木）、仙台市荒浜地区に、
体験型の観光農園がオープンしま
す。今年はイチゴとブルーベリー、
来年以降はブドウやリンゴなども
含めた全8品目の摘み取りを体験
することができます。また、直売所
や、ホテルメトロポリタン仙台の
シェフがプロデュースするカフェ・
レストランも併設。1年を通して旬
の食材をお楽しみいただけます。

石巻地域 ［女川町］

（一社）女川町観光協会
☎0225（54）4328

●問

栗原市栗駒松倉東貴船5番地
栗駒山麓ジオパーク
推進協議会
☎0228（24）8836

●
●
所
問

海のパイナップル
「ホヤ」

春から夏にかけてホヤがおいしい
季節です。ホヤは亜鉛やタウリン
を豊富に含み、美容や健康にも良
いといわれています。刺身や蒸し
ほや、ほや飯、ほやたまごなど、食
べ方もいろいろ。町内の飲食店で
味わえるほか、手軽なおつまみな
ど加工品も多数販売されていま
す。ぜひ女川の旬のホヤを楽しん
でみてください。

栗原地域 ［栗原市］

登米地域 ［登米市］

東北風土マラソン＆フェスティバル２０２１

東日本大震災の復興支
援から始まった「東北風
土マラソン＆フェスティ
バル」が今年はオンライ
ンで開催されます。携帯
アプリまたはGPSデバイ
スを使い、全国どこから
でもマラソンに登録で
き、参加者には物産セッ
トなどが送られる「東北
風土マラソン」や、震災か
ら10年の節目の年に“つながるきっかけ”をつくるイベントなどがインターネッ
トやラジオを通して行われます。ランナーはもちろん、ランナー以外の方も、さ

まざまな形で楽しむことができるイベント
となっています。

気仙沼・本吉地域 ［南三陸町］

南三陸町志津川字旭ケ浦7-3
南三陸ワイナリー株式会社
☎０２２６（４８）５５１９

●
●
所
問

南三陸ワイナリー

昨年の１０月に海の見えるワイナ
リーとしてオープンした「南三陸ワ
イナリー」は、南三陸で栽培したブド
ウや東北のブドウを使ってワインを
醸造しており、ワインの一部は志津
川湾の海中で熟成させています。醸
造施設は見学することができ、その
場でワインと地域の食材を楽しむこ
ともできます。ぜひ南三陸の新しい
味を堪能してみてはいかがですか。

蔵王エコーライン開通
前の４月８日～11日、雪
の回廊を見ながらウォー
キングが楽しめるイベン
ト「雪の壁ウォーク」が開
催されます。車両の通行
を気にせずゆっくり散策
することができ、最高積
雪地点では、高さ10㍍を
超える迫力満点の雪の
壁をご覧いただけます。
また、県南地域の平野部では、この時期に桜が見頃を迎えるため、お花見も同
時に楽しめます。４日間限定の「格別な旅」をぜひ一度ご堪能ください。なお、本

イベントはマイカーでは参加いただけませ
んので、シャトルバスまたはバスツアーをご
利用ください。4月24日（土）、25日（日）

※詳細は大会ホームページを
　ご覧ください。
同実行委員会事務局　
☎０２２０（５２）４６４８

４月８日（木）～１１日（日）（４日間）
（一社）蔵王町観光物産協会
☎０２２４（３４）４４０１

●
●
日
問

●

●

日

問

大崎地域 ［加美町］

春は加美町の自然を遊び尽くす

加美町には自然とともに
楽しめるアクティビティ
が盛りだくさん。加美町
のシンボル的存在の薬
莱山は標高553㍍の頂
上まで１時間ほどで到着
できるのでトレッキング
初心者にもぴったり。「薬
師の湯」ではレンタサイ
クルもあり、澄んだ空気
を胸いっぱいに吸い込み
ながらサイクリングも楽しめます。また「加美町中新田B＆G海洋センター」では
カヌーのレンタルもでき、初めての方でも指導者のレクチャーを受けられるコー

スもあるので安心。その他にも親子三世代
で楽しめる食やスポットがいっぱいの加美
町を遊び尽くそう。

加美町観光まちづくり協会
☎0229（63）8008

●問

仙南地域 ［蔵王町］

蔵王エコーライン「雪の壁ウォーク2021」

やく

らい

栗駒山麓ジオパーク
ビジターセンター

あらとざわ
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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。

栗駒山麓ジオパークビジターセンター
は、4月にオープン3年目を迎えます。栗
駒山麓ジオパークの活動拠点として、展
示や映像で、岩手・宮城内陸地震などの災
害教訓を学べ、栗駒山から伊豆沼・内沼ま
での床面航空写真や、巨大二面スクリー
ンによる荒砥沢地すべりなどの紹介映像
を大迫力で体感できます。栗駒山周辺に
お越しの際はぜひお立ち寄りください。

問

仙台地域 ［仙台市］

仙台市若林区荒浜地区
仙台ターミナルビル株式会社
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JRフルーツパーク
仙台あらはま

3月18日（木）、仙台市荒浜地区に、
体験型の観光農園がオープンしま
す。今年はイチゴとブルーベリー、
来年以降はブドウやリンゴなども
含めた全8品目の摘み取りを体験
することができます。また、直売所
や、ホテルメトロポリタン仙台の
シェフがプロデュースするカフェ・
レストランも併設。1年を通して旬
の食材をお楽しみいただけます。

石巻地域 ［女川町］

（一社）女川町観光協会
☎0225（54）4328
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春から夏にかけてホヤがおいしい
季節です。ホヤは亜鉛やタウリン
を豊富に含み、美容や健康にも良
いといわれています。刺身や蒸し
ほや、ほや飯、ほやたまごなど、食
べ方もいろいろ。町内の飲食店で
味わえるほか、手軽なおつまみな
ど加工品も多数販売されていま
す。ぜひ女川の旬のホヤを楽しん
でみてください。
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援から始まった「東北風
土マラソン＆フェスティ
バル」が今年はオンライ
ンで開催されます。携帯
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でもマラソンに登録で
き、参加者には物産セッ
トなどが送られる「東北
風土マラソン」や、震災か
ら10年の節目の年に“つながるきっかけ”をつくるイベントなどがインターネッ
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