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発見しよう県北の魅力!!

イベントスケジュール

大崎 第1土・日曜日 全国こけし祭り・鳴子漆器展
 上旬 政宗公まつり
 上旬～ 10月上旬 コスモス園開園
栗原 中旬 栗駒耕英岩魚まつり
登米 中旬 登米秋まつり
 中旬 長沼レガッタ
最上 上旬 最上まつり

大崎 中旬 古川秋まつり
栗原 上旬 栗原セミネ飛行場まつり
 中旬 花山湖秋まつり
登米 中旬 佐沼秋のフリーマーケット
 中旬 はっと屋台村
色麻 下旬 町民秋まつり
加美 上旬 SEA TO SUMMIT宮城加美町
 下旬 加美町秋まつり・食の文化祭
涌谷 上旬 わくや産業祭
美里 中旬 おんべこ産業まつり
一関 中旬 一関・平泉バルーンフェスティバル

大崎 10日～ 12日 鹿島台互市
 下旬 大崎バルーンフェスティバル
栗原 3日 薬師まつり
 下旬 花山新そばまつり
涌谷 第2土・日曜日 秋の山唄全国大会
最上 上旬 最上町大産業まつり

栗原 上旬～ 1月下旬 くりこまイルミネーション
登米 第1日曜日 日本一はっとフェスティバル
 上旬 カッパハーフマラソン
色麻 中旬 しかまの冬★イルミネーション

登米 14日 石越冬のまつり
色麻 14日 伊達神社祈願成就参り（どんと祭・裸参り）
加美 1日 やくらい元旦登山
涌谷 第4日曜日 箟岳・白山祭
美里 14日 こごたどんと祭

栗原 3日 春を呼ぶ裸たるみこし
 下旬～３月上旬 くりこま商家のひな祭り
登米 初午 米川の水かぶり
加美 中旬 うめぇがすと鍋祭り

栗原 下旬 マインパークスプリングコンサート
加美 下旬 小泉の水祝儀
最上 上旬 灯々祭

大崎 10日～ 12日 鹿島台互市

登米 中旬 みなみかた千本桜まつり

 下旬 東北風土マラソン＆フェスティバル

加美 下旬 初午まつり陸上自衛隊第６音楽隊演奏会

 29日 初午まつり火伏の虎舞

涌谷 上旬～下旬 桜まつり

 第3日曜日 東北輓馬競技大会

美里 中旬～下旬 こごた桜まつり

一関 下旬 全国ご当地もちフェスティバルin一関

大崎 中旬～下旬 古川ふじまつり

栗原 5日 花山鉄砲まつり

 第3日曜日 栗駒山夏山開き

登米 上旬 米山チューリップまつり

色麻 上旬 伊達神社例祭

 下旬～ 6月上旬 シャクヤクまつり

美里 上旬～ 10月下旬 小牛田朝市（毎週日曜日開催）

 下旬 食ってみらｉｎ美里

平泉 1日～ 5日 春の藤原まつり

大崎 中旬 おおさき食楽まつり

栗原 中旬～７月上旬 一迫山王史跡公園あやめ祭り

 中旬～７月下旬 南くりこま高原一迫ゆり園

涌谷 中旬 へら鮒釣り大会

美里 第2土・日曜日 活き生き田園フェスティバル

大崎 下旬～ 8月上旬 三本木ひまわりまつり

栗原 中旬～ 8月下旬 伊豆沼・内沼はすまつり

 最終土日 くりこま山車まつり

登米 下旬 佐沼夏まつり

 下旬 伊豆沼・内沼はすまつり

色麻 下旬 磯良神社おかっぱ様まつり

涌谷 第2土曜日 採燈大護摩供

平泉 中旬 平泉水かけ神輿

大崎 2日～ 4日 おおさき花火大会・古川まつり

 下旬 おおさきジャンボ肉まつりinたじり

栗原 下旬 栗原市民まつり

登米 1日～ 31日 長沼はすまつり

 上旬 YOSAKOI＆ねぷたinとよさと

色麻 上旬 かっぱのふるさと祭り

加美 中旬 宵一緒まつり

美里 上旬 えきフェスＭＩＳＡＴＯ

一関 下旬 全国地ビールフェスティバルin一関
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山野駅 くりこま栗
原

栗原市の四季折々の野菜や
山菜、果樹、加工品など、地域
の特色と手作りの愛情に満
ちた魅力ある商品をたくさ
ん取り揃えております。 写真

℡.0228-248161

栗駒特産物直売センター「山野駅」

問

大崎市観光物産センター
「DOZO土蔵（どーぞ）」

大
崎

江戸末期に建てられた酒蔵を改修した懐
かしさと新しさが調和した魅力的な空間

「食の蔵醸室（かむろ）」内にある「DOZO
土蔵」。大崎各地のおみやげ品などが一堂
に集合。地元生産者の匠の味と技を多数
品揃えして皆様のお越しをお待ちしてお
ります。どうぞ（土蔵）ご来店ください。

℡.0229-25-8120

大崎市観光物産センター「DOZO土蔵」

問

油麩登
米

登米地方に昔から伝わる食材で、小麦
粉に含まれるたんぱく質成分のグルテ
ンを練り上げて棒状にして油で揚げた
ものです。油麩丼のほか、味噌汁やそ
ば、うどん、はっと汁の具、煮物などに
入れたりします。良質な植物油で揚げ
てあるので、とてもヘルシーです。

℡.0220-34-2734

登米市産業経済部商業観光課

問

やくらい土産センター加
美

地元でとれた、旬のおいしい農
産物を手軽な値段で味わえる直
売所です。ブルーベリー、わさ
び、枝豆など、様々なオリジナル
フレーバーが楽しめるジェラー
トも人気です。

℡.0229-67-3011

やくらい土産センター

問

花野果市場（はなやかいちば）美
里

美里町特産のお米をはじめ、鮮
度抜群の野菜や生花、農産加工
品がたくさん並べられた農産物
直売所です。フードコートの農
家レストラン「はなやか亭」では
地元食材を使ったメニューが味
わえます。

℡.0229-59-1320

花野果市場

問

山の駅 くりこま栗
原

栗原市の四季折々の野菜や山
菜、果樹、加工品など、地域の特
色と手作りの愛情に満ちた魅力
ある商品をたくさん取り揃えて
おります。

℡.0228-24-8161

山の駅くりこま

問

平沢穀菜センター色
麻

日帰り温泉施設「かっぱのゆ」に
隣接している直売所です。色麻町
ならではの安全・安心な農産物や
加工品を安価で販売しています。
毎年行われる収穫感謝祭の「どっ
ぴき」も楽しみの1つ。観光客はも
ちろん、地元住民からも人気です。

℡.0229-66-1160

色麻町平沢穀菜センター

問

わくや産直センター黄金の郷涌
谷

涌谷町で採れた新鮮な野菜、生
花、漬物、今人気の米こうじ等取
りそろえています。つきたての
お餅や加工品などもございます
ので、温泉内の休憩処で召し上
がっていただけます。

℡.0229-43-6363

わくや産直センター黄金の郷

問

名代厚焼せんべい一
関

岩手県の特産品として有名な南
部煎餅に卵、マーガリン、砂糖を
加え焼き上げた、クッキー風の
せ ん べ い。粒 ご と 入 っ た ピ ー
ナッツが香ばしく、ほんのり甘
い素材の食感・歯ごたえも楽し
い風味豊かな逸品。

℡.0191-23-5653

佐々木製菓一関大町本店

問

旧有備館および庭園大
崎

国指定史跡・名勝。岩出山伊達家の隠
居所・下屋敷・家臣子弟を教育する学
問所として使用された。庭園は岩出山
城の断崖を借景とし、池の中に島を配
した。回遊式池泉庭園。園内を彩る
花々、樹齢300年になる古木も見事。

℡.0229-72-1344

旧有備館および庭園

問

みやぎの明治村登
米

登米町（とよままち）には、明治時代に
建造された小学校、県庁、警察署などの
ハイカラな洋風建築物が多く残り、当
時の面影を今に伝えています。その町
並みから「みやぎの明治村」と呼ばれ、
ロマン漂う町並みを散策すると、昔に
タイムスリップした気分になります。

℡.0220-52-5566

（株）とよま振興公社

問

中新田文化会館（バッハホール）加
美

国内有数の音響を誇る室内楽
ホールです。1981年の開館以来

「田園のクラシックホール」とし
て注目を集め、地方からの文化
発信の象徴的存在として、全国
的に知られています。

℡.0229-63-7367

中新田文化会館

問

神寺不動尊 松景院美
里

天正19年（1591年）実恵法印によって
涌谷伊達家の祈願寺として開かれた真
言宗のお寺です。以来、密教と神仏混淆
の修験道を修し、本尊は不動明王、秘仏
に大聖歓喜天をお祀りしています。東北
三十六不動尊霊場の1つとして厄除開
運を祈る参詣者が巡拝に訪れます。

℡.0229-34-1010

神寺不動尊 松景院

問

世界谷地原生花園栗
原

栗駒山中腹に広がる湿地帯は高
山植物が多く生息しています。
例年６月中旬は市花であるニッ
コウキスゲが見ごろとなりま
す。

℡.0228-25-4166

（一社）栗原市観光物産協会

問

磯良神社（おかっぱ様）色
麻

地元でおかっぱ様と呼ばれ、水難
よけ・縁結び・懐妊・安産・足腰も
病に神徳ある神様として、昔から
近隣住民に愛され、幅広い信仰を
集めています。ここでは全国でも
ただ1つ、木彫りの河童がご神体
として祭られています。

延喜式内 黄金山神社涌
谷

天平21（749）年に起きた日本初
の産金がこの場所にあることを
伝え続けてきた由緒ある神社で
す。日本遺産「みちのくGOLD浪
漫」のストーリーを構成する歴
史遺産でもあり、金運にご利益
があります。

℡.0229-42-2619

黄金山神社

問

毛越寺浄土庭園平
泉

世界遺産登録されている毛越寺
は、平安時代の全盛期には堂塔
40、僧坊500とも言われました
が、度重なる災禍で建物は失わ
れ大泉が池を中心とする浄土庭
園と伽藍遺構が住時のままで
残っています。

℡.0191-46-2331

毛越寺事務局

問

温湯山荘 栗
原

秋田県に通じる関所・寒湯番所跡
の隣にある宿。大浴場のほか露天
風呂もあり、新緑や紅葉等の景色
を楽しみながらの入浴は格別で
す。

℡.0228-56-2040

花山温泉　温湯山荘

問

愛宕山公園パークゴルフ場色
麻

愛宕山公園内には、全４コースで
３６ホールのパークゴルフ場が整
備されています。四季折々に咲く
花や、爽快な景色を眺めながら汗
を流しませんか。用具はレンタル
できるため、どなたでも気軽にプ
レーすることができます。

℡.0229-65-4390

愛宕山公園管理事務所（農業伝習館）

問

砂金採り体験 涌
谷

「椀がけ法」によりどなたでも、手
軽に砂金採りを体験できます。も
ちろん採れた砂金はお客様のも
の。キラキラ輝く砂金に天平のロ
マンを感じてください。

℡.0229-43-2100

わくや万葉の里 わくや天平ろまん館

問

秀衡塗うるし塗り体験  平
泉

平泉の伝統工芸品である秀衡塗
は、平安時代末期、藤原秀衡が京よ
り職人を招来し、この地方特産の
良質な漆と金をふんだんに使い器
を造らせたのが起源とされていま
す。

℡.0191-46-2306

翁知屋

問

滝の湯大
崎

鳴子温泉神社の御神湯として千年
の歴史を持つ古湯で、地域の人々か
ら旅行者まで、たくさんの人に親し
まれている共同浴場です。白濁した
お湯と板張りの浴槽で、昔ながらの
懐かしい雰囲気が漂っています。　

℡.080-9633-7930

滝の湯

問

ハイカラさん着付け体験登
米

明治・大正時代の女学生の衣装「ハ
イカラさん」やクラシックドレス
を着て、館内で記念撮影ができま
す。衣装のままで町歩きもできま
すので、お問い合わせのうえお越
し下さい。

℡.0220-52-5566

（株）とよま振興公社

問

やくらいWALL 加
美

初心者から上級者まで楽しめる４
つのクライミングウォールを配置
し、家族で一緒にボルダリング体
験ができます。初心者の方にはス
タッフが丁寧に指導いたしますの
で、この機会にボルダリングを初
めてみてはいかがいですか。

℡.0229-25-4544

やくらいWALL

問

でんえん土田畑村（どたばたむら）  美
里

「おしゃれで自慢したくなるふる
さと」をコンセプトに平成３１年
４月にリニューアルしたでんえん
土田畑村。大自然の中に建つ本格
的なログハウスは、各棟にキッチ
ンや浴槽等を完備し、やすらぎの
ひとときを提供します。

℡.0229-58-2221

でんえん土田畑村

問

豆こけし作り体験大
崎

木工作家さんに教わりながら，ナ
イフで木を削って小さなこけしを
作ります。休憩時間にはドーナツ
とコーヒーを用意しています。ナ
イフを使うので小学校高学年以上
対象で、催行人数は3名から。
※3日前まで要予約

℡.0229-25-9620

（一社）みやぎ大崎観光公社 

問

長沼温泉ヴィーナスの湯登
米

長沼湖畔にある日帰り温泉施設で
す。周辺では四季折々の花や自然
の中で青空を満喫し、湖面の煌め
きをうけてウォーキング、マラソ
ン、キャンプ、バーベキューを気軽
に楽しむことができます。　

℡.0220-23-1126

（株）ロト・ヴィーナス

問

やくらいランニングバイクパーク加
美

東北初の、ストライダーオフィ
シャルパークです。全長１５０ｍ
の加美町コースは「山村ふれあい
公園」の芝生の上に設置され、転ん
でもけがをしにくいので安心で
す。

℡.0229-68-4021

山村ふれあい公園やくらいパークゴルフ場

問

（株）木の屋石巻水産 美里町工場  美
里

食品缶詰の製造過程を見学できる
工場で、楽しみながら缶詰の仕組み
を学ぶことができます。また、未来
の自分に向けたメッセージなどを
詰めた缶詰型のタイムカプセル作
り体験ができるなど、子どもから大
人まで楽しむことができます。

℡.0229-29-9429

（株）木の屋石巻水産 美里町工場

問

ハイルザーム栗駒栗
原

栗駒山の中腹にある温泉宿泊施
設。流水プールやサウナ、コテージ
を完備しており、滞在型の健康増
進施設です。特に開放感のある露
天風呂は格別です。

℡.0228-43-4100

ハイルザーム栗駒

問

平沢交流センター かっぱのゆ色
麻

色麻町自慢の日帰り温泉施設で
す。アルカリ性の泉質で、入浴後は
お肌がすべすべ、疲れた身体を芯
から癒やしてくれます。皆様に安
心してご利用いただけるようエレ
ベーターを設置し、浴室の各所に
も様々な工夫をしています。

℡.0229-65-4505

平沢交流センター かっぱのゆ

問

わくや天平の湯涌
谷

館内には、温泉の他に小劇場・交流
室・貸切風呂等があります。お年寄
りや、車椅子の方にも利用しやす
い施設となっています。あなたの
好きな場所で、くつろぎのひとと
きをゆっくりとお過ごしくださ
い。

℡.0229-43-6330

わくや天平の湯

問

日帰り温泉「おくのほそ道」
赤倉ゆけむり館

最
上

「おくのほそ道」赤倉ゆけむり館は、
四季折々の表情を見せる日本庭園内
の露天風呂のほか、家族風呂や産直・
交流スペースを併設した日帰り温泉
施設です。移りゆく最上の四季を感
じながら、赤倉温泉自慢の「あったま
りの湯」をぜひ一度ご堪能ください。

℡.0223-45-3533

日帰り温泉「おくのほそ道」赤倉ゆけむり館

問

なる子ちゃんこ鍋大
崎

東日本大震災後，大相撲宮城野部
屋御一行が震災復興慰問交流で鳴
子温泉に訪れたのがご縁で誕生し
た宮城野部屋直伝「なる子ちゃん
こ鍋」。鳴子温泉を中心に，大崎市
の飲食店や宿泊施設で提供されて
います。（登録店舗のみ）

℡.0229-83-3441

鳴子観光・旅館案内センター

問

はっと汁登
米

小麦粉を練ってつくる登米地方の
郷土料理です。醤油仕立ての汁で
茹で上げたり、お湯で茹でてあず
きやずんだなどに絡めたりもしま
す。ツルツル、シコシコの食感がや
みつきになります。

℡.0220-34-2734

登米市産業経済部商業観光課

問

ジンギスカン定食加
美

自慢の自家製たれをたっぷりつけ
て食べるジンギスカンは格別で
す。地元での評価も高く、加美町の
ソウルフードとして親しまれてお
ります。薬莱山山麓で素晴らしい
景観を眺めながら、至福の時間を
お楽しみください。

℡.0229-67-3888

やくらいハイツ

問

地酒 黄金澤美
里

創業明治３５年。代表銘柄である黄
金澤は全国新酒鑑評会で連続金賞
を受賞している自慢の地酒です。伝
統的製法を伝承したこだわりの地
酒は、年間の出荷本数が少ないた
め、貴重なお酒です。姉妹ブランド

「橘屋」も香味抜群で人気です。

℡.0229-58-0333

（名）川敬商店

問

トマト辛味噌ラーメン大
崎

糖度の高いデリシャストマトをふんだん
に使用した「トマト辛味噌ラーメン」は，濃
厚なピリ辛の味噌スープとさっぱりした
トマトの酸味が絶妙。弾力のある太麺と
たっぷり野菜（200g）入り。この他にも
ファームカフェでは，デリシャストマトを
使用したカフェメニューを楽しめます。

℡.0229-56-3578

デリシャスファームカフェ 

問

地酒澤乃泉登
米

大正９年に創業した石越醸造の代
表銘柄です。全行程において深井
戸水源より湧き出る良質の地下水
を使用し、手作り米の旨さが冴え
る日本酒です。「全国新酒鑑評会 金
賞」「南部杜氏鑑評会　優等賞受賞」
など様々な賞を受賞しています。

℡.0228-34-2005

石越醸造株式会社

問

地ビールシチュー加
美

地ビール「ピルスナー」を加えて
じっくりと煮込んだ柔らかい牛肉
のとろけるような味わいを堪能で
きます。地ビールの風味を楽しみ
ながら、ボリューム満点の牛肉を
頬張りましょう。

℡.0229-67-5211

レストランぶな林

問

北浦梨美
里

宮城県の四大梨の一つでもある北
浦梨。旬の秋には国道１０８号線沿
いに梨の露店が立ち並び、みずみず
しい梨を求めて県内外から訪れる
買い物客で賑わいます。また、希少
な品種のリンゴナシ（リンゴのよう
な梨）も限定生産されています。

℡.0229-32-1106

ＪＡ新みやぎ小牛田営農センター

問

栗駒耕英岩魚丼栗
原

栗駒山からの清流で育ったイワナ
を使い、4店舗の飲食店で様々な
調理法や味付けをしているどんぶ
りです。

℡.0228-25-4166

（一社）栗原市観光物産協会 

問

えごま豚ロースかつ定食色
麻

色麻町産えごまを飼料に育てられ
た「宮城野えごま豚」を使用した人
気メニューが「えごま豚ロースカ
ツ定食」です。どこを食べても柔ら
かく、衣もサクサクで箸が止まり
ません。店内でえごま関連商品を
購入することもできます。

℡.0229-65-3569

味彩館ふるさと

問

カツ丼風カツカレー涌
谷

昭和45年頃からの変わらない味で、
カツの上に溶き卵がふわりと乗る元
祖オリジナルカツカレーです。カツ
煮の甘じょっぱさが親しみやすい味
わいの秘訣です。（通常サイズのほか、
およさ2倍のジャンボ、3倍の超ジャ
ンボのラインナップがあります）

℡.0229-43-3947

パーラー旅

問

最上早生（もがみわせ）蕎麦最
上

「最上早生（もがみわせ）」は香り高く、甘
み・こしが強い品種で、打つと鮮やかな
緑色が際立つことが特徴です。打ちた
て、茹でたてのお蕎麦がついたそば御膳
は、農家レストラン「たらふく工房満沢」
にてお召し上がりいただけます。季節の
郷土料理と一緒にご堪能ください。

℡.080-2818-0060

たらふく工房満沢（旧満沢小学校）

問

地酒栗
原

歴史ある蔵元があり、それぞれに
美味しい栗原の酒米で美味しい地
酒を造っています。栗駒山系を水
源とする清流で仕込まれる地酒
は、ファンにはたまらない逸品ぞ
ろいです。

℡.0228-25-4166

（一社）栗原市観光物産協会

問

えごまたまごかけごはん色
麻

色麻町産えごまを飼料に育てられ
た鶏が生んだ、新鮮たまごが食べ
放題です。素材の味を楽しむもよ
し、数種類あるトッピングで自分
好みにカスタムするもよし。ワン
コインでお得にお腹いっぱい楽し
むことができます。

℡.0229-65-4372
えごまたまごかけごはんの店

（色麻町産業開発公社）

問

手ごねトリプルハンバーグ涌
谷

添加物は使わず、こだわりぬいた
新鮮な材料を使用して1つ1つ造
られた手造りハンバーグに、愛と
真心を込めて笑顔でお客様をお迎
えしております。

℡.0229-43-2554

つきみち

問

もちバイキング一
関

一関市のもち料理は江戸時代から受
け継がれてきた歴史ある食文化で、バ
リエーションは300種類以上といわ
れています。道の駅「厳美渓」のもちレ
ストランでは、定番の具や季節毎の具
にからめた餅が食べ放題。毎月第４金
曜日12：00 ～ 14：00に開催。

℡.0191-29-2000

道の駅　厳美渓　レストランペッタンくん

問
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薬莱山
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栗原
栗駒山

大崎
鳴子峡紅葉
大崎
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美里
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色麻
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