
※イベントは日程等の変更、または中止となる場合があります。事前にお問合せください。写真付きで紹介 花火イベントあり

とっておきの音楽祭 【第1日曜】
キリシタンの里まつり 【第1日曜】
活き生き田園フェスティバル 【第2日曜とその前日】
仙台秋保そばフェス2020 【6日・7日】
全日本モトクロス選手権【6日・7日】
大和町サイクルフェスティバル 【7日】
やまもと夢いちごの郷「ふれあい市」 【上旬】
とおがった大道芸 【上旬】
しばた匠まつり 【上旬】
支倉常長まつり 【上旬】
そら豆まつり 【上旬】
蔵の手づくり市 【上旬】
シャクヤクまつり 【上旬】
展望グリーンフェスタ 【上旬～7月上旬】
涌谷町釣公園へら鮒釣大会 【第3日曜】
うめ～梅まつりinかくだ 【中旬】
我歴stock in女川 【中旬】
多賀城跡あやめまつり 【中旬～下旬】
みなみかた花菖蒲まつり 【中旬～7月上旬】
しばた紫陽花まつり 【中旬～7月上旬】
山王史跡公園あやめ祭り 【中旬～7月上旬】
南くりこま高原一迫ゆり園開園 【中旬～7月下旬】
登米芭蕉祭俳句大会 【第4日曜】
オリンピック聖火リレーセレブレーション 【20日】
全日本選手権スーパーフォーミュラ 【20日・21日】
おおがわら梅まつり 【下旬】
高蔵寺ホタルまつり 【下旬】
おがつウニまつり 【下旬～7月上旬】
みちのく鹿踊大会 【下旬】
いしのまき復興マラソン 【下旬】
河北レガッタ 【下旬】
味彩市場 【下旬】
川内ホタルのページェント 【下旬～7月上旬】
零羊崎神社夏越大祓式 【下旬～7月上旬】
山神社あじさいまつり 【下旬～7月】

弁財天例祭 【5日】
釜社宵まつり 【5日】
藻塩焼神事（御釜神社） 【6日】
鹽竈神社例祭 【10日】
だいぎ歴史体験デー 【12日】
定義ホタルまつり 【上旬】
やもとふれあいはしご酒ラリー 【上旬】
気仙沼バル 【上旬】
箟岳山採燈大護摩供 【第2土曜】
夏の山唄全国大会 【第2日曜】 
流鏑馬神事 【第2日曜】
子どもの本展示会 【上旬】
みやぎ国際トライアスロン仙台ベイ七ヶ浜大会 【上旬の日曜】
とみやブルーベリースイーツフェア 【上旬～中旬】
気仙沼かつお祭 【海の日】
塩竈みなと祭 【海の日】
日本三景の日記念イベント 【21日】
みちのく神楽大会 【中旬】

同実行委員会 022-342-9978（仙台市）

登米市東和総合支所 0220-53-4111

田園フェスティバル実行委員会 0229-58-1278（美里町）

仙台市太白区秋保総合支所総務課 022-399-2111（仙台市）

スポーツランドSUGO 0224-83-3111（村田町）

大和町総合体育館 022-346-2178

農水産物直売所「やまもと夢いちごの郷」 0223-38-1888（山元町）

蔵王町観光案内所 0224-34-2725

柴田町商工観光課 0224-55-2123

川崎町地域振興課 0224-84-2111

道の駅村田（村田町物産交流センター） 0224-83-5505

村田町商工会 0224-83-2267

愛宕山公園管理事務所 0229-65-4390（色麻町）

みやぎ蔵王えぼしリゾート 0224-34-4001

涌谷町観光物産協会（涌谷町まちづくり推進課内） 0229-43-2119

同実行委員会（角田市商工観光課） 0224-63-2120

同実行委員会（女川福幸丸） 070-5321-2500

同実行委員会（多賀城市商工観光課） 022-368-1141

登米市南方総合支所 0220-58-2111

柴田町商工観光課 0224-55-2123

栗原市一迫総合支所 0228-52-2114

一迫ゆり園 0228-52-4551／栗原市一迫総合支所 0228-52-2114

登米市登米総合支所 0220-52-2111

女川町観光協会 0225-54-4328

スポーツランドSUGO 0224-83-3111（村田町）

大河原町農政課 0224-87-6277

同実行委員会（西根自治センター） 0224-65-2111（角田市）

石巻かほく商工会 0225-62-3161（石巻市）

栗原市一迫総合支所 0228-52-2114

同事務局 0225-95-8998

登米市生涯学習課 0220-34-2698

マリンゲート塩釡 022-361-1500

大郷町農政商工課 022-359-5503

零羊崎神社社務所 0225-22-4788（石巻市）

美里町物産観光協会 0229-33-3789

金蛇水神社 0223-22-2672（岩沼市）

本町通りまちづくり研究会 022-364-1124（塩竈市）

志波彦神社・鹽竈神社 022-367-1611（塩竈市）

志波彦神社・鹽竈神社 022-367-1611（塩竈市）

七ヶ浜町歴史資料館 022-365-5567

大倉四季探索･定義ホタルまつり実行委員会事務局（梅津） 090-8924-6667

東松島市大塩市民センター 0225-82-7532

気仙沼観光コンベンション協会 0226-22-4560

箟峯寺 0229-45-2251（涌谷町）

登米市商業観光課 0220-34-2734

志波彦神社・鹽竈神社 022-367-1611（塩竈市）

大和町公民館 022-344-4401

宮城県トライアスロン協会事務局 022-796-7372（七ヶ浜町）

富谷市産業観光課 022-358-0524

気仙沼観光コンベンション協会 0226-22-4560（気仙沼市）

同協賛会（塩竈市観光交流課内） 022-364-1165

松島観光協会 022-354-2618（松島町）

栗原市築館総合支所 0228-22-1114

6
月

7
月

仙台七夕まつり（仙台市）　 8月6日～8日 見どころは、なんといっても豪華絢爛な笹飾り。吹き流しなど、趣向を凝らした
笹飾りが仙台市街を埋め尽くす。

塩竈みなと祭（塩竈市）
御神輿を奉安した二隻の御座船が、約100隻に及ぶ大小の供奉船（ぐぶせん）を
従えて松島湾内を巡幸する神輿海上渡御が見どころ。日本三大船祭りのひとつ
にも数えられている。

海の日

南くりこま高原一迫ゆり園（栗原市）
広さ30000㎡のゆり園に､世界中のユリ200品種15万株､ヘメロカリス20品
種2万株が咲き誇る｡ 品種数では日本最大級と言われている。

6月中旬～7月下旬

夏 みやぎ
四季
めぐり
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活き生き田園フェスティバル 【第2日曜とその前日】
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全日本モトクロス選手権【6日・7日】
大和町サイクルフェスティバル 【7日】
やまもと夢いちごの郷「ふれあい市」 【上旬】
とおがった大道芸 【上旬】
しばた匠まつり 【上旬】
支倉常長まつり 【上旬】
そら豆まつり 【上旬】
蔵の手づくり市 【上旬】
シャクヤクまつり 【上旬】
展望グリーンフェスタ 【上旬～7月上旬】
涌谷町釣公園へら鮒釣大会 【第3日曜】
うめ～梅まつりinかくだ 【中旬】
我歴stock in女川 【中旬】
多賀城跡あやめまつり 【中旬～下旬】
みなみかた花菖蒲まつり 【中旬～7月上旬】
しばた紫陽花まつり 【中旬～7月上旬】
山王史跡公園あやめ祭り 【中旬～7月上旬】
南くりこま高原一迫ゆり園開園 【中旬～7月下旬】
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弁財天例祭 【5日】
釜社宵まつり 【5日】
藻塩焼神事（御釜神社） 【6日】
鹽竈神社例祭 【10日】
だいぎ歴史体験デー 【12日】
定義ホタルまつり 【上旬】
やもとふれあいはしご酒ラリー 【上旬】
気仙沼バル 【上旬】
箟岳山採燈大護摩供 【第2土曜】
夏の山唄全国大会 【第2日曜】 
流鏑馬神事 【第2日曜】
子どもの本展示会 【上旬】
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気仙沼かつお祭 【海の日】
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同実行委員会 022-342-9978（仙台市）

登米市東和総合支所 0220-53-4111

田園フェスティバル実行委員会 0229-58-1278（美里町）

仙台市太白区秋保総合支所総務課 022-399-2111（仙台市）

スポーツランドSUGO 0224-83-3111（村田町）

大和町総合体育館 022-346-2178

農水産物直売所「やまもと夢いちごの郷」 0223-38-1888（山元町）

蔵王町観光案内所 0224-34-2725

柴田町商工観光課 0224-55-2123

川崎町地域振興課 0224-84-2111

道の駅村田（村田町物産交流センター） 0224-83-5505

村田町商工会 0224-83-2267

愛宕山公園管理事務所 0229-65-4390（色麻町）

みやぎ蔵王えぼしリゾート 0224-34-4001

涌谷町観光物産協会（涌谷町まちづくり推進課内） 0229-43-2119

同実行委員会（角田市商工観光課） 0224-63-2120

同実行委員会（女川福幸丸） 070-5321-2500

同実行委員会（多賀城市商工観光課） 022-368-1141

登米市南方総合支所 0220-58-2111

柴田町商工観光課 0224-55-2123

栗原市一迫総合支所 0228-52-2114

一迫ゆり園 0228-52-4551／栗原市一迫総合支所 0228-52-2114

登米市登米総合支所 0220-52-2111

女川町観光協会 0225-54-4328

スポーツランドSUGO 0224-83-3111（村田町）

大河原町農政課 0224-87-6277

同実行委員会（西根自治センター） 0224-65-2111（角田市）

石巻かほく商工会 0225-62-3161（石巻市）

栗原市一迫総合支所 0228-52-2114

同事務局 0225-95-8998

登米市生涯学習課 0220-34-2698

マリンゲート塩釡 022-361-1500

大郷町農政商工課 022-359-5503

零羊崎神社社務所 0225-22-4788（石巻市）

美里町物産観光協会 0229-33-3789

金蛇水神社 0223-22-2672（岩沼市）

本町通りまちづくり研究会 022-364-1124（塩竈市）

志波彦神社・鹽竈神社 022-367-1611（塩竈市）

志波彦神社・鹽竈神社 022-367-1611（塩竈市）

七ヶ浜町歴史資料館 022-365-5567

大倉四季探索･定義ホタルまつり実行委員会事務局（梅津） 090-8924-6667

東松島市大塩市民センター 0225-82-7532

気仙沼観光コンベンション協会 0226-22-4560

箟峯寺 0229-45-2251（涌谷町）

登米市商業観光課 0220-34-2734

志波彦神社・鹽竈神社 022-367-1611（塩竈市）

大和町公民館 022-344-4401

宮城県トライアスロン協会事務局 022-796-7372（七ヶ浜町）

富谷市産業観光課 022-358-0524

気仙沼観光コンベンション協会 0226-22-4560（気仙沼市）

同協賛会（塩竈市観光交流課内） 022-364-1165

松島観光協会 022-354-2618（松島町）

栗原市築館総合支所 0228-22-1114

6
月

7
月

金華山龍神まつり 
奉納 龍（蛇）踊り（石巻市）
全長20ｍ、重さ100kgの龍体を、玉使いと十人の龍衆
によって青空の下、特設祭場をところ狭しと舞い踊る。
龍体が波打ちながら縦横無尽に動く様は迫力満点。

7月最終土・日曜

（仮称）みちのく川崎
花火フェスタ（川崎町）
愛知県東三河地方発祥の「手筒花火」は、猛者が自ら
火薬を仕込んだ竹の筒を抱え、爆音とともに立ち昇
る凄まじい火柱と火の粉の中、仁王立ちする雄姿は
見応え充分。

7月下旬

多賀城跡あやめまつり（多賀城市）
国の特別史跡「多賀城跡」の約2万1千㎡に及ぶ広大な
あやめ園に咲く、800種300万本ものあやめや花菖蒲
の中で優雅な時を過ごすことができる。

6月中旬～下旬
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※イベントは日程等の変更、または中止となる場合があります。事前にお問合せください。写真付きで紹介 花火イベントあり

NA LEI O HAWAII 2020 【中旬～下旬】
山ゆりまつり 【中旬～下旬】
やまもとひまわり祭り 【中旬～下旬】
せんだい・あきう七夕展 【中旬～8月上旬】
夏フェア2020 【中旬～8月中旬】
多賀城ビアサミット 【下旬】

伊豆沼・内沼はすまつり 【下旬～8月31日】

女川みなと祭り 【23日】
大和町スポーツフェア 【26日】
吉岡八幡神社・輪くぐり 【31日】
志津川湾夏まつり【最終土曜】
伊達かっぱの里まつり 【第4土曜】
金華山黄金山神社龍神まつり 奉納 龍（蛇）踊り 【最終土・日曜】
くりこま山車まつり 【最終土・日曜】
佐沼夏まつり 【下旬の土・日曜】
大島アイランドフェス 【下旬】
八重垣神社夏祭り 【下旬】
すきですやまもと夏まつり 【下旬】
（仮称）みちのく川崎花火フェスタ 【下旬】
マンガッタンフェスティバル 【下旬】
加美町カップドラゴンカヌー大会 【下旬予定】
もくもく親子工作教室 【下旬～8月上旬の土・日曜】
石巻川開き祭り 【下旬～8月上旬】
三本木ひまわりまつり（ひまわりの丘） 【下旬～8月中旬】
みやぎ蔵王えぼし ナイトゴンドラ空中さんぽ
坂元神社夏まつり 【最終土曜】

とうもろこし味来販売推奨月間 【1日～31日】
長沼はすまつり 【1日～31日】
おおさき花火大会 【2日】
古川まつり 【3日・4日】
仙台七夕花火祭 【5日】
仙台七夕まつり 【6日～8日】
瑞鳳殿七夕ナイト 【6日～8日】
定義如来夏まつり 【第1土曜】
おおさと夏まつり 【第1土曜】
金津七夕 【第1土曜】
まほろば夏まつり 【第1日曜】
えきフェスMISATO 【第1日曜】
金成夏まつり 【第1日曜】
気仙沼みなとまつり 【第1日曜とその前日】
色麻町かっぱのふるさと祭り 【上旬の日曜】
サマーフェスタ・イン・かほく 【上旬】
夏の雪室まつり 【上旬】
牡鹿鯨まつり 【上旬】
歌津復興夏まつり 【上旬】
つきだて七夕まつり 【上旬】
しづはた姫コンテスト 【上旬】
とよま明治村夏まつり 【上旬】
YOSAKOI＆ねぷたinとよさと 【上旬】
かわさき夏まつり花火大会 【上旬】

七ヶ浜国際村 022-357-5931（七ヶ浜町）

昭和万葉の森管理事務所 022-345-4623（大衡村）

山元町商工観光交流課 0223-36-9837

秋保・里センター 022-304-9151（仙台市）

みちのく公園管理センター 0224-84-5991（川崎町）

T・A・P多賀城（郷古） 090-8736-4116（多賀城市）

登米市商業観光課 0220-34-2734

栗原市観光物産協会 0228-25-4166

女川町観光協会 0225-54-4328

大和町総合体育館 022-346-2178

吉岡八幡神社 022-345-4677（大和町）

南三陸町商工観光課 0226-46-1385

遠田商工会 0229-43-3450（涌谷町）

金華山黄金山神社 0225-45-2301（石巻市）

栗原市栗駒総合支所 0228-45-2114

登米中央商工会 0220-22-3681（登米市）

気仙沼大島観光協会 0226-28-3000

八重垣神社 0223-36-8320（山元町）

亘理山元商工会山元事務所 0223-37-0543（山元町）

ボートピア川崎 0224-84-6663

石ノ森萬画館 0225-96-5055（石巻市）

加美町教育委員会 0229-69-5113

道の駅津山「もくもくランド」 0225-69-2341（登米市）

同実行委員会（石巻商工会議所） 0225-22-0145（石巻市）

大崎市三本木総合支所 0229-52-2112

みやぎ蔵王えぼしリゾート 0224-34-4001（蔵王町）

坂元神社 0223-38-0450（山元町）

道の駅村田（村田町物産交流センター） 0224-83-5505

登米市観光物産協会 0220-52-4648

おおさき青年会議所 0229-23-3605

古川地域イベント連絡協議会 0229-24-0055（大崎市）

仙台青年会議所 022-222-9788（仙台市）

同協賛会事務局（仙台商工会議所内） 022-265-8185（仙台市）

瑞鳳殿 022-262-6250（仙台市）

定義如来奉賛会事務局 022-393-2011（仙台市）

大郷町まちづくり推進課 022-359-5537

角田市郷土資料館 0224-62-2527

まほろばまつり実行委員会 022-345-1184（大和町）

美里町物産観光協会 0229-33-3789

若柳金成商工会金成支所 0228-42-1473（栗原市）

同委員会（気仙沼商工会議所） 0226-22-4600（気仙沼市）

同実行委員会（色麻町企画情報課） 0229-65-2127

同実行委員会（石巻かほく商工会） 0225-62-3161（石巻市）

旬の市七ヶ宿 0224-38-1050（七ヶ宿町）

同実行委員（石巻観光協会牡鹿事務所内） 0225-45-3456（石巻市）

同実行委員会 0226-36-3117（南三陸町）

栗原南部商工会 0228-22-3611（栗原市）

栗原南部商工会 0228-22-3611（栗原市）

みやぎ北上商工会登米支所 0220-52-2259（登米市）

登米市豊里総合支所 0225-76-4111

川崎町商工会 0224-84-2174

7月～11月の土・日曜、祝日
（日程変更の場合あり）

7
月

8
月

みやぎ四季めぐり夏 S U M M E R

三本木ひまわりまつり（ひまわりの丘）（大崎市）
大崎市三本木のひまわりの丘に､42万本のひまわりが咲き乱れる。会場内には三本木地域の特産品を取りそろえた特設売店がオープンする。

7月下旬～8月中旬

コラム 季節の風物詩

8月は各地で祭りが真っ盛り。お盆期間を中心
に、大規模な祭りや花火大会が、各地で競われ
るように開催される。中でも、8月6日～8日に
行われる仙台七夕まつり（→31P参照）は、青森
ねぶた、秋田竿灯と並ぶ「東北三大まつり」の一
つ。アーケードの商店街を中心に、街中が豪華
絢爛な七夕飾り一色に染まり、日本一のスケー
ルを誇る七夕まつりとして、毎年200万人を超
える観光客が訪れる。

七夕・花火・夏まつり

夏のフルーツ狩り

イチゴ 栗原市 くりこま高原カントリーファーム 0228-46-2141 6月中旬～7月中旬

ブルーベリー

富谷市 高橋ブルーベリーつみとり農園 022-358-2851
（→74P参照） 7月上旬～8月上旬

蔵王町 蔵王ブルーベリーファーム 0224-35-3014 7月初旬～8月中旬

気仙沼市 観光農園「ブルーベリーハウス気仙沼」
0226-22-2742 6月下旬～9月上旬

気仙沼市 モ～ランド本吉 0226-43-9006 7月下旬～8月上旬

大崎市 大崎市鳴子総合支所地域振興課 0229-82-2026 7月中旬～8月中旬

栗原市 ブルーベリー摘み取り農園 0228-32-6097 7月

登米市 ㈲伊豆沼農産 0220-28-2986 6月下旬～7月下旬

桃 蔵王町 蔵王町農林観光課 0224-33-3004 7月下旬～8月下旬 仙台七夕まつり

030 みやぎ四季めぐり

20WM_022_047.indd   30 2020/03/16   11:47



※イベントは日程等の変更、または中止となる場合があります。事前にお問合せください。写真付きで紹介 花火イベントあり

NA LEI O HAWAII 2020 【中旬～下旬】
山ゆりまつり 【中旬～下旬】
やまもとひまわり祭り 【中旬～下旬】
せんだい・あきう七夕展 【中旬～8月上旬】
夏フェア2020 【中旬～8月中旬】
多賀城ビアサミット 【下旬】

伊豆沼・内沼はすまつり 【下旬～8月31日】

女川みなと祭り 【23日】
大和町スポーツフェア 【26日】
吉岡八幡神社・輪くぐり 【31日】
志津川湾夏まつり【最終土曜】
伊達かっぱの里まつり 【第4土曜】
金華山黄金山神社龍神まつり 奉納 龍（蛇）踊り 【最終土・日曜】
くりこま山車まつり 【最終土・日曜】
佐沼夏まつり 【下旬の土・日曜】
大島アイランドフェス 【下旬】
八重垣神社夏祭り 【下旬】
すきですやまもと夏まつり 【下旬】
（仮称）みちのく川崎花火フェスタ 【下旬】
マンガッタンフェスティバル 【下旬】
加美町カップドラゴンカヌー大会 【下旬予定】
もくもく親子工作教室 【下旬～8月上旬の土・日曜】
石巻川開き祭り 【下旬～8月上旬】
三本木ひまわりまつり（ひまわりの丘） 【下旬～8月中旬】
みやぎ蔵王えぼし ナイトゴンドラ空中さんぽ
坂元神社夏まつり 【最終土曜】

とうもろこし味来販売推奨月間 【1日～31日】
長沼はすまつり 【1日～31日】
おおさき花火大会 【2日】
古川まつり 【3日・4日】
仙台七夕花火祭 【5日】
仙台七夕まつり 【6日～8日】
瑞鳳殿七夕ナイト 【6日～8日】
定義如来夏まつり 【第1土曜】
おおさと夏まつり 【第1土曜】
金津七夕 【第1土曜】
まほろば夏まつり 【第1日曜】
えきフェスMISATO 【第1日曜】
金成夏まつり 【第1日曜】
気仙沼みなとまつり 【第1日曜とその前日】
色麻町かっぱのふるさと祭り 【上旬の日曜】
サマーフェスタ・イン・かほく 【上旬】
夏の雪室まつり 【上旬】
牡鹿鯨まつり 【上旬】
歌津復興夏まつり 【上旬】
つきだて七夕まつり 【上旬】
しづはた姫コンテスト 【上旬】
とよま明治村夏まつり 【上旬】
YOSAKOI＆ねぷたinとよさと 【上旬】
かわさき夏まつり花火大会 【上旬】

七ヶ浜国際村 022-357-5931（七ヶ浜町）

昭和万葉の森管理事務所 022-345-4623（大衡村）

山元町商工観光交流課 0223-36-9837

秋保・里センター 022-304-9151（仙台市）

みちのく公園管理センター 0224-84-5991（川崎町）

T・A・P多賀城（郷古） 090-8736-4116（多賀城市）

登米市商業観光課 0220-34-2734

栗原市観光物産協会 0228-25-4166

女川町観光協会 0225-54-4328

大和町総合体育館 022-346-2178

吉岡八幡神社 022-345-4677（大和町）

南三陸町商工観光課 0226-46-1385

遠田商工会 0229-43-3450（涌谷町）

金華山黄金山神社 0225-45-2301（石巻市）

栗原市栗駒総合支所 0228-45-2114

登米中央商工会 0220-22-3681（登米市）

気仙沼大島観光協会 0226-28-3000

八重垣神社 0223-36-8320（山元町）

亘理山元商工会山元事務所 0223-37-0543（山元町）

ボートピア川崎 0224-84-6663

石ノ森萬画館 0225-96-5055（石巻市）

加美町教育委員会 0229-69-5113

道の駅津山「もくもくランド」 0225-69-2341（登米市）

同実行委員会（石巻商工会議所） 0225-22-0145（石巻市）

大崎市三本木総合支所 0229-52-2112

みやぎ蔵王えぼしリゾート 0224-34-4001（蔵王町）

坂元神社 0223-38-0450（山元町）

道の駅村田（村田町物産交流センター） 0224-83-5505

登米市観光物産協会 0220-52-4648

おおさき青年会議所 0229-23-3605

古川地域イベント連絡協議会 0229-24-0055（大崎市）

仙台青年会議所 022-222-9788（仙台市）

同協賛会事務局（仙台商工会議所内） 022-265-8185（仙台市）

瑞鳳殿 022-262-6250（仙台市）

定義如来奉賛会事務局 022-393-2011（仙台市）

大郷町まちづくり推進課 022-359-5537

角田市郷土資料館 0224-62-2527

まほろばまつり実行委員会 022-345-1184（大和町）

美里町物産観光協会 0229-33-3789

若柳金成商工会金成支所 0228-42-1473（栗原市）

同委員会（気仙沼商工会議所） 0226-22-4600（気仙沼市）

同実行委員会（色麻町企画情報課） 0229-65-2127

同実行委員会（石巻かほく商工会） 0225-62-3161（石巻市）

旬の市七ヶ宿 0224-38-1050（七ヶ宿町）

同実行委員（石巻観光協会牡鹿事務所内） 0225-45-3456（石巻市）

同実行委員会 0226-36-3117（南三陸町）

栗原南部商工会 0228-22-3611（栗原市）

栗原南部商工会 0228-22-3611（栗原市）

みやぎ北上商工会登米支所 0220-52-2259（登米市）

登米市豊里総合支所 0225-76-4111

川崎町商工会 0224-84-2174

7月～11月の土・日曜、祝日
（日程変更の場合あり）

7
月

8
月

くりこま山車まつり（栗原市）
宵祭は手踊りを始め、山車の夜間巡行などの賑やかな
パレードが盛り沢山。本祭はおはやしの一斎演奏が
行われた後、山車が町内を巡行する。

7月最終土・日曜

夏まつり
仙台すずめ踊り（仙台市）
すずめ踊りはそのむかし、仙台城落成のお祝いの宴で石
工によって踊られたのがはじまりといわれる。仙台駅
東口宮城野通りの約200mに及ぶ大通り会場には無料観
覧席や特設舞台が設けられ、フィナーレでは祭連も観客
も一緒になっての総踊りで大いに盛り上がる。

8月下旬

鹽竈神社例祭（塩竈市）
1200年以上もの歴史を持つ鹽竈神社の例祭。午前
10時より本殿祭、続いて御本殿から御神幣が楼門ま
で出幣する御出幣式が斎行される。御出幣式のほか、
7月第2日曜には流鏑馬神事も行われる。

7月10日
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加美商工会 0229-63-2734（加美町）

登米市商業観光課 0220-34-2734

同実行委員会（角田市商工会） 0224-62-1242

同実行委員会（大崎市鹿島台総合支所地域振興課内） 0229-56-5520

同実行委員会（栗原市鶯沢総合支所） 0228-55-2114

栗原南部商工会志波姫支所 0228-25-3868（栗原市）

栗原南部商工会瀬峰支所 0228-38-3258（栗原市）

亘理町観光協会（亘理町商工観光課内） 0223-34-0513

栗駒鶯沢商工会 0228-45-2191（栗原市）

河南桃生商工会 0225-72-3586（石巻市）

長徳山歓喜院 弥勒寺 0220-34-6763（登米市）

瑞巌寺 022-354-2023（松島町）

東松島市観光物産協会 0225-87-2322

若柳金成商工会 0228-32-3100（栗原市）

龍島院 0224-83-2160（村田町）

夏まつり実行委員会（大河原町商工会） 0224-53-1260

白石市小原公民館 0224-29-2031

同実行委員会事務局 022-304-2321（仙台市）

同実行委員会（名取市観光物産協会） 022-382-6526

登米市南方総合支所 0220-58-2111

大崎市松山観光協会（大崎市松山総合支所地域振興課内） 0229-55-2112

涌谷町観光物産協会（涌谷町まちづくり推進課内） 0229-43-2119

同実行委員会 022-398-2251（仙台市）

くろかわ商工会富谷事務所 022-358-2205（富谷市）

奥松島縄文村歴史資料館 0225-88-3927（東松島市）

蔵王町観光案内所 0224-34-2725

河南桃生商工会 0225-72-3586（石巻市）

浦の浜商店会 0226-28-2012（気仙沼市）

小牛田朝市運営委員会 0229-25-3329（美里町）

同実行委員会（花山農山村交流センター） 0228-43-5111（栗原市）

栗原南部商工会高清水支所 0228-58-2264（栗原市）

一迫花山商工会 0228-52-3300（栗原市）

川崎町地域振興課 0224-84-2111

大衡村産業振興課 022-341-8514

同実行委員会（街づくりまんぼう内） 0225-23-2109（石巻市）

栗原市産業戦略課 0228-22-1220

同実行委員会 0223-22-2526（岩沼市）

七ヶ宿町観光協会 0224-37-2177

七ヶ宿町観光協会 0224-37-2177

七ヶ浜国際村 022-357-5931（七ヶ浜町）

マリンゲート塩釡 022-361-1500

東松島市商工会 0225-82-2088

同実行委員会 022-267-1040（仙台市）

同実行委員会 0226-42-2028（気仙沼市）

大崎市田尻畜産まつり実行委員会（大崎市田尻総合支所地域振興課内） 0229-39-1115

石ノ森章太郎ふるさと記念館 0220-35-1099（登米市）

気仙沼観光コンベンション協会 0226-22-4560（気仙沼市）

角田市商工観光課 0224-63-2120

航空自衛隊松島基地 0225-82-2111

柴田町商工観光課 0224-55-2123

同事務局（緑水亭内） 022-397-3333（仙台市）

同実行委員会（松島観光協会） 022-354-2618（松島町）

多賀城市民夏祭り実行委員会（多賀城・七ヶ浜商工会） 022-365-7830

史都多賀城万葉まつり実行委員会（多賀城市生涯学習課内） 022-368-1141

中新田夏まつり 【12日】
ふるさと花火in長沼 【13日】
かくだふるさと夏まつり 【14日】
鹿島台わらじまつり 【14日】
うぐいすの里夏まつり 【14日】
しわひめ水車まつり 【14日】
せみね夏まつり 【14日】
わたりふるさと夏まつり 【15日】
栗駒ふるさとまつり 【15日】
和渕夏祭り 【15日】
みろく尊大祭 【15日・16日】
瑞巌寺大施餓鬼会 【16日】
東松島市 鳴瀬流灯花火大会 【16日】
若柳夏まつり流灯花火大会 【16日】
宗高公まつり花火大会 【17日】
おおがわら夏まつり 【中旬の土曜】
夏の検断屋敷まつり 【中旬の日曜】
広瀬川灯ろう流し 【20日】
なとり夏まつり 【中旬】
もっこり牛まつり 【中旬】
まつやま夏まつり 【中旬】
わくや夏まつり 【中旬】
秋保温泉 夏祭り 【中旬】
おもしぇがらきてけさin富谷 【中旬】
おいでよ、縄文村へ！ 【中旬】
遠刈田温泉仮装盆踊り大会 【中旬】
広渕夏祭り 【中旬】
気仙沼大島浦の浜花火大会 【中旬】
こごた朝市「盆市」 【中旬】
はなやま夏まつり 【中旬】
泉のふるさと“たかしみず”夏まつり 【中旬】
一迫夏まつり灯ろう流し 【中旬】
星あかり 【中旬】
おおひら万葉まつり 【夏休み期間中の最終土曜】
トリコローレ音楽祭 in 石巻 【第4日曜】
栗原市民まつり 【最終土曜】
いわぬま市民夏まつり 【22日】
七ヶ宿火まつり 【22日】
わらじで歩こう七ヶ宿 【23日】
仲道郁代ピアノリサイタル 【30日】
マリンゲートの夏祭り 【下旬】
東松島夏まつり 【下旬】
夏まつり仙台すずめ踊り 【下旬】
本吉マンボウサンバ大会 【下旬】
おおさきジャンボ肉まつりinたじり 【下旬】
石ノ森章太郎ふるさと記念館夏祭り 【下旬】
お伊勢浜ライブフェスタ 【下旬】
かくだ酒まつり 【下旬】
松島基地航空祭 【下旬】
バンドフェスタinしばた 【下旬】
秋保温泉MUSIC BAR 【下旬】
松島流灯会 海の盆 【未定】
ザ・祭りin多賀城 【未定】
野田の玉川あんどんまつり 【未定】

8
月
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コラム 季節の風物詩

海開き 7月中旬～下旬
県内各地で夏の海水浴を楽しめる。

水辺のアウトドア
沿岸各地で海のアウトドア体験のプログラムが多彩になり、川や湖沼でのアウトドアも含めて、水辺のレ
ジャーの選択肢が広がっている。暑い夏には“ブルーツーリズム”がおすすめだ。

桂島海水浴場 塩竈市
桂島

塩竈市観光案内所
022-362-2525 7月下旬～8月下旬

菖蒲田海水浴場 七ヶ浜町
菖蒲田浜

七ヶ浜町観光交流センター
022-766-8205 7月中旬～8月中旬

月浜海水浴場 東松島市
宮戸

東松島市観光物産協会
0225-87-2322 7月中旬～8月中旬

網地白浜海水浴場 石巻市
網地浜

石巻市牡鹿総合支所
0225-45-2114 7月中旬～8月中旬

小田の浜海水浴場 気仙沼市
大島

気仙沼大島観光協会
0226-28-3000 7月下旬～8月中旬

サンオーレそではま 南三陸町 南三陸町商工観光課
0226-46-1385 7月中旬～8月中旬

渡波海水浴場 石巻市 石巻市観光課
0225-95-1111 7月下旬～8月中旬

白浜海水浴場 石巻市 北上総合支所地域振
興課 0225-67-2111 7月中旬～8月中旬

荒浜海水浴場 石巻市 雄勝総合支所地域振興課
0225-57-2111 7月中旬～8月中旬

小泉海水浴場 気仙沼市 本吉町観光協会
0226-44-3180 7月下旬～8月中旬

十八成浜海水浴場 石巻市 牡鹿総合支所地域振興課
0225-45-2114 7月中旬～8月中旬

お伊勢浜
海水浴場 気仙沼市 気仙沼市階上観光協会 

0226-27-5410 7月下旬～8月中旬

荒浜海水浴場 亘理町 亘理町観光協会 
0223-34-0513 7月中旬～8月中旬

浦戸諸島で遊ぶ・学ぶ（シーカヤック、漁業体験など） 塩竈市 野々島感動支援隊 090-8785-3415

奥松島体験ネットワーク（シーカヤック、かご漁体験など）東松島市 奥松島体験ネットワーク  0225-88-2939

湖畔のひろば（貸しボートなど） 川崎町 国営みちのく杜の湖畔公園 0224-84-5991
（→108P参照）

雄勝の海体験（漁業体験など） 石巻市 モリウミアス 0225-25-6506

北上川の川遊び体験（北上川いかだ下り） 石巻市 水と緑の環境フォーラム・ものう
0225-76-1083

女川の海体験（ダイビング、釣りなど） 女川町 女川町観光協会 0225-54-4328

大島の海体験（地引き網体験、シーカヤック、SAPなど）気仙沼市 気仙沼大島観光協会 0226-28-3000

唐桑の海体験（漁業体験、シーカヤックなど） 気仙沼市 唐桑町観光協会 0226-32-3029

海から学ぶプログラム（漁業体験など） 南三陸町 南三陸町観光協会 0226-47-2550

シーカヤック体験 南三陸町 さとうみファーム 0226-29-6379
（→138P参照）

栗駒山麓の沢遊び 栗原市 国立花山青少年自然の家
0228-56-2311（→153P参照）

長沼マリンスポーツ体験（カヌー、ローボート） 登米市 登米市中田総合体育館 0220-34-7302

キャニオニングツアー（キャニオニング体験） 川崎町 ZAOC（ザオック）http://www.zaoc.org/

カヌー、SUP、海釣り、水中ドローン撮影体験など 亘理町 亘理町B＆G海洋センター艇庫 0223-33-2210

鳴子温泉潟沼SUP 大崎市 Naruko Earth Sports Project 070-2018-1000

伊豆沼・内沼はすまつり（栗原市・登米市）
夏の伊豆沼･内沼はハスの花が咲き､その美しさもスケールも日本一といわれ､遊覧船
に乗って間近でハスを見ることができる。

7月下旬～8月31日

気仙沼みなとまつり（気仙沼市）
航海の安全と大漁を祈願する気仙沼地方最大級の夏祭り。「はまらい
んや踊り」、「打ちばやし大競演」、「海上うんづら」、「海上打ち上げ花火」
とイベントが盛りだくさん。※内容は一部変更になる場合あり

8月中旬～下旬
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※イベントは日程等の変更、または中止となる場合があります。事前にお問合せください。写真付きで紹介 花火イベントあり

加美商工会 0229-63-2734（加美町）

登米市商業観光課 0220-34-2734

同実行委員会（角田市商工会） 0224-62-1242

同実行委員会（大崎市鹿島台総合支所地域振興課内） 0229-56-5520

同実行委員会（栗原市鶯沢総合支所） 0228-55-2114

栗原南部商工会志波姫支所 0228-25-3868（栗原市）

栗原南部商工会瀬峰支所 0228-38-3258（栗原市）

亘理町観光協会（亘理町商工観光課内） 0223-34-0513

栗駒鶯沢商工会 0228-45-2191（栗原市）

河南桃生商工会 0225-72-3586（石巻市）

長徳山歓喜院 弥勒寺 0220-34-6763（登米市）

瑞巌寺 022-354-2023（松島町）

東松島市観光物産協会 0225-87-2322

若柳金成商工会 0228-32-3100（栗原市）

龍島院 0224-83-2160（村田町）

夏まつり実行委員会（大河原町商工会） 0224-53-1260

白石市小原公民館 0224-29-2031

同実行委員会事務局 022-304-2321（仙台市）

同実行委員会（名取市観光物産協会） 022-382-6526

登米市南方総合支所 0220-58-2111

大崎市松山観光協会（大崎市松山総合支所地域振興課内） 0229-55-2112

涌谷町観光物産協会（涌谷町まちづくり推進課内） 0229-43-2119

同実行委員会 022-398-2251（仙台市）

くろかわ商工会富谷事務所 022-358-2205（富谷市）

奥松島縄文村歴史資料館 0225-88-3927（東松島市）

蔵王町観光案内所 0224-34-2725

河南桃生商工会 0225-72-3586（石巻市）

浦の浜商店会 0226-28-2012（気仙沼市）

小牛田朝市運営委員会 0229-25-3329（美里町）

同実行委員会（花山農山村交流センター） 0228-43-5111（栗原市）

栗原南部商工会高清水支所 0228-58-2264（栗原市）

一迫花山商工会 0228-52-3300（栗原市）

川崎町地域振興課 0224-84-2111

大衡村産業振興課 022-341-8514

同実行委員会（街づくりまんぼう内） 0225-23-2109（石巻市）

栗原市産業戦略課 0228-22-1220

同実行委員会 0223-22-2526（岩沼市）

七ヶ宿町観光協会 0224-37-2177

七ヶ宿町観光協会 0224-37-2177

七ヶ浜国際村 022-357-5931（七ヶ浜町）

マリンゲート塩釡 022-361-1500

東松島市商工会 0225-82-2088

同実行委員会 022-267-1040（仙台市）

同実行委員会 0226-42-2028（気仙沼市）

大崎市田尻畜産まつり実行委員会（大崎市田尻総合支所地域振興課内） 0229-39-1115

石ノ森章太郎ふるさと記念館 0220-35-1099（登米市）

気仙沼観光コンベンション協会 0226-22-4560（気仙沼市）

角田市商工観光課 0224-63-2120

航空自衛隊松島基地 0225-82-2111

柴田町商工観光課 0224-55-2123

同事務局（緑水亭内） 022-397-3333（仙台市）

同実行委員会（松島観光協会） 022-354-2618（松島町）

多賀城市民夏祭り実行委員会（多賀城・七ヶ浜商工会） 022-365-7830

史都多賀城万葉まつり実行委員会（多賀城市生涯学習課内） 022-368-1141

中新田夏まつり 【12日】
ふるさと花火in長沼 【13日】
かくだふるさと夏まつり 【14日】
鹿島台わらじまつり 【14日】
うぐいすの里夏まつり 【14日】
しわひめ水車まつり 【14日】
せみね夏まつり 【14日】
わたりふるさと夏まつり 【15日】
栗駒ふるさとまつり 【15日】
和渕夏祭り 【15日】
みろく尊大祭 【15日・16日】
瑞巌寺大施餓鬼会 【16日】
東松島市 鳴瀬流灯花火大会 【16日】
若柳夏まつり流灯花火大会 【16日】
宗高公まつり花火大会 【17日】
おおがわら夏まつり 【中旬の土曜】
夏の検断屋敷まつり 【中旬の日曜】
広瀬川灯ろう流し 【20日】
なとり夏まつり 【中旬】
もっこり牛まつり 【中旬】
まつやま夏まつり 【中旬】
わくや夏まつり 【中旬】
秋保温泉 夏祭り 【中旬】
おもしぇがらきてけさin富谷 【中旬】
おいでよ、縄文村へ！ 【中旬】
遠刈田温泉仮装盆踊り大会 【中旬】
広渕夏祭り 【中旬】
気仙沼大島浦の浜花火大会 【中旬】
こごた朝市「盆市」 【中旬】
はなやま夏まつり 【中旬】
泉のふるさと“たかしみず”夏まつり 【中旬】
一迫夏まつり灯ろう流し 【中旬】
星あかり 【中旬】
おおひら万葉まつり 【夏休み期間中の最終土曜】
トリコローレ音楽祭 in 石巻 【第4日曜】
栗原市民まつり 【最終土曜】
いわぬま市民夏まつり 【22日】
七ヶ宿火まつり 【22日】
わらじで歩こう七ヶ宿 【23日】
仲道郁代ピアノリサイタル 【30日】
マリンゲートの夏祭り 【下旬】
東松島夏まつり 【下旬】
夏まつり仙台すずめ踊り 【下旬】
本吉マンボウサンバ大会 【下旬】
おおさきジャンボ肉まつりinたじり 【下旬】
石ノ森章太郎ふるさと記念館夏祭り 【下旬】
お伊勢浜ライブフェスタ 【下旬】
かくだ酒まつり 【下旬】
松島基地航空祭 【下旬】
バンドフェスタinしばた 【下旬】
秋保温泉MUSIC BAR 【下旬】
松島流灯会 海の盆 【未定】
ザ・祭りin多賀城 【未定】
野田の玉川あんどんまつり 【未定】

8
月

石巻川開き祭り（石巻市）
石巻市内中心市街地で「お祭り広場」、「みこしパレー
ド」「小学生鼓笛隊パレード」などの各種パレードが
開催され、約6000発もの花火が祭りの最後を締めく
くる。

7月下旬～8月上旬

わらじで歩こう七ヶ宿（七ヶ宿町）
わらじを履き、七ヶ宿街道を思い思いの衣装で歩くイ
ベント。コスチュームのコンテストも行われる。参勤
交代の侍や、出羽三山参りの旅人の気分が味わえる。

8月23日

東松島夏まつり（東松島市）
注目は、東松島市の誇り・ブルーインパルスの展示飛
行。地元で行われる展示飛行は見ごたえも充分で、さ
らに自衛隊の特設ブースも登場し、毎年多くのファン
で賑う。

8月下旬

033みやぎ四季めぐり

20WM_022_047.indd   33 2020/03/16   11:48


