
※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

全国こけし祭り・鳴子漆器展 【5日・6日】
ものうふれあい祭 はねこ踊りフェスティバルin桃生 【第2土曜】
定禅寺ストリートジャズフェスティバル 【第2日曜とその前日】
政宗公まつり 【第2日曜とその前日】
SUPER-GTシリーズ 【12日・13日】
川崎レイクサイドマラソン2020 【13日】
みやぎ蔵王梨まつり 【上旬】
角田宇宙センター一般公開 【上旬】
はやぶさまつり 【上旬】
とみやマーチングフェスティバル 【上旬】
美里町北浦梨フェア 【上旬～下旬】
コスモス園開園 【上旬～10月中旬】
登米（とよま）秋まつり・登米薪能 【第3土曜とその翌日】
吉岡八幡神社やぶさめ 【第3日曜】
新相馬節全国大会 【第3日曜】
綱木之里大名行列 【第3日曜】
大崎八幡宮例大祭 【中旬】
しろいし蔵王高原マラソン 【中旬】
ツール・ド・東北 【中旬】
入谷八幡神社例大祭 【中旬】
上沼八幡神社秋季例祭 【中旬】
気仙沼海の市さんま祭 【中旬】
栗駒耕英岩魚祭 【中旬】
黄金山神社例大祭 【中旬】
やくらいふれあいカーニバル 【中旬】
全国伝統こけしろくろまつり 【中旬】
萩まつり 【中旬～下旬】
ひまわりまつり（舘矢間地区） 【中旬～下旬】
しばた曼珠沙華まつり 【中旬～下旬】
みちのく公園COKOフェスタ 【中旬～10月下旬】
志波姫人形感謝祭 【23日】
金華山黄金山神社例大祭 【25日】
遷座記念祭 【26日】
竹駒神社秋季大祭 【第4日曜】
長沼レガッタ 【中旬】
新米まつり 【下旬】
羽黒山彼岸花の里まつり 【下旬】
仙台クラシックフェスティバル 【下旬】
角田ずんだまつり 【下旬】
しおがまさま神々の月灯り 【下旬～10月下旬】
どっと祭 【下旬】
秋のマルシェ 【下旬～10月上旬】
利府梨まつり 【下旬～10月上旬頃】
月の松島in観瀾亭 【9月または10月（中秋の名月頃）】
「十符の里－利府」フェスティバル 【未定】

同実行委員会（大崎市鳴子総合支所地域振興課） 0229-82-2026（大崎市）

同実行委員会（石巻市桃生総合支所） 0225-76-2111

同協会 022-722-7382（仙台市）

同実行委員会事務局（大崎市岩出山総合支所地域振興課内） 0229-72-1215

スポーツランドSUGO 0224-83-3111（村田町）

同実行委員会（川崎町生涯学習課内） 0224-84-2111

同実行委員会（蔵王町農林観光課） 0224-33-3004

JAXA角田宇宙センター 050-3362-7500（角田市）

同実行委員会（角田市スペースタワー・コスモハウス） 0224-63-5839

同実行委員会（富谷市生涯学習課内） 022-358-5400

美里町産業振興課 0229-58-2374

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

登米市登米総合支所 0220-52-5051

吉岡八幡神社 022-345-4677（大和町）

同実行委員会事務局 0224-79-2004（丸森町）

登米市東和総合支所 0220-53-4111

大崎八幡宮 022-234-3606（仙台市）

白石蔵王高原マラソン実行委員会（白石市教育委員会生涯学習課内） 0224-22-1343

同実行委員会事務局（河北新報社企画事業部内） 022-211-1332

南三陸町入谷公民館 0226-46-5103

上沼八幡神社 0220-34-6747（登米市）

気仙沼産業センター 0226-24-5755（気仙沼市）

ハイルザーム栗駒 0228-43-4100（栗原市）

涌谷神社社務所内 0229-42-2619（涌谷町）

同実行委員会（加美町商工観光課内）0229-63-6000

みやぎ蔵王こけし館 0224-34-2385（蔵王町）

仙台市野草園 022-222-2324

丸森町観光案内所「やまゆり館」 0224-72-6663

柴田町商工観光課 0224-55-2123

みちのく公園管理センター 0224-84-5991（川崎町）

栗原南部商工会志波姫支所 0228-25-3868（栗原市）

金華山黄金山神社 0225-45-2301（石巻市）

竹駒神社 0223-22-2101（岩沼市）

竹駒神社 0223-22-2101（岩沼市）

登米市生涯学習課 0220-34-2698

道の駅村田（村田町物産交流センター） 0224-83-5505

長岡地区公民館 0229-28-3111（大崎市）

せんくら事務局 022-727-1872（仙台市）

同実行委員会（角田市商工観光課） 0224-63-2120

塩釡市青年四団体連絡協議会（塩釡商工会議所内） 022-367-5111

同実行委員会（塩竈市水産振興課内） 022-781-7706

マリンゲート塩釡 022-361-1500

利府町観光協会 022-356-3678

松島町産業観光課 022-354-5708

利府町政策課 022-767-2113

9
月

定禅寺ストリートジャズフェスティバル（仙台市）
杜の都･仙台を代表する恒例の音楽フェスティバル。国内はもとより海外からもプロ・アマのアーティストが参加し､仙台市内をステージに熱い演奏が繰り広げられる。

秋 みやぎ
四季
めぐり

A U T U M N

9月第2日曜とその前日

栗駒山の紅葉（栗原市）　 9月下旬～10月上旬
栗駒山は、宮城、秋田、岩手の3県にまたがる秀峰で、山頂からは蔵王連峰や太平
洋が一望できる絶景地。紅葉の時期には、ナナカマドの赤と荒々しい溶岩が相
まった見事な風景を楽しめる。
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政宗公まつり 【第2日曜とその前日】
SUPER-GTシリーズ 【12日・13日】
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角田宇宙センター一般公開 【上旬】
はやぶさまつり 【上旬】
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美里町北浦梨フェア 【上旬～下旬】
コスモス園開園 【上旬～10月中旬】
登米（とよま）秋まつり・登米薪能 【第3土曜とその翌日】
吉岡八幡神社やぶさめ 【第3日曜】
新相馬節全国大会 【第3日曜】
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みちのく公園COKOフェスタ 【中旬～10月下旬】
志波姫人形感謝祭 【23日】
金華山黄金山神社例大祭 【25日】
遷座記念祭 【26日】
竹駒神社秋季大祭 【第4日曜】
長沼レガッタ 【中旬】
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「十符の里－利府」フェスティバル 【未定】

同実行委員会（大崎市鳴子総合支所地域振興課） 0229-82-2026（大崎市）

同実行委員会（石巻市桃生総合支所） 0225-76-2111

同協会 022-722-7382（仙台市）

同実行委員会事務局（大崎市岩出山総合支所地域振興課内） 0229-72-1215

スポーツランドSUGO 0224-83-3111（村田町）

同実行委員会（川崎町生涯学習課内） 0224-84-2111

同実行委員会（蔵王町農林観光課） 0224-33-3004

JAXA角田宇宙センター 050-3362-7500（角田市）

同実行委員会（角田市スペースタワー・コスモハウス） 0224-63-5839

同実行委員会（富谷市生涯学習課内） 022-358-5400

美里町産業振興課 0229-58-2374

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

登米市登米総合支所 0220-52-5051

吉岡八幡神社 022-345-4677（大和町）

同実行委員会事務局 0224-79-2004（丸森町）

登米市東和総合支所 0220-53-4111

大崎八幡宮 022-234-3606（仙台市）

白石蔵王高原マラソン実行委員会（白石市教育委員会生涯学習課内） 0224-22-1343

同実行委員会事務局（河北新報社企画事業部内） 022-211-1332

南三陸町入谷公民館 0226-46-5103

上沼八幡神社 0220-34-6747（登米市）

気仙沼産業センター 0226-24-5755（気仙沼市）

ハイルザーム栗駒 0228-43-4100（栗原市）

涌谷神社社務所内 0229-42-2619（涌谷町）

同実行委員会（加美町商工観光課内）0229-63-6000

みやぎ蔵王こけし館 0224-34-2385（蔵王町）

仙台市野草園 022-222-2324

丸森町観光案内所「やまゆり館」 0224-72-6663

柴田町商工観光課 0224-55-2123

みちのく公園管理センター 0224-84-5991（川崎町）

栗原南部商工会志波姫支所 0228-25-3868（栗原市）

金華山黄金山神社 0225-45-2301（石巻市）

竹駒神社 0223-22-2101（岩沼市）

竹駒神社 0223-22-2101（岩沼市）

登米市生涯学習課 0220-34-2698

道の駅村田（村田町物産交流センター） 0224-83-5505

長岡地区公民館 0229-28-3111（大崎市）

せんくら事務局 022-727-1872（仙台市）

同実行委員会（角田市商工観光課） 0224-63-2120

塩釡市青年四団体連絡協議会（塩釡商工会議所内） 022-367-5111

同実行委員会（塩竈市水産振興課内） 022-781-7706

マリンゲート塩釡 022-361-1500

利府町観光協会 022-356-3678

松島町産業観光課 022-354-5708

利府町政策課 022-767-2113

9
月

全国こけし祭り・
鳴子漆器展（大崎市）
東北地方をはじめ各系統のこけし工人が集まり､全国
の伝統こけしが一堂に会するこけしの実演展示即売会
などを開催。パレードやこけしの奉納式も行われる。

9月5日・6日

月の松島in観瀾亭（松島町）
中秋の名月には、伊達家の「月見御殿」として使われ
ていた「観瀾亭」でお月見会を開催。月の光がさざ波
にきらめく美しい松島湾を楽しめる。

9月または10月（中秋の名月頃）

しおがまさま
神々の月灯り（塩竈市）
中秋の名月の頃、竹筒の灯りが202段の表坂や境内の
参道に並べられ、幻想的な風景がつくりだされる。舞
殿での雅楽や琴の演奏、境内での古代笛演奏も注目。

9月下旬～10月下旬
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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

はらこめしスタンプラリー 【1日～11月30日】
鬼小十郎まつり 【第1土曜】
金華山黄金山神社神鹿角切り行事祭 【第1日曜】
東北・みやぎ復興マラソン2020 【3日・4日】
塩竈市芸術文化祭 【3日・4日】
鳴子音楽祭 【上旬】
松島ハーフマラソン大会 【上旬】
築館互市 【8日・9日】
大高山神社秋の例大祭 【第2月曜の前日】
まめからさん祭り（稲荷神社祭） 【体育の日の前日】
柳津虚空蔵尊秋季大祭 【12日・13日】
岩ケ崎互市 【13日・14日】
わくや産業祭2020 【上旬】
蔵の町むらた布袋まつり 【上旬】
コキアライトアップ「コキアカリ」 【上旬】
気仙沼サンマフェスティバル 【上旬】
史都多賀城万葉まつり 【上旬】
大伴家持のつどい短歌大会 【上旬】
気仙沼市長杯本吉サーフィンコンテスト 【上旬】
栗原「秋・夢まつり」 【上旬（予定）】
花山・湖秋まつり 【上旬】
金田森フェスティバル 【上旬】
登米おいしいもの市 【上旬】
登米市産業フェスティバル 【上旬】
SEA TO SUMMIT 宮城加美町 【上旬】
山元はじまるしぇ 【上旬】
「壺の碑」全国俳句大会 【上旬】
秋保でよい音楽を聴く会 Autumnコンサート 【中旬予定】
富谷宿『街道まつり』 【10日】
第58回MFJ-GPモトクロス大会 【10日・11日】
みちのくYOSAKOIまつり 【10日・11日】
第12回まほろば音楽祭 【11日】
みやぎ大菊花展柴田大会 【20日～11月13日】
おながわ秋刀魚収獲祭 【中旬】
荒浜漁港水産まつり 【中旬】
いずみハロウィン 【中旬】
みやぎ村田町蔵の陶器市 【中旬】
秋の幸まつり 【中旬】
おおさき古川秋まつり 【中旬】
つるし飾り 【中旬～11月中旬】
いしのまき大漁まつり 【中旬】
鹽竈神社秋の門前市 【中旬】
御釜神社月灯り もとまち茶屋de味覚市 【中旬】
東松島市図書館まつり 【中旬】
金蛇水神社秋祭 【中旬】
みやぎ川崎青根温泉感謝祭 【中旬】
みやぎ川崎秋の収穫祭 【中旬】
商工まつり 【中旬】
白石城下きものまつり 【中旬】
モ～ランドまつり 【中旬】
ひころの里秋まつり 【中旬】

亘理町観光協会（亘理町商工観光課内） 0223-34-0513

同実行委員会（白石市企画情報課内） 0224-22-1324

金華山黄金山神社 0225-45-2301（石巻市）

東北・みやぎ復興マラソン事務局 022-796-4818

塩竈市芸術文化協会事務局（塩竈市公民館内） 022-365-3341

同実行委員会（鳴子温泉旅館組合） 0229-83-3441（大崎市）

同事務局（KHB東日本放送） 022-215-2545（松島町）

仙北街商協同組合（千葉氏） 090-3123-7971（栗原市）

大高山神社 0224-52-1382（大河原町）

稲荷神社 0225-76-4578（登米市）

柳津虚空蔵尊 0225-68-2079（登米市）

仙北街商協同組合（千葉氏） 090-3123-7971（栗原市）

遠田商工会･遠田商工会工業部会 0229-33-2309（涌谷町）

村田町布袋まつり保存会（村田町地域産業推進課） 0224-83-2113

みちのく公園管理センター 0224-84-5991（川崎町）

気仙沼観光コンベンション協会 0226-22-4560

同実行委員会（多賀城市生涯学習課内） 022-368-1141

大伴家持顕彰会（多賀城市生涯学習課） 022-368-1141

気仙沼市本吉総合支所産業課 0226-42-2976

同実行委員会（東日本パイロット協会） 0228-24-7123（栗原市）

同実行委員会（花山農山村交流センター） 0228-43-5111（栗原市）

栗駒鶯沢商工会 0228-45-2191（栗原市）

登米市商業観光課 0220-34-2734

登米市工業振興課 0220-34-2706

加美町観光まちづくり協会 0229-63-8008

同実行委員会 080-3338-8311（山元町）

多賀城市観光協会 022-364-5901

秋保・里センター 022-304-9151（仙台市）

同実行委員会（富谷市産業観光課内） 022-358-0524（富谷市）

スポーツランドSUGO 0224-83-3111（村田町）

同実行委員会 022-268-2656（仙台市）

まほろばホール 022-344-4401（大和町）

柴田町商工観光課 0224-55-2123

女川みらい創造 0225-24-8118（女川町）

亘理町観光協会（亘理町商工観光課内） 0223-34-0513

同実行委員会（仙台市泉区役所まちづくり推進課内） 022-372-3111

NPO法人むらた蔵わらし 080-6025-6691（村田町）

旬の市七ヶ宿 0224-38-1050（七ヶ宿町）

古川地域イベント連絡協議会 0229-24-0055（大崎市）

旧宮床伊達家住宅 022-346-2112（大和町）

同実行委員会（石巻市水産課） 0225-95-1111

塩竈市観光物産協会（塩竈市観光交流課内） 022-364-1165

本町通りまちづくり研究会 022-364-1124（塩竈市）

東松島市図書館 0225-82-1120

金蛇水神社 0223-22-2672（岩沼市）

川崎町観光協会 0224-84-6681

ボートピア川崎 0224-84-6663

川崎町商工会 0224-84-2174

白石まちづくり㈱ 0224-25-6054（白石市）

モ～ランド本吉 0226-43-2468（気仙沼市）

南三陸町入谷公民館 0226-46-5103

 10
月

みやぎ四季めぐり秋 A U T U M N

みちのくYOSAKOIまつり（仙台市）
市内中心部をはじめ市内数ヶ所の会場で、エネルギッシュな踊りを披露。衣装や振付けは自由。 音楽もジャンルの制限はなく、躍動感あふれる独創的な雰囲気が観客を圧倒する。

10月10日・11日

秋保森林
スポーツ公園

仙台市
太白区

秋保森林スポーツ公園
022-398-2345

木の家・天守閣
自然公園

仙台市
太白区 木の家 022-397-2714

スプリングバレー
泉高原スキー場

仙台市
泉区

スプリングバレー泉高原スキー場
022-379-3755

七ツ森湖畔公園 大和町 南川ダム資料館 022-346-2442
みやぎ蔵王
えぼしリゾート 蔵王町 みやぎ蔵王えぼしリゾート

0224-34-4001
スポーツランド
SUGO 村田町 スポーツランドSUGO

0224-83-3111
9月～11月
要予約

国営みちのく
杜の湖畔公園 川崎町 みちのく公園管理センター

0224-84-5991
不動尊公園
キャンプ場 丸森町 不動尊公園キャンプ場

0224-72-2646
9月上旬～
11月中旬

神割崎キャンプ場 南三陸町
戸倉字寺浜 神割観光プラザ 0226-46-9221

オニコウベスキー場 大崎市鳴子 ㈱オニコウベ 0229-86-2111
花山青少年旅行村 栗原市 花山青少年旅行村 0228-56-2101

芋煮会  9月～11月

コラム 季節の風物詩

磐司岩 仙台市
太白区秋保

仙台市秋保ビジターセンター
022-399-2324

10月中旬～
下旬

秋保大滝 仙台市
太白区秋保

秋保温泉郷観光案内所 
022-398-2323

10月中旬～
下旬

磊々峡 仙台市
太白区秋保

秋保温泉郷観光案内所 
022-398-2323

10月下旬～
11月上旬

大倉ダム 仙台市
青葉区

仙台市作並・定義地区観光
案内所 022-395-2052

10月下旬～
11月上旬

船形山 大和町 大和町商工観光課
022-345-1184

9月下旬～
10月上旬

升沢自然
遊歩道 大和町 大和町商工観光課

022-345-1184
10月下旬～
11月上旬

七ツ森湖畔
公園 大和町 大和町商工観光課

022-345-1184
11月上旬～
中旬

碧玉渓 白石市小原 白石市商工観光課
0224-22-1321

10月下旬～
11月中旬

横川渓谷 七ヶ宿町
上の平

七ヶ宿町観光協会
0224-37-2177

10月中旬～
11月上旬

長老湖 七ヶ宿町
長老

10月中旬～
11月上旬

滑津大滝 七ヶ宿町
滝ノ上

10月中旬～
11月上旬

蔵王
エコーライン 蔵王町

蔵王町観光案内所
0224-34-2725

9月下旬～
10月中旬

不動滝・
三階滝 蔵王町 9月下旬～

10月中旬

紅葉台 川崎町
青根温泉

青根温泉観光案内所
0224-85-3122

10月上旬～
下旬

笹谷峠 川崎町笹谷 川崎町地域振興課
0224-84-2111

10月上旬～
下旬

落合渓谷 川崎町今宿 川崎町地域振興課
0224-84-2111

10月上旬～
下旬

阿武隈
ライン 丸森町 阿武隈ライン舟下り

0224-72-2350
10月下旬～
11月中旬

不動尊
公園 丸森町 丸森町観光案内所「やまゆり館」

0224-72-6663
10月下旬～
11月中旬

潟沼 大崎市
鳴子温泉

鳴子観光・旅館案内センター
0229-83-3441

10月下旬～
11月上旬

鬼首
エコロード 大崎市鳴子 10月中旬～

11月上旬

鳴子峡 大崎市鳴子 10月中旬～
11月上旬

小黒ヶ崎 大崎市鳴子 10月下旬～
11月上旬

湯浜峠 栗原市
栗原市花山総合支所
0228-56-2114

10月中旬～
下旬

浅布渓谷 栗原市 10月中旬～
下旬

栗駒山
山頂付近 栗厡市

栗原市観光物産協会
0228-25-4166

9月中旬

いわかがみ
平 栗原市 9月下旬～

10月上旬

山の紅葉 里の紅葉  9月下旬～11月中旬

長老湖鳴子峡
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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

はらこめしスタンプラリー 【1日～11月30日】
鬼小十郎まつり 【第1土曜】
金華山黄金山神社神鹿角切り行事祭 【第1日曜】
東北・みやぎ復興マラソン2020 【3日・4日】
塩竈市芸術文化祭 【3日・4日】
鳴子音楽祭 【上旬】
松島ハーフマラソン大会 【上旬】
築館互市 【8日・9日】
大高山神社秋の例大祭 【第2月曜の前日】
まめからさん祭り（稲荷神社祭） 【体育の日の前日】
柳津虚空蔵尊秋季大祭 【12日・13日】
岩ケ崎互市 【13日・14日】
わくや産業祭2020 【上旬】
蔵の町むらた布袋まつり 【上旬】
コキアライトアップ「コキアカリ」 【上旬】
気仙沼サンマフェスティバル 【上旬】
史都多賀城万葉まつり 【上旬】
大伴家持のつどい短歌大会 【上旬】
気仙沼市長杯本吉サーフィンコンテスト 【上旬】
栗原「秋・夢まつり」 【上旬（予定）】
花山・湖秋まつり 【上旬】
金田森フェスティバル 【上旬】
登米おいしいもの市 【上旬】
登米市産業フェスティバル 【上旬】
SEA TO SUMMIT 宮城加美町 【上旬】
山元はじまるしぇ 【上旬】
「壺の碑」全国俳句大会 【上旬】
秋保でよい音楽を聴く会 Autumnコンサート 【中旬予定】
富谷宿『街道まつり』 【10日】
第58回MFJ-GPモトクロス大会 【10日・11日】
みちのくYOSAKOIまつり 【10日・11日】
第12回まほろば音楽祭 【11日】
みやぎ大菊花展柴田大会 【20日～11月13日】
おながわ秋刀魚収獲祭 【中旬】
荒浜漁港水産まつり 【中旬】
いずみハロウィン 【中旬】
みやぎ村田町蔵の陶器市 【中旬】
秋の幸まつり 【中旬】
おおさき古川秋まつり 【中旬】
つるし飾り 【中旬～11月中旬】
いしのまき大漁まつり 【中旬】
鹽竈神社秋の門前市 【中旬】
御釜神社月灯り もとまち茶屋de味覚市 【中旬】
東松島市図書館まつり 【中旬】
金蛇水神社秋祭 【中旬】
みやぎ川崎青根温泉感謝祭 【中旬】
みやぎ川崎秋の収穫祭 【中旬】
商工まつり 【中旬】
白石城下きものまつり 【中旬】
モ～ランドまつり 【中旬】
ひころの里秋まつり 【中旬】

亘理町観光協会（亘理町商工観光課内） 0223-34-0513

同実行委員会（白石市企画情報課内） 0224-22-1324

金華山黄金山神社 0225-45-2301（石巻市）

東北・みやぎ復興マラソン事務局 022-796-4818

塩竈市芸術文化協会事務局（塩竈市公民館内） 022-365-3341

同実行委員会（鳴子温泉旅館組合） 0229-83-3441（大崎市）

同事務局（KHB東日本放送） 022-215-2545（松島町）

仙北街商協同組合（千葉氏） 090-3123-7971（栗原市）

大高山神社 0224-52-1382（大河原町）

稲荷神社 0225-76-4578（登米市）

柳津虚空蔵尊 0225-68-2079（登米市）

仙北街商協同組合（千葉氏） 090-3123-7971（栗原市）

遠田商工会･遠田商工会工業部会 0229-33-2309（涌谷町）

村田町布袋まつり保存会（村田町地域産業推進課） 0224-83-2113

みちのく公園管理センター 0224-84-5991（川崎町）

気仙沼観光コンベンション協会 0226-22-4560

同実行委員会（多賀城市生涯学習課内） 022-368-1141

大伴家持顕彰会（多賀城市生涯学習課） 022-368-1141

気仙沼市本吉総合支所産業課 0226-42-2976

同実行委員会（東日本パイロット協会） 0228-24-7123（栗原市）

同実行委員会（花山農山村交流センター） 0228-43-5111（栗原市）

栗駒鶯沢商工会 0228-45-2191（栗原市）

登米市商業観光課 0220-34-2734

登米市工業振興課 0220-34-2706

加美町観光まちづくり協会 0229-63-8008

同実行委員会 080-3338-8311（山元町）

多賀城市観光協会 022-364-5901

秋保・里センター 022-304-9151（仙台市）

同実行委員会（富谷市産業観光課内） 022-358-0524（富谷市）

スポーツランドSUGO 0224-83-3111（村田町）

同実行委員会 022-268-2656（仙台市）

まほろばホール 022-344-4401（大和町）

柴田町商工観光課 0224-55-2123

女川みらい創造 0225-24-8118（女川町）

亘理町観光協会（亘理町商工観光課内） 0223-34-0513

同実行委員会（仙台市泉区役所まちづくり推進課内） 022-372-3111

NPO法人むらた蔵わらし 080-6025-6691（村田町）

旬の市七ヶ宿 0224-38-1050（七ヶ宿町）

古川地域イベント連絡協議会 0229-24-0055（大崎市）

旧宮床伊達家住宅 022-346-2112（大和町）

同実行委員会（石巻市水産課） 0225-95-1111

塩竈市観光物産協会（塩竈市観光交流課内） 022-364-1165

本町通りまちづくり研究会 022-364-1124（塩竈市）

東松島市図書館 0225-82-1120

金蛇水神社 0223-22-2672（岩沼市）

川崎町観光協会 0224-84-6681

ボートピア川崎 0224-84-6663

川崎町商工会 0224-84-2174

白石まちづくり㈱ 0224-25-6054（白石市）

モ～ランド本吉 0226-43-2468（気仙沼市）

南三陸町入谷公民館 0226-46-5103

 10
月

鬼小十郎まつり（白石市）
片倉軍と真田軍の激闘を120名もの甲冑武者が再現
する｢片倉軍ＶＳ真田軍決戦～大坂夏の陣･道明寺の
戦い～｣や消防団による階子乗りなど見どころ満載。

10月第1土曜

みやぎ大菊花展柴田大会（柴田町）
県内の愛好家が育てた黄色や白、紫の花を咲かせた多
数の大菊が並ぶ。大菊の「三本仕立て」のほか、菊で飾っ
た人形や五重塔、盆栽などがあり見応えがある。

10月20日～11月13日
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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

佐沼秋のフリーマーケット  【第3日曜】
もくもくランド秋祭り 【中旬】
しばた産業フェスティバル 【中旬】
やくらいシアター～星空とライトアップを楽しむ夕べ 【中旬】
はっと屋台村 【10日・11日】
みやぎまるごとフェスティバル 【中旬～下旬】
白石城菊花展示 【中旬～11月中旬（開花状況によって変更あり）】
おおひらふるさと祭り 【第3日曜】
蔵王町産業まつり 【24日・25日】
ございん市「里いもまつり」 【24日・25日】
横山不動尊秋季大祭典 【28日】
高清水互市 【29日・30日】
七ヶ宿湖一周ウォーキング 【31日】
東和の秋まつり 【31日】
若柳互市 【第4土・日曜】
おおがわらオータムフェスティバル 【下旬の日曜】
ハナトピア岩沼秋の収穫祭 【下旬】
大郷町生涯学習フェスティバル 【下旬】
まつしま産業まつり 【下旬】
奥松島縄文村まつり 【下旬】
技の匠  まるごとフェスティバル 【下旬】
JAみやぎ仙南フェスティバルinかわさき 【下旬】
おんべこ産業まつり 【下旬】
全日本石投げ選手権大会 【下旬】
股旅演芸東北大会 【下旬】
気仙沼市産業まつり 【下旬】
加美町秋まつり 【下旬】
加美町食の文化祭 【下旬】
ふるさとよねやま秋まつり 【下旬】
まるごといしこしまつり 【下旬】
七ツ森ハーフマラソン大会（富谷市･大和町） 【下旬】 
塩竈の醍醐味 【下旬】
かほく産業まつり 【下旬】
色麻町民秋まつり 【下旬の日曜】
塩竈市菊祭 【下旬～11月上旬】
秋の大洋蘭展 【下旬～11月上旬】
磊々峡もみじのこみちライトアップ 【下旬～11月中旬】
松島紅葉ライトアップ 【下旬～11月下旬（予定）】

ふるさと名取秋まつり 【3日】
陶器まつり 【3日】
薬師まつり 【3日】
ひとめぼれマラソン 【3日】
南三陸町産業フェア 【3日】
マンガッタン文化祭 【3日】
松山邑まつり 【第1土曜】
たいわ町民文化祭 【7日・8日】
七ヶ宿そば街道 新そばまつり 【7日･8日】
阿武隈リバーサイドマラソン大会 【第1日曜】
上下堤新そば祭り 【第1日曜】
鹿島台互市 【10日～12日】
JAみやぎ仙南フェスティバルin角田 【第2土・日曜】
秋の山唄全国大会 【第2土・日曜】
松島芭蕉祭並びに全国俳句大会 【第2日曜】

㈱サトー家具商会 0220-22-5481（登米市）

もくもくランド 0225-69-2341

同実行委員会（柴田町商工会） 0224-54-2207

加美町観光まちづくり協会 0229-63-8008

㈱とよま振興公社 0220-52-5566（登米市）

同実行委員会 022-211-2815（宮城県）

白石城管理事務所 0224-24-3030（白石市）

大衡村産業振興課 022-341-8514

同実行委員会（蔵王町農林観光課） 0224-33-2215

地場産品直売会 090-1933-9736（蔵王町）

横山不動尊 0225-69-2249（登米市）

仙北街商協同組合（千葉氏） 090-3123-7971（栗原市）

七ヶ宿町観光協会 0224-37-2177

みやぎ北上商工会東和支所 0220-45-2121（登米市）

仙北街商協同組合（千葉氏） 090-3123-7971（栗原市）

大河原町観光物産協会 0224-53-2141

ハナトピア岩沼 0223-23-4787（岩沼市）

大郷町B&G海洋センター 022-359-2982

松島町産業観光課 022-354-5707

奥松島縄文村歴史資料館 0225-88-3927（東松島市）

川崎町農林課 0224-84-2111

みやぎ仙南農協川崎地区事業本部川崎支店 0224-84-2222（川崎町）

同実行委員会（JA新みやぎ小牛田支店） 0229-32-2340

丸森町観光物産振興公社 0224-72-2350 

河南桃生商工会桃生支所 0225-76-3315（石巻市） 

同実行委員会（気仙沼市産業部商工課） 0226-22-3436

同実行委員会事務局（加美町商工観光課内） 0229-63-6000

同実行委員会事務局（加美町商工観光課内） 0229-63-6000

登米市米山総合支所 0220-55-2111

登米市石越総合支所 0228-34-2111

同実行委員会（富谷市生涯学習課内） 022-358-5400／（大和町生涯学習課内） 022-345-7508

マリンゲート塩釡事業振興会 022-361-1500（塩竈市）

かほく産業まつり実行委員会 0225-62-2114（石巻市）

色麻町産業振興課 0229-65-2128

同実行委員会 022-368-6518

道の駅村田（村田町物流交流センター） 0224-83-5505

秋保・里センター 022-304-9151（仙台市）

同実行委員会（松島観光協会） 022-354-2618（松島町）

同実行委員会（名取市商工観光課） 022-384-2111

七ツ森陶芸体験館 022-346-2377（大和町）

同実行委員会（栗原市築館総合支所） 0228-22-1114

美里町トレーニングセンター 0229-34-2865

同実行委員会 0226-46-1385（南三陸町）

石ノ森萬画館 0225-96-5055（石巻市）

一ノ蔵 0229-55-3322（大崎市）

大和町文化協会（大和町公民館内） 022-344-4401

七ヶ宿そば組合 0224-37-3223

同実行委員会（角田市総合体育館） 0224-63-3771

東松島市観光物産協会 0225-87-2322

同運営委員会（大崎市鹿島台総合支所地域振興課内） 0229-56-5520

JAみやぎ仙南角田地区本部 0224-63-3132（角田市）

同実行委員会（涌谷町まちづくり推進課内） 0229-43-2119

松島町産業観光課 022-354-5708

 10
月

 11
月

みやぎ四季めぐり秋 A U T U M N

磊々峡もみじのこみちライトアップ（仙台市）
秋保・里センターの裏手にある散策路「磊々峡もみじのこみち」がライトアップ
され、もみじや磊々峡が美しく照らし出される。

富谷宿「街道まつり」（富谷市）
仙台藩祖伊達政宗公が「富谷に宿場の開設」を命じ、奥州街道が開通した1620
年に宿場町として誕生してから、2020年に開宿400年を迎える。街道パレー
ドやステージ、数千のランタン彩るランタン夢アートなど必見。

コキアライトアップ「コキアカリ」（川崎町）
BGMに合わせ、1万株のコキアにLEDによる光の景色を創り出す。レインボー色に輝く幻想的なシーンは必見。

10月下旬～11月中旬10月10日

10月上旬
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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

佐沼秋のフリーマーケット  【第3日曜】
もくもくランド秋祭り 【中旬】
しばた産業フェスティバル 【中旬】
やくらいシアター～星空とライトアップを楽しむ夕べ 【中旬】
はっと屋台村 【10日・11日】
みやぎまるごとフェスティバル 【中旬～下旬】
白石城菊花展示 【中旬～11月中旬（開花状況によって変更あり）】
おおひらふるさと祭り 【第3日曜】
蔵王町産業まつり 【24日・25日】
ございん市「里いもまつり」 【24日・25日】
横山不動尊秋季大祭典 【28日】
高清水互市 【29日・30日】
七ヶ宿湖一周ウォーキング 【31日】
東和の秋まつり 【31日】
若柳互市 【第4土・日曜】
おおがわらオータムフェスティバル 【下旬の日曜】
ハナトピア岩沼秋の収穫祭 【下旬】
大郷町生涯学習フェスティバル 【下旬】
まつしま産業まつり 【下旬】
奥松島縄文村まつり 【下旬】
技の匠  まるごとフェスティバル 【下旬】
JAみやぎ仙南フェスティバルinかわさき 【下旬】
おんべこ産業まつり 【下旬】
全日本石投げ選手権大会 【下旬】
股旅演芸東北大会 【下旬】
気仙沼市産業まつり 【下旬】
加美町秋まつり 【下旬】
加美町食の文化祭 【下旬】
ふるさとよねやま秋まつり 【下旬】
まるごといしこしまつり 【下旬】
七ツ森ハーフマラソン大会（富谷市･大和町） 【下旬】 
塩竈の醍醐味 【下旬】
かほく産業まつり 【下旬】
色麻町民秋まつり 【下旬の日曜】
塩竈市菊祭 【下旬～11月上旬】
秋の大洋蘭展 【下旬～11月上旬】
磊々峡もみじのこみちライトアップ 【下旬～11月中旬】
松島紅葉ライトアップ 【下旬～11月下旬（予定）】

ふるさと名取秋まつり 【3日】
陶器まつり 【3日】
薬師まつり 【3日】
ひとめぼれマラソン 【3日】
南三陸町産業フェア 【3日】
マンガッタン文化祭 【3日】
松山邑まつり 【第1土曜】
たいわ町民文化祭 【7日・8日】
七ヶ宿そば街道 新そばまつり 【7日･8日】
阿武隈リバーサイドマラソン大会 【第1日曜】
上下堤新そば祭り 【第1日曜】
鹿島台互市 【10日～12日】
JAみやぎ仙南フェスティバルin角田 【第2土・日曜】
秋の山唄全国大会 【第2土・日曜】
松島芭蕉祭並びに全国俳句大会 【第2日曜】

㈱サトー家具商会 0220-22-5481（登米市）

もくもくランド 0225-69-2341

同実行委員会（柴田町商工会） 0224-54-2207

加美町観光まちづくり協会 0229-63-8008

㈱とよま振興公社 0220-52-5566（登米市）

同実行委員会 022-211-2815（宮城県）

白石城管理事務所 0224-24-3030（白石市）

大衡村産業振興課 022-341-8514

同実行委員会（蔵王町農林観光課） 0224-33-2215

地場産品直売会 090-1933-9736（蔵王町）

横山不動尊 0225-69-2249（登米市）

仙北街商協同組合（千葉氏） 090-3123-7971（栗原市）

七ヶ宿町観光協会 0224-37-2177

みやぎ北上商工会東和支所 0220-45-2121（登米市）

仙北街商協同組合（千葉氏） 090-3123-7971（栗原市）

大河原町観光物産協会 0224-53-2141

ハナトピア岩沼 0223-23-4787（岩沼市）

大郷町B&G海洋センター 022-359-2982

松島町産業観光課 022-354-5707

奥松島縄文村歴史資料館 0225-88-3927（東松島市）

川崎町農林課 0224-84-2111

みやぎ仙南農協川崎地区事業本部川崎支店 0224-84-2222（川崎町）

同実行委員会（JA新みやぎ小牛田支店） 0229-32-2340

丸森町観光物産振興公社 0224-72-2350 

河南桃生商工会桃生支所 0225-76-3315（石巻市） 

同実行委員会（気仙沼市産業部商工課） 0226-22-3436

同実行委員会事務局（加美町商工観光課内） 0229-63-6000

同実行委員会事務局（加美町商工観光課内） 0229-63-6000

登米市米山総合支所 0220-55-2111

登米市石越総合支所 0228-34-2111

同実行委員会（富谷市生涯学習課内） 022-358-5400／（大和町生涯学習課内） 022-345-7508

マリンゲート塩釡事業振興会 022-361-1500（塩竈市）

かほく産業まつり実行委員会 0225-62-2114（石巻市）

色麻町産業振興課 0229-65-2128

同実行委員会 022-368-6518

道の駅村田（村田町物流交流センター） 0224-83-5505

秋保・里センター 022-304-9151（仙台市）

同実行委員会（松島観光協会） 022-354-2618（松島町）

同実行委員会（名取市商工観光課） 022-384-2111

七ツ森陶芸体験館 022-346-2377（大和町）

同実行委員会（栗原市築館総合支所） 0228-22-1114

美里町トレーニングセンター 0229-34-2865

同実行委員会 0226-46-1385（南三陸町）

石ノ森萬画館 0225-96-5055（石巻市）

一ノ蔵 0229-55-3322（大崎市）

大和町文化協会（大和町公民館内） 022-344-4401

七ヶ宿そば組合 0224-37-3223

同実行委員会（角田市総合体育館） 0224-63-3771

東松島市観光物産協会 0225-87-2322

同運営委員会（大崎市鹿島台総合支所地域振興課内） 0229-56-5520

JAみやぎ仙南角田地区本部 0224-63-3132（角田市）

同実行委員会（涌谷町まちづくり推進課内） 0229-43-2119

松島町産業観光課 022-354-5708

 10
月

 11
月

みやぎ村田町蔵の陶器市
（村田町）
町の店蔵と空店舗に東北･関東の陶芸家約80窯が一
堂に会し、陶器の展示･販売が行われる｡ 陶芸家との
会話も楽しめるのもこのイベントならでは。

10月中旬

おながわ秋刀魚収獲祭（女川町）
全国有数の水揚げ量を誇る女川町で開催される秋刀魚
づくしのイベント。秋刀魚炭火焼きやすり身汁が有料
で楽しめる。（水揚げ状況により延期の可能性あり）

10月中旬
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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

蔵王高原大根交流会（齋藤農園） 0224-34-3447
蔵王酪農センター 0224-34-3311（蔵王町）

大郷町B&G海洋センター 022-359-2982
大郷町農政商工課 022-359-5503

栗原ハーフマラソン大会 【第2日曜】
白石市農業祭 【上旬の土・日曜】
秋の検断屋敷まつり 【上旬の日曜】
おおさと秋まつり 【上旬】
七ヶ浜町産業まつり 【上旬】
蔵王高原大根狩り＆チーズフェア 【上旬】
ございん市「晩秋祭」 【上旬】
蔵の町村田新そば＆秋の味覚まつり 【上旬】
かなんまつり 【上旬】
気仙沼市本吉産業まつり 【上旬】
なかだの秋まつり 【上旬】
育樹祭 【上旬】
たいわ産業まつり 【上旬】
SENDAI光のページェントin泉パークタウン 【上旬～2月末】
岩出山秋の互市 【15日・16日】
お立ち酒全国大会 【21日】
市民文化芸術祭 【中旬】
リアス牡蠣まつり唐桑 【中旬】
秋保の里の収穫祭 【中旬】
JAまつり 【中旬】
塩竈市美術展 【中旬】
北赤井地区大根狩り 【中旬】
石巻かきまつり 【中旬】
七ヶ浜国際村パフォーマンスカンパニー公演 【中旬】
瑞鳳殿 秋のライトアップ 【中旬～下旬】
松島大漁かき祭りin磯島 【23日】
新嘗祭（初穂曳） 【23日】
ひっぽ筆まつり 【23日予定】
悠久の詩都あかり 【23日～1月上旬】
収穫まつり 【下旬】
ベートーヴェン交響曲第九演奏会 【下旬】
みやぎ長持唄全国大会 【下旬】
たがじょう秋まつり 【未定】
しおがま・がんばっページェント 【下旬～1月3日】
山元町ふれあい産業祭 【下旬】
ございん市「はるか祭」 【下旬】
しばた柚子フェア 【下旬】
和渕互市 【下旬】
大崎バルーンフェスティバル 【下旬】
花山新そば祭り 【下旬】
町民ミュージカル 【下旬】
あ・ら・伊達な道の駅冬のイルミネーション 【下旬～2月下旬】

栗原市社会教育課 0228-42-3514

白石市農林課 0224-22-1253

白石市小原公民館 0224-29-2031

多賀城・七ヶ浜商工会 022-357-3912

地場産品直売会 090-1933-9736（蔵王町）

村田町商工会 0224-83-2267

同実行委員（河南総合支所地域振興課内） 0225-72-2114（石巻市）

気仙沼市本吉総合支所産業課 0226-42-2976

登米市中田総合支所 0220-34-2312

川崎町農林課 0224-84-2111

同実行委員会 022-345-1119（大和町）

SENDAI光のページェント実行委員会 022-261-6515

玉造商工会 0229-72-0027（大崎市）

同実行委員会（大和町観光物産協会） 022-345-7501（大和町）

岩沼市民会館 0223-23-3450

リアス牡蠣まつり唐桑実行委員会 0226-32-3029（気仙沼市）

秋保・里センター 022-304-9151（仙台市）

JAみやぎ亘理 0223-34-0366（亘理町）

同実行委員会（塩竈市生涯学習センター公民館内） 022-365-3341

東松島市農林水産課 0225-82-1111

石巻かきブランド化実行委員会 0225-90-2131（石巻市）

七ヶ浜国際村 022-357-5931（七ヶ浜町）

瑞鳳殿 022-262-6250（仙台市）

磯崎漁業組合 022-354-3230（松島町）

志波彦神社・鹽竈神社 022-367-1611（塩竈市）

同実行委員会（目黒啓治氏宅） 0224-76-2262（丸森町）

T・A・P多賀城事務局（郷古） 090-8786-4116（多賀城市）

塩竈市農政推進対策協議会 022-364-2222

岩沼市民会館 0223-23-3450

南方公民館 0220-58-2167（登米市）

多賀城・七ヶ浜商工会 022-365-783

同実行委員会（塩竈市観光案内所） 022-362-2525（塩竈市）

同実行委員会事務局(山元町商工観光交流課内） 0223-36-9837（山元町）

地場産品直売会 090-1933-9736（蔵王町）

柴田町観光物産協会 0224-56-3970

河南桃生商工会 0225-72-3586（石巻市）

同実行委員会事務局（大崎市岩出山総合支所地域振興課内） 0229-72-1215

同実行委員会（自然薯の館） 0228-56-2265（栗原市）

まほろばホール 022-344-4401（大和町）

あ・ら・伊達な道の駅 0229-73-2236（大崎市）

 11
月

みやぎ四季めぐり秋 A U T U M N

松島紅葉ライトアップ（松島町）
円通院庭園を中心に､瑞巌寺参道や観瀾亭などの紅葉がライトアップされる。名月とともに街中を巡り、昼間の景観とは趣きの異なる松島の秋の夜長を実感できる｡

大崎バルーンフェスティバル（大崎市）
全国から色鮮やかな熱気球が集まり、各競技で技を競う。係留気球体験試乗など大人からこどもまで楽しめるイベントも同時開催。

10月下旬～11月下旬（予定）

11月下旬
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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

蔵王高原大根交流会（齋藤農園） 0224-34-3447
蔵王酪農センター 0224-34-3311（蔵王町）

大郷町B&G海洋センター 022-359-2982
大郷町農政商工課 022-359-5503

栗原ハーフマラソン大会 【第2日曜】
白石市農業祭 【上旬の土・日曜】
秋の検断屋敷まつり 【上旬の日曜】
おおさと秋まつり 【上旬】
七ヶ浜町産業まつり 【上旬】
蔵王高原大根狩り＆チーズフェア 【上旬】
ございん市「晩秋祭」 【上旬】
蔵の町村田新そば＆秋の味覚まつり 【上旬】
かなんまつり 【上旬】
気仙沼市本吉産業まつり 【上旬】
なかだの秋まつり 【上旬】
育樹祭 【上旬】
たいわ産業まつり 【上旬】
SENDAI光のページェントin泉パークタウン 【上旬～2月末】
岩出山秋の互市 【15日・16日】
お立ち酒全国大会 【21日】
市民文化芸術祭 【中旬】
リアス牡蠣まつり唐桑 【中旬】
秋保の里の収穫祭 【中旬】
JAまつり 【中旬】
塩竈市美術展 【中旬】
北赤井地区大根狩り 【中旬】
石巻かきまつり 【中旬】
七ヶ浜国際村パフォーマンスカンパニー公演 【中旬】
瑞鳳殿 秋のライトアップ 【中旬～下旬】
松島大漁かき祭りin磯島 【23日】
新嘗祭（初穂曳） 【23日】
ひっぽ筆まつり 【23日予定】
悠久の詩都あかり 【23日～1月上旬】
収穫まつり 【下旬】
ベートーヴェン交響曲第九演奏会 【下旬】
みやぎ長持唄全国大会 【下旬】
たがじょう秋まつり 【未定】
しおがま・がんばっページェント 【下旬～1月3日】
山元町ふれあい産業祭 【下旬】
ございん市「はるか祭」 【下旬】
しばた柚子フェア 【下旬】
和渕互市 【下旬】
大崎バルーンフェスティバル 【下旬】
花山新そば祭り 【下旬】
町民ミュージカル 【下旬】
あ・ら・伊達な道の駅冬のイルミネーション 【下旬～2月下旬】

栗原市社会教育課 0228-42-3514

白石市農林課 0224-22-1253

白石市小原公民館 0224-29-2031

多賀城・七ヶ浜商工会 022-357-3912

地場産品直売会 090-1933-9736（蔵王町）

村田町商工会 0224-83-2267

同実行委員（河南総合支所地域振興課内） 0225-72-2114（石巻市）

気仙沼市本吉総合支所産業課 0226-42-2976

登米市中田総合支所 0220-34-2312

川崎町農林課 0224-84-2111

同実行委員会 022-345-1119（大和町）

SENDAI光のページェント実行委員会 022-261-6515

玉造商工会 0229-72-0027（大崎市）

同実行委員会（大和町観光物産協会） 022-345-7501（大和町）

岩沼市民会館 0223-23-3450

リアス牡蠣まつり唐桑実行委員会 0226-32-3029（気仙沼市）

秋保・里センター 022-304-9151（仙台市）

JAみやぎ亘理 0223-34-0366（亘理町）

同実行委員会（塩竈市生涯学習センター公民館内） 022-365-3341

東松島市農林水産課 0225-82-1111

石巻かきブランド化実行委員会 0225-90-2131（石巻市）

七ヶ浜国際村 022-357-5931（七ヶ浜町）

瑞鳳殿 022-262-6250（仙台市）

磯崎漁業組合 022-354-3230（松島町）

志波彦神社・鹽竈神社 022-367-1611（塩竈市）

同実行委員会（目黒啓治氏宅） 0224-76-2262（丸森町）

T・A・P多賀城事務局（郷古） 090-8786-4116（多賀城市）

塩竈市農政推進対策協議会 022-364-2222

岩沼市民会館 0223-23-3450

南方公民館 0220-58-2167（登米市）

多賀城・七ヶ浜商工会 022-365-783

同実行委員会（塩竈市観光案内所） 022-362-2525（塩竈市）

同実行委員会事務局(山元町商工観光交流課内） 0223-36-9837（山元町）

地場産品直売会 090-1933-9736（蔵王町）

柴田町観光物産協会 0224-56-3970

河南桃生商工会 0225-72-3586（石巻市）

同実行委員会事務局（大崎市岩出山総合支所地域振興課内） 0229-72-1215

同実行委員会（自然薯の館） 0228-56-2265（栗原市）

まほろばホール 022-344-4401（大和町）

あ・ら・伊達な道の駅 0229-73-2236（大崎市）

 11
月

リアス牡蠣まつり唐桑（気仙沼市）
牡蠣の炭火焼きのおふるまいや唐桑産牡蠣をはじめ
とした海産物の販売、地域の人たちが作る様々な料理
や地場産品の販売、郷土芸能などの披露が行われる。

11月第2日曜

七ヶ浜町産業まつり（七ヶ浜町）
地元で獲れたボッケやワタリガニなどの魚介類をは
じめ、新鮮な野菜や新米など、七ヶ浜の旬の味覚が勢
ぞろいするイベント。

11月上旬

薬師まつり（栗原市）
杉薬師の由来を伝える祭礼。牛に引かせた御所車に北
の方が乗り、お供の侍女、武士、僧侶、山伏等に扮した
一行が行列をつくり、平安絵巻さながらに商店街を練
り歩く。

11月3日

041みやぎ四季めぐり
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