宮城オルレフェア2022

スタンプラリー

期間中、専用応募はがきに以下①、②いずれかの内容でスタンプを押印し応募いただいた中から抽選で14名様に、

宮城オルレか九州オルレのコース地域特産品
またはみちのく潮風トレイルオリジナルグッズを進呈

開催期間

2022年9月17日（土）〜 2022年11月30日（水）

押印方法

①宮城オルレコースフィニッシュスタンプ３種類
②宮城オルレコースフィニッシュスタンプ2種類 及び
みちのく潮風トレイルスタンプ
（宮城県内限定）1種類

スタンプ設置箇所

宮城オルレ各コースフィニッシュ地点、
みちのく潮風トレイルスタンプ設置箇所

左記①、
②いずれかの方法でスタンプを押印し、

応募方法

専用応募はがきを投函

はがき配布箇所
応募締切

宮城オルレ各コーススタート地点・フィニッシュ地点、
みちのく潮風トレイル関連施設
（一部）
※宮城オルレ公式HPからもダウンロード可
2022年12月9日
（金）※当日消印有効

※みちのく潮風トレイルスタンプは宮城県内設置のスタンプ限定
トレイルスタンプ設置場所一覧はこちら

宮城オルレフェア開催期間中に、同時開催！

みちのく潮風トレイルイベント
9/18

日

詳細・申込はこちらから

黄金色に輝く秋の里山歩き

11/13

日

詳細・申込はこちらから

猫と一緒に島歩き

in 南三陸

in 石巻・田代島
9月担当ガイド
ジェット

11月担当ガイド
カッシー

おきなくらEELs
（イールズ）
とは

三陸復興国立公園の石巻・登米・南三陸・女川エリアの自然の中をフィールドに、
あそべる・学べるプログラムを
行っています。
それぞれ漁師、保育士、
NPOスタッフ、観光協会職員などとのデュアルワークを行う地元中心のメン
バーで、自然体験リーダー
（NEAL）
の資格を持ちトレーニングを重ねています。
このエリアの豊かな自然を活かし
た持続可能な発展に貢献することを目的に活動しています。

みちのく潮風トレイルとは
青森県八戸市から福島県相馬市までの海岸線を中心に設定された
「歩くための道」
です。
全長1000キロを超える
このロングトレイルには、東北太平洋沿岸ならではのダイナミックな海、
川、
里、
森と連続する美しい自然と、
そこで
紡がれてきた人々の物語があります。
さあ、公式マップを手にして東北を歩く旅へ出かけましょう。

スタンプを
集め
景品をゲッ て、
ト！

おきなくらEELsの詳細・お問合せはこちらまで
website：www.o-eels.org
facebook：@o.eels

スタンプラ
リー
開催！
今年

e-mail：info@o-eels.org

みちのく潮風トレイル、
公式マップに関するお問合せは
みちのく潮風トレイル 名取トレイルセンターまで

はみちのく
潮風
との連携企 トレイル
画！

住所：〒981-1204 宮城県名取市閖上東三丁目12番地の1
電話：022-398-6181 e-mail：info@m-tc.org

各コースイベント日程

新型コロナウイルス感染症対策について
● 以下の事項に該当する場合は、イベントの参加を見合わせていただきますよう
お願いします。
□体調がよくない場合
（例：発熱・咳・咽頭痛などの症状がある場合）
□同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合
● マスクの持参
（歩く際に、人との距離
（目安２ｍ以上）が確保できて、会話をほ
とんど行わない場合は、
マスク着用の必要はありません。
受付時や、距離が確
保できない場合は、
マスクの着用をお願いします。
）

● 密を避ける
（オルレ体験中や昼食の際にも、参加者同士の密集を避けるよう
ソーシャルディスタンスの確保をお願いします。
）
● こまめな手洗い、アルコール等による手指消毒の実施
● 当日は、
受付前に体調確認・検温を行います。
● 当日は、
イベントスタッフの指示に従い、
感染症対策に御協力をお願いします。

9/17
10/8

要事前申込

土

登米コース

土

奥松島コース

宮城オルレ
とは？

開催期間
2022年9月
17日（土）〜
11月30日（
水）

9/18
10/9

日

大崎・鳴子温泉コース

日

気仙沼・唐桑コース

2018年10月にオープンしたトレッキングコースで、宮城県内に4つのコースがあります
（2022年8月現在）
。
海岸線や
山、
時には民家の脇などを歩きながら、
宮城ならではの自然や暮らしをのんびり楽しむことができます。
フェア期間中
には各コースでのイベントのほか、
スタンプラリーを開催いたします。
この機会にぜひ宮城オルレをお楽しみください！

※新型コロナウイルス感染症の影響によりイベント内容の変更、
またはイベントを中止する場合がございます。
主催／宮城県・気仙沼市・東松島市・大崎市・登米市・(公社)宮城県観光連盟

後援／特定非営利活動法人みちのくトレイルクラブ

各コース イベント詳細
イベント
オススメ
ポイント！

9/17 土

黄金色オルレ in 登米コース
今年のオルレフェアは田園風景がテーマです！
登米コースで秋の訪れを感じてみませんか？

登米コース

参加特典 オリジナル缶バッジ、記念品、登米市特産品
集合場所 平筒沼YOUYOU館(駐車場有)
参加者駐車場地図

集合場所までのアクセス
三陸自動車道桃生豊里ICより車で約15分
開始時間 10:00（受付開始9:30〜）
終了時間 15:00
参加料金（税込） 無料(保険は主催者が加入)
昼食提供 無(要持参)
ガイド有無 無
定員 100名
申込期間 9月1日
（木）
〜 9月9日(金) ※先着順
申込み方法 電話（平日のみ）
悪天候による中止周知方法 電話、登米市HP

イベント
オススメ
ポイント！

日

大崎・鳴子温泉コース

大崎・鳴子温泉コース逆オルレ!!
今年は上り坂が多い中級者向けの逆オルレです！
ゴール後は、
日本有数の温泉をお楽しみください！

限定オリジナルグッズ、湯めぐりチケット
鳴子温泉湯めぐり駐車場
参加者駐車場地図

※集合場所には駐車できません。旧鳴子総合支所職員駐車場へ
駐車してください。
（集合場所まで徒歩5分）

集合場所までのアクセス
東北自動車道・古川ICより車で約40分
陸羽東線・鳴子温泉駅より徒歩約5分
開始時間 9:00（受付開始8:30〜） 終了時間

12:30

参加料金（税込） 1,500円（保険料込）

支払い方法は申込時にご案内します（事前支払い：銀行振込又はキャッスレス決済）

昼食提供 無
ガイド有無 無
定員 100名
申込期間 9月1日
（木）
〜 9月12日
（月）※先着順
申込み方法 電話
（平日のみ）
（
、一社）
みやぎ大崎観光公社公式HP
悪天候による中止周知方法 （一社）
みやぎ大崎観光公社公式HP

申込方法

h t t p s:// w w w. m i y a g i o l l e . j p/

奥松島コース4周年オルレ
ご自身のペースで、4周年を迎えた
秋の奥松島コースをご堪能ください。

奥松島コース

10/9

日

宿泊や周辺観光なども
お気軽にお問い合わせ
ください。

イベント
オススメ
ポイント！

気仙沼・唐桑コース

気仙沼・唐桑コース4周年オルレ

潮風に揺れるハマギクの花が見頃の
気仙沼・唐桑コースを歩きませんか？
このイベントだけの特典もあります！

参加特典
限定オリジナルグッズ、気仙沼の特産品、
オリジナル缶バッジ
集合場所 半造園地（駐車場有）
参加者駐車場地図
※開会式後、
集合場所からオルレスタート地点まで無料送迎バス有

※ゴールの鳴子峡レストハウスから鳴子温泉駅まで無料送迎バス有
（4回運行）
（始発）11：30（最終）12：30

問合せ・申込先
（一社）
みやぎ大崎観光公社
電話：0229-25-9620（平日のみ）

土

イベント
オススメ
ポイント！

問合せ・申込先
（株）東松島観光物産公社
電話：0225-86-1511 FAX：0225-86-1545

問合せ・申込先 登米市観光シティプロモーション課
電話：0220-23-7331 FAX:0220-22-9164
Email：kanko-pro@city.tome.miyagi.jp

参加特典
集合場所

[各コース種類別、全4種類]

参加特典 4周年記念ノベルティ、
オリジナル缶バッジ
集合場所 あおみな
参加者駐車場地図
※駐車場はあおみな第３駐車場
集合場所までのアクセス
三陸自動車道・鳴瀬奥松島ICより車で約15分
JR野蒜駅からタクシーで約10分
開始時間 9:30（受付開始9:00〜）
終了時間 15:00
参加料金（税込） 1,500円（保険料、昼食代込)
昼食提供 有
ガイド有無 無
定員 100名
申込期間 9月1日
（木）
〜 9月30日(金）※先着順
申込み方法 電話
（平日のみ）
悪天候による中止周知方法 電話

※開会式後、
集合場所からオルレスタート地点まで無料送迎バス有

9/18

10/8

コース周辺の飲食店・宿泊施設など
イベント参加者には
オリジナル缶バッジをプレゼント！ 詳細は「宮城オルレ」公式HPをチェック！

（一社）
みやぎ大崎
観光公社
ホームページ

集合場所までのアクセス
三陸自動車道
（仙台方面から）唐桑半島ICより車で約10分
（大船渡方面から）
陸前高田長部ICより車で約15分
開始時間 9:30（受付開始9:00〜）
終了時間 15:00
参加料金（税込） 1,500円(保険料、
ガイド料、昼食代込）
昼食提供 有
ガイド有無 有
定員 100名
申込期間 9月1日
（木）
〜 9月30日(金）※先着順
申込み方法 電話（火曜日を除く）、
メール
悪天候による中止周知方法 電話
問合せ・申込先 （一社）
気仙沼市観光協会 唐桑支部

オルレイベントに合わせて、鳴子温泉
郷の宿泊 施 設の予約ができますの
で、
お問い合わせください。

要事前申込 各コースの「申込方法」をご確認ください。お申し込みの際は、下記の「申込項目」情報を申込み先にお伝えください。

②ご住所 ③お電話番号
（イベント当日連絡可能な番号） ④年齢（保険加入の際に必要になります。
）
申込項目 ①お名前
※複数人でご参加の場合は、全てのご参加者様の情報が必要となります。

電話・FAX：0226-32-3029
Email：ofﬁce2＠karakuwa.com

個人情報の取扱いについて

■応募者様からご提供いただいた個人情報は、以下ような目的でのみ利用させていただきます。
・各コースのイベント申込にあたり情報の追加等でお伺いする場合
・イベント中止のご連絡をする場合
・その他主催者が必要と判断した場合
■個人情報は、本事業以外で使用することはありません。

宿泊や周辺観光なども
お気軽にお問い合わせ
ください。

注意事項

■本人以外の参加は認めません。
■お子様と一緒にご参加の場合は、
お子様も参加者人数に含んでお申し込みをお願いします。
■悪天候などの理由によりイベント中止とする場合は、
イベント前日を目途に各コースよりお知らせします。
■新型コロナウイルスの影響により、
内容を変更して実施、
または中止とする場合があります。

