
カヤック
無料体験

［主催］やくらいふれあいカーニバル実行委員会　［問合せ先］0229－63－６０００（加美町商工観光課）
※各イベントの詳しい内容、最新情報は加美町ホームページ（http://www.town.kami.miyagi.jp）をご覧下さい。

薬萊地区他にある飲食店舗８店
舗で、加美町産の農畜産物を使
ったメニューを提供！
該当メニューをご注文の方には
9/29ごちそうフェスティバル
抽選券をプレゼント！

やくらいウォーターパーク

親子：1,500円/大人：1,000円/子供：500円

竹森マサユキ

加美町観光大使

中村マサトシ NANAKISARA

Arisa

特設コース

（２㎞）を自分の

ペースで走ろう！

温泉
入浴券
付き

ランニングのあとは温泉でゆったり♪

秋の薬
萊を

感じな
がら

ランニ
ング♪ コース中や終了後には

おもてなしブースもあり!!

やくらいビール地酒コーナー

中村マサトシ／竹森マサユキ
スペシャルライブ
他・郷土芸能披露

～ステージイベント～ 尾花沢市
特産品販売

やくらいやくらい

オープニング
　イベント!!

9.20　～29　金 日

※9月1日から事前の参加申込みが必要です。各参加カテゴリーがあります。

オリパラＰＲ・アウトドアＰＲコーナー　出店など
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20192019
９.20金▶29日
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やくらい施設群　飲食店舗会 場

「音楽のまち加美町」ライブ
レストランぶな林会場

同日
開催 9：00～

「レストランぶな林」駐車場　開会/10：00会 場

会 場

参加費

　やくらい　
ごちそうフェスティバル

９
29

日

18：00～

９
21
土

1,000円（ワンドリンク付）入場料
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コーナ
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　加美町
産牛

BBQセ
ット販売

9/1より
前売券販

売‼
加美町観光大使

ほ
か

　「美しい秋の薬萊」を感じながら楽しんでいただける、ランニングイベントです。
やくらいウォーターパーク周辺の約2kmのコースを周回するイベントで、ランニングの後はウォーターパ
ークの温泉で疲れを癒やしてください。
　また、イベント終了後は、同日開催の「やくらいごちそうフェスティバル」でお楽しみいただけます。

【親 子 の 部】　親＆小学３年まで （目標周回数2km×1周）
【小学生の部】　小学４～６年まで （目標周回数2km×2周）
【大 人 の 部】　中学生以上 （目標周回数2km×5周）
※目標周回数はあくまで目標です。自分のペースで無理のないランニングをお楽しみください。

参加カテゴリー

AM9:00（受付開始）→AM9:30（開会式、ウォーターパーク内でストレッチ、ウォーミングアップ、コース説明）
→AM10:00（ランスタート）→AM11:20（ラン終了）→AM11:30（クールダウンストレッチ、閉会式）

当日スケジュール

私は、運動、スポーツをするにあたって医師からの制限を受けていません。当日の体調やケガ、病気等に起因する事故が起こらないよう自己責任におい
て健康管理を行います。万が一、事故等が発生した場合には、主催者加入の傷害保険以外は自己責任において処理します。

やくらいハッピーランニング参加者　健康申告書　（必ず署名してください）

・このイベントはやくらい高原の自然を感じ、楽しみながら走ることを目的としているため、参加者個別の
計測は実施いたしません。タイム等はご自身で管理ください。
・各カテゴリーの制限時間は60分です。
・カテゴリーについては、年齢・自己管理等の観点から区分しております。小学校３年生未満については、
必ず親子での参加となります。
・万が一、事故等が発生した場合には、主催者加入の傷害保険以外は自己責任において処理願います。

その他

ふりがな

氏　　名
ふりがな

住　　所

電話番号

参　加
エントリー

□ 親子の部
（親＆小学３年まで）【1,500円】
※ 「親子の部」において、お子様が１名増毎に500円が加算されます。

お子様

□ 小学生の部（小学４～６年まで）【500円】　　□ 大人の部（中学生以上）【1,000円】

令和　　年　　月　　日

性　別

男　・　女

メールアドレス

生年月日

西暦　　　　　年　　　月　　　日

〒　　　－

― ―

※ 必要事項を記入の上、FAX、メール、郵送またはやくらいふれあいカーニバル実行委員会事務局（加美町商工観光課）へ申込みください。
※ FAXでお申込みの方は、送信後に「受信の確認」電話を事務局【加美町商工観光課　☎0229-63-6000】までお願いします。
※ 参加費は、当日受付時にお支払いとなります。釣銭のないようご準備をお願いいたします。

◆参加者が18歳未満の場合は
　保護者が記入願います。参加者氏名

◇下記のいずれかの方法でお申込みください。ハッピーランニングお申込み方法
事務局でお申込み

必要事項を明記の上事務局
（加美町商工観光課）までお
持ちください。
【平日8:30～17:15まで】

FAXでお申込み
下記まで「参加申込書」を
FAXしてください。
0229-63-2037
（加美町商工観光課）

郵送でお申込み
下記まで「参加申込書」を
郵送してください。
981-4292
加美町字西田三番５番地

加美町商工観光課

メールでお申込み
必要事項を明記のうえ、メー
ルしてください。
shoukoukankou@town.
kami.miyagi.jp

【やくらいハッピーランニング参加申込書】 締切　9/24

年齢氏　　名

⎛　　　　　　　　　　　　　　　⎞
⎝　　　　　　　　　　　　　　　⎠



９/29 日

「音楽のまち加美町」ライブ
レストランぶな林会場 1,000円（ワンドリンク付）入場料

参加店舗
９.20金▶29日

9.21土　18：00～

「レストランぶな林」駐車場　開会/10：00会 場

　やくらい　
ごちそうフェスティバル

加美町産牛BBQセット販売 9/1より
前売り券販売‼バイキング料理や、団体様用大皿料理など大

満足の内容です！ぜひおいでください。

所　加美町字味ヶ袋薬莱原1-9
☎　0120-67-7273
営　11:00～16:00　団体ご利用要問合せ
休　毎週月曜、第1・３火曜日（祭日の際は翌日）
　　5月、6月、9月、10月は無休、その他は不定休

薬萊山を一望しながら食事を楽しめます。
彩り野菜がたくさん入った、スープカレーが
オススメです。

所　加美町字味ケ袋薬莱原1-146
☎　0229-25-8332
営　11:30～15:00
休　毎週火曜日

山盛り野菜と肉を鉄板にのせ、自家製だれと
どんぶり御飯とともに至福の時間を。

所　加美町字味ヶ袋薬莱原1-178
☎　0229-67-3888
営　10:00～17:00　 
休　毎週水曜日

加美町のシンボル薬萊山にみたてた、ねぎの
山が盛られる野菜たっぷりの「加美味こうじ
みそラーメン」が人気！

所　加美町字味ヶ袋薬莱原1-67
☎　0229-67-3011
営　9:00～18:00（食堂11:30～15:30）
休　無休

地ビール「ピルスナー」でじっくり煮込んだ
地ビールシチューが人気！やわらかい牛肉の
とろけるような味わいを是非。

所　加美町字味ヶ袋薬莱原1-81
☎　0229-67-5211
営　11:30～20:30（ラストオーダー19:00） 
休　第1・３月曜日（祝日の場合は翌日）

鮎を使った定食や、そば・うどんなど様々な
メニューをご用意しております。お気軽にお
立ち寄りください。

所　加美町字一本杉101
☎　0229-63-5244
営　9:00～17:00（食事処11:00～15:00）
休　月曜、第２火曜日（祝日の場合は翌日）

陶芸の里ゆ～らんど内にあるお食事処。
擦りおろしたわさびをトッピングで楽しめる
「とりわさび丼」をどうぞ。

所　加美町宮崎字切込3-2
☎　0229-69-6600
営　9:00～21:00（たんぽぽ11:00～14:00）
休　第２・４月曜日（祝日の場合は翌日）

中村マサトシ
名取市閖上出身 名取市在住 ５児の父親
2002年 THE YOUTHのボーカリストとして「青春時代」でメジャーデビュー 以後、上京せず宮城県を拠
点に活動を続ける。
2011年 東日本大震災で大きな被害を受けるも、被災した自宅で書き下ろした楽曲 「アイ」をYouTube
にて配信。ラジオ番組にも出演し生演奏で歌い届けた。同年春には各被災地で暮らすファンの要望に応
え、出前ライブを決行。 これを機に本格的なソロ活動を開始する。
県内外のCMナレーションや、Date fmの生放送番組や音楽のみならず、その声を活かし、地元に根付い
た活動の幅を広げている。 
2016年より「加美町観光大使」に。Date fm「音楽のまち加美町」のパーソナリティを務めている。
2019年 ソロ活動を開始して8年。huenicaのプロデュースのもと、「Naturally」をリリース。

竹森マサユキ
宮城県仙台市生まれ
2004年　宮城県仙台にて結成した魂揺さぶる３人組ロックバンド「カラーボトル」のギターボーカル。
14年間カラーボトルとしての活動で全国を止まることなく駆け巡り、全国のファンを増やしている。
2016年より仙台に拠点を移して活動。バンド活動の他、ソロライブや楽曲提供、学生への講演活動等も
精力的に行っている。
Date fmのレギュラー番組MCやナビゲーター、東北放送でのレギュラー番組MCも務め地元での認知も
高い。
2018年３月29日　ソロアルバム「五線譜」をリリース。
2018年より「加美町観光大使」に。自分がMCを務める番組に「加美町」のコーナーを設けるなど観光
大使としても活躍中。

加美町内にある8店舗の飲食店で町内産の農畜産物を使用したメニューを提供しております。
この機会に、ぜひ味わってみませんか。各店舗で地場産該当メニューをご注文の方には、
9/29（日）に開催される「やくらいごちそうフェスティバル」会場にて抽選できる抽選券を
プレゼント！（総数2,000枚配布）

中村マサ
トシ

竹森マサ
ユキ Arisa NANAK

ISARA

加美町観光大使

やくらい薬　の湯内にあるお食事処。味自慢
のメニューが楽しめます。お食事のみの方で
もOK。

所　加美町字味ヶ袋薬莱原1-76
☎　0229-67-3388（薬　の湯）
営　9:00～21:00（キッチン木かげ11:00～19:30）
休　第1・３月曜日（祝日の場合は翌日）

ステージMC 奥口文結
（元Date fm パーソナリティ）

加美町産新米5㎏
加美町の地酒6本SET

加美町産牛肉、箱入りえのき茸
加美町振興公社特産品詰合せ
…その他景品が多数

★景品★

数量
限定

10：00　̶ 開会、BBQセット引換え、当日券販売、抽選会開始
10：20　̶ 郷土芸能発表　ほか
11：50　̶ 開会セレモニー
12：30　̶ 加美町観光大使スペシャルライブ
 中村マサトシ／竹森マサユキ
15：00　̶ 閉会

※ステージイベントの開始時間については、
　当日の進行状況で前後する場合があります。

豚肉
加美町産牛肉
180g

野菜セット
150g

やくらいオリジナル
わさびソーセージ

ゆ～らんど
自家製ピクルス

【前売り券問合せ先】やくらい薬　の湯　☎0229-67-3388

薬　の湯、レストラ
ンぶな林、土産セン

ター、やくらいガーデン、やくらいハイツ、
レストランKAMIFUJI、陶芸の里ゆ～らん
ど、あゆの里物産館、加美町商工観光課、
加美町小野田支所、加美商工会、みやざき
どどんこ館、ファミリーマート小野田神山
西店、ファミリーマート宮城小野田店

コーナ
ー

当日券（１人前のみ）

¥3,000円税込
３人前券

¥7,500円税込
１人前券

¥2,700円税込
BBQセットの引換は
当日会場にて10時
より引換開始となり
ます。※持ち帰り可

※会場への飲食物のお持ち込みはご遠慮ください
お得な前売り券（販売9/1～）➡ 前売り券購入の方に抽選券プレゼント！！

前売り券販売所

観光大使２人と県内を中心に活躍している女性シンガー２人を迎えたスペシャルライブ !!


