
ウォーキングコース

※公園側駐車場を

            ご利用下さい。

◎緊急事態宣言が発出された場合は中止となります

主催/七ヶ宿町･七ヶ宿町観光協会　　後援/宮城県･宮城県観光連盟

協賛/東北地方整備局七ヶ宿ダム管理所

※宮城県に在住する方のみ

◎募集定員：先着２００名

 
◎参 加 料：１人 １，０００円

◎申込方法：裏面をご覧下さい

◎集合場所：七ヶ宿ダム公園

　　　　　　モニュメント前

参加者全員に

｢七ヶ宿ダム竣工３０周年記念ダムカード｣

 　　　　　　　　　　　　　　　を進呈！

七ヶ宿ダム竣工３０周年記念特別タイアップ七ヶ宿ダム竣工３０周年記念特別タイアップ

◎日程・ルート

　受付　 ８：００ ～ ８：３０

　出発　 ８：４０

　到着 １２：３０ （予定）
・スタート ～ 国道１１３号 ～ ダム管理所（約６ｋｍ）

・ダム管理所にて小休憩

・ダム堤体 ～ 右岸道路 ～ ゴール（約６ｋｍ）計約１２ｋｍ

※実施内容が

  変更になる

  場合がござ

  います。

地元で採れた山の幸

秋ならではのきのこ汁で

「おもてなし」

２０２１２０２１2021/10/2021/10/3030土
七ヶ宿湖一周ウ ーキング七ヶ宿湖一周ウ ーキング



参加費  

１人 １,０００円  

お申込み方法 

申込締め切り ２０２１年１０月 ８日（金） ※当日受付はありませんので事前申込をお願いします。 
【ＷＥＢ申込】 下記ＷＥＢサイトから申し込み下さい。（24時間受付） 

【電 話 申 込】 お申込み専用電話番号へお掛け下さい。（平日 10：00～17：30） 

【Ｆ Ａ Ｘ】 お申込み専用 FAX 番号へ必要事項をご記入の上お送り下さい。 

【Famiポート】 ファミリーマートに設置されている Fami ポート端末よりお申込み下さい。 

※いずれの申込方法でも参加費は事前支払となります。お支払い方法は申込時にご案内いたします。 

※いずれの申込方法でも参加費お支払い時に手数料が発生いたします。予めご了承下さい。 

※申込対象は、宮城県に在住する方とします。 

持ち物                  コース 

受付票（受付締切後に送付いたします） 

飲料水・帽子・歩きやすい靴・タオル・雨具・着替え 

保険証（写し）・常備薬・携帯電話等 

交通  

【自家用車】※無料駐車場有。ただし、道の駅七ヶ宿の駐車場は使用しないでください。 

◎宮城県側から 東北自動車道白石 ＩＣ から国道１１３号を、山形南陽方面へ３０分 

 

【バス利用】※バスを利用するためには申込時に予約が必要です。料金はおひとり片道 200円（乗車時支払）です。 

◎東北本線白石蔵王駅発の町営バス「七ヶ宿町役場・なないろひろば行」に乗車、七ヶ宿ダム公園で下車 

  行き 白石蔵王駅発 7：28 → 白石駅発 7：35 → 小原温泉発 7：52 → 七ヶ宿ダム公園着 8：09 

  帰り 七ヶ宿ダム公園発 13：14 → 白石駅発 13：48 → 白石蔵王駅着 13：57 

新型コロナウイルス感染拡大を防止するため参加者にお願い 

① 参加される方は、マスクの着用をお願いします。ウォーキング中の着用は参加される方の判断といたします

が、密になるような行動や、大声を出す会話は控えてくださいますようお願いします。 

② 参加される方が、2週間以内に次の症状等を自覚されている場合は、参加を見合わせてください。 

〈１．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）〉〈２．最近味覚障害を感じている

場合〉〈３．同居家族や身近な知人に感染が疑われる人がいる場合〉〈４．過去 14日以内に政府から入国制限、

入国後の観察期間を必要とされている国、地域等への渡航又は当該在住者との濃厚接触がある場合〉 

③ スタート前、トイレ利用前後、ゴール後など、こまめに手指を消毒するようにしてください。 

④ 参加者等からコロナ感染者が出た場合の対応として、住所や名前等を関係機関へ提供する場合があります。 

その他 

① 昼食は各自でご準備ください。 

② 会場では、七ヶ宿特製「きのこ汁」等のおもてなしを行います。※状況により内容を変更する場合有り 

③ 雨天決行ですので、雨具などをご持参ください。 

④ この催しは、競技ではありませんので、紅葉を楽しみながら行程に合わせて歩いて下さい。 

⑤ ウォーキングポールの使用は控えていただきますようお願いいたします。 

お申込み専用ダイヤル           ＷＥＢお申込みはこちら 

TEL：0570 - 039 - 846 

FAX：0120 - 37 - 8434  

  イベントに関する問合せ先  

七ヶ宿町観光協会（ふるさと振興課内） 
ＴＥＬ ０２２４（３７）２１７７ 

※支払後のキャンセルによる参加費の返金はいたしません。 

※天災や緊急事態宣言等で中止となった場合は、返金対応ではなく町の特産品をお送りいたします。 

七ヶ宿ダム公園 ～ ダム管理所(6km)～ ダム堤体 

～ 右岸道路 ～ 七ヶ宿ダム公園(12km) 

※４０人毎 間隔をあけてスタートします 

 

※ごみはお持ち帰りください 

※ＷＥＢ申し込みにご協力ください  

申込サイトQR コード 



募集定員 150　名 200　名

参加者居住地域限定 宮城・山形・福島在住者限定 宮城県在住者限定

WEB申込 パスマーケット スポーツエントリー　※１

TEL申込 七ヶ宿町観光協会 申込専用ダイヤル　※２

FAX申込 七ヶ宿町観光協会 申込専用ダイヤル　※２

Famiポート申込 なし
　ファミリーマート店内
　Famiポートにて申込　※３

飲料水の提供
（水　500ｍｌペットボトル）

なし あり

七ヶ宿ゆべしの提供 なし あり

ウォーキングポールの使用 規制なし 使用禁止　※４

ダム竣工30周年記念
ダムカード進呈

なし あり

2020（昨年）

※１：　WEB申込の場合、参加費合計 4,000円まで 220円、 4,001円以上：合計金額の5.3％の手数料がかかります。

※２：　TEL申込とFAX申込の場合、参加費合計 4,000円まで 300円、 4,001円以上：合計金額の7％の手数料がかかります。

※３：　Famiポート申込の場合、お一人ずつ申込手続きが必要となります。お一人につき 220円の手数料がかかります。

※４：　ウォーキングポールは接触事故につながる恐れや周りの参加者の迷惑になりますので、ご使用をお控え下さい。

2021（今年）

■七ヶ宿湖一周ウォーキング変更点比較表

※2021（今年）の各申込先は募集案内チラシをご覧ください。



※応募期間内であっても定員に達し次第締め切ります。

※ご記入いただいた個人情報は、当町イベントの案内以外には使用いたしません。

私は、次に掲げる事項を理解し、かつ、承諾した上で、標記イベントに参加することを誓います。

（安全確保）

1．私は、イベントのコース上、交通規制をしない区間があることから、道路交通法などの関係法令を遵守し、安全に十分注意しながら歩行しなければならないことを理解しています。

２．イベントの趣旨を理解し、イベント中、先頭先導スタッフを追い抜く行為、他者と競う行為、ウォーキングポールを使用する行為等を行わないことを承諾します。

（健康状態の自己申告と自己管理）

３．現在、私の健康状態は良好であり、イベントの参加に問題が生じることは予想されません。

４．イベント当日に体調の異常を少しでも感じた場合、参加を辞退します。また、イベント中においても常に体調を意識し、異常を少しでも感じた場合は歩行を中止しスタッフに申し出ます。

（イベント運営への理解と協力）

５．天災又は気象状況の悪化などの不可抗力の事由、あるいは官公署からの指示等によって、安全確保のためにイベントが中止又はイベント内容に変更があっても異議を唱えません。

６．安全を確保する必要がある、又はイベント運営に支障をきたす恐れがあるという理由で、イベントスタッフから歩行中止の指示が出た場合は、これに従います。

７．イベント参加者・関係者に新型コロナウイルス感染者が出た場合、住所や名前等の情報を関係機関へ提供することを承諾します。

（免責事項）

８．上記４．から６．までの事由によって参加を辞退、歩行を中止、イベントが中止又はイベント内容が変更しても、参加のために要した諸経費（参加費含む）の支払請求を行わないことを承諾します。

（応急処置の承諾）

９．私がイベント開催中に負傷、事故に遭遇、又は疾病が生じた場合は、イベント主催者の指定する医師及び看護師が私に対する応急処置を施すことを承諾し、処置の方法及び結果に対して異議を唱えません。

（負傷などの補償範囲）

10．私がイベント開催中に負傷などした場合、私に対する補償はイベント主催者が契約する保険の範囲内であることを承諾します。

11．イベント開催中の私の所有物の紛失・破損又は盗難に対しては、イベント主催者の重大な過失がある場合を除き、イベント主催者に対し補償を求めないことを承諾します。

（肖像権及び個人情報の取扱い）

12．私の肖像・氏名・住所・年齢などの個人情報がイベントのパンフレット、イベント関連広報物（次回以降のイベント案内等含む。以下同じ。）、報道並びに情報メディアにおいて使用されることを了承し、

　　イベント主催者及び共催者が制作する印刷物、ビデオ並びに情報メディアなどによる商業的利用を承諾します。

（その他）

13．主催者が指定する場所以外の場所には駐車しません。

14．本誓約書以外のことについては、イベント規則およびイベントスタッフの指示に従うことを承諾します。

〒

バスを利用

参加者
氏名

する　・　しない

歳生年月日 西暦　　　　　　年　　　月　　　日 TEL

3

4

〒 バスを利用

する　・　しない

〒 バスを利用

する　・　しない

住所参加者
氏名

生年月日 西暦　　　　　　年　　　月　　　日 TEL 緊急連絡先

〒

①　代表者記入欄　　　　※代表者は参加者に含まれません

②　参加者記入欄　　　※代表者の方が参加する場合も下記記入欄にご記入ください　　※申込書１枚につき５名様までのお申込みとなります

1

③　お支払記入欄

※お支払に関するご連絡先（FAX番号またはメールアドレス）の記入がない場合、および送付内容に不備がある場合はお申込みが無効となります。
※2営業日以内（土日祝日は翌営業日）にスポーツエントリーより、お支払案内をメールまたはFAXにて送信いたしますので必ずご確認ください。万が一届かない場合はご連絡ください。
※ご連絡先の記入誤り及び不明瞭、またはお客様の受信設定等によるお支払い案内の未着に関して、弊社では一切の責任を負いかねます

※携帯電話のアドレス可。（受信拒否を設定している場合、設定解除をしてください）

2

コンビニで決済 □ セブンイレブン　　　□ ローソン　　　□ ファミリーマート　　　□　セイコーマート

性別

男・女

お支払いに関するご案内をお送りしますので、メールかFAXのどちらかを必ずご記入下さい

西暦　　　　　　　　　年　　　　　月　　　　日

代表者氏名

生年月日
Eメール @

TEL FAX

フリガナ
男・女

誓　　約　　事　　項
七ヶ宿町観光協会　　殿

2021年　　　月　　　日
印

代表者自署署名捺印

生年月日 西暦　　　　　　年　　　月　　　日 TEL 緊急連絡先歳

〒 バスを利用

する　・　しない

※緊急連絡先はご本人以外の電話番号をご記入ください

緊急連絡先

5

フリガナ
男・女

住所
〒

バスを利用

する　・　しない

フリガナ
男・女

住所参加者
氏名

歳

住所参加者
氏名

歳

生年月日 西暦　　　　　　年　　　月　　　日 TEL 緊急連絡先

フリガナ
男・女

住所参加者
氏名

歳

七ヶ宿湖一周ウォーキング2021　　FAX参加申込書

送信先 FAX：0120-37-8434スポーツエントリー申込締切　：　2021年10月8日（金）17：30迄

お申込から2日間（土日祝を除く）経過してもご連絡が無い場合はお手数ですが、0570-039-846（ガイダンス「2」）へお問い合わせください。
※平日10:00～17:30、IP電話・海外からはつながりません。
※参加費のお支払いには、参加費のほかスポーツエントリー利用料が必要です。参加費合計4,000円まで300円、4,001円以上は参加費合計の7％が利用料となります。

参加費 ひとり　　1,000円

フリガナ

住所

生年月日 西暦　　　　　　年　　　月　　　日 TEL 緊急連絡先

フリガナ
男・女


