○1月開催イベント
月日

平成30年12月27日
イベント名

開催場所

時間・内容

問合せ先

電話番号

1月1日（火曜日・祝日）

天守閣から初日の出を拝む会

白石城
（白石市益岡町1-16）

白石城の天守閣から初日の出を拝みませんか。
※当日は危険防止のため，入場制限を行う場合があります。
■時間…午前6時30分～午前7時30分（開門：午前6時20分）
■場所…白石城天守閣

白石城管理事務所

1月1日（火曜日・祝日）

第56回白石城一周元旦マラソン 白石城
（白石市益岡町1-16）

毎年恒例の元旦マラソン開催です。一年の計は元旦にあり！
■時間…午前7時スタート
■場所…白石城大手門前集合

白石高校陸上競技部 0224-25-2617
ＯＢ会
（菅野）

1月1日（火曜日・祝日）

2019元旦「けり初め」

1月1日（火曜日・祝日）

白石川サッカー公園(白石市 元旦からサッカーで楽しく体を動かしませんか。
郡山西堀地内）
■時間…午前10時～正午（9時30分集合）

0224-24-3030

白石サッカー協会
会長 大宮様

0224-25-1073

みやぎ蔵王えぼしリゾート「新年 みやぎ蔵王えぼしリゾート
新春を祝って，もちつき大会を開催します。来場のお客様へは振る舞い餅をサービスします。
ちびっこもちつき大会」
（蔵王町遠刈田温泉字倉石
岳国有林内）

みやぎ蔵王えぼしリ
ゾート

0224-34-4001

1月1日（火曜日・祝日）

柴田町「初日の出」

(1)柴田町太陽の村（柴田町
大字本船迫字上野4-1）
(2)船岡城址公園（柴田町大
字船岡字舘山95-1）

（一社）柴田町観光物 0224-56-3970
産協会

1月2日（水曜日）

弥治郎こけし初挽き

弥治郎こけし神社
弥治郎系のこけし工人伝統の毎年恒例正月行事です。工人がこけしの初挽きを行います。白石うーめんやつきた 弥治郎こけし村
（白石市福岡八宮字弥治郎 てお餅のふるまいもあります。
北72-1，弥治郎こけし村内） ■時間…午前10時～11時30分頃
■場所…弥治郎こけし村

1月2日（水曜日）、3日
（木曜日）

いなか道の駅やしまや 初売り

いなか道の駅 やしまや
（丸森町耕野字沼62-1 ）

丸森町の耕野地区にある、いなか道の駅「やしまや」で初売りが実施されます。
■営業時間…1月2日（水）：午前7時～午後5時
1月3日（木）：午前8時～午後6時30分
通常は、4月～9月：午前8時～午後7時
10月～3月：午前8時～午後6時30分
■定休日…水曜日（営業する場合もあり）

1月3日（木曜日），4日
（金曜日）

新春初売り

お楽しみ福袋（味噌・麺・豆腐・菓子等）や 新鮮野菜福袋 （1袋500円／1日限定100袋）を販売致します。また、豪 （一財）村田町ふるさ 0224-83-5505
華景品（玄米30キロ等）が当たる、お楽しみ抽選会や「生田目石板画展」も同時開催いたします。
とリフレッシュセン
■時間…午前9時～午後5時（無くなり次第終了）
ター

1月4日（金曜日）

親子スキー教室

道の駅村田 歴史と蔵とふ
れあいの里（村田町物産交
流センター）
（村田町大字村田字北塩内
41）
みやぎ蔵王白石スキー場
（白石市福岡八宮不忘山）

親子で一緒にスキーを覚えよう！定員10組（親子で1組3名まで・小学生以上対象）
レッスン＋1日券＋レンタル1式＋昼食付
■料金・・・大人5,500円 子供3,800円※送迎バス有り（要予約）

みやぎ蔵王白石ス
キー場

0224-24-8111

1月4日（金曜日）

いきいき交流センター大内 初
売り

いきいき交流センター大内
（丸森町大内字町西7）

丸森町の大内地区にある直売所「いきいき交流センター大内」で初売りが実施されます。
■営業時間…午前9時～午後4時
■定休日…なし
※年末年始休業あり：12月31日（月）～1月3日（木）

いきいき交流セン
ター大内

0224-79-3151

1月5・6日（土・日曜日）

新春ふるさとまつり

国営みちのく杜の湖畔公園
南地区ふるさと村
（川崎町大字小野字二本松
53-9）

東北6県の古民家が建つ「ふるさと村」を舞台に、新年の門出を祝う『新春ふるさとまつり』を開催します。
昔から伝わるお正月の遊びや手作り体験、ふるまいなどを開催します。「獅子舞」、「新春昔遊び体験」、「だんご
木作り」、「凧作り」他
■時間…午前9時30分～午後4時
■入園料…大人（15歳以上）450円，中学生以下無料，シルバー（65歳以上）210円
■駐車料…普通車310円
■参加費…催し物によっては有料
※各イベントの開催日時はみちのく公園管理センターまでお問い合わせください。

みちのく公園管理セ
ンター

0224-84-5991

1月6日（日曜日）

七草の会

片倉家中武家屋敷「旧小関 春の七草（セリ・ナズナ・ゴギョウ・ハコベラ・ホトケノザ・スズナ・スズシロ）が入った万病・邪気を除くといわれてい
家」
る「七草がゆ」を試食していただき，1年の無病息災を祈願します。
（白石市西益岡町）
■時間…午前10時～正午（試食がなくなり次第，終了となります）
■場所…武家屋敷
■参加料…大人200円，高校生以下100円

白石城管理事務所

0224-24-3030

1月6日（日曜日），20日 みやぎ蔵王白石スキー場「ス
（日曜日）
キーこどもの日」

みやぎ蔵王白石スキー場
（白石市福岡八宮不忘山）

小・中学生のリフト料金が1,000円です。レンタル・スクール料金も半額です！
※中学生は生徒手帳をご持参ください。

みやぎ蔵王白石ス
キー場

0224-24-8111

1月7日（月曜日）

角田駅前星空観察会

阿武隈急行角田駅前
（角田市角田字流）

阿武隈天文同好会が主催する星空観察会で，どなたでも気軽に参加できます。
高性能大型望遠鏡による星空観察は，感動モノです。星や星座の解説もあります。
■毎月第1月曜日開催
■時間…午後7時～午後9時
※雨天・曇天時は中止

阿武隈天文同好会

0224-55-2683

1月10日（木曜日）
～14日（月曜日・祝日）

新春洋ラン展

町内の洋ラン農家（蔵王洋蘭園）がカトレアを中心とした洋ランの展示即売を行います。新春に花を添えるイベント （一財）村田町ふるさ 0224-83-5505
です。
とリフレッシュセン
■時間…午前10時～午後5時（無くなり次第終了）
ター

1月12日（土曜日），27
日（日曜日）

みやぎ蔵王白石スキー場「ち
びっこスキー教室」

道の駅村田 歴史と蔵とふ
れあいの里（村田町物産交
流センター）
（村田町大字村田字北塩内
41）
みやぎ蔵王白石スキー場
（白石市福岡八宮不忘山）

1月13日（日曜日）

碧水園「舞台びらき」

1月13日（日曜日）

柴田町の日の出は午前6時51分頃です。
太陽の村では，午前6時から8時00分までゆず湯を無料サービスします。太平洋を望みながら、七峰山（ななうね
やま）から昇る日の出をどうぞ。
船岡城址公園では，スロープカーを午前6時00分から8時00分まで運行します。頂上から望む初日の出をぜひご
覧ください。

いなか道の駅やしま 0224-75-2111
や

みやぎ蔵王白石ス
キー場

0224-24-8111

古典芸能伝承の館「碧水園」 新春の一日，日本の伝統文化に親しんでみませんか？
茶室
■場所…碧水園
（白石市南町2-1-13）
■時間…午後1時～午後4時30分頃
■内容…神楽・日本舞踏・筝曲・長唄等
※入場無料

碧水園

0224-25-7949

碧水園茶会

古典芸能伝承の館「碧水園」 新春をお祝いしながら，一服いかがですか。初めての方でもお気軽にどうぞ！
茶室
■時間…午前10時～午後3時
（白石市南町2-1-13）
■料金…700円

碧水園

0224-25-7949

1月13日（日曜日）

第16回冬の検断屋敷まつり

白石市小原材木岩公園内
（白石市小原字上台）

雪の材木岩で，小正月に飾る「だんごさし」を体験してみませんか。
その他，暁がゆの提供，小原の伝統紙芝居など，参加者の皆様がお楽しみいただけるイベントを企画しておりま
す。
■時間…午前10時～正午頃
※雨天中止

白石市小原地区活性 0224-29-2031
化推進協議会（小原
公民館）

1月13日（日曜日）

陶芸・押し花教室

丸森町蔵の郷土館齋理屋
敷・新館「習の蔵」
（丸森町字町西25）

自分だけのオリジナル押し花や陶器を作りましょう♪
初歩から丁寧にご指導します。
■時間…午前10時～午後3時
■材料費…お一人様1,260円
※他に入館料（大人610円，小人300円）が必要です。
※午後1時までにお越しください。
※団体のみ要予約

蔵の郷土館 齋理屋 0224-72-6636
敷

みやぎ蔵王白石スキー場
（白石市福岡八宮不忘山）

50周年の特別企画！大人リフト1日券50％OFF！スクール（ユース以上）レッスン50％OFF！

みやぎ蔵王白石ス
キー場

1月14日（月曜日・祝日） みやぎ蔵王白石スキー場50周
年感謝DAY

小学生の初心者・初級者を対象にレッスンを行います。
参加するちびっこのレンタル料は50％ＯＦＦとなります。
■料金…3,000円（リフト1日券＋昼食付）
※送迎バス有り（要予約）
※定員30名

0224-26-3993

0224-24-8111

1月14日（月曜日・祝日） 第32回かくだどんと祭はだか参 (1)天神社（角田市角田字牛 角田市の小正月伝統行事です。どんと祭が行われる6つの神社に一年の家内安全，無病息災，商売繁盛を祈願 角田市商工会青年部 0224-62-1242
り
舘68）
します。
(2)神明社（角田市角田字天 手に鳥追い棒を持った白サラシや締め込み姿の参加者が，「ヤー，ホイホイホイ」のかけ声とともに神社を参拝し
神17）
て回ります。
(3)八幡神社（角田市角田字 各神社の参道には灯籠に火が灯され，神秘的な雰囲気を醸し出します。
牛館112）
■時間…午後6時30分～午後9時
(4)金刀比羅神社（角田市角 ■料金…無料
田字南105）
(5)青麻神社（角田市角田字
田町91）
(6)斗蔵神社（角田市小田字
斗蔵96）
1月14日（月曜日・祝日） 刈田嶺神社暁（あかつき）詣り

刈田嶺神社
（蔵王町宮字馬場1）

白装束姿の数え42歳の男衆達が百貫しめ縄をかつぎ，町の中を練り歩きます。神社の参道を掛け声とともに一
気に駆け上がる姿は必見です！
本殿裏にある樹齢500年の御神木「夫婦杉」に巻きつけて奉納し，厄払いと一年間の家内安全を祈ります。
境内では出店が立ち並び，神楽の奉納も行われます。
■時間…午後5時～午後10時

刈田嶺神社

0224-32-2615

1月16日（水曜日）

みやぎ蔵王白石スキー場「レ
ディース・マスターズスキー教
室」

みやぎ蔵王白石スキー場
（白石市福岡八宮不忘山）

レディース・マスターズ向けのスキーレッスンです。
「スキーはずいぶんやっていないんだけど・・・」という方でも安心してレッスンが受けられます。
■料金…4,000円（リフト1日券＋昼食付＋ケーキセットが付きます。）
※送迎バス有り（要予約）

みやぎ蔵王白石ス
キー場

0224-24-8111

1月18日（金曜日）
～20日（日曜日）

クリスマスローズ展

近年人気の高いクリスマスローズ
仙南地方で栽培されているクリスマスローズの花の展示即売会を開催します。花は1,000円～15,000円前後でお
求めいただけます。
■時間…午前10時～午後5時（無くなり次第終了）

（一財）村田町ふるさ 0224-83-5505
とリフレッシュセン
ター

1月19日（土曜日）

親子宇宙教室

道の駅村田 歴史と蔵とふ
れあいの里（村田町物産交
流センター）
（村田町大字村田字北塩内
41）
角田市スペースタワー・コス
モハウス
（角田市角田字牛舘100）

楽しい科学実験や工作などを通して宇宙や地球環境についての理解を深め，親子の絆を養うことを目的に，月1
回ペースで実施されます。

角田市スペースタ
ワー・コスモハウス

■時間…午前10時～正午
■対象者…小学生親子
■参加費…親子1組500円
※予約制になりますので，事前にお問い合わせください。

0224-63-5839

○1月開催イベント(後編)
月日

イベント名

平成30年12月27日
開催場所

時間・内容

問合せ先

電話番号

1月19日（土曜日）

えぼし雪上花火大会

みやぎ蔵王えぼしリゾート
毎年恒例の冬の花火大会開催です。澄みきった冬の夜空にきらめく1,000発の花火が大輪を咲かせます。
（蔵王町遠刈田温泉字倉石 親子やカップルでロマンチックな夜をお楽しみください。
岳国有林内）
スクールインストラクターによる，たいまつ滑走も見どころです。
■開会式…午後7時～午後9時頃
■料金…入場駐車料金600円

みやぎ蔵王えぼしリ
ゾート

1月19日（土曜日）

わらじ作り講習会

七ヶ宿町高齢者センター

七ヶ宿町高齢者セン 0224-37-2231
ター

七ヶ宿町の一大イベントである「わらじで歩こう七ヶ宿」で履く「わらじ」を作る後継
者を育てる講習会です。
初めての方でも、わらじ作りに興味がある方でしたらどなたでも参加できます！

0224-34-4001

■申込期限…1月18日（金曜日）
■時間…午前9時～正午
※予約制になりますので、事前にお問い合わせください。
1月19・20、2月16・17
みやぎ蔵王セントメリースキー
日、3月16・17日(各土曜 場「スキー子供の日」
日・日曜日)

みやぎ蔵王セントメリース
キー場
（川崎町大字今宿字猪ノ沢
3-10）

中学生以下の方は3・5・7時間の，どのリフト券を購入しても一律1,000円のスペシャルプライスです！
また，お子様用スキ－3点セットも一律1,000円でレンタルできます。
（数に限りがございますのでお早目にどうぞ。）

みやぎ蔵王セントメ
リースキー場

0224-84-5880

1月20日（日曜日）

おとなのスキー教室

みやぎ蔵王白石スキー場
（白石市福岡八宮不忘山）

大人の方の初・中級者向けのスキーレッスン。一日券・レッスン・昼食がついて5,000円。
参加者はレンタル５０％OFF！

みやぎ蔵王白石ス
キー場

0224-24-8111

1月20日（日曜日）

みやぎ蔵王えぼしリゾート「ち
びっ子そり大会」

みやぎ蔵王えぼしリゾート
ちびっこのみんなで楽しむそり大会を開催します。
みやぎ蔵王えぼしリ
（蔵王町遠刈田温泉字倉石 一人で乗れないお子さんでもパパ・ママと一緒に楽しめますのでぜひご参加ください。参加費は無料、しかも参加 ゾート
岳国有林内）
したちびっこにはゴール順に賞品をプレゼント‼ えぼしの雪遊びを存分にお楽しみください。

1月20日（日曜日）

シルク和紙紙漉体験

丸森町蔵の郷土館齋理屋
敷・新館「習の蔵」
（丸森町字町西25）

1月20日（日曜日）

第57回新春囲碁・将棋大会

白石市中央公民館（白石市 初心者の方も気軽に参加できるように，実力に応じて対戦者を決めます。
白石市中央公民館
字寺屋敷前25番地6）
また，参加賞も用意しています。皆さんの参加をお待ちしております。
■時間…午前9時（8時45分集合）～午後4時
■参加料…大人1,000円，中学生以下500円（弁当代込み）
■申し込み方法…1月8日（火曜日）までに、中央公民館窓口に囲碁・将棋大会チラシの備え付け申し込み用紙に
記入の上、参加費とともにお申し込み下さい。

0224-26-2453

1月25日（金曜日）
かまくらまつり
～2月11日（月曜日・祝）

国営みちのく杜の湖畔公園
南地区ふるさと村
（川崎町大字小野字二本松
53-9）

0224-84-5991

1月26日（土曜日）

みやぎ蔵王七ヶ宿スキー場 うさぎやリスの足あとを見つけたり、野鳥や樹木の観察をしながらの雪上ハイキ
ング！昼食＆ガイド付きのツアーですので、お気軽に安心して参加いただけ
ます。

ワクワクスノーシューツアー

養蚕がさかんだった丸森町で、
シルクを漉き込んだ和紙のしおり作り♪
■時間…午前10時～午後3時
■材料費…お一人様500円
※他に入館料（大人610円，小人300円）が必要です。
※団体のみ要予約

0224-34-4001

蔵の郷土館 齋理屋 0224-72-6636
敷

みちのく公園の冬の人気イベント「かまくらまつり」。秋田県横手市で見られるものと同じ規模の「かまくら」を設置。 みちのく公園管理セ
中に入ることができます。 雪遊びのコーナーや雪の滑り台も登場！ソリやチューブスライダーで楽しく遊べます ンター
（貸出し無料）。
■時間…午前9時30分～午後4時
■入園料…大人（15歳以上）410円，中学生以下無料，シルバー（65歳以上）210円
■駐車料…普通車310円
■参加費…かまくら、ソリ滑り、雪遊びは無料
※各イベントの開催日時はみちのく公園管理センターまでお問い合わせください。

みやぎ蔵王七ヶ宿ス 0224-37-3111
キー場

■参加対象者…小学生以上（スノーシュー未経験者大歓迎！）
■参加料…3,000円（スノーシュー、ポールレンタル、スパッツ、昼食込み）
■時間…午前10時～正午頃
※予約制になりますので、事前にお問い合わせください。
1月27日（日曜日）

齋理ざっとむかし

丸森町蔵の郷土館齋理屋
敷・新館習の蔵
（丸森町字町西25）

丸森の語り部たちが齋理の昔を語りかけます。
■時間…午前10時～午後3時の間（随時）
■入館料…大人610円，子ども300円

蔵の郷土館 齋理屋 0224-72-6636
敷

1月下旬～２月初頭

「クリスマスローズ」展示即売会 柴田町観光物産交流館（さく 柴田鉢花研究会が丹精込めて育てたクリスマスローズを，直売ならではの特別価格で販売します。
らの里）
■時間…午前9時～午後5時
（柴田町大字船岡字舘山
95-1）

（1）柴田町農政課
（1）0224-55（2）柴田町観光物産 2122
交流館（さくらの里） （2）0224-877101

○好評開催中
月日

イベント名

開催場所

時間・内容

問合せ先

電話番号

通年（休園日を除く毎
日）

みちのく公園「ヤギ・ヒツジふれ 国営みちのく杜の湖畔公園 みちのく公園の北地区に広がる「みちのく自然共生園」では，ヤギ・ヒツジにえさを与えたり，触れたりできます。
あい体験」
（北地区）
■時間…午前10時～午後4時
（川崎町川内字向原254）
■参加費…無料，別途入園料・駐車場料が必要です。
※雨天時，荒天時はお休みします。

みちのく公園管理セ
ンター

1月上旬まで

冬のエキパルロードイルミネー
ション

白石駅前通り商店街

商店街の夜を鮮やかに彩るイルミネーションをぜひご覧ください。
■時間…午後5時～午後9時※クリスマス及び大晦日は深夜まで点灯。

白石中央通り商店街 0224-25-1188
振興組合

1月13日（日曜日）まで

メタセコイアの奇跡！光輝け槻
木駅2018

JR槻木駅前広場
（柴田町槻木新町1-1-1）

槻木駅のシンボルとなった樹齢50年を超えるメタセコイア。今回も冬の夜空に美しく輝き皆さんの心を温めます。
12月１日（土曜日）午後4時30分から槻木駅前で点灯イベントを盛大に開催します。
■時間…午後4時30分～午後10時

メタセコイアの奇跡！ 0224-56-1997
光輝け槻木駅実行委
員会事務局（槻木生
涯学習センター内）

1月14日(月曜日・祝日) おばんなりスター★大河原☆
まで
（駅前イルミネーション）

JR大河原駅前広場
JR大河原駅前に，冬の夜桜が咲きました！一目千本桜のまち「大河原」をイメージして，桜色などのLEDを使っ
（大河原町大谷字町向116- て，駅前広場にイルミネーションを施しました。
1）
通勤・通学，お買い物や観光で駅を利用される方々をあたたかくお迎えします。
■時間…午後5時～午後11時

1月14日(月曜日・祝日) おおがわら桜イルミネーション
まで

白石川右岸堤
(JR大河原駅から徒歩3分)

1月20日（日曜日）まで

3月17日（日曜日）まで

3月31日（日曜日）まで

0224-84-5991

大河原町観光物産協 0224-53-2141
会

白石川右岸堤河川敷35本の木に40,000球のイルミネーションで春の桜並木を演出いたします。光の桜並木の下、 大河原町商工観光課 0224-53-2659
大好きな人と腕を組んで歩いてみては。
■時間…午後5時～午後11時

齋理屋敷冬の企画展「齋理の歳 丸森町蔵の郷土館齋理屋敷 豪商，齋理屋敷に伝わる豪華な蒔絵の膳や椀，その他おめでたい正月ならではの品々を居宅大広間に展示しま
迎え」
（丸森町字町西25）
す。
また，期間中はミニイベントも開催予定です。
（イベントの詳細は未定です。）
■入館料…大人610円，小人300円
みやぎ蔵王の樹氷めぐりツアー みやぎ蔵王すみかわスノー 「みやぎ蔵王すみかわスノーパーク」発着の暖房完備の雪上車「ワイルドモンスター号」に乗って，自然の芸術品
パーク
「樹氷」を専属ガイドの軽快なトークと共にご覧いただくツアーです。
（蔵王町遠刈田温泉字倉石 座席が独立シートタイプになったグレードアップ車輌も登場！
岳国有林内）
※要予約制です
■運行時間…(1)午前11時出発～午後1時戻り
(2)午後1時30分出発～午後3時30分戻り
■料金（往復）…大人4,800円～，小学生以下4,400円（時期や座席により金額が異なります）

丸森町蔵の郷土館斎 0224-72-6636
理屋敷

みやぎ蔵王すみかわ 0224-85-3055
スノーパーク（予約専
用ダイヤル）

阿武隈ライン舟下り「こたつ舟」 丸森町観光交流センター（阿 こたつに入って雪景色を見ながら阿武隈川を下る舟下りです。アツアツの鍋料理をお楽しみいただける鍋セットも （一財）丸森町観光物 0224-72-2350
武隈ライン舟下り乗船場）
あります。行程は，往復約8キロメートル，約60分の乗船時間となります。
産振興公社（阿武隈
（丸森町字下滝17）
■乗船料…大人1,500円，小人750円
ライン舟下り）
■鍋セット…大人2,000円～，小人1,400円～
（鍋の種類によって料金が変わります。キムチ鍋，寄せ鍋，しし鍋からお選びいただけます。）
※鍋セットはご利用日の3日前までご予約をお願いします。
※団体割引有り（15名様以上）
※10名様以上の団体，およびお食事はご予約ください。

○参加者募集
月日

内容

イベント名

新年最初のみやぎ蔵王七ヶ宿スキー場のイベント。
もちつき大会が行われ、他にも玉こんにゃくの振る舞いなどがあります。

1月1日(火曜日・祝日)

2019年オープニングデー
新年もちつき大会＆玉こん振る
■時間…午前11時～
舞い
■場所…ロッジ前

問合せ先

電話番号

みやぎ蔵王七ヶ宿ス
キー場

0224-37-3111

みやぎ蔵王七ヶ宿ス
キー場

0224-37-3111

トラ君＆ウシ君のダンスステージ＆誰でも参加できるお楽しみ抽選会
そして冬の夜空に舞い上がる花火をお楽しみ頂けます。
1月19日(土曜日)

1月19日（土曜日）

ドキドキナイター
■ダンスパーティー…午後6時15分～
冬の打上花火＆お楽しみ抽選
お楽しみ抽選会 …午後6時45分～
会
冬の打上花火 …午後7時～
※ナイター営業午後10時まで

丸森町出身のシェフ・パティシエ池田一紀氏（kazunori ikeda individuel）がプロデュースする、丸森の食材をふんだんに使用した極上のスイーツ
を味わうプログラム。仙台スイーツ&カフェ専門学校さんのご協力により、同校のパティシエとバリスタの卵たちも腕を振るいます。丸森の素材の
魅力を余すところなく伝える夢の競演、1日限定の「まるもりスイーツカフェ」仙台で開店です。
■開催日時…平成31年1月19日（土）午後1時30分～午後3時30分
丸森”こらいん”ツー
まるもりスイーツフェスタin仙台 ■募集期間…平成31年1月10日（木）まで ※定員になり次第終了します
リスト
■会場…仙台スイーツ&カフェ専門学校（仙台市宮城野区榴岡3丁目8-5）
■料金…3,800円（お土産付き・税込 ※未就学児の参加は要相談）
■定員…20名（最少催行人員10名）

0224-72-6392

※日程，内容が変更されることがありますので，お出かけ前にご確認ください。

宮城県大河原地方振興事務所

