○2月開催イベント
月日

2月1日（金曜日）
～2月3日（日曜日）

平成31年1月31日
開催場所

イベント名

柴田町観光物産交流館（さくらの
「クリスマスローズ」展示即売会 里）
（柴田町大字船岡字舘山95-1）

2月1日（金曜日）
こけしびなまつり
～3月21日（木曜・祝日）

開催時間

内容

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。

（1）柴田町農政課
☎0224-55-2122
（2）柴田町観光物産交流館
（さくらの里）
☎0224-87-7101

こけしの発祥地のひとつである蔵王町の遠刈田。素朴で味わいのある「こけしびな」や花咲きこけしを
展示します。
また，3月3日（日曜日）ご入館先着50名様に蔵王町の花「桃の花」をプレゼントします。
■定休日…無休
■入館料…大人300円，小人150円

みやぎ蔵王こけし館
☎0224-34-2385

午前9時～午後5時

みやぎ蔵王こけし館
午前9時～午後5時（最終入館：
（蔵王町遠刈田温泉字新地西裏山
午後4時30分）
36-135）

問合せ先

豪商，齋理屋敷に伝わる享保雛，古今雛，市松人形など貴重なお人形が展示されます。年に一度，今 丸森町蔵の郷土館齋理屋
の人形とは面立ちも雰囲気も異なるおひなさまが一堂に揃います。期間中はさまざまなミニイベントを 敷
開催します。
☎0224-72-6636

2月1日（金曜日）
～3月31日（日曜日）

2月2日（土曜日）

2月2日（土曜日）

齋理屋敷企画展「齋理の雛まつ
丸森町蔵の郷土館齋理屋敷
り」
（丸森町字町西25）

みやぎ蔵王えぼしリゾート
みやぎ蔵王えぼしリゾート「親子 （蔵王町遠刈田温泉倉石岳国有林
※お問い合わせください
でかまくら作り体験」
内）

第３回雪と光で町を飾る「スノー
七ヶ宿くらし研究所
ランタンin七ヶ宿」

2月2日（土曜日）、2月3 七ヶ宿スキー場雪だるま・雪像
日（日曜日）
まつり

2月3日（日曜日）

2月3日（日曜日）

2月3日（日曜日）
・2月17日（日曜日）

※3月以降の営業時間…午前9時30分～午後5時（入館は午後4時30分まで）
※休館日…月曜日（祝日の場合は，翌日が休館日）
■入館料…大人610円，小人300円
※期間中はミニイベントも開催。詳細は問い合わせ先までお願いします。
イベント内容
(1)ネコまゆ雛作り体験…2月3日（日曜日）、11日（月曜日）
■参加費…1,000円（入館料別途）
■時間…午前10時～午後3時
午前9時30分～午後4時30分（入 (2)雛カード作り体験…2月10日（日曜日）
館は午後4時まで）
■参加費…600円（入館料別途）
■時間…午前10時～午後3時
(3)吊るし飾りパーツ作り体験…2月17日（日曜日）、24日（日曜日）
■参加費…1000円（入館料別途）
■時間…午前10時～午後3時
(4)ミニコンサート…3月3日（日曜日）
■時間…①午前11時～ ②午後1時30分～
(5)お茶会…3月10日（日曜日）※先着100名様
■参加費…菓子代100円（入館料別途）
(6)合唱団コンサート…3月10日（日曜日）
■時間…午後2時～

みやぎ蔵王七ヶ宿スキー場

第33回「雪だるま・雪像コンテス
七ヶ宿町内
ト」

午後2時30分～
午後6時30分

午前9時審査開始

みやぎ蔵王白石スキー場「ス
キーこどもの日」

終日

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）

2月8日（金曜日）～2月
11日（月曜日・祝日）

つつみ人形展示及び実演

道の駅「村田」
村田町物産交流センター
（村田町大字村田字北塩内41）

2月9日（土曜日）

角田市スペースタワー・コスモハウ
親子宇宙教室「夢と希望を届け
ス
午前10時～正午
る☆南極クラス☆」
（角田市角田字牛館100）

2月4日（月曜日）

2月9日（土曜日），2月24
ステップアップスキー教室
日（日曜日）

2月9日（土曜日）～4月7
白石・人形の蔵の雛祭り
日（日曜日）

2月10日（日曜日）

碧水園茶会

みやぎ蔵王白石スキー場
（白石市福岡八宮字不忘山）

白石・人形の蔵（白石市城北町418）

碧水園
（白石市南町2-1-13）

午後7時～午後9時

午前10時～午後3時

※お問い合わせください

午前10時～午後4時

午前10時～午後3時

みやぎ蔵王えぼしリゾート
☎0224-34-4001

毎年恒例の雪だるま・雪像コンテストに合わせオリジナルのろうそくを作り、くらし研究所周辺のスノー 七ヶ宿くらし研究所
キャンパスをスノーランタンで飾ります。
☎0224-26-6933
懐かしの雪遊び体験、かんじきやそり遊び、餅つきなども体験でき、休憩にはあったかいドリンクを
サービスします。
■参加費…一人１，５００円（食事込）
未就学児無料
※同日開催の雪かき(除雪）選手権参加者は１，０００円
■締切…定員になり次第締切（問合せ先にご連絡ください
たくさんの雪だるま・雪像がお出迎えします。お気に入りの作品に是非投票して下さい。
３日にはおしるこの振る舞いもあります。

みやぎ蔵王七ヶ宿スキー場
（有）はあとリソート
☎0224-37-3111

毎年恒例となった七ヶ宿町の冬の風物詩。町民それぞれが思いを込めて作った雪だるまや雪像が，
町を訪れる方々をお出迎えします。
また，七ヶ宿スキー場や七ヶ宿くらし研究所でも様々なイベントを開催しますので、ぜひお越しくださ
い。

七ヶ宿町観光協会
（ふるさと振興課内）
☎0224-37-2177

親子で楽しいファミリーイベント。
■料金…イベント無料（キッズパーク内の為、入園料は別途必要）

みやぎ蔵王えぼしリゾート
☎0224-34-4001

■対象…中学生以下
■料金…こどもリフト1日券1,000円，レンタル用品50％オフ，
スクール一般レッスン料1,000円オフ

みやぎ蔵王白石スキー場
☎0224-24-8111

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
※雨天・曇天時は中止
■料金…

阿武隈天文同好会
☎0224-55-2683

江戸時代から仙台に伝わる，伝統工芸堤人形。その製造実演・展示販売を行います。
江戸時代に作られた貴重な堤人形（非売品）も展示されますので必見です。
■料金…無料

道の駅「村田」
村田町物産交流センター
☎0224-83-5505

「親子宇宙教室」は，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ています。

角田市スペースタワー・コス
モハウス
☎0224-63-5839

終日

みやぎ蔵王えぼしリゾート
みやぎ蔵王えぼしリゾート「キッ （蔵王町遠刈田温泉倉石岳国有林
※お問い合わせください
ズ雪だるまゲーム大会」
内）

みやぎ蔵王白石スキー場
（白石市福岡八宮字不忘山）

親子で楽しいかまくら作りを体験できます。ファミリーで協力し，大きなかまくらを作りましょう。
■料金…イベント無料（キッズパーク内のため、入園料が別途必要）

■対象者…親子（先着40名ほど）
※電話予約先着順(定員になり次第締切)
もっとうまく滑りたいキミに！
■対象…小学生の初級者限定
※自分でリフトに乗って滑ったことのあるちびっこが対象となります。
■料金…3,000円（リフト１日券＋昼食付き）
※参加されたちびっこのレンタル料 50％オフ
※要申込（定員30名）

みやぎ蔵王白石スキー場
☎0224-24-8111

お雛様100体余が一堂に揃います。江戸・明治・大正・昭和と各時代の女子が愛でた人形たちを展示
いたします。

白石・人形の蔵
☎0224-26-1475

■定休日…水曜
■料金…大人400円，小人200円
裏千家薄茶席です。
墨絵のような庭を眺めながら一服いかがですか。心も体もホッとします。初めての方もお気軽にどう
ぞ。イスも用意しています。

碧水園
☎0224-25-7949

■料金…大人1席700円 子ども1席300円
2月10日（日曜日）

青根温泉雪あかり

青根児童公園
（川崎町青根温泉）

山あいの湯、青根温泉郷の一夜限りのイベント。
午後3時～午後8時30分(点灯式
明かりが灯された無数のローソク入りミニかまくらが，幻想的な温泉街を演出します。
は午後4時30分)
自分だけのオリジナル押し花や陶器を作りましょう♪
初歩から丁寧に指導いたします。

2月10日（日曜日）

陶芸・押し花教室

2月11日（月曜日・祝日） 50周年感謝DAY

2月13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」

2月15日（金曜日）～3月 壽丸屋敷のほっこりおひなさま
10日（日曜日）
展

2月16日（土曜日）

2月16日（土曜日）～
3月10日（日曜日）

第3回春のどんぶりまつり

蔵の郷土館 齋理屋敷
☎0224-72-6636

丸森町蔵の郷土館齋理屋敷・新館 午前10時～午後3時（午後1時ま ■場所…齋理屋敷「習の蔵」
「習の蔵」
でにお越しください）
■時間…午前10時～午後3時
（丸森町字町西25）
■材料費…1,260円
※別途入館料がかかります。
みやぎ蔵王白石スキー場
（白石市福岡八宮字不忘山）

※お問い合わせください

壽丸屋敷
（白石市字中町48-5）

午前10時～午後4時

※お問い合わせください

みやぎ蔵王えぼしリゾート
（蔵王町遠刈田温泉倉石岳国有林 終日
内）

おいしいかくだ各店

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
☎0224-24-8111

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＋ケーキセット付き）
※送迎バス有り（要予約）

みやぎ蔵王白石スキー場
☎0224-24-8111

大正時代から昭和中期のお雛様ほか，つるし雛，手作りお雛様の展示・販売をいたします。
■料金…無料

白石まちづくり（株）
☎0224-25-6054

「足自慢のお祭り」開催です！ジュニアの部新設！
不忘アザレア発足より今シーズンで18回目を数える基礎スキーの大会です。
予約制になっております。詳しくはお問い合わせください。

みやぎ蔵王白石スキー場
☎0224-24-8111

2月第3土・日曜日は中学生以下の子供を対象にした「スキーこどもの日」開催です。
リフト料金が1,500円になるほか，レンタル料金，スキースクール・スノーボードスクール料金が半額に
なります。
是非，この機会にお越しください。
※但し，パック商品や他の割引サービスとの併用はできません。
※中学生は，生徒手帳をご持参ください。

みやぎ蔵王えぼしリゾート
☎0224-34-4001

終日

みやぎ蔵王白石スキー場
（白石市福岡八宮字不忘山）

みやぎ蔵王白石スキー場（Bコー
第18回アザレア杯スキー技術選
ス）
手権大会
（白石市福岡八宮字不忘山）

2月16日（土曜日）・17日 みやぎ蔵王えぼしリゾート「ス
（日曜日）
キーこどもの日」

青根温泉区民の会
☎0224-87-2188

参加店舗にお問い合わせくださ
い

角田産食材を活かしたどんぶりが14丼揃いました。すべてを食べればコンプリート賞対象などスタンプ 角田市商工観光課
ラリーも楽しめます。
☎0224-63-2120

○2月開催イベント(後編)
月日

イベント名

2月16日（土曜日）～3月
企画展「雛人形」
17日（日曜日）

平成31年1月31日
開催場所

角田市郷土資料館
（角田市角田字町17）

開催時間

午前9時～午後4時30分

内容

問合せ先

伊達政宗公御息女「牟宇姫（むうひめ）」が角田館主石川宗敬公に嫁ぐ際に持参したと伝わる雛人形 角田市郷土資料館
を展示。
☎0224-62-2527
高さ45cm幅66cmの大きなもので，全国的に非常に珍しく、貫禄と気品があり、見応え十分。政宗公の
牟宇姫に対するあふれる愛情を垣間見ることのできる逸品です。
他には，堤人形の内裏雛や雛用お膳など珍しいものばかりを多数展示致します。
■料金…一般：300円，高校生：250円，中学生以下：無料
※団体（20名以上）：250円

2月17日（日曜日）

第34回七ヶ宿ジャイアントスラ
ローム大会

みやぎ蔵王七ヶ宿スキー場

午前9時～午後2時

小さなお子様など誰でも参加できるエントリークラスと，タイムを競うアスリートクラスがあり，参加者が
実力を競い合います。
参加方法など，詳しい大会要項はみやぎ蔵王七ヶ宿スキー場HPよりご確認ください。
■料金…小・中学生の部２，０００円、一般･マスターズの部３，０００円、エントリークラス１，０００円

七ヶ宿ＧＳ大会事務局（み
やぎ蔵王七ヶ宿スキー場
内）
☎0224-37-3111

養蚕が盛んだった丸森町で，シルクを漉き込んだ和紙のしおりをつくってみませんか。
■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

蔵の郷土館 齋理屋敷
☎0224-72-6636

冬山トレッキングイベントです。ゲレンデを飛び出して冬の不忘山を歩いてみませんか？
■料金…2,000円（ガイド・コーヒー付き）

みやぎ蔵王白石スキー場
☎0224-24-8111

2月17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
（丸森町字町西25）

午前10時～午後3時

2月21日（木曜日）

みやぎ蔵王白石スキー場「ス
ノーシュートレッキング」

みやぎ蔵王白石スキー場
（白石市福岡八宮字不忘山）

※お問い合わせください

2月23日（土曜日）

スノーシュー ブナの森展望ツ
アー

みやぎ蔵王七ヶ宿スキー場

ブナの巨木に出会い，南東北の名峰を望むことができるツアーです。昼食＆ガイド付きなので安心して みやぎ蔵王七ヶ宿スキー場
参加して頂けます。
（有）はあとリソート
■参加対象者：中学生以上，スノーシュー経験者または夏山登山経験者
☎0224-37-3111
■料金：5,000円（スノーシュー，ポールレンタル，スパッツ，昼食込み）

午前10時～

※予約制になりますので，事前にお問い合わせください。

2月23日（土曜日）～3月 みちのく公園 ふるさと村の雛祭 国営みちのく杜の湖畔公園
24日（日曜日）
り
（川崎町小野字二本松53-9）

「ふるさと村の雛祭り」と称し、期間中は一般の方から寄贈していただいた「お雛様」を古民家に飾る
みちのく公園管理センター
「みんなの雛祭り」や、お雛様の気分が味わえる「お雛様記念撮影コーナー」など、さまざまなイベント ☎0224-84-5991
を行います。
■各イベントの開催日及び開催時間はそれぞれ異なります。詳細はみちのく公園管理センターへお問
い合わせください。
午前9時30分～午後4時

■入園料…大人（15才以上）450円，小人無料，シルバー（65才以上）210円
■駐車料…普通車310円
※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。
※休園日…火曜日（祝日の場合は翌水曜日）
今夜見える星空の紹介と「スターリーテイルズ」(DVD)観賞。星空をテーマにしたプラネタリウム番組の 角田市スペースタワー・コス
上映を実施します。
モハウス
☎0224-63-5839

2月24日（日曜日）

わくわく星空クラブ
「今夜の星空と映像」

角田市スペースタワー・コスモハウ
ス
午後1時30分～午後3時
（角田市角田字牛館100）

2月24日（日曜日）

齋理ざっとむかし

丸森の語り部たちが齋理の昔を語りかけます。
丸森町蔵の郷土館齋理屋敷・新館
習の蔵
午前10時～午後3時の間（随時） ■入館料…大人6１0円，子ども300円
（丸森町字町西25）

蔵の郷土館 齋理屋敷
☎0224-72-6636

○好評開催中
月日

通年（休園日を除く毎
日）

イベント名

みちのく公園「ヤギ・ヒツジふれ
あい体験」

開催場所

国営みちのく杜の湖畔公園（北地
区）
（川崎町川内字向原254）

開催時間

時間・内容

問合せ先

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。
午前10時～午後4時

みちのく公園管理センター
☎0224-84-5991

■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 みちのく公園管理センター
ら」を設置。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 ☎0224-84-5991
ダーで楽しく遊べます（貸出し無料）。

2月11日（月曜日・祝日）
かまくらまつり
まで

国営みちのく杜の湖畔公園南地区
ふるさと村
午前9時30分～午後4時
（川崎町大字小野字二本松53-9）

■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。
地元弥治郎系工人ほか、東北各地の工人が心を込めて製作した「ひなこけし」たち。
木肌がやさしく、ぬくもりいっぱいの「おひなさま」が勢ぞろいしています。
表情豊かで愛らしく、「こけし」とはまた違う魅力を発見してください。

3月3日（日曜日）まで

3月17日（日曜日）まで

弥治郎こけし村
（白石市福岡八宮字弥治郎北721）

雛の宴展

■入館料…無料

「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 みやぎ蔵王すみかわスノー
の芸術品「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。
パーク（予約専用ダイヤル）
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！
☎0224-85-3055
みやぎ蔵王すみかわスノーパーク
(1)午前11時出発～午後1時戻り 要予約制です
みやぎ蔵王の樹氷めぐりツアー （蔵王町遠刈田温泉字倉石岳国有
(2)午後1時30分出発～午後3時
林内）
30分戻り
■料金（往復）…大人4,800円～，小学生以下4,400円（価格ランク有）

2月16・17日、3月16・17 みやぎ蔵王セントメリースキー
日(各土曜日・日曜日) 場「スキー子供の日」

3月31日（日曜日）まで

午前9時～午後4時

弥治郎こけし村
☎0224-26-3993

阿武隈ライン舟下り「こたつ舟」

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）

終日

丸森町観光交流センター（阿武隈ラ 1日4便
イン舟下り乗船場）
午前10時～
（丸森町字下滝17）
午前11時30分～
午後1時～
午後2時30分～

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。(但し、数に限りがございますので
お早目にどうぞ。）
ぜひお越しください。

みやぎ蔵王セントメリース
キー場
☎0224-84-5880

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。
■乗船料…大人1,500円，小人750円
■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，及び食事関係はご予約ください。

（一財）丸森町観光物産振
興公社（阿武隈ライン舟下
り）
☎0224-72-2350

○参加者募集
月日

2月2日（土曜日）

2月10日(日曜日)、2月
23日(土曜日)

2月24日(日曜日)

2月24日（日曜日）

イベント名

第２回雪かき（除雪）選手権

開催場所

七ヶ宿くらし研究所

ドキドキ☆ナイター 冬の打上花
みやぎ蔵王七ヶ宿スキー場
火＆お楽しみ抽選会

第１回七ヶ宿スキーうまい人決
定戦

ペンギンウォークinEBOSHI

みやぎ蔵王七ヶ宿スキー場

開催時間

午前9時30分（受付）～
午後1時30分

■ダンスパーティー時間
午後6時15分～
■お楽しみ抽選会時間
午後6時45分～
■冬の打上花火時間
午後7時～

午前8時～

みやぎ蔵王えぼしリゾート
（蔵王町遠刈田温泉倉石岳国有林 ※お問い合わせください
内）

内容
問合せ先
県内でも有数の豪雪地帯、七ヶ宿湯原地区にあるくらし研究所周辺にて雪かき（除雪）選手権を開催し 七ヶ宿くらし研究所
ます。
☎0224-26-6933
スコップのみで雪かきの早さを競うタイムトライアルです。
優勝チームには七ヶ宿源流米一俵が贈られます。
■参加費…一人１，５００円（昼食、保険料込）
■締切…定員になり次第締切（問合せ先にご連絡ください）
トラ君＆ウシ君のダンスステージ＆誰でも参加出来るお楽しみ抽選会
そして冬の夜空に舞い上がる花火をお楽しみ頂けます。
※ナイター営業午後10時まで

みやぎ蔵王七ヶ宿スキー場
（有）はあとリソート
☎0224-37-3111

大回り、小回りフリー、フリー滑走の３種目あり、スキーの技術力を競う大会です。
年齢、性別等でクラスが分かれており各クラス３位までの入賞で賞状、副賞が授与されます。
当日はSAJナショナルデモンストレーターをはじめとする審査員が審査します。
■参加費…２，０００円～（クラスにより異なる）
■申込方法…七ヶ宿スキー場に申込用紙を直接または郵送にて提出
■申込期間…1月12日(土）～2月17日(日）

みやぎ蔵王七ヶ宿スキー場
（有）はあとリソート
☎0224-37-3111

仙台うみの杜水族館からフンボルトペンギンがえぼしにリゾートに来場します！雪の上をよちよち歩く
様子を間近でご覧いただけます。
■料金…無料

みやぎ蔵王えぼしリゾート
☎0224-34-4001

≪無料シャトルバス運行中≫
雪道でも安心！蔵王町ございんホールと蔵王町観光案内所前からえぼしリゾートまで無料シャトルバ
スが運行しています。
3月24日（日曜日）までの土日祝日のみ運行。
1便目 ございん7時15分 案内所7時35分
2便目 ございん8時40分 案内所9時00分

※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

