
○7月開催イベント
月日 イベント名 開催場所 開催時間 内容 問合せ先

7月1日（水曜日）
～8月23日（日曜日）

齋理屋敷「夏の涼飾り」 丸森町蔵の郷土館齋理屋敷
（丸森町字町西25）

午前9時30分～午後
5時

竹をイメージした吹き流しなどが展示されます。
■料金（入館料）大人620円、中学生以下310円

丸森町蔵の郷土館「齋理屋
敷」
☎0224-72-6636

7月3日（金曜日）～5日
(日曜日）

山野草展 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）

午前10時～午後4時 町内の愛好家が育てた山野草の展示・一部販売を致します。 道の駅「村田」
村田町物産交流センター
☎0224-83-5505

7月5日（日曜日）・
7月12日（日曜日）

野鳥の森ハイキング 宮城県蔵王自然観察セン
ター　ことりはうす
（蔵王町遠刈田温泉字上ノ
原162-1）

午前10時～正午 野鳥、花々や草木を楽しみながら野鳥の森を散策します。
■参加料　200円
■募集人数　15名程度
■申し込み　予約不要（当日会場で参加希望をお伝えください）
※歩きやすい服装(長袖、長ズボン、歩きやすい靴）でご参加ください。

宮城県蔵王自然観察セン
ター　ことりはうす
☎0224-34-1882

7月9日（木曜日）～13日
(月曜日）

サマーフェア洋ラン展 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）

午前10時～午後4時 カトレアを中心とした洋ランの展示即売会を開催します。 道の駅「村田」
村田町物産交流センター
☎0224-83-5505

7月11日（土曜日） 初心者トレッキング　熊野岳コー
ス

みやぎ蔵王白石スキー場
（白石市福岡八宮字不忘山）

午前8時～午後4時 刈田岳から山形方面にトレッキング。宮城の観光名所でもあるお釜を眺めながら熊野岳の山頂を目指します。天
気が良いと山形市内を一望することもできます。
※弁当持参・白石駅から無料送迎付き

■参加費…4,000円（ガイド付き・保険料含む）
■集合…白石駅または城下広場　8：00
■行程…白石駅発・城下広場経由→刈田岳→熊野岳山頂で昼食→刈田岳→白石駅
■準備物…トレッキングに適した服装・靴、昼食、レインウェア

※申し込み予約は、右記にお問い合わせください。

みやぎ蔵王白石スキー場
（特定非営利活動法人不忘
アザレア）
☎0224-24-8111

7月12日（日曜日） 押し花教室 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 鮮やかな花を利用して自分だけのオリジナル押し花を作ってみませんか。
初歩から丁寧に指導いたします。
■料金（材料費）…1,260円  ※別途、入館料がかかります
■料金（入館料）大人620円、中学生以下310円
※要予約

丸森町蔵の郷土館「齋理屋
敷」
☎0224-72-6636

7月18日（土曜日）～19
日(日曜日）

高畠マルシェ 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）

午前10時～午後4時 山形県高畠町マルシェ。
デラウェア、丸ナスなどの農産物を賑売致します。

道の駅「村田」
村田町物産交流センター
☎0224-83-5505

7月19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 かつて養蚕が盛んだった丸森町。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。
■料金（材料費）…500円　※別途、入館料がかかります
■料金（入館料）大人620円、中学生以下310円
※要予約

丸森町蔵の郷土館「齋理屋
敷」
☎0224-72-6636

7月23日（木曜日・祝日） 初心者トレッキング　御田ノ神
コース

みやぎ蔵王白石スキー場
（白石市福岡八宮字不忘山）

午前8時～午後4時 刈田岳から御田ノ神方面にむけてトレッキング。季節の野草・湿原を楽しみます。
※弁当持参・白石駅から無料送迎付き

■参加費…4,000円（ガイド付き・保険料含む）
■集合…白石駅または城下広場　8：00
■行程…白石駅発・城下広場経由→トレッキング開始→昼食→刈田岳→白石駅
■準備物…トレッキングに適した服装・靴、昼食、レインウェア

※申し込みは、右記にお問い合わせください。

みやぎ蔵王白石スキー場
（特定非営利活動法人不忘
アザレア）
☎0224-24-8111

7月23日（木曜日・祝日） 野鳥のくらし 宮城県蔵王自然観察セン
ター　ことりはうす
（蔵王町遠刈田温泉字上ノ
原162-1）

午前10時～午後2時 野鳥の巣箱の使用状況を観察します。
※昼食持参
■参加料　200円
■募集人数　10名程度
■申し込み　要予約（右記問合せ先にお電話ください）

宮城県蔵王自然観察セン
ター　ことりはうす
☎0224-34-1882

７月26日（日曜日） 齋理ざっと昔 丸森町蔵の郷土館齋理屋敷
（丸森町字町西25）

午前10時頃より（状
況により時間変動の
可能性あり）

丸森の語り部たちが齋理の昔を語りかけます。
■料金（入館料）大人620円、中学生以下310円

丸森町蔵の郷土館「齋理屋
敷」
☎0224-72-6636

7月28日（日曜日） 子どもハイキング 宮城県蔵王自然観察セン
ター　ことりはうす
（蔵王町遠刈田温泉字上ノ
原162-1）

午前10時～正午 発見！冒険！ハイキングを通じてワクワク体験してみましょう。
※　小学校低学年までの親子対象
■参加料　200円
■募集人数　15名程度
■事前申し込み　不要（当日会場で参加希望をお伝えください）
※　歩きやすい服装(長袖、長ズボン、歩きやすい靴）でご参加ください。

宮城県蔵王自然観察セン
ター　ことりはうす
☎0224-34-1882

7月31日（金曜日）～８月
２日(日曜日）

奏でるＷａｚａ展 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）

午前10時～午後4時 　県内に住む新進気鋭の工芸作家の作品（真鍮（しんちゅう）細工・手描友禅・仙臺さすり・ガラス彫刻・トンボ玉・
和布小物・柿渋染め）が一堂に展示され、実演も行います。

道の駅「村田」
村田町物産交流センター
☎0224-83-5505

　掲載されているイベントは、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、中止又は延期になる可能性があります。
　また、施設自体も休館又は営業時間変更になる可能性がありますので、事前にご確認いただきますようお願いいたします。
　なお、お出かけの際には、主催者が実施する感染防止策の確認等をした上で、感染防止を徹底するなど特に注意してください。



○好評開催中
月日 イベント名 開催場所 開催時間 内容 問合せ先

5月～11月の日曜日
（詳細はお問い合わせく
ださい）

遠刈田温泉朝市 共同浴場「神の湯」前特設会
場
（蔵王町遠刈田温泉）

午前6時～午前8時 蔵王町で採れた地場産品を生産者が自ら販売します。新鮮で安心できる食材をお買い求めにくる人たちで賑わい
ます。

遠刈田温泉朝市実行委員会
☎0224-33-3070

令和2年4月15日（水）～
令和3年2月12日（金）

七ヶ宿フォトコンテスト2020 七ヶ宿町内 － テーマ「七ヶ宿で撮ったとびっきりの１枚」と致しまして長期間に渡るフォトコンテストを開催中。入賞者には七ヶ宿
町内の施設利用券や宿泊券が贈られます。カメラ部門とインスタグラム部門があり、どなたでも参加しやすくなっ
ていますので、是非ご応募ください。
詳しくは
https://town.shichikashuku.miyagi.jp/sightseeing/news/2020/05/2020.html
（七ヶ宿町観光サイト）をご覧ください。

七ヶ宿町観光協会
☎0224-37-2177

○参加者募集
月日 イベント名 開催場所 開催時間 内容 問合せ先

8月8日（土曜日） 初心者トレッキング　熊野岳コー
ス

みやぎ蔵王白石スキー場
（白石市福岡八宮字不忘山）

午前8時～午後4時 刈田岳から山形方面にトレッキング。宮城の観光名所でもあるお釜を眺めながら熊野岳の山頂を目指します。天
気が良いと山形市内を一望することもできます。
※弁当持参・白石駅から無料送迎付き

■参加費…4,000円（ガイド付き・保険料含む）
■集合…白石駅または城下広場　8：00
■行程…白石駅発・城下広場経由→刈田岳→熊野岳山頂で昼食→刈田岳→白石駅
■準備物…トレッキングに適した服装・靴、昼食、レインウェア

※申し込み予約は、右記にお問い合わせください。

みやぎ蔵王白石スキー場
（特定非営利活動法人不忘
アザレア）
☎0224-24-8111

8月17日(月曜日)～18日
(火曜日)
【1泊2日】

野外活動指導者研修会 宮城県蔵王自然の家
（蔵王町遠刈田温泉字上ノ
原155-1）

終日
※集合時間等はお問
い合わせください

様々な自然体験活動をとおして、野外活動の楽しさを味わうとともに、野外活動の基本的な技能向上を図ります。
■対象・定員　教育関係者　（40人程度）　※宮城県内在住者に限ります
■主な活動　野外活動に関する講話、ニジマスつかみ体験、蔵王登山　等
■申込方法　参加申込書に必要事項を記入のうえ，FAXまたはメールで送付後，
　　　　　　　　電話でご連絡ください。
■料金（参加費）　4,000円
■申込期間　7月10日(金曜日)まで

宮城県蔵王自然の家
☎0224-34-2101

8月29日(土曜日)～30日
(日曜日）
【1泊2日】

満喫！蔵王の夏 宮城県蔵王自然の家
（蔵王町遠刈田温泉字上ノ
原155-1）

終日
※集合時間等はお問
い合わせください

蔵王の夏の自然に親しむ活動をとおして、親子のふれあいを深めます。
■対象・定員　50名　15家族程度　※宮城県内在住者に限ります
■主な活動　沢遊び、ニジマスつかみ、星空観察、「沢登り・御釜登山・遠刈田温泉散策」からコース選択
■申込方法　メールまたは往復ハガキ
■料金（参加費）　3,000円程度　※選んだコースによって料金が変わります。
■申込期間　7月１日(水曜日)～7月22日(水曜日)　※当日受信・消印有効
■ホームページで詳細をご確認の上、お申し込みください。

宮城県蔵王自然の家
☎0224-34-2101

9月13日（日曜日） 親子で遊ぼうin蔵王 宮城県蔵王自然の家
（蔵王町遠刈田温泉字上ノ
原155-1）

午前９時４５分～午
後３時

蔵王の自然の中で体験活動に親しみながら、親子の絆を深めます。
■対象・定員　３０名　１０家族程度　※宮城県内在住者に限ります。
■主な活動　ニジマスつかみ、森の探検
■申込方法　メールまたは往復ハガキ
■料金（参加費）　800円程度
■申込期間　７月８日（水曜日）～７月２２日（水曜日）　※当日受信・消印有効
■ホームページで詳細をご確認の上、お申し込みください。

宮城県蔵王自然の家
☎0224-34-2101

9月26日（土曜日） 秋の野草研究会 みやぎ蔵王白石スキー場
（白石市福岡八宮字不忘山）

未定（詳細はお問い
合わせください）

紅葉のゲレンデで自生する山野草・きのこを観察しながら散策します。昼食は山菜・きのこ料理をお楽しみいただ
き、午後は展示物を使ってのガイドによる野草講習会を行います。
※白石駅から無料送迎バス（要予約）あり

■参加費…2,500円（昼食代・保険料含む）
■集合…みやぎ蔵王白石スキー場
■準備物…ゲレンデに適した服装・靴

※申し込みは、右記にお問い合わせください。

みやぎ蔵王白石スキー場
（特定非営利活動法人不忘
アザレア）
☎0224-24-8111

10月8日（木曜日） 中級者登山　南蔵王縦走登山 みやぎ蔵王白石スキー場
（白石市福岡八宮字不忘山）

午前7時～午後4時 健脚向けの登山イベントです。登山経験のある方が対象となります。刈田岳から不忘山山頂へ紅葉を眺めながら
縦走します。不忘山を下りて白石スキー場のセンターハウスまでの全長約10ｋｍの登山コースです。
※弁当持参

■参加費…4,000円（ガイド付き・保険料含む）
■集合…白石スキー場　7：00
■行程…白石スキー場→刈田岳（バス移動）→前山→屏風岳→不忘山→不忘の碑→白石スキー場
■準備物…トレッキングに適した服装・靴、昼食、レインウェア

※申し込みは、右記にお問い合わせください。

みやぎ蔵王白石スキー場
（特定非営利活動法人不忘
アザレア）
☎0224-24-8111

11月3日（火曜日） 初心者トレッキング　不忘散策
コース

みやぎ蔵王白石スキー場
（白石市福岡八宮字不忘山）

午前8時～午後4時 秋の不忘地域を紅葉を楽しみながらトレッキングします。
※弁当持参・白石駅から無料送迎付き

■参加費…4,000円（ガイド付き・保険料含む）
■集合…白石駅または城下広場　8：00
■行程…白石駅発・城下広場経由→トレッキング開始→昼食→刈田岳→白石駅
■準備物…トレッキングに適した服装・靴、昼食、レインウェア

※申し込み予約は、右記にお問い合わせください。

みやぎ蔵王白石スキー場
（特定非営利活動法人不忘
アザレア）
☎0224-24-8111

宮城県大河原地方振興事務所


