
○1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

1月1日（金曜日・祝
日）

2021元旦「けり初め」 白石川サッカー公園
(白石市郡山西堀地内）

午前10時～正午（9時30分集合） サッカー愛好者ならどなたでも参加できます。事前の申し込みも不要です。元旦からサッカーで楽しく体を動
かしませんか。

白石サッカー協会
会長　大宮
℡0224-25-1073

1月1日(金曜日・祝日) 2021年オープニングデー
新年もちつき大会＆玉こん
振る舞い

みやぎ蔵王七ヶ宿スキー場
（七ヶ宿町侭ノ上129）

午前11時～ 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。

■場所…ロッヂ前

みやぎ蔵王七ヶ宿スキー
場
℡0224-37-3111

1月2日（土曜日）、3
日（日曜日）

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 ）

1月2日（土）：午前8時～午後5時
1月3日（日）：午前8時～午後4時
※営業時間は変更になる可能性が
ありますのでご了承ください。

丸森町の耕野地区にある、いなか道の駅「やしまや」さんで初売りが実施されます。 いなか道の駅やしまや
℡0224-75-2111

1月3日（日曜日）、4
日（月曜日）

新春初売り 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9時～午後5時（無くなり次第終
了）

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）を販売します。
また、豪華景品（玄米30キロ等）が当たるお楽しみ抽選会や「生田目(なまため)石板画展」も同時開催しま
す。

（一財）村田町ふるさとリ
フレッシュセンター
℡0224-83-5505

1月4日（月曜日） 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）

午前9時～午後4時 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。 いきいき交流センター大
内
℡0224-79-3151

1月7日（木曜日）
～11日（月曜日・祝
日）

新春洋ラン展 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5時（無くなり次第
終了）

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
ベントです。

（一財）村田町ふるさとリ
フレッシュセンター
℡0224-83-5505

1月9日（土曜日），
1月24日（日曜日）

みやぎ蔵王白石スキー場
「キッズスキー教室」

みやぎ蔵王白石スキー場（白石市福
岡八宮不忘山）

午前8時30分～午後4時30分 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パーセントオフとなります。
■料金…3,500円（レッスン＋リフト1日券＋昼食付＋レンタル50％off）
※送迎バス有り（要予約）
※定員25名

みやぎ蔵王白石スキー
場
℡0224-24-8111

1月11日（月曜日・祝
日）

碧水園「舞台清め式」 古典芸能伝承の館「碧水園」茶室
（白石市南町2-1-13）

午後1時～午後4時30分頃 伝統的な神事を行った後，めでたい神楽やもちまきをします。また日舞や琴などの伝統芸能も披露されま
す。
新春の1日，日本の伝統文化に親しんでみませんか？

■内容…神楽・日本舞踏・筝曲・長唄等
※入場無料

碧水園
℡0224-25-7949

1月12日（火曜日） スキーおとなの日 みやぎ蔵王白石スキー場（白石市福
岡八宮不忘山）

午前8時30分～午後4時30分 全国的にスキーの日!!　白石スキー場はおとながお得!!
大人リフト1日券50％off・スクールレッスン料（高校生以上）50％off!!

みやぎ蔵王白石スキー
場
℡0224-24-8111

1月13日（水曜日） 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）

午前8時30分～午後4時30分 大人の方の初・中級者向けのスキーレッスン。
■料金…4,200円（1日券・レッスン・昼食付き）

みやぎ蔵王白石スキー
場
℡0224-24-8111

1月16日（土曜日） わらじ作り講習会 七ヶ宿町高齢者センター
(七ヶ宿町字瀬見原101)

午前9時～正午 七ヶ宿町の一大イベントである「わらじで歩こう七ヶ宿」でも使用されている「わらじ」を作る講習会です。
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！

■申込期限…1月15日（金曜日）まで
■定員…若干名
※予約制になりますので、事前にお問い合わせください。

七ヶ宿町高齢者センター
℡0224-37-2231

1月17日（日曜日） みやぎ蔵王白石スキー場
「スキーこどもの日」

みやぎ蔵王白石スキー場（白石市福
岡八宮不忘山）

午前8時30分～午後4時30分 小・中学生のリフト料金が1,000円です。レンタル料50％off・スクールレッスン料が1,000円引き！
※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17日（日曜日） みやぎ蔵王セントメリース
キー場「スキー子供の日」

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）

午前9時～午後5時 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
ご利用いただけます。
さらに、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めに!!

みやぎ蔵王セントメリー
スキー場
℡0224-84-5880

1月17日（日曜日） 丸森シルク和紙紙漉き体
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）

午前10時～午後3時 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
■料金（入館料）大人620円、中学生以下310円
※団体のみ要予約

丸森町蔵の郷土館「齋理
屋敷」
☎0224-72-6636

1月22日（金曜日）
～24日（日曜日）

クリスマスローズ展 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5時（無くなり次第
終了）

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。

（一財）村田町ふるさとリ
フレッシュセンター
℡0224-83-5505

1月23日(土曜日) ドキドキナイター
冬の打上花火＆お楽しみ
抽選会

みやぎ蔵王七ヶ宿スキー場
（七ヶ宿町侭ノ上129）

■お楽しみ抽選会…午後6時45分
～
　 冬の打上花火…午後7時～

誰でも参加出来るお楽しみ抽選会や、冬の夜空に舞い上がる花火をお楽しみいただけます。

※ナイター営業午後10時まで

みやぎ蔵王七ヶ宿スキー
場
℡0224-37-3111

宮城県大河原地方振興事務所

開催期間：１２月１日（火曜日）から令和３年２月２８日（日曜日）まで

　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。
イベントの最新情報については，宮城県大河原地方振興事務所ホームページよりご確認ください。

リンク先：https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/oksgsin-e/event-202101.html イベントの最新情報については

こちらから！



○1月開催イベント（続）
月日 イベント名 開催場所 開催時間 内容 問合せ先

1月23日（土曜日） みやぎ蔵王セントメリース
キー場「お楽しみデー」

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）

○キッズランド宝探し
　午後１時30分～
○そりフラッグレース
　受付：午後１時～１時30分
○ストラックアウト
　そりフラッグレース終了後開始
○『無料ポップコーン』
　午後３時前後開始

○キッズランド宝探し
　キッズランド内において宝探しゲームを開催。
○そりフラッグレース
　『親子の部』２年生以下のペア→30組
　『個人の部』３年生以上→20名
　キッズランドそりコースにて、宝探し終了後に開始します。
　参加料無料、但しリフト券又はキッズランド券が必要です。
　参加賞(全員)、勝者には景品もあります。
○ストラックアウト
　キッズランドにて、フラッグレース終了後に開始します。
○『無料ポップコーン』
　スキーセンター１Fにて、ポップコーンを無料振る舞い

みやぎ蔵王セントメリー
スキー場
℡0224-84-5880

1月24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）

午前10時～午後3時の間（随時） 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
※団体のみ要予約

丸森町蔵の郷土館「齋理
屋敷」
☎0224-72-6636

1月24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
（蔵王町遠刈田温泉字倉石岳国有林
内）

詳細はお問い合わせください ちびっこのみんなで楽しむそり大会を開催します。
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。

みやぎ蔵王えぼしリゾー
ト
℡0224-34-4001

1月30日（土曜日）
～1月31日（日曜日）

せんなん菓子マルシェ
2021
～せんなんプレバレンタイ
ン～

道の駅村田（村田町物産交流セン
ター）
２階
（村田町大字村田字北塩内41）

午前10時～午後3時 仙南地域のお菓子屋さんが道の駅村田に集合。人気のお菓子の他、バレンタインに向けて、冬のおすすめ
商品も販売します。

宮城県大河原地方振興
事務所　地方振興部
☎0224-53-3182
FAX：0224-53-3076
メール：
oksinbk2@pref.miyagi.lg.jp

1月30日（土曜日）～
3月3日（水曜日）

弥治郎こけし村　雛の宴展 弥治郎こけし村
（白石市福岡八宮字弥治郎北72-1）

午前9時～午後4時 全国の工人が制作した木地びなを多数展示しています。頭が大きく、頭頂に豊かな色彩で二重三重のろくろ
模様を描いた伝統的な弥治郎こけしとはひと味違った，「こけしびな」や「こまびな」など、愛らしいこけしで作
られた雛人形を多数展示・販売をしています。

※入場無料

弥治郎こけし村
℡0224-26-3993

○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

12月1日（火）
～令和3年2月28日
（日）

ナゾ解き発見ゲーム「県南
ご当地キャラクターを探
せ！2020」

県南2市7町の観光施設 各施設の営業時間をご確認くださ
い

ナゾを解いて県南地域のご当地キャラクターが隠れている場所を巡るナゾ解きスタンプラリーを開催しま
す。キーワードとスタンプを集めて応募すると、抽選で41 名様に温泉宿泊券やキャラクターグッズなどの豪
華賞品が当たります。ぜひご参加ください。 多くの方のご参加をお待ちしています。
■参加費…無料
■参加方法…ナゾと応募用紙のついたリーフレットをご準備ください
■リーフレット配布場所
…宮城県内の主な観光施設で配付しているほか、ホームページ
（https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/oksgsin-e/kennan-character2020.html）からもダウンロードできます。

仙台・宮城観光キャン
ペーン推進協議会県南
地域部会(宮城県大河原
地方振興事務所地方振
興部内)
☎0224-53-3182

12月1日（火）～
令和3年2月28日（日）

阿武隈ライン舟下り「こたつ
舟」

丸森町観光交流センター（阿武隈ライ
ン舟下り乗船場）
（丸森町字下滝17）

1日4便運航
午前10時～
午前11時30分～
午後1時～
午後2時30分～

こたつに入って雪景色を眺め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，子ども（小学生）750円
■鍋セット（乗船料込み）…お問い合わせください。
※鍋セットは3名様以上で、ご利用日の3日前までに予約をお願いします。

（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

12月4日(金)～
令和3年1月11日(月・
祝)

「おおがわら桜イルミネー
ション」
「おばんなりスター★大河
原☆」（駅前イルミネーショ
ン）

白石川右岸桜堤（尾形橋～末広橋
間）、
JR大河原駅前広場
（大河原町大谷字町向116-1）、
駅前Oｒｇａ周辺

おおがわら桜イルミネーション
午後5時～午後10時
おばんなりスター★大河原☆
午後5時～午後11時

白石川沿いの桜38本が、桜色のLEDで淡く輝き、下から照らすスポットライトの光が冬に咲く桜の花を印象
付けます。また、ご当地キャラクターの「さくらっきー」が桜色にライトアップされる「おばんなりスター★大河
原☆」は、今年は駅前Oｒｇａ周辺までイルミネーション規模を拡大して開催されます。

大河原町商工観光課
☎0224-53-2659
大河原町観光物産協会
☎0224-53-2141

12月5日（土）
～令和3年1月10日
（日）

メタセコイアの奇跡！光輝
け槻木駅2020

JR槻木駅前広場
（柴田町槻木新町1-1-1）

午後4時30分～午後11時 槻木駅のシンボルとなった樹齢50年を越えるメタセコイア。今年も冬の夜空に美しく輝き皆さんの心を温め
ます。
12月5日（土）午後4時30分から槻木駅前で点灯式を開催します。

メタセコイアの奇跡！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）
☎0224-56-1997

12月15日（火）
～令和3年1月17日
（日）

齋理屋敷冬の企画展「齋
理の歳迎え」

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 金の屏風に蒔絵のお椀、朱塗りのお膳など、お正月ならではの豪華な収蔵品を居宅大広間に展示します。

■料金（入館料）…大人620円、中学生以下310円

丸森町蔵の郷土館斎理
屋敷
☎0224-72-6636

12月26日（土）
～令和3年3月14日
（日）

みやぎ蔵王の樹氷めぐり マウンテンフィールド宮城蔵王すみか
わスノーパーク
（蔵王町遠刈田温泉字倉石岳国有林
内）

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

「マウンテンフィールド宮城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「樹氷」をご覧いただくツアーです。
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！
■料金（往復）…大人5,000円～，小学生以下4,000円（価格ランク有）
※11月1日より電話予約が可能です。また、空席があれば当日現地での受付も可能です。

マウンテンフィールド宮城
蔵王すみかわスノーパー
ク（予約・お問合せ）
☎0224-85-3055

11月24日（火）
～令和3年2月末まで

季節の「おくずかけ」企画
（秋冬）

仙南地域のおくずかけ提供店７店舗
※詳細はHP

※各店舗の営業時間による 宮城県南部を中心とする郷土料理「おくずかけ」と旬の食材を楽しんでいただける企画を実施します。おくず
かけ提供店のうち７店舗にて、令和３年２月末までの期間限定で、旬の食材が入った「秋冬のおくずかけ」を
期間限定でご提供しています。提供店舗・メニューの詳細は以下のHPをご覧ください。
（https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/oksgsin-e/okuzukake-fallwin.html）

大河原地方振興事務所
☎0224-53-3182

11月6日（金）～
令和3年1月14日（木）

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 午後5時～午後10時
※クリスマス及び大晦日は深夜ま
で点灯

商店街の夜を鮮やかに彩るイルミネーションを是非ご覧ください。 白石中央通り商店街振
興組合
☎0224-25-1188

10月30日(金)
～令和3年1月12日
(火)

第29回みちのく宮城の小京
都・村田フォトコンテスト

村田町内 － 今年も「みちのく宮城の小京都・村田フォトコンテスト」を開催します。昨年は県内外問わず26名62作品の応
募がありました。例年実施しているカメラ部門に加え、今年度からInstagram部門も新しく設けました。写真が
お好きな方、村田がお好きな方は是非応募してください。入賞者には豪華な賞品を贈ります。詳細は町ホー
ムページをチェックしてください。(http://www.town.murata.miyagi.jp/kanko/event/syashinten/index.html)

村田町観光物産協会
☎0224-83-2113

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。
詳しくは七ヶ宿町観光サイト（https://town.shichikashuku.miyagi.jp/sightseeing/news/2020/05/2020.html）
をご覧ください。

七ヶ宿町観光協会
☎0224-37-2177

宮城県大河原地方振興事務所

開催期間：１２月１日（火曜日）から令和３年２月２８日（日曜日）まで


