
○２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30日（土）～
1月31日（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。
（https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/oksgsin-e/kashi2021.html）

宮城県大河原地方振興事
務所　地方振興部
☎0224-53-3182

1月30日（土）～
3月3日（水）

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 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。

■料金…入館無料

弥治郎こけし村
☎0224-26-3993

2月1日（月）～
3月21日（日）

こけしびなまつり みやぎ蔵王こけし館
（蔵王町遠刈田温泉字新地西裏山36-
135）

午前9時～午後5時
（最終入館：午後4時30分）

こけし発祥の地の１つである蔵王町の遠刈田ならではの、素朴で味わいのある木製雛人形を展示・販売しております。
こけし工人がひとつひとつ手作りした、世界で１つだけの「こけしびな」です。

■定休日…無休
■入館料…大人300円，小中学生150円（未就学児無料）

みやぎ蔵王こけし館
☎0224-34-2385

2月2日（火）～
3月21日（日）

齋理屋敷　春の企画展
「齋理の雛まつり」

蔵の郷土館　齋理屋敷
（丸森町字町西25）

午前9時30分～午後4時 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、長い夢から目覚めるときです。

■休館日…月曜日（祝日の場合は，翌日が休館日）
■入館料…大人620円，中学生以下310円

蔵の郷土館　齋理屋敷
☎0224-72-6636

2月6日（土）・
2月7日（日）

七ヶ宿スキー場
ドキドキナイター＆雪だる
ま・雪像まつり

みやぎ蔵王七ヶ宿スキー場
（七ヶ宿町侭ノ上 129）

終日 6日（土）は「ドキドキナイター」。誰でも参加できるお楽しみ抽選会＆打上花火があります。ナイター営業は22時まで。
7日（日）には、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ぜひ投票してください。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

2月6日（土）・
2月27日（土）

ステップアップスキー教室 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 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キッズが対象となります。）
■料金…3,500円（リフト１日券＋昼食付き）
※要申込（定員25名）。参加されたキッズのレンタル料が50％オフ

みやぎ蔵王白石スキー場
☎0224-24-8111

2月7日（日) 第34回「雪だるま・雪像コン
テスト」

七ヶ宿町内 終日 毎年恒例となった七ヶ宿町の冬の風物詩。一般投票はありませんが、沿道には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。

七ヶ宿町観光協会
（ふるさと振興課内）
☎0224-37-2177

2月7日（日）・
2月21日（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
（白石市福岡八宮字不忘山）

終日 ■対象…小中学生
■料金…こどもリフト1日券1,000円引き、レンタル用品50％オフ、スクール一般レッスン料1,000円引き

みやぎ蔵王白石スキー場
☎0224-24-8111

2月7日（日）～
4月11日（日）

白石・人形の蔵の雛祭り 白石・人形の蔵
（白石市城北町4-18）

午前10時～午後4時 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。

■定休日…水曜日
■料金…大人400円、高校生以下200円

白石・人形の蔵
☎0224-26-1475

2月10日（水）～
2月14日（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）

午前10時～午後4時頃 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…入場無料

道の駅「村田」
村田町物産交流センター
☎0224-83-5505

2月11日（木）～
3月11日（木）

壽丸屋敷のほっこりおひな
さま展

壽丸屋敷
（白石市字中町48-5）

午前10時～午後4時 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

2月13日（土） えぼし雪上花火大会 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）

午後7時～午後８時 毎年恒例の冬の花火大会です。澄みきった冬の夜空に、煌めく1,000発の花火が大輪を咲かせます。
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。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。

■料金…駐車料金500円

みやぎ蔵王えぼしリゾート
☎0224-34-4001

2月13日（土）～
3月14日（日）

第10回かくだ牟宇姫ひなま
つり

・道の駅かくだ（角田市枝野字北島81-
1）
・市内商店　各店舗

各店舗営業時間により異なる 今年の「かくだ牟宇姫ひなまつり」では、市内の各所に飾られた雛飾りをご覧いただきながら、市内をお買い物で巡る
「スタンプラリー」をお楽しみいただけます。「スタンプラリー」では、対象店舗3ヶ所のお買い物で、角田の特産品セットな
ど豪華景品が当たる抽選に参加できます。
期間中、角田市郷土資料館で同時開催している企画展「雛人形」も併せてご覧ください。

角田市商工観光課
☎0224-63-2120

2月13日（土）～
3月14日（日）

企画展「雛人形」 角田市郷土資料館
（角田市角田字町17）

午前9時～午後4時30分 伊達政宗公の御息女「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を展示。
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ができる逸品です。他にも堤人形の内裏雛や雛用お膳など、珍しいものを多数展示しま
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）：一人250円

角田市郷土資料館
☎0224-62-2527

2月14日（日） ベガルタ仙台サッカー＆
ルール教室

ホワイトキューブ
（白石市鷹巣東二丁目1-1）

【第一部】
午後1時～午後2時
【第二部】
午後2時～午後4時

【第一部　サッカールール教室】
　・対象　市内小学生50名程度　　　・講師　（社）宮城県サッカー協会審判委員会
【第二部　サッカー教室】
　・対象　市内小学生50名程度　　　・講師　ベガルタ仙台育成スクールコーチ

■申込方法…市内各小学校に配布したチラシで当日申し込んでください。
■料金…第一部、第二部ともに無料

白石市教育委員会
生涯学習課
☎0224-22-1343

2月14日（日） 第20回河北新報杯争奪ア
ザレアスキー技術選手権大
会

みやぎ蔵王白石スキー場（Bコース）
（白石市福岡八宮字不忘山）

※お問い合わせください 「足自慢のお祭り」開催です！　不忘アザレア発足から、今シーズンで20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14日（日） 押し花教室 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 自分だけのオリジナル押し花を作りましょう♪　初歩から丁寧に指導いたします。

■材料費…1,260円　　　※他に入館料（大人620円，中学生以下310円）が必要です。

蔵の郷土館　齋理屋敷
☎0224-72-6636

2月17日（水） 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 冬山トレッキングイベントです。まっさらな雪原をスノーシュー（西洋かんじき）で歩きます。運が良ければうさぎに会える
かも！　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…3,000円

みやぎ蔵王白石スキー場
☎0224-24-8111

2月21日（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

2月21日（日） シルク和紙　紙漉体験 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…500円　　　※他に入館料（大人620円，中学生以下310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

2月24日（水）～
3月7日（日）

大槻幸子　創作和紙人形展
「ほんのり甘酒　雛（ひい
な）のまつり」

麹や
（柴田町船岡西一丁目3-2）

午前10時～午後３時30分 県内で活躍する創作和紙人形作家、大槻幸子氏による人形展です。
和紙の繊細さが光る「ほろよい気分」のひな人形を楽しめます。
築170年の江戸蔵を活かした会場が、和紙人形の美しさを趣深く引き立てます。

柴田町商工観光課
☎0224-55-2123

2月26日（金）～
2月28日（日）

第8回おおがわら佐藤屋で
ひなまつり

国登録有形文化財
佐藤家住宅
（大河原町字200）

午前10時～午後4時
(最終日は午後3時まで)

昭和初期の大地主の屋敷「佐藤屋」で、享保雛、古今雛、現代雛など華やかなひな飾りのほか、東日本では珍しい御殿
雛を一堂に展示。また、フラワーアレンジメントの講習、シャドーボックスの展示、茶席もあります。

佐藤屋プロジェクト
☎090-7560-9611
（佐藤屋プロジェクト代表）

宮城県大河原地方振興事務所

　　　　開催期間 ： 令和２年１２月１日（火）～令和３年２月２８日（日） 県南エリアのひな祭りを一体的にご紹介！　

　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-202102.html イベントの最新情報については

こちらから！

http://www.stmary.jp/index.html#
http://www.stmary.jp/index.html#


○２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

2月27日（土）～
3月28日（日）

みちのく公園　ふるさと村の
雛まつり

国営みちのく杜の湖畔公園
（川崎町小野字二本松53-9）

○2月末まで：
午前9時30分～午後4時

○3月以降：
午前9時30分～午後5時

「ふるさと村の雛まつり」と称し、期間中は地元川崎町を中心に県内の方々から寄贈していただいた「お雛様」を各古民
家に飾ります。
3月6日(土)、7日(日）は甘酒のおふるまいを行います。

■入園料…大人（15才以上）450円、中学生以下無料、シルバー（65才以上）210円
■駐車料…普通車320円
■休園日…火曜日（祝日の場合は翌水曜日）
※期間中の各イベントの開催状況等については、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

2月27日（土） 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）

※右記でご確認ください ○キッズランド宝探し（午後1時30分～）
　　・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（受付：午後1時～1時30分）
　　・『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。
　　　※参加賞あり（全員）、勝者には景品もあります。
○ストラックアウト（そりフラッグレース終了後に開始）
　　・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』（午後3時前後に開始）
　　・スキーセンター１Fにて、ポップコーンを無料でふるまいます。

みやぎ蔵王セントメリース
キー場
☎0224-84-5880

2月28日（日） 齋理ざっと昔 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。

■入館料…大人620円，中学生以下310円

蔵の郷土館　齋理屋敷
☎0224-72-6636

○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

令和2年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

令和2年11月24
日（火）～令和3
年2月末

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
※詳細はホームページで確認

※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、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」をご提供しています。提供店舗・
メニューの詳細は以下のホームページをご覧ください。
（https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/oksgsin-e/okuzukake-fallwin.html）

宮城県大河原地方振興事
務所　地方振興部
☎0224-53-3182

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

令和2年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12）

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

令和2年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）
※電話予約が可能です。また、空席があれば当日現地での申込みも可能です。

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

○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

2月6日（土） 第4回七ヶ宿雪かき選手権 七ヶ宿町内 午前9時30分（受付）～午後1時
30分

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）選手権を開催します。１チーム
３名で、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。詳しくは七ヶ宿くらし研究所ホームページをご覧ください。

■参加費…一人1,500円（昼食、保険料込）
■締切…定員（15チーム）になり次第締切（問合せ先にご連絡ください）

七ヶ宿くらし研究所
☎0224-26-6933

2月6日（土） 第4回スノーランタン in 七ヶ
宿

七ヶ宿町内 午後3時～午後6時30分 毎年恒例の雪だるま・雪像コンテストに合わせて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キャンパスをス
ノーランタンで飾ります。
懐かしの雪遊び体験や、餅つきなども体験でき、休憩には温かいドリンクをサービスします。詳しくは七ヶ宿くらし研究所
ホームページをご覧ください。

■参加費…一人2,000円（食事込）
■締切…定員（20名程度）になり次第締切（問合せ先にご連絡ください）

七ヶ宿くらし研究所
☎0224-26-6933

2月6日（土）～
2月7日（日）

七ヶ宿魅力発見発信モニ
ターツアー

七ヶ宿町内 2月6日（土）　午前11時15分～
2月7日（日）　午後2時30分
（JR白石蔵王駅集合・解散）

真冬の七ヶ宿の魅力を発見して、SNSを通して発信していただける「ご家族」を募集します。
そば打ち体験をはじめ、スノーランタン造りや雪遊び体験等も予定しています。
詳しくは七ヶ宿くらし研究所ホームページをご覧ください。

■参加資格…SNS等で適時七ヶ宿情報を発信していただける方　　※未成年者は保護者同伴の事
■参加費…1泊4食付　12,000円
※ご自宅からJR白石蔵王駅までの往復交通費（公共交通機関）を本イベントが負担します。白石蔵王駅から送迎車が
ありますので，白石蔵王駅までは公共交通機関をご利用ください。
■締切…定員（9名）になり次第締切（問合せ先にご連絡ください）

七ヶ宿くらし研究所
☎0224-26-6933

2月21日（日) 第2回七ヶ宿スキーうまい人
決定戦

みやぎ蔵王七ヶ宿スキー場
（七ヶ宿町侭ノ上 129）

午前8時～午後4時頃 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・メールで提出
■締切…2月14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

2月28日（日） 第35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
（七ヶ宿町侭ノ上 129）

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ホームページでご確認ください。

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

宮城県大河原地方振興事務所

　　　　開催期間 ： 令和２年１２月１日（火）～令和３年２月２８日（日） 県南エリアのひな祭りを一体的にご紹介！　


