
○好評開催中！　「ひなの郷せんなん」 （みやぎ仙南エリアの雛祭り）
月　日 イベント名 開催場所 開催時間 内　　　容 問合せ先

3月3日（水）まで 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・・・無料
■休館日・・・期間中無休

弥治郎こけし村
☎0224-26-3993

3月7日（日）まで 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」の雛人形を楽しめます。
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。

■料金・・・500円（期間中リピーター無料）
■休館日・・・期間中無休

柴田町商工観光課
☎0224-55-2123

3月11日（木）まで 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
■休館日・・・火曜日

白石まちづくり（株）
☎0224-25-6054

3月14日（日）まで 第10回かくだ牟宇姫（むう
ひめ）ひなまつり

・道の駅かくだ
（角田市枝野字北島81-1）
・角田市内商店　各店舗

各店舗により異なる 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「雛人形展」も併せてご覧ください。

■料金・・・無料
■休館日・・・各店舗により異なる

角田市商工観光課
☎0224-63-2120

3月14日（日）まで 雛人形展

※2月21日（日）より、内容
を変更

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

2月13日に発生した地震の影響により、「企画展【雛人形】」の内容を変更して、2月21日（日）より「雛人形
展」を開催します。明治・大正期の建築である母屋を会場に、現代のおひなさまを中心としたあでやかな雛
飾りをぜひご覧ください。

■料金・・・無料
■休館日・・・月曜日・祝祭日
※地震の影響により、伊達家ゆかりの雛人形・古今雛・芥子雛・米蔵展示室は、展示・観覧を中止していま
す。

角田市郷土資料館
☎0224-62-2527

3月21日（日）まで 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。

■料金・・・大人300円、小中学生150円（未就学児無料）
■休館日・・・無休

みやぎ蔵王こけし館
☎0224-34-2385

3月21日（日）まで 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
（最終入館：午後3時
30分）

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。

■料金・・・大人620円、中学生以下310円
■休館日・・・月曜日（月曜日が祝日の場合は翌日）

蔵の郷土館　齋理屋
敷
☎0224-72-6636

3月28日（日）まで 企画展「春を告げる 村田の
お雛さま」

村田町歴史みらい館
（村田町大字村田字迫85）

午前9時～午後5時
（展示室への入室は
午後4時30分まで）

村田町で飾られた雛人形を中心に展示し、昔行われていた「お雛見」の紹介を行います。
東北自動車道「村田ＩＣ」すぐ、「道の駅村田」に隣接していますので、ドライブや買い物の際に気軽にお立ち
寄りください。

■料金・・・無料
■休館日・・・月曜日（月曜日が祝日の場合は翌日）

村田町歴史みらい館
☎0224-83-6822

3月28日（日）まで 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）

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。

■料金・・・イベント自体は無料（別途，入園料や駐車料金がかかります）
■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
■駐車料金・・・普通車320円
■休園日・・・火曜日（火曜日が祝日の場合は翌日）
※期間中の各種催し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

4月11日（日）まで 白石・人形の蔵のひなまつ
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。

■料金・・・大人400円、高校生以下200円
■休館日・・・水曜日

白石・人形の蔵
☎0224-26-1475

3月18日（木）～
4月18日（日）

ORADAZU（おらだず）の雛
まつり

七ヶ宿町水と歴史の館
（七ヶ宿町字上野8-1）

午前9時30分～午後4
時

ご家庭の雛人形や、手作りのつるし飾りのほか、子どもたちが制作した「雛まつり」にちなんだ作品が展示
されます。町民で作り上げた七ヶ宿らしさ満載の心温まる雛まつり展となっていますので、ぜひお越しくださ
い。

■料金・・・一般320円、高校生200円、小中学生100円
■休館日・・・月曜日（月曜日が祝日の場合は翌日）

七ヶ宿町水と歴史の
館
☎0224-37-2739

　　　　　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が変更になる可能性がありますので、事前にご確認いただくようお願いいたします。
　　　　　お出かけの際は、主催者が実施する感染防止対策の確認をした上で、ご自身でも感染防止対策を徹底するなど、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-202103.html イベントの最新情報

はこちらから！

みやぎ仙南地域の 「ひな祭り」

と近隣のおいしいスイーツを
まとめてご紹介！

「ひなの郷せんなん」ＨＰ

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


○３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
3月1日～9月末ま
で

渓流釣り解禁 澄川上流
（蔵王町）

終日 例年3月から9月まで、蔵王山麓の川で渓流釣りが解禁。イワナなどを釣ることができます。
渓流釣りの際は「入漁券」の購入が必要です。（年間4,800円、一日900円）

蔵王町観光案内所
☎0224-34-2725

3月2日（火）～
3月7日（日）

古民具アート展
（工房四季庵）

道の駅「村田」
（村田町大字村田字北塩内
41）

午前10時～午後4時 工房四季庵による古民具展（明治、大正、昭和の時代に生活の糧にしていた古いもの等を現代風にリメイ
クした創作展）です。
■入場料・・・無料

道の駅「村田」
☎0224-83-5505

3月7日（日）・
3月21日（日）

雪上トレッキング 宮城県蔵王野鳥の森自然
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 深雪の銀世界をスノーシューをはいて歩きます。さまざまな表情の冬芽を観察したり、雪の上につけられた
動物の足跡をたどってみたりして、ことりはうすの冬を満喫！
■20名程度（予約不要）
■料金・・・300円
※雪のコンディションによって中止になる場合があります。雪上トレッキングが中止になった場合は、希望者
に「野鳥の森ハイキング」（料金200円）を実施します。

宮城県蔵王野鳥の森
自然観察センター「こ
とりはうす」
☎0224-34-1882

3月7日（日）・
3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・・・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50％オフ

みやぎ蔵王白石ス
キー場
☎0224-24-8111

3月10日（水） みやぎ蔵王白石スキー場
「おとなのスキー教室」

みやぎ蔵王白石スキー場
（白石市福岡八宮字不忘
山）

終日 おとなの方向けのスキーレッスン。初級・中級者対象。スキーはしばらくやってない・・・という方も大歓迎！
■料金・・・4,200円（レッスン + １日券 + 昼食付）

みやぎ蔵王白石ス
キー場
☎0224-24-8111

3月11日（木） スノートレッキング みやぎ蔵王白石スキー場
（白石市福岡八宮字不忘
山）

終日 自然満喫トレッキング！　まっさらな雪原をスノーシューで歩きます。運が良ければうさぎに会えるかも？
■料金・・・3,000円

みやぎ蔵王白石ス
キー場
☎0224-24-8111

3月14日（日） みやぎ蔵王白石スキー場
第1回アザレアフォーメー
ション大会

みやぎ蔵王白石スキー場
（白石市福岡八宮字不忘
山）

終日 スキー、スノーボードの2名以上のチームで参加！　フォーメーション滑走の演技構成・技術で競います。詳
しくはホームページをご覧ください。

みやぎ蔵王白石ス
キー場
☎0224-24-8111

3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　（別途入館料がかかります）
■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

3月18日（木） 味噌屋が教える味噌作り教
室

道の駅「村田」
（村田町大字村田字北塩内
41）

午前10時～正午頃 村田町内の（有）桜中味噌店が教える味噌作り体験教室。宮城県産の原材料を使用した味噌作りです。
■3月10日（水）まで，事前に参加申込みが必要です。
■料金・・・5,800円（味噌5kg）

道の駅「村田」
☎0224-83-5505

3月19日（金）～
3月21日（日）

奏でるWaza展 道の駅「村田」
（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（手描友禅・仙臺さすり・ガラス彫刻・トンボ玉・ 和布小物・組紐・ブ
リザードフラワー・柿渋染め）が一堂に展示され、実演・販売も行います。
■入場料・・・無料

道の駅「村田」
☎0224-83-5505

3月21日（日） シルク和紙・紙漉き体験 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（別途入館料がかかります）
■入館料・・・大人620円、中学生以下310円
※団体のみ要予約

蔵の郷土館　齋理屋
敷
☎0224-72-6636

3月27日（土）～
3月28日（日）

春蘭展 道の駅「村田」
（村田町大字村田字北塩内
41）

午前10時～午後4時
（※販売物が無くなり
次第終了）

町内外の春蘭愛好家の作品を展示・即売（一部）します。
■入場料・・・無料

道の駅「村田」
☎0224-83-5505

○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
3月14日（日）まで 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）
※電話で事前予約が可能です。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
4月8日（木）～
4月11日（日）

蔵王エコーライン
「雪の壁ウォーク2021」

蔵王エコーライン大黒天～
縞の沢

※各ツアー催行会社
にお問い合わせくださ
い

長く厳しい冬を物語る蔵王エコーラインの両側にそそり立つ約10mの雪の壁。この雪の回廊を、ウォーキン
グしながら満喫してみませんか。山岳ガイドの先導で往復2kmのコースを歩きます。雄大な蔵王ならではの
冬の置き土産をお楽しみください。
■参加方法・・・指定のツアーまたはシャトルバスを利用。
※蔵王エコーライン開通前のため、マイカーでの会場内への立入・乗り入れはできません。
※詳細については、蔵王町観光物産協会ホームページでご確認ください。

一般社団法人蔵王町
観光物産協会
☎0224-34-4401

5月23日（日） 日本の蔵王ヒルクライム・
エコ2021

蔵王エコーライン・ハイライ
ン

・集合時間：午前6時
45分～午前7時
・開会式（競技説明）：
午前7時10分
・競技開始：午前7時
20分

雪壁残る蔵王エコーラインとハイラインを舞台に、激坂を登る自転車ロードレースです。「遊季亭まるふく」
の駐車場から刈田山頂のゴールまで、距離18.4km、標高差1,328mを競技者が走り抜きます！
■エントリー受付期間・・・4月11日（日）まで
※事前申込制です。詳しくは大会公式ホームページをご参照ください。
※午前6時から12時30分まで、宮城県側の蔵王エコーライン・ハイラインは通行止めとなります。

日本の蔵王ヒルクライ
ム実行委員会
（蔵王町スポーツ振興
課）
☎ 0224-33-3388

参加者募集中 ！

４日間だけの “格別な旅” 『雪の壁ウォーク２０２１』

（一社）蔵王町観光物産協会

「雪の壁ウォーク2021」ＨＰ

「雪の壁ウォーク2021」

公式ＷＥＢサイト

今しか見られない

『みやぎ蔵王の樹氷めぐり』
ぜひご堪能ください ！

マウンテンフィールド

みやぎ蔵王すみかわスノーパーク

「みやぎ蔵王の樹氷めぐり」ＨＰ


