
○4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

4月5日（火）～
5月29日（日）

齋理屋敷「端午の節句」 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 七代続いた豪商・齋藤家に代々伝わる2領の鎧兜を齋理屋敷で披露。武者幟や玩具、人形など歴史を感じさせる品々を展示して
います。
■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

4月8日（金）～
10日（日）

こけしと木地玩具展 道の駅村田　物産交流センター
（村田町村田北塩内41）

午前10時～ 東北の風土に根ざし、人々に育まれた伝統こけし。
宮城の遠刈田系・弥次郎系・鳴子系、青森の津軽系、福島の土湯系、秋田の木地山系、岩手の南部系など、各地域で特徴のあ
るこけしの展示即売を行います。また、こけしの絵付け体験も開催します。

（一財）村田町ふるさ
とリフレッシュセンター
☎0224-83-5505

4月16日（土）
～24日（日）

小京都むらた写真展
～春の桜ウィーク～

道の駅村田　物産交流センター
（村田町村田北塩内41）

午前9時～午後4時 第30回みちのく宮城の小京都・村田フォトコンテストに応募のあった作品を展示します。また、昨年展示できなかった第29回フォト
コンテストの応募写真のほか、これまでのフォトコンテストで受賞された作品の中から「桜」をテーマにした写真の展示も行います。

村田町観光物産協会
☎0224-83-2113

4月22日（金）
【予定】

蔵王エコーライン開通 蔵王エコーライン 午前11時～ 蔵王連峰を東西に横断し宮城県と山形県をつなぐ山岳道路、蔵王エコーラインが開通します。4月下旬～11月上旬までの開通期
間中には、春は「雪の回廊」、夏は「新緑」、秋は「紅葉」といったように、季節ごとに変わる周囲の自然を眺めながらドライブを楽し
むことができます。

蔵王町観光案内所
☎0224-34-2725

4月22日（金）
～24日（日）

いっさいがっさい猫だらけ
グッズ即売会in丸森

丸森町八雄館ホール
（丸森町町東69）

午前10時～午後3時 2022年は世界にゃんにゃん年！
ネコグッズ・猫雑貨・お菓子・コーヒーの販売やワークショップが行われます。
猫神様のパネル展も同時開催されます。

まるもりデザイン
☎0224-72-4127

4月23日（土）
～5月5日（木・
祝）

第25回かくだ菜の花まつり 菜の花畑：阿武隈川角田橋下流右
岸河川敷（角田市藤田字中谷地地
内）
催事・物産市会場：道の駅かくだ

午前9時～午後5時30分 ゆったりと流れる阿武隈川と残雪を抱いた蔵王連峰を背に、春の息吹を伝える菜の花の黄色いじゅうたんが広がります。約3.2ヘ
クタールの畑に250万本の菜の花が咲く美しい景色をどうぞご覧ください。
今年は新型コロナウイルス感染症対策のため昨年同様長期間での開催となります。菜の花畑を自由にご覧いただきながら、道の
駅での催事やお買い物スタンプラリーをお楽しみください。
抽選で合計40名の方に特産品詰合せやかくだ共通商品券など豪華景品が当たります。

角田市商工観光課
☎0224-63-2120

4月24日（日） 森林セラピー 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～午後1時 森林セラピストとヨガ講師による森林セラピー体験で心身をリフレッシュしましょう。
■参加料　500円
■人数　10名程度　※要予約

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

4月29日（金・
祝）～5月8日
（日）

春の洋ラン展in村田 道の駅村田　物産交流センター
（村田町村田北塩内41）

午前10時～ 町内の洋ラン農家（蔵王洋蘭園）によるカトレアを中心とした洋ラン約2、000鉢の展示即売を行います。会場は洋ランの豪華な飾
りつけで彩ります。 最終日午後1時30分からは、期間中洋ランをお買上げになった方のみが参加できる洋ランのオークションも開
催されます。

（一財）村田町ふるさ
とリフレッシュセンター
☎0224-83-5505

4月30日（土） 蔵王トレッキング
「早春の青麻山を歩く」

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8時～ ヤマブキソウ、ニリンソウ、エイザンスミレなどの春の野草を楽しみましょう。
青麻山林道P→登山口→青麻山頂上→無線中継所→林道→送電線巡視路→青麻山林道P
※ございんホール駐車場に7：50まで集合願います。（乗り合わせで移動）
※3月30日より予約受付開始
※健脚向き中学生以上　　※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。
■参加料　1、000円
■人数　15名程度　※要予約

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

○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

通年（休園日
を除く毎日）
休園日…毎週
火(祝の場合は
翌日休)、4月1
日～6月第3日
曜、7月第3月
曜～10月31日
は無休

みちのく公園「ヤギ・ヒツジ
ふれあい体験」

国営みちのく杜の湖畔公園（北地
区）
（川崎町川内字向原254）

午前10時～
午後4時

みちのく公園の北地区に広がる「みちのく自然共生園」で、ヤギ・ヒツジにえさを与えたり、触れたりできます。
■参加費…無料
※雨天時、荒天時はお休みします
■入園料　大人450円､中学生以下無料、シルバー(65歳以上）210円
※団体割引(20名以上)あり、その他年間パスポートあり（全国の国営公園で利用可）
■交通　山形自動車道･宮城川崎ＩＣより車で約5分｡仙台駅前バス乗り場63番より秋保・川崎仙台西部ライナーで約60分、「みち
のく公園」停留所下車。
■駐車場　普通車320円
※4/24（日）～5/4（水祝）は、ARABAKI　ROCKフェスの為休園となります

みちのく公園管理セン
ター
☎0224-84-5991

2月6日（日）～
4月10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

3月1日（火）～
4月30日（土）

みやぎ川崎産寒ざらしそば
スタンプラリー

みやぎ川崎そばめん棒会加盟店
（手打ちそば川音亭、佐幸精肉食
堂、大勝食堂、麺房はるそば家、
宝来屋　5店）

各店舗営業時間により異
なる

寒ざらしそばスタンプラリー参加方法
①みやぎ川崎そばめん棒会加盟店で、お食事をして下さい。
②加盟店でこのカードをお会計時にご提示下さい。店名スタンプを捺印します。
③5店スタンプを集めたら、必要事項を記入して加盟店にご提出（ご応募）下さい。
④「ざるそば一人前」の食事券をプレゼント。
　※後ほど送付になります。使用店舗は抽選となります。

川崎町観光協会
☎0224—84—6681

3月1日（火）～
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23日(水)～
4月17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

3月下旬～4月
下旬

道の駅かくだ～おかげさま
で3周年～春の章‼

道の駅かくだ（角田市枝野字北島
81-1）

午前9時～午後5時30分 道の駅かくだは今年で3周年を迎えます。3周年を記念して下記の日程でイベントを開催いたします。
3月21日（月）～　花苗フェア、だんご＆スイーツフェア
3月26日（土）15時30分～　角田PR大使Caryaライブ
3月27日（日）10時～15時　にゃんこけし絵付け体験
4月19日（火）9時～　道の駅3周年記念きっぷプレゼント（333枚限定）
4月24日（日）9時～　道の駅DogPark開設6ヶ月記念イベント
※内容が予告なく変更になる場合がございます。詳細についてはお問合わせください。

道の駅かくだ
☎0224-61-2850

○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7日（木）～
10日（日）

蔵王エコーライン雪の壁
ウォーク　2022

蔵王エコーライン上
大黒天駐車場

ございんホール午前8時
30分～遠刈田温泉神の湯
午前8時50分～アクティリ
ゾーツ宮城蔵王午前9時
～大黒天駐車場

開通直前の蔵王エコーラインをウォーキングしませんか？
大黒天駐車場から最高積雪地点「縞の沢」までの往復約2kmのコースで、人数限定の予約制イベントです。通常は車両通行のみ
の道路であるエコーラインを歩ける貴重な機会となっています。
※マイカーでの乗り入れはできません。詳しくは問合せ先までご連絡ください。

蔵王町観光物産協会
☎0224-34-4401

4月10日（日）、
4月24日（日）、
5月8日（日）

春の里山トレッキング体験 みちのく公園里山地区小野分校集
合

午前10時～正午
午後1時～午後3時

春の里山を登山ガイドと巡るトレッキング体験。

■料金500円（3歳以上）※小学生以下は保護者同伴
■定員　先着10名（定員に達していない場合当日受付可）
■入園料　大人450円､中学生以下無料、シルバー(65歳以上）210円
※団体割引(20名以上)あり、その他年間パスポートあり（全国の国営公園で利用可）
■交通　山形自動車道･宮城川崎ＩＣより車で約5分｡仙台駅前バス乗り場63番より秋保・川崎仙台西部ライナーで約60分、「里山
地区入口」停留所下車。

みちのく公園里山地
区小野分校
☎0224-84-2302

4月17日（日） 春の里山を巡る野草観察
会（協力：宮城植物の会）

みちのく公園里山地区小野分校集
合

午前10時～正午 春の里山に咲く野草の花々（リュウキンカ）を巡る観察会。
■料金100円
■定員　先着15名（定員に達していない場合当日受付可）　事前予約
■入園料　大人450円､中学生以下無料、シルバー(65歳以上）210円
※団体割引(20名以上)あり、その他年間パスポートあり（全国の国営公園で利用可）
■交通　山形自動車道･宮城川崎ＩＣより車で約5分｡仙台駅前バス乗り場63番より秋保・川崎仙台西部ライナーで約60分、「里山
地区入口」停留所下車。

みちのく公園里山地
区小野分校
☎0224-84-2302

　掲載されているイベントは、3月16日（水）に発生した地震の影響や、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-2021.html イベントの最新情報

はこちらから！

春爛漫 せんなん
たくさんの花が咲き誇る

仙南地域の春をお楽しみください

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