○5月開催イベント
月日

平成31年4月24日
イベント名

5月～11月の日曜日 遠刈田温泉朝市
（詳細はお問い合わ
せください）

開催場所

開催時間

共同浴場「神の湯」前特設会場 午前6時～午前8時
（蔵王町遠刈田温泉）

内容

問合せ先

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 遠刈田温泉朝市実
る人たちで賑わいます。
行委員会
☎0224-33-3070

5月～11月の土日祝 地場産品直売会「ございん 蔵王町ふるさと文化会館特設
祭日
市」
会場
（詳細はお問い合わ
（蔵王町大字円田字西浦5）
せください）

午前9時～午後4時

蔵王町らしい四季折々の農産物や地場産加工品を生産者みずからが販売。新鮮・安全・安心な 蔵王町ふるさと文化
農畜産物を提供します。出店者による手作りのイベントです。
会館地場産品直売
会（会長宅）
☎0224-33-2046

5月1日（水曜日・祝 端午の節句
日)～8日(水曜日)

武家屋敷
（白石市西益岡町6-52）

午前9時～午後5時

端午の節句にちなんだ五月人形やのぼりを展示をします。
■料金…大人200円、高校生以下100円

5月3日（金曜日・祝 白石市民春まつり
日）

白石駅前商店街ほか
（白石市）

午前9時30分～
午後5時

市内商店街を甲冑行列、稚児行列、太鼓山車、子供御輿などが練り歩く大パレードです。美味し 白石市民春まつり協
いグルメなどが多数出展されるフリーマーケット、パトカー展示の警察コーナーなど、ご家族連れ 議会（白石市商工観
で楽しめる催しが目白押しです。
光課内）
☎0224-22-1321

午後2時～

片倉鉄砲隊による火縄銃の演武を行います。チャリティー乗馬体験もあります。

白石市企画情報課
☎0224-22-1324

5月3日（金曜日・祝 齋理屋敷初夏の企画展
蔵の郷土館齋理屋敷
日）
「端午の節句」 紙風車プレ (丸森町字町西25）
ゼント

午前10時～（先着）

先着80名様限定で折り紙風車をプレゼントします。
■料金（入館料）…大人：610円 小中学生以下：無料

蔵の郷土館齋理屋
敷
☎0224-72-6636

5月3日(金曜日・祝 第61回全日本こけしコン
ホワイトキューブ
日)～5日(日曜日・祝 クール・第25回地場産品ま （白石市鷹巣東2-1-1）
日)
つり

午前9時～午後4時
（3日 午前10時～）

全国から伝統こけし，新型こけし，創作こけし等を一堂に集め，展示・即売します。伝統こけしの
技と創作こけしの妙をお楽しみください。
記念グッズの販売の他、各系統の工人の実演や絵付け体験なども催されます。
5日には仙台弁こけしも登場します。

全日本こけしコン
クール事務局（白石
市商工観光課内）
☎0224-22-1321

5月3日(金曜日・祝
日)

白石市民春まつり
白石城本丸前広場
「片倉鉄砲隊火縄銃演武」

白石城管理事務所
☎0224-24-3030

■料金…入場無料
■オープニングイベント…初日（3日）にはオープニングセレモニーが行なわれ，会場一番乗りの
方には一尺五寸のこけしをプレゼントします。
また、初日（3日）先着100名様には記念品をプレゼントします。
白石市や近隣市町の名産品を販売する地場産品まつりも同時開催します。
5月5日（日曜日・祝 第26回宇宙っ子まつり
日）

角田市台山公園
（角田市角田字牛舘100）

午前9時30分～午後3時 角田市はＪＡＸＡ角田宇宙センターが立地し、国産ロケットのエンジン開発などが行われている
「宇宙のまち」です。
おまつり当日は、角田市スペースタワー・コスモハウス（人工衛星の模型や実物の液体水素エン
ジンなどが展示されています。）への入場が無料になる他、ペットボトルロケットの打ち上げ体験、
ニジマスのつかみどり、木登り体験など、子どもが参加できる楽しいイベントが盛りだくさんです。

宇宙っ子まつり実行
委員会事務局（角田
市商工観光課）
☎0224-63-2120

■入場料…無料
5月5日（日曜日・祝 齋理屋敷初夏の企画展
日）
「端午の節句」 和太鼓演
奏と草餅お振る舞い

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 こどもの日限定の特別イベント,丸森ばやし保存会による和太鼓演奏と草餅のお振る舞い。
■和太鼓演奏 ①午前10時30分～ ②午前11時30分～
■草餅お振る舞い 午前11時～
■料金（入館料）…大人：610円 小中学生以下：無料

蔵の郷土館齋理屋
敷
☎0224-72-6636

5月10日（金曜日）～ ～母の日に贈る～
柴田町観光物産交流館（さくら 午前9時～午後5時
12日（日曜日）
カーネーション展示即売会 の里）
（柴田町大字船岡字舘山95-1）

柴田鉢花研究会が丹精込めて育てたカーネーションを直売ならではの価格で販売します。
母の日に感謝を込めて贈られてはいかがですか。

（一社）柴田町観光
物産協会
☎0224-87-7101（さ
くらの里）

5月11日（土曜日）
～12日（日曜日）

第48回丸森いち

丸森まちづくりセンター駐車場
周辺
（丸森町字鳥屋，丸森町役場
隣）

11日（土）
午前9時～午後4時
12日（日）
午前9時～午後3時

植木や花の苗木，特産品などを販売します。ミニ上棟式などのイベントもあり，毎年町内外のお
客様で賑わいます。
※雨天決行

丸森いち実行委員会
（丸森町商工会）
☎0224-72-1230

5月12日（日曜日）

押し花教室

蔵の郷土館齋理屋敷
(丸森町字町西25）

午前10時～午後3時（午 色とりどりの花を使って自分だけのオリジナル作品をつくってみませんか。
後1時までにお越し下さ ■料金（押し花教室代）…500円～
い）
■料金（入館料）…大人：610円 小中学生以下：無料

5月12日（日曜日）

奥州の蛇藤まつり（白鳥神 白鳥神社（村田町大字村田字
社春まつり）
七小路）

午前9時～正午頃

5月19日（日曜日）

シルク和紙紙漉き体験講
座

蔵の郷土館齋理屋敷
(丸森町字町西25）

午前10時～午後3時30 シルクを漉き込んだ和紙のしおり作りが体験できます。
分
■料金（体験代）…500円
■料金（入館料）…大人：610円 小中学生以下：無料

5月19日（日曜日）

日本の蔵王ヒルクライム・
エコ2019

蔵王エコーライン・ハイライン

午前7時開会式、午前7 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。大鳥居前 日本の蔵王ヒルクラ
時30分競技開始
から刈田山頂のゴールまで距離18.7km、標高差1334mを競技者が走り抜きます！
イム実行委員会
（蔵王町スポーツ振
※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です。
興課）
※エントリーは終了いたしました。応援・観戦バスの申込を受け付けています。詳しくは下記及び ☎0224-33-3388
公式WEBサイトをご確認ください。

蔵の郷土館齋理屋
敷
☎0224-72-6636

大蛇に姿を変え源義家を救ったとの伝説が残る奥州の蛇藤。見頃となるこの時期に，藤娘の舞 白鳥神社
踊や神楽などが披露され，子供御輿の渡御も行われます。
☎0224-83-2727
蔵の郷土館齋理屋
敷
☎0224-72-6636

■観戦場所 蔵王刈田山頂（フルクラスゴール地点）
■応援・観戦バス
・定員 50人（予約順）
・料金 1人：1,000円 小学生以下：500円 （大会当日に乗車前の受付で支払い）
・出発時刻 午前6時55分（スタート地点：アクティブリゾーツ宮城蔵王 前 乗り場）
※バス乗車前に受付を午前6時45分までに済ませてください。
5月中旬頃
春の幸まつり
（詳細はお問い合わ
せください）

旬の市七ヶ宿（滑津大滝）
（七ヶ宿町字滝上12）

午前9時～

わらび・タラの芽・うど等春を代表する山菜や野菜の生産者との対面販売や山菜汁などが楽しめ 旬の市七ヶ宿
ます。
☎0224-38-1050

5月25日（土曜日）～ しちかしゅく自然体験
26日（日曜日）

七ヶ宿くらし研究所
（七ヶ宿町字田中道下39-2）

午前10時～午後3時（日 南蔵王のふもと、七ヶ宿町で春の田植え体験！「お米はこうしてつくられる」をテーマに春をいっ
帰り体験）
ぱい感じながら自然体験をしましょう。日帰り体験と宿泊付き体験があります。
【募集要項】
■募集数・・・40名程度（１人から参加できます）
■参加費・・・お一人1,500円（宿泊体験の場合は別途宿泊代及び草木染め体験1,000円がかか
ります）
■応募締切・・・5月18日（土曜日）
※定員になり次第締め切ります

七ヶ宿くらし研究所
☎0224-26-6933

○5月開催イベント(続)
月日

平成31年4月24日
開催場所

イベント名

5月25日（土曜日）～ ポピーまつり2019
6月16日（日）

開催時間

問合せ先

内容

みちのく杜の湖畔公園 園内各 午前9時30分～午後5時 残雪の蔵王連峰を背景とした「お花畑」に150万本の赤やピンクのポピーが咲き誇ります。期間
所
中にはクラフト教室や音楽、手作りアートが揃う「みちのくグリーンサム物語」を開催。

みちのく公園管理セ
ンター
☎0224-84-5991

◆入園料／大人450円､小中学生／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／有料駐車場（約1,400台）あり｡（普通車310円)
5月26日（日曜日）

齋理ざっと昔

蔵の郷土館齋理屋敷
(丸森町字町西25）

午前10時～午後3時の 丸森の語り部たちから丸森の昔話を聞きましょう。
間随時
■料金（イベント代）…無料
■料金（入館料）…大人：610円 小中学生以下：無料

蔵の郷土館齋理屋
敷
☎0224-72-6636

○好評開催中
月日

開催場所

イベント名

開催時間

問合せ先

内容

通年（休園日を除く
毎日）

みちのく公園「ヤギ・ヒツジ 国営みちのく杜の湖畔公園（北 午前10時～午後4時
ふれあい体験」
地区）
（川崎町川内字向原254）

みちのく公園の北地区に広がる「みちのく自然共生園」では，ヤギ・ヒツジにえさを与えたり，触れ みちのく公園管理セ
たりできます。
ンター
☎0224-84-5991
■参加費…無料，別途入園料・駐車場料が必要です。
※雨天時，荒天時はお休みします。

9月末まで

渓流釣り

3月から9月までの間、蔵王山麓の川で渓流釣りが解禁されています。イワナなどを釣ることがで 蔵王町観光案内所
きます。
☎0224-34-2725
渓流釣りの際は「入漁券」の購入が必要です。（年間4,800円、1日900円）

澄川上流

※お問い合わせくださ
い

5月5日（日曜日・祝 みちのく公園 自然共生園 国営みちのく杜の湖畔公園（北 午前10時～午前11時
日）まで
ガイドツアー「うずのしゅげ 地区自然共生園）
と桜草を見さ行くべ」
（川崎町大字川内字向原254）

宮沢賢治の童話の心象風景を彷彿とさせる、花野の再生に取り組んでいる自然再生ボランティ
アが守り育てた、うずのしゅげと桜草が咲く春の草原を紹介します。
■参加費…無料 ■定員…無し

みちのく公園管理セ
ンター
☎0224-84-5991

※少雨決行

■入園料…大人450円､小中学生以下無料、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）
5月6日（月曜日・休 春の洋ラン展in村田
日）まで
5月6日（月曜日・休 花のフェスティバル2019
日）まで

道の駅村田 物産交流センター 午前10時～
（村田町村田北塩内41）

町内の洋蘭農家（蔵王洋蘭園）によるカトレアを中心とした洋ラン約2,000鉢の展示即売のほか、 （一財）村田町ふるさ
大きな飾りつけも行われます。 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 とリフレッシュセン
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。
ター
☎0224-83-5505
国営みちのく杜の湖畔公園（南 午前9時30分～午後5時 雄大な蔵王連峰を背景に、大花壇「彩のひろば」には60品種10万本のチューリップやシバザクラ みちのく公園管理セ
地区）
など春の花が咲き広がります。また、6種類1,400本サクラ（ソメイヨシノ、ヤマザクラなど）のお花 ンター
（川崎町小野字二本松53-9）
見もおすすめです。
☎0224-84-5991
期間中の土曜日･日曜日・祝日を中心に家族連れで楽しめるイベントも多数開催します。
◆時間…午前9時30分～午後5時
◆イベント参加費…催し物によっては有料
◆入園料…大人450円、小中学生無料 、シルバー(65歳以上)210円
◆駐車場…有料駐車場（約1400台）あり（普通車310円）

5月12日（日曜日）ま 五月飾りと甲冑
で

角田市郷土資料館
（角田市角田字町17）

5月26日（日曜日）ま 齋理屋敷初夏の企画展
で
「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～午後4時30分 端午の節句に合わせ，角田館主石川氏家臣伝来の甲冑や武具などの石川氏関連資料，古典折
り紙やつるし飾りなどの五月飾りを展示します。また、期間中は戦国武将家紋の切絵体験などの
イベントもあります。
■休館日…毎週月曜日
午前9時30分～午後5時 齋理屋敷に伝わる鎧兜や人形など端午の節句にちなんだ品々を展示します。
期間中はミニイベントも開催します。

角田市郷土資料館
☎0224-62-2527
蔵の郷土館齋理屋
敷
☎0224-72-6636

■入館料…大人610円，小人300円
■ミニイベント
※イベント詳細については齋理屋敷までお問合せください。
5月26日（日曜日）ま 第１6回お～い丸森お買い 丸森町内各協賛直売所
で
物レシートラリー

※各直売所にお問い合 期間中，レシートラリー参加の各直売所で購入，または農林家レストランでの飲食等でのレシート 丸森町農業と自然を
わせください。
を集めて台紙に貼ります（台紙は各直売所等にあります）。5ヶ所分のレシートが集まったら，必 守る連絡会議（丸森
要事項を記入し，各直売所等に設置してある応募箱に投函してください。抽選で町内直売所共通 町農業創造セン
商品券や丸森の特産品などが当たります。
ター）
なお，直売所により営業日が異なりますので，ご注意ください。
☎0224-72-3028

5月31日（金曜日）ま 第30回みやぎ蔵王えぼし
で
すいせん祭り

みやぎ蔵王えぼしリゾート（えぼ 午前8時30分～午後4時 新緑のえぼしスキー場のゲレンデ一面に50万株のすいせんが咲き乱れる様は壮観の一語につ
しスキー場）
30分（ゴンドラ運転時間 きます。
（蔵王町遠刈田温泉倉石岳国 …午前9時～午後4時） また，晴れた日にはゴンドラから仙台平野と太平洋が一望できます。ぜひご来場ください。
有林内）
■開園時間…午前8時30分～午後4時30分（ゴンドラ運転時間…午前9時～午後4時）
■入場料…600円（中学生以下無料）
■期間中のイベント等…現在のところ未定です。
6月30日（日曜日）ま 阿武隈ライン舟下りお弁当 観光交流センター
※右記【内容】の乗合船 阿武隈川の舟運の名残を今に残す舟下り。舟下りとお弁当がセットになった「春のお弁当セット」
で
セット
（丸森町字下滝12）
運航時刻をご確認くださ プランを実施中。乗船料込でお得になっております。
い。
舟下りで景色を眺めながらのお弁当を楽しむことができるのでぜひご利用ください。
※2名様以上。3日前まで要予約

みやぎ蔵王えぼしリ
ゾート（えぼしスキー
場）
☎0224-34-4001
（一財）丸森町観光
物産振興公社
☎0224-72-2350

■料金 お一人 大人2,300円 小人1,700円（乗船料+弁当代込）
（通常の舟下り料金 大人1,600円 小人800円）
■乗合船出航時刻 ※お弁当セットでの運航は11時30分と午後1時の便のみになります。
・平日 午前10時 午前11時30分 午後1時 午後2時30分
・土・日・祝日 午前9時 午前10時 午前11時30分 午後1時 午後2時30分
※午後3時30分

○参加者募集
月日

イベント名

開催場所

6月29日(土曜日)～ 蔵王でみんなとお泊まり会 宮城県蔵王自然の家
30日(日曜日)
（刈田郡蔵王町遠刈田温泉字
【1泊2日】
上ノ原155-1）

開催時間

問合せ先

内容

終日
様々な自然体験活動をとおして，幼児の主体性，社会性等を育み，また，保護者は自然体験活
※集合時間等はお問い 動の効果や円滑な親子の関わり方について学びます。
合わせください
■対象・定員 未就学児童とその保護者家族20組（60人程度）※宮城県内在住に限ります
■主な活動 ハイキング，レクリエーション，ニジマスつかみ，野外炊飯，創作活動 等
■申込方法 往復ハガキ
■料金（参加費） 3,000円

宮城県蔵王自然の
家
☎0224-34-2101

※日程，内容が変更されることがありますので，お出かけ前にご確認ください。

宮城県大河原地方振興事務所

