
4
月

玉の木原水芭蕉群生地オープン式 【4日】
古川八百屋市 【7日～6月27日までの3と7のつく日】
小迫の延年 【第1日曜】
泉谷お屋敷まつり 【第1日曜】
柳津虚空蔵尊春季大祭 【12日・13日】
なとり春まつり 【第2土曜】
熊野本宮社春例祭 【第2日曜】
グリーンピア岩沼桜まつり 【上旬～中旬】
船岡城址公園の桜【上旬～中旬】
白石城桜まつり 【上旬～中旬】
みちのく公園花のフェスティバル 【上旬～5月上旬】
大木囲貝塚桜紀行 【上旬～下旬】
岩ケ崎互市 【13日・14日】
岩出山春の互市 【15日・16日】
あきうクラフトフェア手ん店 【18日・19日】
東照宮春祭 【第3土・日曜】
若柳互市 【第3土・日曜】
熊野神社（旧熊野新宮社）春例祭 【第3日曜】
気仙沼つばきマラソン 【第3日曜】
東北輓馬競技大会 【第3日曜】
河南鹿嶋ばやし山車まつり 【中旬】
しおがまさま神々の花灯り 【中旬】
滝山桜まつり 【中旬】
阿武隈ライン舟下り運航安全祈願祭 【中旬】
佐沼桜まつり 【中旬】
七ヶ宿湖さくらまつり 【中旬】
日和山観桜 【中旬～下旬】
わくや桜まつり 【中旬～下旬】
栗原市せみね桜まつり 【中旬～下旬】
若柳桜まつり 【中旬～下旬】
こごた桜まつり 【中旬～下旬】
みなみかた千本桜まつり 【中旬～下旬】

七ヶ宿町観光協会 0224-37-2177

古川商工会議所 0229-24-0055（大崎市）

若柳金成商工会金成支所 0228-42-1473（栗原市）

泉谷コミュニティ推進協議会 0228-38-2859（栗原市）

柳津虚空蔵尊 0225-68-2079（登米市）

同実行委員会（名取市商工会） 022-382-3236

名取市観光物産協会 022-382-6526（名取市）

グリーンピア岩沼 0223-25-5122（岩沼市）

柴田町商工観光課 0224-55-2123

白石城管理事務所 0224-24-3030（白石市）

みちのく公園管理センター 0224-84-5991（川崎町）

七ヶ浜町歴史資料館 022-365-5567

仙北街商協同組合（千葉氏） 090-3123-7971（栗原市）

玉造商工会 0229-72-0027（大崎市）

同実行委員会（木の家内） 022-397-2714（仙台市）

東照宮 022-234-3247（仙台市）

仙北街商協同組合（千葉氏） 090-3123-7971（栗原市）

名取市観光物産協会 022-382-6526（名取市）

同実行委員会 0226-21-3421（気仙沼市）

涌谷町観光物産協会（涌谷町まちづくり推進課内） 0229-43-2119

石巻市河南総合支所 0225-72-2114

塩釡市青年四団体連絡協議会（塩釡商工会議所内） 022-367-5111

東松島市観光物産協会 0225-87-2322

阿武隈ライン舟下り 0224-72-2350（丸森町）

登米中央商工会 0220-22-3681（登米市）

七ヶ宿観光協会 0224-37-2177（七ヶ宿町）

石巻市観光課 0225-95-1111

涌谷町観光物産協会（まちづくり推進課内） 0229-43-2119

同実行委員会 0228-38-3942（栗原市）

若柳金成商工会 0228-32-3100（栗原市）

小牛田駅前商店会 0229-32-2463

登米市南方総合支所 0220-58-2111

※イベントは日程等の変更、または中止となる場合があります。事前にお問合せください。写真付きで紹介

春 みやぎ
四季
めぐり

S P R I N G

みやぎの桜　 県内には桜の名所があり、各地域で桜が咲き乱れ春の訪れを感じさせてくれる。

平筒沼ふれあい公園桜まつり（登米市）
平筒沼ふれあい公園の遊歩道沿いに約800本の桜が花開き､沼に架かる浮き橋
からの眺めは絶景。期間中には多彩なイベントを開催。

4月中旬～下旬

船岡城址公園の桜（柴田町）
船岡城址公園には約1300本のソメイヨシノが咲き、柴田町太陽の村、陸上自
衛隊船岡駐屯地を含めた「柴田の四大桜」は必見。

4月上旬～中旬

初午まつり（火伏せの虎舞）（加美町）
お囃子にのって、町内を色鮮やかな山車と虎が練り歩き､各家の防災と家内安
全を祈願する。花楽小路祭典本部前では､高屋根に上った数匹の虎が勇壮な舞
いを披露。

4月29日
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※イベントは日程等の変更、または中止となる場合があります。事前にお問合せください。写真付きで紹介

東北輓馬競技大会（涌谷町）
自馬の力を競うことを目的とした歴史ある大会。最大
975kgの重量をのせたソリを引き、人馬一体となった
競技に観衆からは大きな歓声と拍手が起こる。 

4月第3日曜

白石城桜まつり（白石市）
伊達家の重臣の片倉小十郎が居城とした｢白石城｣に約
200本を超える桜が咲き誇り、毎年大勢の花見客でに
ぎわいます。幻想的なライトアップの夜桜も楽しめる｡

4月上旬～中旬
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※イベントは日程等の変更、または中止となる場合があります。事前にお問合せください。写真付きで紹介

4
月

5
月

つきだて桜まつり 【中旬～下旬】
平筒沼ふれあい公園桜まつり 【中旬～下旬】
加護坊桜まつり 【中旬～5月上旬】
齋理屋敷初夏の企画展 「端午の節句」 【中旬～5月下旬】
みやぎ蔵王えぼしすいせん祭り 【中旬～5月下旬】
ピレリ スーパー耐久シリーズ 【25日･26日】
南三陸100記念福興市 【26日】
おおさき鳴子温泉菜の花フェスティバル 【26日】
横山不動尊春季大祭典 【27日・28日】
秋保大滝不動尊例大祭 【28日・29日】
初午まつり（火伏せの虎舞） 【29日】
政岡まつり 【29日】
とよま茶会 【29日】
鹽竈神社花まつり 【第4日曜】
しおがま市民まつり 【第4日曜】
七の市 【毎月最終日曜（日程変更の場合あり）】
東北風土マラソン 【下旬】
登米フードフェスティバル 【下旬】
春の検断屋敷まつり 【下旬】
七ツ森湖畔公園花まつり 【下旬】
蔵王連峰夏山開きとエコーライン開通式 【下旬】
朝日山計仙麻神社御輿渡御 【下旬】
はっと屋台村 【18日・19日】
ハナトピア岩沼農家旬の市 【下旬～5月上旬】 
五月飾りと甲冑 【下旬～5月上旬】
かくだ菜の花まつり 【下旬～5月上旬】
米山チューリップまつり 【下旬～5月上旬】
三本木菜の花まつり（ひまわりの丘） 【下旬～5月上旬】
陶芸の里春まつり 【最終日曜】

梵天ばやい 【1日】
白石市民春まつり 【3日】
鹽竈神社観桜茶会 【3日】
春のマンガッタン祭り 【3日～5日】

潮騒まつり 【3日～5日】

栗原南部商工会 0228-22-3611（栗原市）

登米市米山総合支所 0220-55-2111

同実行委員会（大崎市田尻総合支所地域振興課内） 0229-39-1115

蔵の郷土館齋理屋敷 0224-72-6636（丸森町）

みやぎ蔵王えぼしリゾート 0224-34-4001（蔵王町）

スポーツランドSUGO 0224-83-3111（村田町）

同実行委員会 090-7077-2550（南三陸町）

同実行委員会事務局 0229-27-3152（大崎市）

横山不動尊 0225-69-2249（登米市）

西光寺 022-399-2127（仙台市）

加美町商工観光課 0229-63-6000

栗原市一迫総合支所 0228-52-2114

登米市観光物産協会 0220-52-4648

志波彦神社・鹽竈神社 022-367-1611（塩竈市）

同実行委員会（塩釡商工会議所内） 022-367-5111（塩竈市）

七の市開催実行委員会 070-5099-7337（七ヶ浜町）

登米市観光物産協会 0220-52-4648

登米市観光物産協会 0220-52-4648

白石市小原公民館 0224-29-2031

同実行委員会 022-345-4227（大和町）

蔵王町農林観光課 0224-33-2215

石巻市河南総合支所 0225-72-2114

㈱とよま振興公社 0220-52-5566（登米市）

ハナトピア岩沼 0223-23-4787（岩沼市）

角田市郷土資料館 0224-62-2527

同実行委員会（角田市商工観光課） 0224-63-2120

道の駅米山「ふるさとセンターY・Y」 0220-55-2747（登米市）

大崎市三本木総合支所 0229-52-2112

加美町振興公社 0229-63-6000

船形山神社 022-345-0026（大和町）

同実行委員会（白石市商工観光課内） 0224-22-1321

同実行委員会 022-362-3614

石ノ森萬画館 0225-96-5055（石巻市）

石巻市北上総合支所 0225-67-2114

同実行委員会（西幸水産） 080-1698-7364（南三陸町）

みやぎ四季めぐり春 S P R I N G

かくだ菜の花まつり（角田市）
蔵王連峰をバックにして､阿武隈川河川敷に250万本の黄色い花が咲き誇る｡ 雄大な残雪の蔵王と青
空、菜の花の黄色の美しいコントラストは必見。

白石市民春まつり （白石市）
白石市内商店街を甲冑行列・稚児行列・太鼓山車・子
供神輿などが練り歩く。白石城本丸前広場では片倉鉄
砲隊による火縄銃の演武など見どころ満載。

5月3日

金蛇水神社花まつり（岩沼市）
1300株100種の牡丹や「九竜の藤」とよばれる藤棚な
どが神社の境内を華麗に彩る。2020年は、新しく建
て直された参拝者休憩所がお披露目となる。

5月8日～21日（日程変更の場合あり）

コラム 季節の風物詩

桜 
4月上旬～
5月上旬

金華山の桜

大衡城跡公園 大衡村 大衡村都市建設課 022-341-8515
滝山公園 東松島市 東松島市観光物産協会 0225-87-2322
雷神山古墳 名取市 名取市観光物産協会 022-382-6526
十三塚公園 名取市 名取市観光物産協会 022-382-6526
朝日山公園 岩沼市 岩沼市復興・都市整備課 0223-22-1111
白石城 白石市 白石城管理事務所 0224-24-3030
遠刈田公園 蔵王町 蔵王町観光案内所 0224-34-2725
七ヶ宿ダム
自然休養公園 七ヶ宿町 七ヶ宿町観光協会 0224-37-2177

城山公園 川崎町 川崎町観光協会 0224-84-6681
釡房ダム 川崎町 川崎町観光協会 0224-84-6681
国営みちのく
杜の湖畔公園 川崎町 みちのく公園管理センター 0224-84-5991

船岡城址公園 柴田町 柴田町商工観光課 0224-55-2123
白石川堤一目
千本桜

大河原町
柴田町 大河原町商工観光課 0224-53-2659

城山公園 村田町 村田町地域産業推進課 0224-83-2113
高倉川 角田市 角田市商工観光課 0224-63-2120
高蔵寺 角田市 角田市商工観光課 0224-63-2120
台山公園 角田市 角田市商工観光課 0224-63-2120
不動尊公園 丸森町 丸森町観光案内所「やまゆり館」 0224-72-6663

三陸・県北エリア
日和山公園 石巻市 石巻市観光課 0225-95-1111
県立自然公園旭山 石巻市 石巻市河南総合支所 0225-72-2114
八幡山亀ヶ森公園 石巻市 石巻市河北総合支所 0225-62-2114
金華山 石巻市 石巻市牡鹿総合支所 0225-45-2114
亀山 気仙沼市 気仙沼大島観光協会 0226-28-3000

蛭沢川堤防 大崎市 大崎市岩出山総合支所地域振興課 
0229-72-1215

城山公園 大崎市 大崎市岩出山総合支所地域振興課 
0229-72-1215

鳴子公園 大崎市 大崎市鳴子総合支所地域振興課 0229-82-2026
川渡温泉
湯沢川堤防 大崎市 大崎市鳴子総合支所地域振興課 0229-82-2026

荒雄公園 大崎市 古川駅総合観光案内所 0229-24-0062
加護坊山 大崎市 大崎市田尻総合支所地域振興課 0229-39-1115
御本丸公園 大崎市 大崎市松山総合支所地域振興課 0229-55-2112
小牛田公園 美里町 美里町産業振興課 0229-25-3329
城山公園 涌谷町 涌谷町観光物産協会 0229-43-2119
愛宕山公園 色麻町 愛宕山公園管理事務所 0229-65-4390
館山公園 栗原市 栗原市栗駒総合支所 0228-45-2114
愛宕山公園 栗原市 栗原市高清水総合支所 0228-58-2113
薬師公園 栗原市 栗原市築館総合支所 0228-22-1114
みちのく縄文橋 栗原市 栗原市一迫総合支所 0228-52-2114
花山ダム 栗原市 栗原市花山総合支所 0228-56-2114
金田森公園 栗原市 栗原市鶯沢総合支所 0228-55-2114
迫川堤防 栗原市 栗原市若柳総合支所 0228-32-2124
五輪堂山公園 栗原市 栗原市瀬峰総合支所 0228-38-2114
臥牛館公園 栗原市 栗原市金成総合支所 0228-42-1114
みなみかた千本桜 登米市 登米市南方総合支所 0220-58-2111
笑沢自然公園 登米市 登米市豊里総合支所 0225-76-4111
鹿ヶ城公園 登米市 登米市迫総合支所 0220-22-2213
平筒沼
ふれあい公園 登米市 登米市米山総合支所 0220-55-2111

みやぎの明治村 登米市 （株）とよま振興公社 0220-52-5566
三滝堂
ふれあい公園 登米市 みやぎ東和開発公社 0220-45-1218

長沼フート
ピア公園 登米市 同公園案内所 0220-22-7600

仙台・松島・県南エリア
西公園 仙台市

青葉区
仙台市青葉区役所建設部公園課
022-225-7211

榴岡公園 仙台市
宮城野区

仙台市宮城野区役所建設部公園課 
022-291-2111

三神峯公園 仙台市
太白区

仙台市太白区役所建設部公園課
022-247-1111

西行戻しの
松公園 松島町 松島町 産業観光課 022-354-5708

鹽竈神社 塩竈市 志波彦神社・鹽竈神社 022-367-1611
多賀城政庁跡 多賀城市 史都多賀城観光案内所 022-364-5901
君ヶ岡公園 七ヶ浜町 七ヶ浜町観光交流センター 022-766-8205
大木囲貝塚
遺跡公園 七ヶ浜町 七ヶ浜町歴史資料館 022-365-5567

多聞山 七ヶ浜町 七ヶ浜町観光交流センター 022-766-8205
加瀬沼公園 利府町 加瀬沼公園管理事務所 022-767-2723
県民の森 利府町 県民の森管理事務所 022-255-8801
館山公園 利府町 利府町都市整備課 022-767-2121
四十八滝運動公園 大和町 大和町商工観光課 022-345-1184

4月下旬～5月上旬
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※イベントは日程等の変更、または中止となる場合があります。事前にお問合せください。写真付きで紹介

4
月

5
月

つきだて桜まつり 【中旬～下旬】
平筒沼ふれあい公園桜まつり 【中旬～下旬】
加護坊桜まつり 【中旬～5月上旬】
齋理屋敷初夏の企画展 「端午の節句」 【中旬～5月下旬】
みやぎ蔵王えぼしすいせん祭り 【中旬～5月下旬】
ピレリ スーパー耐久シリーズ 【25日･26日】
南三陸100記念福興市 【26日】
おおさき鳴子温泉菜の花フェスティバル 【26日】
横山不動尊春季大祭典 【27日・28日】
秋保大滝不動尊例大祭 【28日・29日】
初午まつり（火伏せの虎舞） 【29日】
政岡まつり 【29日】
とよま茶会 【29日】
鹽竈神社花まつり 【第4日曜】
しおがま市民まつり 【第4日曜】
七の市 【毎月最終日曜（日程変更の場合あり）】
東北風土マラソン 【下旬】
登米フードフェスティバル 【下旬】
春の検断屋敷まつり 【下旬】
七ツ森湖畔公園花まつり 【下旬】
蔵王連峰夏山開きとエコーライン開通式 【下旬】
朝日山計仙麻神社御輿渡御 【下旬】
はっと屋台村 【18日・19日】
ハナトピア岩沼農家旬の市 【下旬～5月上旬】 
五月飾りと甲冑 【下旬～5月上旬】
かくだ菜の花まつり 【下旬～5月上旬】
米山チューリップまつり 【下旬～5月上旬】
三本木菜の花まつり（ひまわりの丘） 【下旬～5月上旬】
陶芸の里春まつり 【最終日曜】

梵天ばやい 【1日】
白石市民春まつり 【3日】
鹽竈神社観桜茶会 【3日】
春のマンガッタン祭り 【3日～5日】

潮騒まつり 【3日～5日】

栗原南部商工会 0228-22-3611（栗原市）

登米市米山総合支所 0220-55-2111

同実行委員会（大崎市田尻総合支所地域振興課内） 0229-39-1115

蔵の郷土館齋理屋敷 0224-72-6636（丸森町）

みやぎ蔵王えぼしリゾート 0224-34-4001（蔵王町）

スポーツランドSUGO 0224-83-3111（村田町）

同実行委員会 090-7077-2550（南三陸町）

同実行委員会事務局 0229-27-3152（大崎市）

横山不動尊 0225-69-2249（登米市）

西光寺 022-399-2127（仙台市）

加美町商工観光課 0229-63-6000

栗原市一迫総合支所 0228-52-2114

登米市観光物産協会 0220-52-4648

志波彦神社・鹽竈神社 022-367-1611（塩竈市）

同実行委員会（塩釡商工会議所内） 022-367-5111（塩竈市）

七の市開催実行委員会 070-5099-7337（七ヶ浜町）

登米市観光物産協会 0220-52-4648

登米市観光物産協会 0220-52-4648

白石市小原公民館 0224-29-2031

同実行委員会 022-345-4227（大和町）

蔵王町農林観光課 0224-33-2215

石巻市河南総合支所 0225-72-2114

㈱とよま振興公社 0220-52-5566（登米市）

ハナトピア岩沼 0223-23-4787（岩沼市）

角田市郷土資料館 0224-62-2527

同実行委員会（角田市商工観光課） 0224-63-2120

道の駅米山「ふるさとセンターY・Y」 0220-55-2747（登米市）

大崎市三本木総合支所 0229-52-2112

加美町振興公社 0229-63-6000

船形山神社 022-345-0026（大和町）

同実行委員会（白石市商工観光課内） 0224-22-1321

同実行委員会 022-362-3614

石ノ森萬画館 0225-96-5055（石巻市）

石巻市北上総合支所 0225-67-2114

同実行委員会（西幸水産） 080-1698-7364（南三陸町）

花山鉄砲まつり（栗原市）
日本最古の霊砲術と、御嶽神社を発して行進する鉄砲
組の一糸乱れぬ行列と、12丁の古式火縄銃の銃声が
花山ダム湖畔に響きわたる様子が必見。

5月5日

徳仙丈山つつじ祭り（気仙沼市）
全国屈指のツツジの名所。満開を迎える5月中旬～下
旬には、山腹に推定50万本のヤマツツジやレンゲツ
ツジが咲き乱れる。

5月中旬～下旬
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※イベントは日程等の変更、または中止となる場合があります。事前にお問合せください。写真付きで紹介

5
月

全日本こけしコンクール・白石市地場産品まつり 【3日～5日】
七ヶ浜国際村インターナショナルデイズ2020「アメリカⅢ」 【3日～5日】
金華山黄金山神社初巳大祭 【初巳の日～1週間】
かくだ宇宙っ子まつり 【5日】
花山鉄砲まつり 【5日】
大森山薬師如来大祭 【8日】
築館互市 【8日・9日】
金蛇水神社花まつり 【8日～21日（日程変更の場合あり）】
岩沼駅前マルシェ 【9日】
こごた朝市 【5月～10月の毎週日曜】
仙台国際ハーフマラソン大会 【第2日曜】
蛇藤まつり 【第2日曜】
秋保大滝植物園シャクナゲふれあいまつり 【上旬】
田園ランタン 【上旬】
縄文体験・体感WEEK! 【上旬】
古川ふじまつり 【上旬～下旬】
パークゴルフ全国交流大会「さくらカップ」 【12日・13日】
地場物産品直売会「ございん市」 【中旬～11月下旬の土・日曜、祝日】
伊達門火入れ 【中旬】
山鉾展示 【中旬】
仙台・青葉まつり 【第3日曜とその前日】
おおさとB級グルメin道の駅おおさと 【中旬】
春の幸まつり 【中旬】
田束山つつじ観賞・しろうお祭り 【中旬～下旬】
徳仙丈山つつじ祭り 【中旬～下旬】
栗原市せみね藤まつり 【中旬～下旬】
全日本ロードレース選手権 【23日・24日】
日本の蔵王 ヒルクライム・エコ 【24日】
サン・ファン祭り 【下旬】
宮城･山形「絆」ツール・ド・347 【下旬】
北蔵王夏山開き 【下旬】
気仙沼観光フェスティバル 【下旬】
食ってみらin美里 【下旬】
あきうフラワーフェスタ 【下旬～6月上旬】
みちのく公園ポピーまつり 【下旬～6月中旬】
おおさき食楽まつり2020 【30日・31日】

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

七ヶ浜国際村 022-357-5931（七ヶ浜町）

金華山黄金山神社 0225-45-2301（石巻市）

同実行委員会（角田市商工観光課） 0224-63-2120

同実行委員会（花山農山村交流センター） 0228-43-5111（栗原市）

七ツ森観光協会 022-346-2112（大和町）

仙北街商協同組合（千葉氏） 090-3123-7971（栗原市）

金蛇水神社 0223-22-2672（岩沼市）

岩沼市商工観光課 0223-22-1111

小牛田朝市運営委員会 0229-25-3329

同実行委員会事務局 022-297-1322（仙台市）

白鳥神社 0224-83-2727（村田町）

秋保大滝植物園 022-399-2761（仙台市）

協業組合 富谷環境 022-358-2791（富谷市）

奥松島縄文村歴史資料館 0225-88-3927（東松島市）

古川駅総合観光案内所 0229-24-0062

大崎市田尻総合支所地域振興課 0229-39-1115

地場産品直売会 090-1933-9736（蔵王町）

仙台・青葉まつり協賛会事務局 022-223-8441（仙台市）

仙台・青葉まつり協賛会事務局 022-223-8441（仙台市）

同協賛会事務局 022-223-8441（仙台市）

おおさと地域振興公社 022-359-2675（大郷町）

旬の市七ヶ宿 0224-38-1050（七ヶ宿町）

南三陸ハマーレ歌津 0226-36-3117（南三陸町）

気仙沼観光コンベンション協会 0226-22-4560（気仙沼市）

同実行委員会 0228-38-3942（栗原市）

スポーツランドSUGO 0224-83-3111（村田町）

蔵王町スポーツ振興課 0224-33-3388

同実行委員会（サン・ファン館） 0225-24-2210（石巻市）

加美町観光まちづくり協会 0229-63-8008

川崎町地域振興課 0224-84-2111

気仙沼観光コンベンション協会 0226-22-4560（気仙沼市）

美里町物産観光協会 0229-33-3789

秋保・里センター 022-304-9151（仙台市）

みちのく公園管理センター 0224-84-5991

同実行委員会事務局 090-4636-3899（大崎市）

みやぎ四季めぐり春 S P R I N G

仙台・青葉まつり（仙台市）
政宗公没後350年を契機に「市民がつくる市民のまつり」として復活させた祭り。宵まつりでは、提灯をともした山鉾が一番町・定禅寺通を周回して幻想的な雰囲気
を作り出し、本まつりでは東二番丁通から定禅寺通までを武者行列や荘厳な山鉾が巡行する。

コラム 季節の風物詩

角田橋下流の
阿武隈川沿い 角田市 角田市商工観光課

0224-63-2120
4月
下旬～

浦戸諸島 塩竈市 塩竈市浦戸振興課
022-361-7710

4月
中旬～
5月上旬

奥松島 東松島市 東松島市観光物産協会
0225-87-2322

4月
下旬～

国営みちのく
杜の湖畔公園 川崎町 みちのく公園管理センター

0224-84-5991（川崎町）
4月
下旬～
5月上旬

ひまわりの丘 大崎市 大崎市三本木総合支所
0229-52-2112

4月
下旬～

川渡温泉
河川敷の菜の花 大崎市 鳴子観光・旅館案内

センター 0229-83-3441
4月
下旬～
5月中旬

イチゴ

石巻市 ベリーズファームFUSHIMI 
080-6058-1583

2月下旬～
5月下旬

亘理町 JAみやぎ亘理吉田観光いちご園 
0223-34-9471（→98P参照）

1月～
6月上旬

仙台市
泉区

一苺一笑松森農場 
022-346-8731

1月～6月

名取市 ラ･フレーズ
022-796-0813

1月上旬～
5月末

亘理町 いちごランド こうちゃん園
0223-34-4571（→98P参照）

3月～
5月下旬

山元町
農水産物直売所
「やまもと夢いちごの郷」 
0223-38-1888（→98P参照）

12月上旬～
6月中旬

栗原市
志波姫

そね観光いちご園 直売所
「たんぽぽ」 0228-23-4560

1月上旬～
5月末

栗原市
築館

いちご畑MIURA
0228-22-7215

3月中旬～
5月末

菜の花 
4月上旬～
5月中旬

浦戸諸島の菜の花

冬～春のフルーツ狩り いろいろな花
4月中旬～5月下旬には、蔵王町のみやぎ蔵王え
ぼしリゾートの30種以上・50万株のすいせん
（→108P参照）などが咲き乱れる。5月中旬～下旬
には、栗原市の五輪堂山公園の藤が咲き誇る。6月
上旬～下旬になると色麻町愛宕山公園のシャクヤ
クやあじさい（→146P参照）が見ごろとなる。宮城
の山・川・里が花に包まれる。

川開き・山開き 4月中旬～5月下旬
里の桜から山桜に変わり、山が緑に染まるととも
に、県南から川開き、山開きの声が聞こえてくる。
4月中旬、丸森町の阿武隈川で舟下りの運航安全
祈願祭が行われ（→120P参照）、4月下旬に蔵王エ
コーラインが開通し（→108P参照）、蔵王連峰夏
山開き。栗駒山は5月第3日曜、大和町の船形山は
5月最終日曜、白石市・七ヶ宿町の南蔵王は6月上
旬が夏山開きとなる。

5月第3日曜とその前日
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※イベントは日程等の変更、または中止となる場合があります。事前にお問合せください。写真付きで紹介

5
月

全日本こけしコンクール・白石市地場産品まつり 【3日～5日】
七ヶ浜国際村インターナショナルデイズ2020「アメリカⅢ」 【3日～5日】
金華山黄金山神社初巳大祭 【初巳の日～1週間】
かくだ宇宙っ子まつり 【5日】
花山鉄砲まつり 【5日】
大森山薬師如来大祭 【8日】
築館互市 【8日・9日】
金蛇水神社花まつり 【8日～21日（日程変更の場合あり）】
岩沼駅前マルシェ 【9日】
こごた朝市 【5月～10月の毎週日曜】
仙台国際ハーフマラソン大会 【第2日曜】
蛇藤まつり 【第2日曜】
秋保大滝植物園シャクナゲふれあいまつり 【上旬】
田園ランタン 【上旬】
縄文体験・体感WEEK! 【上旬】
古川ふじまつり 【上旬～下旬】
パークゴルフ全国交流大会「さくらカップ」 【12日・13日】
地場物産品直売会「ございん市」 【中旬～11月下旬の土・日曜、祝日】
伊達門火入れ 【中旬】
山鉾展示 【中旬】
仙台・青葉まつり 【第3日曜とその前日】
おおさとB級グルメin道の駅おおさと 【中旬】
春の幸まつり 【中旬】
田束山つつじ観賞・しろうお祭り 【中旬～下旬】
徳仙丈山つつじ祭り 【中旬～下旬】
栗原市せみね藤まつり 【中旬～下旬】
全日本ロードレース選手権 【23日・24日】
日本の蔵王 ヒルクライム・エコ 【24日】
サン・ファン祭り 【下旬】
宮城･山形「絆」ツール・ド・347 【下旬】
北蔵王夏山開き 【下旬】
気仙沼観光フェスティバル 【下旬】
食ってみらin美里 【下旬】
あきうフラワーフェスタ 【下旬～6月上旬】
みちのく公園ポピーまつり 【下旬～6月中旬】
おおさき食楽まつり2020 【30日・31日】

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

七ヶ浜国際村 022-357-5931（七ヶ浜町）

金華山黄金山神社 0225-45-2301（石巻市）

同実行委員会（角田市商工観光課） 0224-63-2120

同実行委員会（花山農山村交流センター） 0228-43-5111（栗原市）

七ツ森観光協会 022-346-2112（大和町）

仙北街商協同組合（千葉氏） 090-3123-7971（栗原市）

金蛇水神社 0223-22-2672（岩沼市）

岩沼市商工観光課 0223-22-1111

小牛田朝市運営委員会 0229-25-3329

同実行委員会事務局 022-297-1322（仙台市）

白鳥神社 0224-83-2727（村田町）

秋保大滝植物園 022-399-2761（仙台市）

協業組合 富谷環境 022-358-2791（富谷市）

奥松島縄文村歴史資料館 0225-88-3927（東松島市）

古川駅総合観光案内所 0229-24-0062

大崎市田尻総合支所地域振興課 0229-39-1115

地場産品直売会 090-1933-9736（蔵王町）

仙台・青葉まつり協賛会事務局 022-223-8441（仙台市）

仙台・青葉まつり協賛会事務局 022-223-8441（仙台市）

同協賛会事務局 022-223-8441（仙台市）

おおさと地域振興公社 022-359-2675（大郷町）

旬の市七ヶ宿 0224-38-1050（七ヶ宿町）

南三陸ハマーレ歌津 0226-36-3117（南三陸町）

気仙沼観光コンベンション協会 0226-22-4560（気仙沼市）

同実行委員会 0228-38-3942（栗原市）

スポーツランドSUGO 0224-83-3111（村田町）

蔵王町スポーツ振興課 0224-33-3388

同実行委員会（サン・ファン館） 0225-24-2210（石巻市）

加美町観光まちづくり協会 0229-63-8008

川崎町地域振興課 0224-84-2111

気仙沼観光コンベンション協会 0226-22-4560（気仙沼市）

美里町物産観光協会 0229-33-3789

秋保・里センター 022-304-9151（仙台市）

みちのく公園管理センター 0224-84-5991

同実行委員会事務局 090-4636-3899（大崎市）

金華山黄金山神社
初巳大祭（石巻市）
辯財天のお使いとされる蛇（巳）にちなみ、毎年5月の初
巳の日から一週間斎行される行事。御本殿昇殿の参拝
が特別に許されるため､たくさんの参詣客が訪れる。

初巳の日～1週間

日本の蔵王
ヒルクライム・エコ（蔵王町）
蔵王連峰の環境保全に配慮したエコスポーツとしての
自転車ロードレース｡ 蔵王エコーライン及び蔵王ハイ
ライン登坂コースでのレースが行われる｡

5月24日

コラム 季節の風物詩

輪王寺 仙台市
青葉区

輪王寺 022-234-5327
（→56P参照）

～7月
上旬

牧山零羊崎神社
花菖蒲園 石巻市

零羊崎神社社務所
0225-23-2815
（→130P参照）

6月下旬～
7月上旬

みなみかた花菖
蒲の郷公園 登米市 南方総合支所 

0220-58-2111
山王史跡公園
あやめ園 栗原市 一迫総合支所 

0228-52-2114
～7月
上旬

多賀城跡
あやめ園 多賀城市

多賀城跡あやめまつり
実行委員会 
022-368-1141

～7月
上旬

定義如来 仙台市
青葉区

西方寺 022-393-2011
（→83P参照）

ハナショウブ・アヤメ 6月中旬～7月下旬

仙台市
野草園

仙台市
太白区 仙台市野草園 022-222-2324

天守閣
自然公園

仙台市
太白区 天守閣自然公園 022-398-2111

緑が丘公園 白石市 白石市都市整備課 0224-22-1325

ツツジ 5月中旬～下旬 （地域によっては5月中旬～6月上旬）
気仙沼市にある徳仙丈山は、山一面が自生するヤマツツ
ジとレンゲツツジの花に覆われる。山頂からは美しい三
陸海岸の眺めも楽しめる。（→136P参照）

龍島院 村田町 龍島院 0224-83-2160

八丁平 川崎町 川崎町地域振興課
0224-84-2111

みやぎ蔵王
えぼしリゾート 蔵王町 みやぎ蔵王えぼしリゾート

0224-34-4001

四方山 角田市 角田市商工観光課 0224-63-2120

百々石公園 丸森町 丸森町観光案内所「やまゆり館」 
0224-72-6663

日和山公園 石巻市 石巻市観光課 0225-95-1111

県立自然
公園旭山 石巻市 石巻市河南総合支所 

0225-72-2114
牧山零羊崎
神社神苑 石巻市 零羊崎神社社務所

0225-23-2815

田束山 気仙沼市
南三陸町

気仙沼市本吉総合支所産業課 
0226-42-2976
南三陸町商工観光課 
0226-46-1385

徳仙丈山 気仙沼市

気仙沼観光コンベンション協会 
0226-22-4560
気仙沼市本吉総合支所産業課 
0226-42-2976

全日本こけしコンクール・
白石市地場産品まつり（白石市）
全国各地からこけしが出品され、工人が技を競う。伝統こけ
しを始め、新型こけし、創作こけしなどが勢揃い。地場産品
まつりも同時開催され、白石市や近隣市町の名産品を販売。

5月3日～5日

027みやぎ四季めぐり
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