
※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

鹽竈神社嘉津良比祭 【1日】
しおがま蔵出し新酒まつり 【1日～31日】
阿武隈ライン舟下り「こたつ舟」 【1日～3月下旬】
エアポートマラソン 【第1日曜】
日本一はっとフェスティバル 【第1日曜】
宮城菱取り唄全国大会 【第2日曜】
いわぬまエアポートマラソン 【6日】
宇宙クリスマス 【上旬】
カッパハーフマラソン 【上旬】
とよま産業まつり 【上旬】
みなとdeクリスマス 【上旬～中旬】
あったけホヤぼーや 【上旬】
クリスマス クラフト マルシェ2020 【上旬】
SENDAI光のページェント 【上旬～31日】
Shibata Fantasy Illumination 【上旬～下旬】
海上のメリークリスマス【上旬～下旬】
石ノ森章太郎ふるさと記念館光のページェント 【上旬～下旬】
サン・ファン・イルミネーション 【上旬～1月上旬】
ONE-LINE 気仙沼イルミネーション 【上旬～1月下旬】
メタセコイアの奇跡！光り輝け槻木駅 【上旬～1月上旬】
駅前イルミネーション「おばんなりスター★大河原☆」 【上旬～1月上旬】
もくもくランドライトアップ 【上旬～1月上旬】
おおがわら桜イルミネーション 【上旬～1月上旬】
まちなかHOTスクリーン「蔵壁」 【上旬～1月上旬】
豊里駅前「冬の蛍通り」 【上旬～1月下旬】
スターダスト・ページェント「海ぼたる」 【上旬～1月上旬】
くりこまイルミネーション 【上旬～1月中旬】
ゆめぐり広場イルミネーション 【上旬～3月下旬】
毘沙門様のお歳とり 【13日前後の第2土曜】
吉岡八幡神社島田 まつり 【14日】
細倉マインパークウィンターコンサート 【中旬】
コダナリエ 【中旬～1月中旬】
齋理屋敷冬の企画展「齋理の歳迎え」 【中旬～1月下旬】
みやぎ蔵王の樹氷めぐり 【中旬～3月中旬】
あわびまつり 【23日】

志波彦神社・鹽竈神社 022-367-1611（塩竈市）

同実行委員会（塩竈市観光交流課内） 022-364-1165

阿武隈ライン舟下り 0224-72-2350（丸森町）

岩沼市総合体育館 0223-24-4831

登米市観光物産協会 0220-52-4648

大崎市鹿島台観光物産協会 0229-56-5520

いわぬまエアポートマラソン実行委員会事務局 0223-24-4831（岩沼市総合体育館内）

角田市スペースタワー・コスモハウス 0224-63-5839（角田市）

登米総合体育館 0220-53-1155（登米市）

登米市登米総合支所 0220-52-5051

マリンゲート塩釡 022-361-1500（塩竃市）

気仙沼観光コンベンション協会 0226-22-4560

七ヶ浜国際村 022-357-5931（七ヶ浜町）

同実行委員会 022-261-6515（仙台市）

柴田町商工観光課 0224-55-2123

唐桑観光協会 0226-32-3029（気仙沼市）

石ノ森章太郎ふるさと記念館 0220-35-1099（登米市）

宮城県慶長使節船ミュージアム 0225-24-2210（石巻市）

気仙沼観光コンベンション協会 0226-22-4560

同実行委員会（柴田町槻木生涯学習センター） 0224-56-1997

大河原町観光物産協会 0224-53-2141

道の駅津山「もくもくランド」 0225-69-2341（登米市）

大河原町商工観光課 0224-53-2659（大河原町）

大河原町商工観光課 0224-53-2659（大河原町）

登米みなみ商工会豊里支所 0225-76-3274（登米市）

同実行委員会 0225-54-3131（女川町）

栗駒鶯沢商工会 0228-45-2191

鳴子温泉観光協会 0229-83-3441（大崎市）

葦航寺 022-357-3614（七ヶ浜町）

島田飴まつり伝承会（くろかわ商工会大和事務所） 022-345-3106（大和町） 

細倉マインパーク 0228-55-3215（栗原市）

同実行委員会 070-2020-5701（山元町）

蔵の郷土館齋理屋敷 0224-72-6636（丸森町）

みやぎ蔵王スキー場すみかわスノーパーク 0224-87-2610（蔵王町）

南三陸ハマーレ歌津 0226-36-3117（南三陸町）

 12
月冬 みやぎ

四季
めぐり

W I N T E R

SENDAI光のページェント（仙台市）　 12月上旬～31日
定禅寺通のケヤキ並木がライトアップされ、幻想的な世
界をつくりだす仙台の冬の風物詩。「スターライト・ウイ
ンク」「サンタの森の物語」など、多彩なイベントも満載。

コダナリエ（山元町）
東日本大震災の翌年から毎年開催。山元町小平農村公園を会場に、心の復興を
願い「訪れた人を笑顔に」という想いを込めて、地域の人々が手作りで届ける
温かみあふれるイルミネーションイベント。

12月中旬～1月中旬

スターダスト・ページェント「海ぼたる」（女川町）
JR女川駅前広場をイルミネーションで包む、冬の女川の風物詩「海ぼたる」。
約4万5千球のLEDが駅前広場を華やかに彩る。

12月上旬～1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
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唐桑観光協会 0226-32-3029（気仙沼市）
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大河原町商工観光課 0224-53-2659（大河原町）

登米みなみ商工会豊里支所 0225-76-3274（登米市）
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葦航寺 022-357-3614（七ヶ浜町）

島田飴まつり伝承会（くろかわ商工会大和事務所） 022-345-3106（大和町） 
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同実行委員会 070-2020-5701（山元町）
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 12
月

吉岡八幡神社
島田飴まつり（大和町）
縁結びの御利益があるとされる「島田飴」を求めて、
毎年多くの参拝客で賑わう。島田飴を八幡様に奉納
する花嫁道仲は必見。

志津川湾
おすばでまつり（南三陸町）
「おすばで」とは地元の言葉で酒の肴を意味する言
葉。地元名産の海産物や農産品を中心とした物産テ
ント、飲食ブースが立ち並び、新鮮な正月用食材を浜
値で買うことができる。

12月29日

12月14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 花火イベントあり

志津川湾おすばでまつり 【29日】
瑞巌寺除夜の鐘つき 【31日・1月1日】
道の駅大谷海岸あわびまつり 【中旬】
こごた朝市（歳の市） 【下旬】
おながわ冬のまつり 【下旬】
ゆりあげ港朝市「年末大売出し」 【年末】

初詣歳旦祭（金華山黄金山神社） 【1日】
やくらい元旦登山 【1日】
弥治郎こけし初挽き 【2日】
金田郷土芸能新春初舞大会 【2日】
仙台初売り 【2日】
日本刀打初式 【5日】
冬の検断屋敷まつり 【上旬の日曜】
ゆりあげ港朝市「初市」 【上旬】
みちのく公園新春ふるさとまつり 【上旬】
松焚祭（どんと祭） 【14日】
松明祭（どんと祭） 【14日】
松焚祭（どんと祭） 【14日】
刈田嶺神社暁祭り 【14日】
かくだどんと祭裸参り 【14日】
三本木どんと祭 【14日】
田尻どんと祭 【14日】
こごたどんと祭 【14日】
せみね裸参り 【14日】
佐沼どんと祭・裸参り 【14日】
石越冬のまつり（どんと祭と花火大会） 【14日】
小僧不動の滝寒中みそぎ 【15日】
御崎神社祭典 【中旬】
柳沢の焼け八幡 【中旬】
大寒の禊ぎ 【大寒の日】
おめつき 【24日】
箟岳・白山祭 【第4日曜】
えぼし雪上花火大会 【下旬】
あそぶさございん七ヶ浜deお正月 【下旬】
みちのく公園かまくらまつり 【下旬～2月中旬】
スノーランド イン ハイルザーム栗駒 【下旬～3月中旬】

米川の水かぶり 【初午の日】
春を呼ぶ裸たるみこし 【3日】
雪だるま・雪像コンテスト 【7日】
田尻クロスカントリー大会 【第1日曜】
とよま凧あげ大会 【第1日曜】
松島かき祭り 【第1日曜】
定義雪まつり 【上旬】
鹽竈神社節分祭 【上旬】
青根温泉雪あかり 【上旬】
スノーランタンフェスタin中山平 【上旬】
宮城県雪合戦大会 【上旬】
花山雪っこまつり 【中旬】
第26回大和町まほろばの風景「七ツ森」展 【上旬】
ほっこり作並 【上旬】
弥治郎こけし村・雛の宴展 【上旬～3月上旬】
ひな人形展 【上旬～3月】

南三陸町商工観光課 0226-46-1385

瑞巌寺 022-354-2023（松島町）

道の駅大谷海岸 0226-44-3180（気仙沼市）

小牛田朝市運営委員会 0229-25-3329（美里町）

女川町観光協会 0225-54-4328

ゆりあげ港朝市協同組合 022-395-7211（名取市）

金華山黄金山神社 0225-45-2301（石巻市）

加美町商工観光課 0229-63-6000

弥治郎こけし村 0224-26-3993（白石市）

一迫農村環境改善センター 0228-54-2111（栗原市）

仙台商工会議所 022-265-8184（仙台市）

法華三郎日本刀鍛錬所 0229-55-2106（大崎市）

白石市小原公民館 0224-29-2031

ゆりあげ港朝市協同組合 022-395-7211（名取市）

みちのく公園管理センター 0224-84-5991（川崎町）

大崎八幡宮 022-234-3606（仙台市）

志波彦神社・鹽竈神社 022-367-1611（塩竈市）

竹駒神社 0223-22-2101（岩沼市）

刈田嶺神社 0224-32-2615（蔵王町）

角田市商工会 0224-62-1242

大崎商工会三本木支所 0229-52-2272（大崎市）

大崎商工会田尻支所 0229-39-0405

遠田商工会小牛田事業所 0229-33-2309（美里町）

瀬峰まつりの会 090-9034-9448（栗原市）

登米中央商工会 0220-22-3681（登米市）

登米中央商工会石越町支所 0228-34-2064（登米市）

同実行委員会 0228-52-4311（栗原市）

御崎神社 0226-32-3406（気仙沼市）

加美町教育委員会 0229-69-5113

宮城県神社庁 022-222-6663（七ヶ浜町）

石巻市雄勝公民館 0225-57-3052

箟峯寺 0229-45-2251（涌谷町）

みやぎ蔵王えぼしリゾート 0224-34-4001（蔵王町）

七ヶ浜国際村 022-357-5931

みちのく公園管理センター 0224-84-5991（川崎町）

ハイルザーム栗駒 0228-43-4100（栗原市）

登米市東和総合支所 0220-53-4111

栗原市観光物産協会 0228-25-4166

七ヶ宿町観光協会 0224-37-2177

同大会実行委員会事務局（田尻総合体育館） 0229-39-3001（大崎市）

登米公民館 0220-52-2316（登米市）

同実行委員会（松島観光協会） 022-354-2618（松島町）

大倉四季探索･雪ホタルまつり実行委員会事務局（梅津） 090-8924-6667

志波彦神社・鹽竈神社 022-367-1611（塩竈市）

青根温泉区民の会 0224-87-2188（川崎町）

中山平温泉観光協会 090-4042-3744

同実行委員会 090-6223-4887（加美町）

同実行委員会（自然薯の館） 0228-56-2265（栗原市）

まほろばホール 022-344-4401（大和町）

作並振興協会 022-391-4126（仙台市）

弥治郎こけし村 0224-26-3993（白石市）

原阿佐緒記念館 022-346-2925（大和町）

 2
月

 1
月

 12
月

みやぎ四季めぐり冬 W I N T E R

松焚祭（どんと祭）（仙台市）
正月飾りや古神札などを焼納する祭事。この火にあたると心身が清められ、一年間無病息災・家内安全の加護を得られるという言い伝えが残る。古くからさらし姿で参
拝する「裸参り」も開催。

1月14日

コラム 季節の風物詩

1年の無事を祈る元朝参り。県内各地の神社や寺院で
は、歳旦祭などが行われ、多くの初詣客でにぎわう。

みやぎ蔵王七ヶ宿スキー場 七ヶ宿町 0224-37-3111
みやぎ蔵王白石スキー場 白石市 0224-24-8111

歳旦祭
（大崎八幡宮）

仙台市
青葉区

大崎八幡宮
022-234-3606

1日

歳旦祭（志波彦
神社・鹽竈神社） 塩竈市 志波彦神社・鹽竈神社

022-367-1611
1日

歳旦祭
（竹駒神社） 岩沼市 竹駒神社

0223-22-2101
1日

スキー場 12月～

スプリングバレー
泉高原スキー場

初詣 1月
みやぎ蔵王えぼしリゾート 蔵王町 0224-34-4001
みやぎ蔵王スキー場
すみかわスノーパーク 蔵王町 0224-87-2610

みやぎ蔵王セントメリー
スキー場 川崎町 0224-84-5880

スプリングバレー
泉高原スキー場 仙台市 022-379-3755

泉ヶ岳スキー場 仙台市 022-379-1250

上野 ス々キー場 大崎市
0229-82-2026（大崎
市鳴子総合支所地域
振興課）

オニコウベスキー場 大崎市 0229-86-2111

やくらいファミリースキー場 加美町 0229-67-7272、
0120-67-7273

阿武隈ライン舟下り「こたつ舟」（丸森町）
冬期間は阿武隈川を下る屋形船に、こたつを乗せた「こたつ舟」が就航。事前予
約では「しし鍋」や寄せ鍋等も味わえ、冬の情緒も満喫できる。

12月1日～3月下旬

青根温泉雪あかり（川崎町）
地元の人や子どもたちが雪でたくさんの祠をつくり、中にロウソクを灯す｡ 雪
に閉ざされる山間の静かな温泉ならではのロマンティックな風景が楽しめる。

2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 花火イベントあり

志津川湾おすばでまつり 【29日】
瑞巌寺除夜の鐘つき 【31日・1月1日】
道の駅大谷海岸あわびまつり 【中旬】
こごた朝市（歳の市） 【下旬】
おながわ冬のまつり 【下旬】
ゆりあげ港朝市「年末大売出し」 【年末】

初詣歳旦祭（金華山黄金山神社） 【1日】
やくらい元旦登山 【1日】
弥治郎こけし初挽き 【2日】
金田郷土芸能新春初舞大会 【2日】
仙台初売り 【2日】
日本刀打初式 【5日】
冬の検断屋敷まつり 【上旬の日曜】
ゆりあげ港朝市「初市」 【上旬】
みちのく公園新春ふるさとまつり 【上旬】
松焚祭（どんと祭） 【14日】
松明祭（どんと祭） 【14日】
松焚祭（どんと祭） 【14日】
刈田嶺神社暁祭り 【14日】
かくだどんと祭裸参り 【14日】
三本木どんと祭 【14日】
田尻どんと祭 【14日】
こごたどんと祭 【14日】
せみね裸参り 【14日】
佐沼どんと祭・裸参り 【14日】
石越冬のまつり（どんと祭と花火大会） 【14日】
小僧不動の滝寒中みそぎ 【15日】
御崎神社祭典 【中旬】
柳沢の焼け八幡 【中旬】
大寒の禊ぎ 【大寒の日】
おめつき 【24日】
箟岳・白山祭 【第4日曜】
えぼし雪上花火大会 【下旬】
あそぶさございん七ヶ浜deお正月 【下旬】
みちのく公園かまくらまつり 【下旬～2月中旬】
スノーランド イン ハイルザーム栗駒 【下旬～3月中旬】

米川の水かぶり 【初午の日】
春を呼ぶ裸たるみこし 【3日】
雪だるま・雪像コンテスト 【7日】
田尻クロスカントリー大会 【第1日曜】
とよま凧あげ大会 【第1日曜】
松島かき祭り 【第1日曜】
定義雪まつり 【上旬】
鹽竈神社節分祭 【上旬】
青根温泉雪あかり 【上旬】
スノーランタンフェスタin中山平 【上旬】
宮城県雪合戦大会 【上旬】
花山雪っこまつり 【中旬】
第26回大和町まほろばの風景「七ツ森」展 【上旬】
ほっこり作並 【上旬】
弥治郎こけし村・雛の宴展 【上旬～3月上旬】
ひな人形展 【上旬～3月】

南三陸町商工観光課 0226-46-1385

瑞巌寺 022-354-2023（松島町）

道の駅大谷海岸 0226-44-3180（気仙沼市）

小牛田朝市運営委員会 0229-25-3329（美里町）

女川町観光協会 0225-54-4328

ゆりあげ港朝市協同組合 022-395-7211（名取市）

金華山黄金山神社 0225-45-2301（石巻市）

加美町商工観光課 0229-63-6000

弥治郎こけし村 0224-26-3993（白石市）

一迫農村環境改善センター 0228-54-2111（栗原市）

仙台商工会議所 022-265-8184（仙台市）

法華三郎日本刀鍛錬所 0229-55-2106（大崎市）

白石市小原公民館 0224-29-2031

ゆりあげ港朝市協同組合 022-395-7211（名取市）

みちのく公園管理センター 0224-84-5991（川崎町）

大崎八幡宮 022-234-3606（仙台市）

志波彦神社・鹽竈神社 022-367-1611（塩竈市）

竹駒神社 0223-22-2101（岩沼市）

刈田嶺神社 0224-32-2615（蔵王町）

角田市商工会 0224-62-1242

大崎商工会三本木支所 0229-52-2272（大崎市）

大崎商工会田尻支所 0229-39-0405

遠田商工会小牛田事業所 0229-33-2309（美里町）

瀬峰まつりの会 090-9034-9448（栗原市）

登米中央商工会 0220-22-3681（登米市）

登米中央商工会石越町支所 0228-34-2064（登米市）

同実行委員会 0228-52-4311（栗原市）

御崎神社 0226-32-3406（気仙沼市）

加美町教育委員会 0229-69-5113

宮城県神社庁 022-222-6663（七ヶ浜町）

石巻市雄勝公民館 0225-57-3052

箟峯寺 0229-45-2251（涌谷町）

みやぎ蔵王えぼしリゾート 0224-34-4001（蔵王町）

七ヶ浜国際村 022-357-5931

みちのく公園管理センター 0224-84-5991（川崎町）

ハイルザーム栗駒 0228-43-4100（栗原市）

登米市東和総合支所 0220-53-4111

栗原市観光物産協会 0228-25-4166

七ヶ宿町観光協会 0224-37-2177

同大会実行委員会事務局（田尻総合体育館） 0229-39-3001（大崎市）

登米公民館 0220-52-2316（登米市）

同実行委員会（松島観光協会） 022-354-2618（松島町）

大倉四季探索･雪ホタルまつり実行委員会事務局（梅津） 090-8924-6667

志波彦神社・鹽竈神社 022-367-1611（塩竈市）

青根温泉区民の会 0224-87-2188（川崎町）

中山平温泉観光協会 090-4042-3744

同実行委員会 090-6223-4887（加美町）

同実行委員会（自然薯の館） 0228-56-2265（栗原市）

まほろばホール 022-344-4401（大和町）

作並振興協会 022-391-4126（仙台市）

弥治郎こけし村 0224-26-3993（白石市）

原阿佐緒記念館 022-346-2925（大和町）

 2
月

 1
月

 12
月

法華三郎打初式（大崎市）
名刀「大和伝」を伝承する、松山地域の刀匠法華三郎日
本刀鍛錬所。現在は九代目法華三郎信房氏と十代目法
華栄喜氏により、伝統の技が受け継がれている。

1月5日

米川の水かぶり（登米市）
宮城県登米市東和町米川の五日町地区に古くから伝
わる火伏せ行事で、毎年2月の初午に行われる。
2018年に「来訪神行事：仮面・仮装の神々」としてユ
ネスコ無形文化遺産に登録された。

鹽竈神社節分祭（塩竈市）
各地から奉仕の年男･年女が揃いの裃（かみしも）をま
とい「福は内  鬼は外」の掛け声と共に境内の特設舞台
から豆を撒く。

2月上旬

初午の日
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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

陸奥国分寺薬師堂 022-291-2840（仙台市）

加美町商工会 0229-63-2734

みやぎ蔵王白石スキー場 0224-24-8111（白石市）

秋保・里センター 022-304-9151（仙台市）

みやぎ蔵王七ヶ宿スキー場 0224-37-3111（七ヶ宿町）

同実行委員会（加美町教育委員会） 0229-69-5113

オニコウベスキー場 0229-86-2111（大崎市）

るぽぽの森 0224-84-6611（川崎町）

マリンゲート塩釡事業振興会 022-361-1500（塩竈市）

蔵の郷土館齋理屋敷 0224-72-6636（丸森町）

加美町教育委員会 0229-69-5113

同実行委員会（塩竈市観光交流課内） 022-364-1165

みやぎ蔵王セントメリースキー場 0224-84-5880（川崎町）

同実行委員会 022-366-6711（塩竈市）

同実行委員会（栗駒鶯沢商工会） 0228-45-2191（栗原市）

川崎町農林課 0224-84-2111（川崎町）

鳳寿寺 022-365-0681（七ヶ浜町）

佐藤屋プロジェクト 080-3658-9629（大河原町）

志波彦神社・鹽竈神社 022-367-1611（塩竈市）

南三陸ハマーレ歌津 0226-36-3117（南三陸町）

ひころの里管理事務所 0226-46-4310（南三陸町）

みやぎ蔵王えぼしリゾート 0224-34-4001（蔵王町）

亘理町観光協会（亘理町商工観光課内） 0223-34-0513

丸森町小斎まちづくりセンター 0224-78-1111

御賀八幡神社 0228-32-3316（栗原市）

加美町教育委員会 0229-69-5113

竹駒神社 0223-22-2101（岩沼市）

柴田町役場商工観光課 0224-55-2123

みちのく公園管理センター 0224-84-5991（川崎町）

女川町観光協会 0225-54-4328

仙北街商協同組合（千葉氏） 090-3123-7971（栗原市）

村田町歴史みらい館 0224-83-6822

蔵王町観光案内所 0224-34-2725

柴燈大護摩供（火渡り式） 【11日】
うめえがすと鍋まつりin加美 【11日】
アザレア杯スキー技術選手権大会 【中旬】
手づくりおひな様展 【中旬～3月下旬】
七ヶ宿ジャイアントスラローム大会 【中旬】
やくらいクロスカントリー大会in宮城 【中旬】
キッズスノーフェスティバルinオニコウベ 【中旬】
スノーキャンプ（焚き火でライトアップ） 【中旬】
塩竈の醍醐味 【中旬～下旬】
齋理屋敷春の企画展「齋理の雛まつり」 【上旬～3月下旬】
切込の裸カセドリ 【旧暦1月15日頃】
塩釜甚句全国大会 【下旬】
雪まつりお楽しみデー 【下旬】
塩竈deひなめぐり 【下旬～3月上旬】
くりこま商家のひな祭り 【下旬～3月上旬】

寒ざらしそばまつり 【1日】
笠岩堂の縁日 【第1日曜】
佐藤屋でひなまつり 【3日前後の金曜～日曜】
鹽竈神社帆手祭 【10日】
春つげわかめまつり 【上旬】
シルクフラワーフェスタ 【上旬】
TBC杯みやぎ蔵王スキー大会 【上旬】
伊達なわたりまるごとフェア 【上旬の日曜】
小斎鹿島神社やぶさめ 【第2日曜】
石尊さまの火伏せまつり 【第2日曜】
小泉の水祝儀 【旧暦2月2日頃】
竹駒神社初午大祭 【旧暦2月の初午の日～1週間】
しばたスプリングフラワーフェスティバル 【中旬】
みちのく公園クリスマスローズまつり 【中旬～下旬】
おながわ 春のファンまつり 【15日】
高清水互市 【29日・30日】
むらた町家の雛めぐり 【第4土・日曜】
渓流釣り解禁 【3月～9月】

 3
月

 2
月

みやぎ四季めぐり冬 W I N T E R

コラム 季節の風物詩
こけしびなまつり 蔵王町

素朴で味わいのある「こけし
びな」の展示と販売が行わ
れる。遠刈田こけしの伝統
技能で作られた、可愛らし
いひな飾りを楽しめる。

2月上旬～3月下旬

みやぎ蔵王こけし館 
0224-34-2385

かくだ牟宇姫ひなまつり 角田市

つるし雛の展示や、ひなま
つりにちなんだ各種体験イ
ベント、スタンプラリーなど
が開催される。

3月上旬

同実行委員会（角田市商工
観光課） 0224-63-2120

ラムサール条約登録の
伊豆沼・内沼・蕪栗沼・
化女沼

登米市
栗原市
大崎市

伊豆沼・内沼、蕪栗沼と周辺水田に加え、2008年10月
に化女沼がラムサール条約締約国会議で正式に登録
された。マガンやヒシクイ、ハクチョウなどが飛来する
（→158P参照）。

初売り・打初め・どんと祭 1月
1月2日に開催される仙台初売りは藩政時代から続く長
い歴史をもつもの。現在も各商店街、専門店などが豪華
な景品を提供するなど趣向を凝らして行っている。
1月14日には各地でどんと祭が行われる。特に仙台市の
大崎八幡宮（青葉区）の松焚祭（どんと祭）はよく知られ
る。夕方から裸参りの男女が市内を練り歩いたあと、無
病息災や商売繁盛を願う。

マガン・ひな祭り
 

12月中旬～3月中旬

みやぎ蔵王の樹氷めぐり（蔵王町）
別名「スノーモンスター」とも言われる神秘的な樹氷を、雪上車に乗って間近で見学することができる。
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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

陸奥国分寺薬師堂 022-291-2840（仙台市）

加美町商工会 0229-63-2734

みやぎ蔵王白石スキー場 0224-24-8111（白石市）

秋保・里センター 022-304-9151（仙台市）

みやぎ蔵王七ヶ宿スキー場 0224-37-3111（七ヶ宿町）

同実行委員会（加美町教育委員会） 0229-69-5113

オニコウベスキー場 0229-86-2111（大崎市）

るぽぽの森 0224-84-6611（川崎町）

マリンゲート塩釡事業振興会 022-361-1500（塩竈市）

蔵の郷土館齋理屋敷 0224-72-6636（丸森町）

加美町教育委員会 0229-69-5113

同実行委員会（塩竈市観光交流課内） 022-364-1165

みやぎ蔵王セントメリースキー場 0224-84-5880（川崎町）

同実行委員会 022-366-6711（塩竈市）

同実行委員会（栗駒鶯沢商工会） 0228-45-2191（栗原市）

川崎町農林課 0224-84-2111（川崎町）

鳳寿寺 022-365-0681（七ヶ浜町）

佐藤屋プロジェクト 080-3658-9629（大河原町）

志波彦神社・鹽竈神社 022-367-1611（塩竈市）

南三陸ハマーレ歌津 0226-36-3117（南三陸町）

ひころの里管理事務所 0226-46-4310（南三陸町）

みやぎ蔵王えぼしリゾート 0224-34-4001（蔵王町）

亘理町観光協会（亘理町商工観光課内） 0223-34-0513

丸森町小斎まちづくりセンター 0224-78-1111

御賀八幡神社 0228-32-3316（栗原市）

加美町教育委員会 0229-69-5113

竹駒神社 0223-22-2101（岩沼市）

柴田町役場商工観光課 0224-55-2123

みちのく公園管理センター 0224-84-5991（川崎町）

女川町観光協会 0225-54-4328

仙北街商協同組合（千葉氏） 090-3123-7971（栗原市）

村田町歴史みらい館 0224-83-6822

蔵王町観光案内所 0224-34-2725

柴燈大護摩供（火渡り式） 【11日】
うめえがすと鍋まつりin加美 【11日】
アザレア杯スキー技術選手権大会 【中旬】
手づくりおひな様展 【中旬～3月下旬】
七ヶ宿ジャイアントスラローム大会 【中旬】
やくらいクロスカントリー大会in宮城 【中旬】
キッズスノーフェスティバルinオニコウベ 【中旬】
スノーキャンプ（焚き火でライトアップ） 【中旬】
塩竈の醍醐味 【中旬～下旬】
齋理屋敷春の企画展「齋理の雛まつり」 【上旬～3月下旬】
切込の裸カセドリ 【旧暦1月15日頃】
塩釜甚句全国大会 【下旬】
雪まつりお楽しみデー 【下旬】
塩竈deひなめぐり 【下旬～3月上旬】
くりこま商家のひな祭り 【下旬～3月上旬】

寒ざらしそばまつり 【1日】
笠岩堂の縁日 【第1日曜】
佐藤屋でひなまつり 【3日前後の金曜～日曜】
鹽竈神社帆手祭 【10日】
春つげわかめまつり 【上旬】
シルクフラワーフェスタ 【上旬】
TBC杯みやぎ蔵王スキー大会 【上旬】
伊達なわたりまるごとフェア 【上旬の日曜】
小斎鹿島神社やぶさめ 【第2日曜】
石尊さまの火伏せまつり 【第2日曜】
小泉の水祝儀 【旧暦2月2日頃】
竹駒神社初午大祭 【旧暦2月の初午の日～1週間】
しばたスプリングフラワーフェスティバル 【中旬】
みちのく公園クリスマスローズまつり 【中旬～下旬】
おながわ 春のファンまつり 【15日】
高清水互市 【29日・30日】
むらた町家の雛めぐり 【第4土・日曜】
渓流釣り解禁 【3月～9月】
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月
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伊達なわたり
まるごとフェア（亘理町）
特産品の「いちご」や、とれたて野菜や地場産品など春
到来を先取るイベント。試食や抽選会など、楽しい企
画が盛りだくさん。

鹽竈神社帆手祭（塩竈市）
火伏せ祭として始まった帆手まつりは今回で340回
目を迎える。
日本三大荒神輿にも数えられているお祭りとして、鹽
竈神社の神輿を担いで市内を巡行。鹽竈神社の202段
ある急な表坂から、約1トンの神輿を16人の担ぎ手で
降りる勇壮な様は見所の一つ。

3月10日

竹駒神社初
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（岩沼市）
日本三稲荷のひとつ竹駒神社の最大の祭り。神輿渡御
と竹駒奴の行列。三十数名の揃いの半纏に身を包んだ
竹駒奴の練り歩きや、「毛槍投げ受け」の妙技は必見。

旧暦2月の初午の日～1週間

3月上旬の日曜
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晃学園仙台校
〒980-0012 仙台市青葉区錦町1丁目6-17

体験
レッスン
実施中！

トライアルレッスン
同時受付中。
（入会金なし・4回コース）
※詳しくはお気軽にお問い合わせ下さい。

0歳からの
能力開発

七田式 晃学園 検 索検 索

認めて ほめて 愛して 育てる

晃学園泉校
〒981-3117 仙台市泉区市名坂字石止7
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赤ちゃんコース
英語コース

胎教コース
小学生コース

幼児コース
特別支援コース

ひかり

ひかり

2018年1月より（株）しちだ・教育研究所直轄の
七田式教育実施校になりました。

しちだっくTM
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