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県南エリア

齋理屋敷
「齋理の雛まつり」

丸森の豪商･齋藤家に伝わる
雛人形を展示。歴史ある雛人
形を見れる貴重な場だ。

P.120

阿武隈ライン
舟下り

阿武隈川の自然を満喫でき
る舟下り。冬はこたつ舟が運
航される。

P.120

角田市
スペースタワー・
コスモハウス
高さ44.9m､建床面積69㎡｡ 
展望室に設置された望遠鏡か
らは蔵王連峰まで見渡せる。

P.121
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118 柴田・大河原・村田

　とんとんの丘　もちぶた館に併設された
日帰り温泉施設。石造りの「石乃湯」、木
造の「木乃湯」があり、週替わりで男女を
入れ替えている。露天風呂では気持ちの
いい風を受けながら風情ある入浴が楽しめ
ると評判。
10～22時 休第3水曜休（祝日の場合は翌

日休） 料 800円 P 160台 交 172P参照 
☎ 0224-51-5110

●おおがわら天然温泉 いい湯自然 NPO法人 自然農園
農業・山林体験ができる
　村田周辺の農業に関する体験事業を推進しよ
うと始められた活動。夏から秋には野菜収穫、稲
刈り、脱穀、籾摺りなどの農業体験や山林散策な
どのイベントを企画するほか、農産物の販売やPR
も実施。村田の特産物情報も入手できる。
☎0224-82-1919（渡邊正弘氏）

MAP P.104
村田町

レジャー・ショッピング 太陽の村
芋煮会や花見に最適
　4ヘクタールの広大な芝生が広がり、晴天時には
蔵王の山々や太平洋が望める。春には花見、秋に
は芋煮会など、自然の中でのんびり楽しめる。敷地
内には「ふわふわドーム」など、児童遊具が設置され
ており、園地周辺には散策道が整備されている。
9～17時 休月曜休（祝日の場合は翌日休） P 70台 

交172P参照 ☎0224-56-3970

MAP P.104
柴田町

MAP P.104
大河原町レジャー・ショッピング とんとんの丘 もちぶた館

産直施設や温泉が楽しめる

　「とんとんの丘」内の産直施設。直営
農場で育てた「和豚もちぶた」の精肉やハ
ム・ソーセージなどの加工品のほか、県南
地域の地場産品も並ぶ。隣接するバーベ
キューハウス（本店）も人気。
10～19時 休第3水曜休 P 160台 交172P

参照 ☎0224-51-5811

●もちぶた館

ウェルカムみやぎ観光ガイドブック '20
WG20_3782/12　89mm×85mm

脂身がサッパリしていて甘みがある、ヘルシーで安全なおいしい「和豚もちぶた」。
もちぶた館は、おいしいお肉を食べて、遊んで、学べる、ふれあいの場です。

是非みなさんでお越しください。

〒989-1257　宮城県柴田郡大河原町新寺字北185-11

TEL : 0224-51-5811 FAX:0224-51-5818
URL: http://www.mochibuta.jp
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歴史・文化 村田町歴史みらい館
多彩な展示が魅力
　村田の歴史や文化を知ることのできる資料
館。原始から現代まで、町の歴史や伝承を実物
やパネルで紹介。生涯学習に対応し、図書室や
研修室もある。
9～17時（展示室入室は～16時30分） 休月曜休（祝

日の場合は翌日休） P 60台 交172P参照 ☎0224-83-
6822

MAP P.104
村田町 歴史・文化 プチみちの駅「とみかみ」

周辺の観光スポットの拠点に
　2013年8月、旧槻木小学校富上分校の校舎
を活用してオープン。富沢・上川名地区の農産
物を販売。周辺には「富沢磨崖仏群」があり、
「里山ハイキングコース」の観光拠点として利用さ
れている。
9～15時 休月・水・金曜休 P 20台 交172P参照

☎090-9743-1146

MAP P.105
柴田町

レジャー・ショッピング 観光物産交流館 さくらの里
地域の観光と物産の情報発信拠点
　柴田町のシンボルともなっている船岡城址公
園の中にある。新鮮な地元産野菜や特産品など
を扱う直売所では、四季の花を楽しみながら物産
のショッピングやイベント見学などができる。
9～17時 休月曜休 P 350台 交172P参照 

☎0224-87-7101

MAP P.104
柴田町

レジャー・ショッピング 道の駅村田 歴史と蔵とふれあいの里
県南の新たな観光拠点
　蔵造り風の建物に、村田町内の新鮮野菜や県
南地域の加工品が並び、にぎわいを見せている。
レストランも併設。
物産交流センターは 9～17時 休無休、レストランは
11～17時 休第2月曜休（祝日の場合は翌日休） 

P 50台 交 172P参照 ☎ 0224-83-5505

MAP P.104
村田町

歴史・文化 民話の里〈ふるさとおとぎ苑〉
歴史と文化を学ぶ施設 
村田の今と昔が分かる
　茅葺き屋根が目印の「民話の里」で、村田町
指定文化財の民家を見学。産直館では、そばや
そら豆米粉麺が味わえる（11～15時）。
9時30分～17時 休月曜休（祝日の場合は翌日休） 

料無料 P 30台 交172P参照 ☎0224-83-4140

MAP P.104
村田町

MAP P.104
柴田町レジャー・ショッピング くりえいと柴田石窯ピザと牛タンのレストランらぽるの森

旨みたっぷりの手作りピッツァ
　石窯で焼いたピッツァを中心に、パスタや牛タン
丼などが味わえるレストラン。ピッツァの生地には
はちみつ酵母と地元の米粉を使用。トマトソース
やオリーブオイルはオーガニックのものを使うなど、
素材にこだわっている。
10時～15時（L.O.14時半） 休月・火曜休 P 70台 

交172P参照 ☎0224-51-8133
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120 角田・丸森

　丸森観光案内所に隣接する「ほ～っとい
っぷく陽だまり工房」では、気軽にまゆ細工体
験ができる。天然素材で染色した、優しい色
合いのまゆを使い、かわいい動物や花のモチ
ーフを作ることができる。販売のほか、体験は
700円から楽しめる。
★土・日曜、祝日のみ営業

●まゆ細工体験

歴史・文化 ねこ石碑
丸森町でめんこい
ねこ石碑巡り
　近年のねこブームとあいまって、
注目を集めるようになったのが丸森
町のねこ石碑。石碑は現在81基
が確認されていて、その数はさらに
増えていきそうな勢い。その理由は
定かではないものの、かわいいねこ
の石碑を巡る旅をしに多くのねこ好
きが丸森へやってきている。
☎0224-72-6663（丸森町観光案内所内）

丸森町

レジャー・ショッピング いきいき交流センター大内
農家レストラン直売所がある
　直売所やレストラン、パン工房などの施設が並
ぶ。土・日曜と祝日には産直所「鹿狼山いちば」
で手づくり豆腐などを販売する。
直売所は9～16時。レストランは11～15時 休無休 
鹿狼山いちばは土・日曜、9～16時。（店舗毎異なる） 

P 60台 交172P参照 ☎0224-79-3151

MAP P.105
丸森町 自然 不動尊・筆甫クラインガルテン

滞在型の市民農園
　都市住民のための市民農園施設（クラインガル
テン）が丸森町の不動尊と筆甫にある。ラウベ（休
息施設）付きの滞在型施設としては宮城唯一。
★年間36万円。申込資格あり。詳細は要問合せ 
交 172P参照 ☎ 0224-73-1150（不動尊市民農園管
理組合）、0224-76-2230（筆甫体験農園管理組合）、
0224-72-3026（丸森町農林課農村整備班） 

MAP P.105
丸森町

自然 丸森の農業体験
収穫体験、生活体験などができる
　丸森町では、農業を身近に感じてもらい、農村
の生活を守り伝えていくことを目的に、さまざまな
農業体験プログラムを進めている。耕野地区の
百目木ガーデンでは、2016年に仙南初となる農
家民宿の営業許可を取得している。
☎0224-72-6663（丸森町観光案内所）

丸森町

歴史・文化 蔵の郷土館 齋理屋敷
豪商の屋敷が展示とイベント会場に

　江戸時代からの豪商・齋藤家が屋敷を町に寄贈。収蔵の
品 か々ら、齋理のダンポ（旦那）の生活を偲ぶことができる。登
録有形文化財の店蔵をはじめ、時代を隔てて用途別に建設さ
れた多様な文化財が見られる。春の企画展「齋理の雛まつり」
や8月上旬の「齋理幻夜」など、多彩なイベントも開催される。
9時30分～17時（12～2月は～16時30分） 休月曜休（祝日の場合

は翌日休） 料620円 P 20台 交172P参照 ☎0224-72-6636

MAP P.104
丸森町 自然 阿武隈川

ゆったりとした川の流れ
　丸森町の北部を流れる阿武隈
川は流路延長239kmと、東北で
は2番目の長さをもつ。福島県に
源流があり、阿武隈山地のなだら
かな渓谷を抜け、岩沼市と亘理町
の境で太平洋に注ぐ。

　舟運の名残を今に伝える。観光交
流センタ－発着の周遊コ－ス（1600
円）がある。12～3月までは「こたつ
舟」のみ運航。乗船のみ1500円。鍋
セットは3日前まで要予約。乗船＋鍋
2000円～。要予約。
休不定休 P 30台 交172P参照 ☎0224-
72-2350（阿武隈ライン舟下り）

●阿武隈ライン舟下り

MAP P.104
丸森町・角田市

レジャー・ショッピング 丸森こらいんツーリスト
丸森の魅力を満喫できる
ツアープログラム
　山里の自然に、おいしい食材など、魅力いっ
ぱいの丸森町を案内する個性派ツーリスト。特
産のころ柿作り体験や、仙台で開催する丸森食
材を使ったスイーツフェスタなど、人気のツアーは
すぐに受付終了となることもある。
9～17時 ☎0224-72-6392（丸森町観光案内所内）

丸森町

MAP P.105レジャー・ショッピング 丸森物産いちば八雄館
丸森の新鮮野菜を産地価格で購入
　丸森町内にある齋理屋敷の向い側にある直
売所。地元産の野菜や果物、加工品などを種
類豊富に販売していて、手作りの総菜やおにぎ
りなども手頃な価格で買える人気スポット。丸森
みやげを選ぶのにも最適。
9～17時30分 休年末年始 P 20台 交 172P参照 

☎ 0224-72-3188

丸森町

MAP P.105レジャー・ショッピング 自然ゆうゆう館 天水舎
自然と調和した舟の形のレストラン
　レジャースポットとしてファミリーに人気の不動
尊公園にあるレストラン。舟の形をイメージして作
られた建物の周囲には水が流れ、四季折々の景
色を見ながら食事ができる。丸森特産の「う米米
めん」を使ったアイデアあふれるメニューが好評。
10～17時※時期によって異なる 休月・第2・4火曜

（祝日の場合は翌日休）※臨時休業あり P 15台 
交172P参照 ☎0224-72-4528

丸森町
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レジャー・ショッピング JAみやぎ仙南 シンケンファクトリー
角田産の地ビール
　JAみやぎ仙南シンケンファクトリーでは、インタ
ーナショナル・ビアカップ受賞銘柄をはじめ、4～6
種類のビールが楽しめる。
レストランは11～14時30分（L.O.14時）、17～21時は
予約営業 休水曜休 交172P参照 ☎0224-61-1150

MAP P.104
角田市

　高蔵寺に入る手前の高倉川堤防沿い
に桜並木や彼岸花ロードがあり、季節の
美しい花が見られる。農村公園は隠れた
花見スポットである。
☎0224-63-2120（角田市商工観光課）

●高倉清流桜並木

歴史・文化 勝楽山高蔵寺阿弥陀堂
歴史あるまちは見どころもいっぱい

　1177年（治承元）の建立と伝えられる宮城県最古の木造建築。現存する平安時代の
建造物としては全国26カ所の一つ、阿弥陀堂としては全国7カ所の一つという貴重なもの
であり、平泉・中尊寺金色堂、福島県白水・願成寺阿弥陀堂と並ぶ「東北三大阿弥陀堂」
とも呼ばれる。国指定重要文化財。
★参詣自由（堂内拝観は事前予約制。拝観料300円） P 大型駐車場有 交 172P参照 ☎ 0224-65-
2038（高蔵寺）、0224-62-2527（角田市郷土資料館）

MAP P.104
角田市

歴史・文化 旧佐藤家住宅
美しい茅葺きの住宅
　高蔵寺境内の左手には、約300年前の江戸
時代中期に建てられたという典型的な農家住宅
がある（国重要文化財）。 
交172P参照 ☎0224-62-2527（角田市郷土資料館）

レジャー・ショッピング 国民宿舎あぶくま荘 山紫水明の湯
日帰り入浴もできる
　不動尊公園入口の国民宿舎あぶくま荘では日
帰り入浴を楽しむことができる。檜の香る「山の
湯」と石づくりの「川の湯」とがある。露天風呂で
は、内川に張り出したデッキで鳥の声や川音を聞
いてくつろげる。
10～20時30分（月曜は14時～） 料入浴550円 

交 172P参照 ☎ 0224-72-2105

MAP P.105
丸森町

MAP P.104
角田市

歴史・文化 角田市郷土資料館
牟
む

宇
う

姫
ひめ

の雛人形

　明治初年から大正年間にかけて、郷土
の旧大地主初代と2代目氏家丈吉氏が建
築した邸宅を市が譲り受け整備したもの。
書院造りの豪華な邸宅や土蔵が現存し、
歴史資料、民俗資料、遺跡からの出土品
などの考古資料を展示するほか、企画展
の開催などが行われる。

●数寄屋造りの資料館

　伊達政宗公の次女、「牟
む

宇
う

姫
ひめ

」
が輿入れの際に持参したと伝わる
雛人形と雛道具が、2月中旬から3
月中旬まで展示される。また、同時
期には「かくだ牟宇姫ひなまつり」も
開催され、まちが華やかな雰囲気に
包まれる。
9～16時30分 休月曜、祝日休（月曜

が祝日の場合はその翌日も休） 料無料
（企画展期間中は有料） P 40台 
交172P参照 ☎0224-62-2527（角田
市郷土資料館）

MAP P.105
角田市

歴史・文化 JAXA角田宇宙センター
ロケットなどについて学べる
　宇宙航空研究開発機構（JAXA）角田宇宙セ
ンターではロケットエンジンの開発を行っている。
宇宙開発展示室では試験に使用したエンジンも
展示。
10～17時 休 11～3月の土・日曜、祝日休（3月最終

土・日曜～10月は無休） 料無料 P 25台 交172P参照 
☎050-3362-7500

MAP P.105
角田市

自然 斗蔵山
バードウォッチングにもおすすめ
　角田市の南西にある。斗蔵寺、斗蔵神社など
由緒ある寺社があり、斗蔵寺の観音堂は奥州
三十三観音の第四番札所とされる。
★寺社は参詣自由。斗蔵寺本堂内拝観料300円 
P 30台 交172P参照 ☎0224-63-2120（角田市商工
観光課） 

MAP P.104
角田市

レジャー・ショッピング 角田市スペースタワー・コスモハウス
月に1回行われる楽しく学べる講座

　毎月1回開催。宇宙に関する授業や科学実験
中心の授業など、子どもはもちろん、大人も楽しめ
る。要予約制、内容により有料の場合有。
9～17時（11～2月は～16時） 休火曜休（祝日の場

合は翌日休） 料入館料無料（展望塔は380円、中学生
以下無料） P 110台 交172P参照 ☎0224-63-5839

●親子宇宙教室

MAP P.105
角田市

レジャー・ショッピング 道の駅 かくだ
角田産の農産物を味わう、買う
　"米・豆・梅・夢・姫のまち 角田の新交流拠点"
として2019年4月にオープン。角田産の魅力あ
ふれる農産物・加工品を購入できるほか、イタリ
ア直輸入の石窯で焼き上げた本格的なナポリピ
ッツァが味わえる「ぱぴハウス」や、カラフルなかく
だロケットソフトがおいしい「たまご舎」などがある。
9時～18時30分（11～3月は～17時30分） 休年末

年始 P 126台 交172P参照 ☎0224-61-2850

MAP P.105
角田市
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