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船岡城址公園
桜やあじさい、曼珠沙華の名所と
して有名。山頂からは蔵王連峰や
太平洋が望める。

P.111

白石川堤
一目千本桜

白石川沿い約8㎞に約1,200本のソメイ
ヨシノ等が咲き誇る。桜並木、白石川、蔵
王連峰を一度に見られる景色が見事。

P.111

蔵の町並み
多くの蔵が残る町並みは、商都
として栄えてきた様子がうかが
われる。

P.111

110



県
南
エ
リ
ア

柴
田
・
大
河
原
・
村
田

自然さくらの名所 大河原町・柴田町 MAP P.099

一目千本桜・船岡城址公園の桜
　大河原町から柴田町までの白石川堤約8kmにわたって続く約1200本の桜並木は「白
石川堤一目千本桜」と呼ばれている。船岡城址公園内には、約1300本のソメイヨシノが
咲く。白石川堤と船岡城址公園の桜は、「日本さくら名所百選」の地となっている。

168P参照 0224-53-2659（大河原町商工観光課）、0224-55-2123（柴田町商工観光課）

歴史・文化蔵の町並み 村田町 MAP P.099

重要伝統的建造物群保存地区としての村田町
　かつて、村田町周辺は江戸や上方（京都）への流通の要衝地であり、県南の特産品で
あった奥州の紅花などの集散地としても栄えた。村田町には商人が建てた豪勢な蔵や屋
敷が今も残り、当時の面影をたたえている。町の中心部付近では江戸時代後期に建てら
れた武家屋敷に宿泊も可能で、話題となっている。

レジャー・ショッピングスポーツランドSUGO 村田町 MAP P.099

モータースポーツの聖地
　東北のモータースポーツの拠点・スポーツランドSUGO。国際レーシングコース、国際
モトクロスコース、西コースで大小さまざまなレースが開催される。

入場料1,100円（イベント時別途料金） 5000台 168P参照 0224-83-3111

おおがわら一目千本桜スイーツ
　桜や春をイメージしたスイーツが新登場。各
店舗で購入可能。是非ご利用いただきたい。
菓匠三全 栄町店（0224-52-6201）・
大河原バイパス店（0224-53-1221）
蔵王の昔飴本舗（0224-53-1136）
菓子匠喜多屋（0224-52-1577）
石川菓子店（0224-52-1703）

0224-53-2659（大河原町商工観光課）

村田商人やましょう記念館
　村田商人「やましょう」は、江戸時代後
期から紅花取引などで栄えた。明治初
期から大正初期に建てられた蔵は、歴
史的に貴重な建築物。商売道具や、紅花
商人の資料などが見られる。

168P参照
0224-83-2113（村田町まちづくり振興課）

しばた千桜橋
　桜の名所である柴田町の船岡城址公
園と白石川堤を結ぶ歩道橋。船岡城址
公園の千本の桜と白石川堤の一目千本
桜をつなぐという意味と、千年先まで美
しい桜を咲かせてほしいという思いを
込めて、命名された。　

168P参照
0224-55-2123（柴田町商工観光課）

かねしょうの時
じ

館
かん

　やましょう記念館の向かい側、（かね
しょう）商店2階にある土蔵の見学ス
ポット。江戸時代から続く商家に残され
た江戸・明治・昭和の生活用品、古い教
科書、雑誌などが見られる。　

10～16時頃 不定休 168P参照
0224-83-2027

SUGOレンタルカート
　スポーツカートに乗って全長984ｍのカートコースを走ることができ、10分間のレー
サー気分を体感できる。ヘルメットとグローブはレンタル無料のため手ぶらで楽しめる。

体験料3,400円（レンタル品込）。要予約。

自然花でにぎわう船岡城址公園 柴田町 MAP P.099

紫陽花や曼珠沙華も美しい
　船岡城址公園では、桜だけでなく初夏は紫陽花、秋は
曼珠沙華が咲き誇り、それぞれ「しばた紫陽花まつり」「し
ばた曼珠沙華まつり」が催される。天気が良い日は蔵王
や太平洋を望み、山頂の展望は季節を問わず好評。また
例年12月には「しばたファンタジーイルミネーション」を
開催。1年を通して楽しめる公園になっている。

168P参照
0224-55-2123（柴田町商工観光課）

レジャー・ショッピングうらにわあとりえ 大河原町 MAP P.099

自然と共に過ごせるものづくりの空間
　農家の納屋をリノベーションした『うらに
わあとりえ』。アートギャラリーやイベントス
ペースを備え、アトリエでは20名ほどの作
家による工芸・アート作品を販売しているほ
か、週末にはワークショップを開催している。

10～18時 不定休 ワークショップ参加
費500円～ 10台 168P参照

090-9534-0627
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歴史・文化民話の里〈ふるさとおとぎ苑〉 村田町 MAP P.099

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。リニューアルした
産直館では、こだわりの手打ちそばが味わえる

（11～14時）。
10～16時 月曜休（祝日の場合は翌日休）
無料 30台 168P参照 0224-83-4140

レジャー・ショッピング観光物産交流館 さくらの里 柴田町 MAP P.099

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などができる。

9～17時 月曜休（祝日の場合は翌日休）
350台 168P参照 0224-87-7101

歴史・文化村田町歴史みらい館 村田町 MAP P.099

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） 月曜休
（祝日の場合は翌日休） 60台 168P参照

0224-83-6822

歴史・文化プチみちの駅「とみかみ」柴田町 MAP P.099

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 月・水・金曜休 20台 168P参照
090-9743-1146

レジャー・ショッピングとんとんの丘 もちぶた館 本店 大河原町 MAP P.099

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。バーベキューやど
ぶろくも人気。

10～19時 第3水曜休（祝日の場合は翌
日休） 168台 168P参照

0224-51-5811

自然NPO法人 自然農園 村田町 MAP P.099

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）

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 村田町 MAP P.099

村田ICすぐ近く！好アクセスな道の駅
　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 無休、レストラ
ンは 11～17時 第2月曜休（祝日の場合は翌日
休） 50台 168P参照 0224-83-5505

レジャー・ショッピング太陽の村 柴田町 MAP P.099

自然の中でのんびり
　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。園内には約400
本の桜があり、春には花見が楽しめる。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 月曜休（祝日の場合は翌日休） 70台
168P参照 0224-56-3970

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 柴田町 MAP P.099

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） 月・火曜休 70台 
168P参照 0224-51-8133

おおがわら天然温泉 いい湯
　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 第3水曜休（祝日の場合は翌
日休） 大人800円 小人400円 160台 

168P参照 0224-51-5110
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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: https://mochibuta.jp/
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