
　

　

　　 　

　

　　東北「道の駅」スタンプラリー
2015・2016 完走コースについて

みちえき INFORMATION
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福島県で29番目となる道の駅・
猪苗代がオープンしました。
北に磐梯山、南に猪苗代湖の風光明
媚な場所にあり、四季折々の風景が
満喫できます。また、地元食材を使
用した料理を提供するレストランに
もぜひ足を運んでください。みなさ
まのご来店をお待ちしております。

【住所】 福島県耶麻郡猪苗代町
 大字堅田字五百苅１番地

【TEL】0242-36-7676
【営業時間】 物産販売・軽食
  9：00～18：00
  レストラン
  11：00～16：00

【定休日】無休
【スタンプ設置場所】案内カウンター

大きな石窯で焼く本格ナポリピザ

岩手県内の「道の駅」で、スタンプを集め
て豪華な特産品をゲットしよう！

11月1日（火）から仮営業している道の駅・いわいずみですが、臨
時休業や臨時短縮営業の可能性もあるため、スタンプラリーの対
象からは外させていただいております。
道の駅・いわいずみのスタンプ押印がなくとも、完走賞の受付をい
たします。

台風10号の影響により営業を停止していた道の駅・いわいずみは、
11月1日（火）から仮営業をしております。また、スタンプラリーのスタ
ンプ押印も可能となりました（スタンプラリー完走コースは対象外）。
みなさま、ぜひご来店ください。

【お問い合わせ先】【住所】 岩手県下閉伊郡岩泉町乙茂字乙茂90-1
【TEL】 0194-32-3070　【営業時間】 売店 9：00～16：00
※臨時休業、臨時短縮営業の可能性あり

【定休日】 無休　【スタンプ設置場所】 レジ付近

2017年度版[michi-co]
年間購読受付開始
発行日に読みたい・確実に手に入れた
いとの声にお応えして、年間購読お申
し込みを行なっております。より多く
の方のご期待に添えるよう、2017年
度版の募集を開始いたします。

【期間】 2016年11月1日（火）～2017年4月16日（日）
【お問い合わせ先】
岩手河川国道事務所 調査第二課 （直通）019-624-3196
三陸国道事務所 交通対策課 （直通）0193-71-1718
岩手県県土整備部 道路環境課 （直通）019-629-5880

【期間】 2016年11月12日（土）～2017年5月31日（水）
【お問い合わせ先】
第９回ふくしま「道の駅」スタンプラリー事務局
道の駅・よつくら港　0246-32-8075

会津木綿のくまのぬいぐるみなど道の駅・猪苗代限
定品

※2016年
 12月25日現在。

道の駅・猪苗代（福島県耶麻郡猪苗代町）
11月19日（土）オープン！

第13回 岩手「道の駅」
いーはとーぶスタンプラリー 開催中

第9回ふくしま「道の駅」
スタンプラリー 開催中

［michi－co］年間購読 募集開始！

媚な場所にあり、四季折々の風景が

会津木綿のくまのぬいぐるみなど道の駅・猪苗代限

大きな石窯で焼く本格ナポリピザ

冬期閉鎖
情報

道の駅名 閉鎖予定期間／スタンプ押印不可
青森 虹の湖 11/7（月）～4月中旬予定
青森 かわうち湖 11/24（木）～4月中旬予定
青森 しんごう 11/7（月）～4/21（金）予定
青森 みんまや 11/9（水）～4月下旬予定

青森 こどまり 11/7（月）～4月下旬予定
※駐車場、第2駐車場、トイレは利用可

道の駅名 閉鎖予定期間／スタンプ押印可
青森 わきのさわ 11/1（火）～3/31（金）予定／いのししの館にて押印可

青森 たいらだて 売店：11/1（火）～3/31（金）予定
食堂：11/1（火）～4/22（土）予定／押印可

秋田 こさか七滝 売店・レストラン：11/14（月）～4月中旬予定／押印可

冬期閉鎖の道の駅

冬期物産施設等が閉鎖の道の駅

道の駅・いわいずみ 仮営業スタート

【期間】 2016年11月12日（土）～2017年5月31日（水）

年4回（2017年6月、9月、12月、2018年3月／毎月25日発行）
発行日にお手元に届きます！

特典
1

2017年版「ロードマップ」「スタンプブック」が
スタート時（4月下旬）に届きます！

どちらも東北「道の駅」でしか手に入りませんが、特別にご自宅までお届けします。

特典
2

1. 購読申込、振込氏名は同一とし、中途解約、
振込済分の返金は致しかねます。

2. 申込受付書は、4月下旬頃のスタンプラリー
参加セット発送時に同封させていただきま
すので、ご了承願います。なお、4月末まで
に届かない場合は、ご連絡ください。

申込方法  
今号のお申込専用はがきに必要事項を記入
し、52円切手を貼って郵送してください。
年間購読料は、下記口座にお振込をお願いし
ます。
お申込はがき到着と入金確認の両方をもっ
て、受付完了といたします。

振込口座
・口座番号 ゆうちょ銀行・郵便局から：02270－8－135401

その他金融機関から：二二九店　当座0135401
以下、共通
・口座名義 東北「道の駅」広報事業（ﾄｳﾎｸ「ﾐﾁﾉｴｷ」ｺｳﾎｳｼﾞｷﾞｮｳ）
・住　　所 仙台市青葉区本町1-9-5　五城ビル203
・電　　話 022－722－3380
※１． 郵便局とその他金融機関からのお振込の場合では、口座

番号が異なりますのでご注意ください。
※２． 振込手数料はお客様ご負担でお願いいたします。
※３． 郵便局からのお振込の際は、郵便局窓口にあります振替

払込用紙をご利用いただくと、手数料をお安くお振込い
ただくことができますので、ぜひご活用ください。

年間購読料
1,000円

（税、送料込）

こーんな
盛りだくさんで

【締切日】2017年4月7日（金）

※ 2016年度版による
イメージ

注意事項

新春感謝祭

第34回 からむし織の里雪まつり

おもちゃ福袋の販売（10：00〜予定）、新春餅つき大会
（11：00〜予定）あんこ餅・つゆ餅を振舞います。

「からむし織雪ざらし」の実演が見られる唯一の機会で
す。団子さしなど参加型イベントもあります。

いいで黒べこ冬の陣

「ふらっと」の初売り

初飴振舞い

新春福袋販売

春恋まつり

バレンタインフェアー

まほろば冬咲ぼたんまつり

冬の鍋まつり

飯豊町産の最高級米沢牛のすき焼きを提供します。4名
様分で税込16,000円（米沢牛・野菜・おにぎりのセッ
ト。4名様セットのみの取扱いとなります）

道の駅・鳥海ふらっと直営産直にて福袋を販売します。

来場者へ振舞います。無くなり次第終了。

店舗内販売商品を福袋にして、格安で販売します。売切
れ次第終了。

産直・ひまわりの会が、肉餅や季節の野菜を販売します。

ベーカリー工房・ほっほにて、バレンタインデー商品の販売。

駅構内の休憩スペースで、大輪の早咲きぼたんの箱庭
を観賞できます。ＪＲ高畠駅前や、町内数か所の雪原な
どにも展示される予定です。

温かい豚汁と塩ちゃんこ鍋を販売します。

イベント情報
詳しいイベント情報はホームページから！
http://www.michinoeki-tohoku.com/
なお、イベント日程や内容はやむを得ず変更になる場合がございます。
各駅にご確認の上、お出かけください。

12月29日（木）9：00〜19：00

1月1日（日）〜3日（火）9：00〜19：00

みそか市

初売り

宮城　上品の郷 ☎ 0225-62-3670

1,000円以上お買上げごとに1回、抽選に参加できます。
すてきな賞品や、現金つかみどりに参加できるチャンスが
当たります。

1,000円以上お買上げごとに1回、抽選に参加できます。
すてきな賞品や、現金つかみどりに参加できるチャンスが
当たります。

1月1日（日）〜2月27日（月）
木工・漆工展第3回「北のまどろみ」

12月23日（金・祝）〜30（金）（予定）30日は17:00閉店

年末感謝祭

青森　はしかみ	 ☎ 0178-88-1800

今年1年の感謝の気持ちを込めて開催します。

青森

1月1日（日）〜3日（火）
初夢抽選会

宮城　三本木 ☎ 0229-53-1333

1,000円お買上げごとに1枚、抽選券配布。豪華景品が
当たります。

宮城

2月5日（日）

雪上そりレースやスノースライダーコース、ゲームに
参加できます。

岩手

2月4日（土）18：30〜開宴

1月2日（月・休）

1月1日（日）〜3日（火）

1月2日（月・休）

1月下旬

1月下旬〜2月14日（火）

2月9日（木）〜12日（日）

2月12日（日）

山形　いいで ☎ 0238-86-3939

山形　鳥海 ☎ 0234-71-7222

山形　たかはた ☎ 0238-52-5433

山形　尾花沢 ☎ 0237-24-3535

1月2日（月・休）

2月26日（日）10：00〜16：00（予定）

福島　ばんだい ☎ 0242-74-1091

福島　からむし織の里しょうわ ☎ 0241-58-1655

1月22日（日）

2月11日（土・祝）

しゃりん寒鱈まつり

道の駅・にしかわ冬まつり

山形　あつみ ☎ 0235-44-3211

山形　にしかわ ☎ 0237-74-2100

庄内浜名物の寒鱈（真鱈）を、味噌汁仕立ての鱈汁で提
供。魚介類の直売もあります。

全長30ｍの巨大雪上滑り台で、そりやタイヤチューブ
滑りができます。周辺の山を巡るスノーシュートレッ
キングの体験もできます。

山形

12月23日（金・祝）〜1月6日（金）

2月10日（金）〜15日（水）

新年を楽しもう！

地域限定過ぎる！お菓子おめざフェアー

福島　安達 ☎ 0243-61-3100（上り線）

（上り線・和紙伝承館）半球型の木製のものに、和紙やカラー
ペンを使用して酉（とり）の置物の制作体験。（参加費500円）

（上り線・物産コーナー）物産コーナーの人気のお菓子
や、限定お菓子を集めて販売します。

福島

12月下旬〜3月下旬（予定）
ラーメンフェアー

秋田　東由利 ☎ 0184-69-2611

道の駅構内にあるおやつの駅にて、オリジナルラーメンを提供。

秋田

12月29日（木）〜31日（土）

1月29日（日）（予定）

年末特別感謝祭

第7回もちくらべバイキング

岩手　遠野風の丘 ☎ 0198-62-0888

岩手　厳美渓 ☎ 0191-29-2000

年末抽選会や産直品の特別販売、レストラン感謝企画
を開催予定です。

餅食を扱っている一関市内の店舗の味を、バイキング
で食べ放題ができるイベントです。

2月11日（土・祝）18：00〜21：00
第35回雄勝の雪まつり

秋田　おがち ☎ 0183-52-5500

道の駅・おがちの裏手にある小町の郷公園にて、カラー雪像
のライトアップ展示や小町太鼓の演奏、歌謡ショーなど開催。

2月25日（土）〜26日（日）

1月1日（日）〜3日（火）

漬物市〜漬物試食展示販売会〜

新春特別感謝祭

手作り漬物が大集合します。

福袋販売や新春福引を開催します。新春書初めコーナー
もあります。

3月4日（土）
第16回1歳児の歩き初め会
満1歳を迎えたお子様の健やかな成長を願う、1升のお
餅を背負って歩くお祝いの伝統行事です。

青森ヒバを使った稲見 裕氏の木工・漆工作品展を開催。
期間中は木工体験教室も開催予定です。

岩手　種山ヶ原 ☎ 0197-38-2215

冬の種山雪あそび 潟上市のシンボル・天王スカイタワーから「2017年初
日の出を望む」を開催します。

1月1日（日）6：30〜12：00

1月3日（火）9：00〜

12月23日（金・祝）〜1月15日（日）

1月8日（日）、15日（日）、22日（日）、29日（日）

1月3日（火）〜受付開始、1月28日（土）・2月25日（土）発送

2月11日（土・祝）〜12日（日）10：00〜15：00

1月下旬〜2月下旬

2017年初日の出を見よう！

新春初売

ＫＩＤＳランド

潟上鰰（ハタハタ）寿司まつり

プレミアムいぶりがっこ販売

雪まつり2017

バレンタインデーライトアップ

秋田　てんのう ☎ 018-878-6588

秋田　さんない ☎ 0182-56-1600

秋田　あきた港 ☎ 018-857-3381

樽出しプレミアムいぶりがっこの即売会や、福袋を販
売します。10：30〜祝い餅つきを開催。

ふわふわ遊具で思いっきりあそんじゃおう！ 入場料・
子ども300円

食菜館くらら出荷組合員有志による、在来秘伝の手法
に磨きをかけた自慢の鰰寿司を試食販売。

熱処理を施す前のいぶりがっこは、この時期しか食べ
られない本物の味です。

イベント広場特設会場にて、雪中宝探し大会や、お菓子
まきを開催します。

セリオンタワーをピンクとブルーでライトアップ！ 3階
展望ホールは、ハートいっぱいのフロアに大変身。

青森　浅虫温泉 ☎ 017-737-5151
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