
県名 道の駅名 日時 イベント名 イベント内容 お問合せ先

山形県 寒河江 販売中 ２０１７「チェリン」カレンダー
寒河江市のイメージキャラクター　さくらんぼの妖精「チェリン」の
２０１７版カレンダーを販売中。壁掛け用８５０円（税込）

0237-86-1818

福島県 安達 1月1日（日）～1月31日（火） 年明けガッツリ！チキンフェアー

今年の干支にちなんだメニューは期間限定！！
道の駅上り線⇒鴨南蛮そば・うどんとﾐﾆ鶏天丼のｾｯﾄ（７５０円）
道の駅下り線⇒ジャンボチキンカツ定食（９００円）
ボリューム満点の商品を是非どうぞ!!

0243-61-3100（上り
線）

青森県 浅虫温泉 1月1日（日）～2月28日（火）
第3回拭き漆・北のまどろみ（予
定）

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。

017-737-5151

秋田県 さんない
1月3日（火）～受付開始
1月28日（土）・2月25日（土）
発送

プレミアムいぶりがっこ販売
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。

0182-56-1600

秋田県 東由利 1月4日（水）～3月末 ラーメンフェアー
【場所】道の駅構内にあるおやつの駅

オリジナルラーメンを提供。
0184-69-2611

福島県 あいづ湯川・会津坂下
1月14日（土）～2月28日
（火）
9:00～17:00

会津プランド館Presents　若手作
家によるオリジナル工芸品＆6次
化商品市

【場所】人のひろば北西角

七日町「会津ブランド館」が道の駅にて出張販売。ここでしか買
えない工芸品や美味しい加工品が満載です。

0241-27-8853

秋田県 てんのう
1月15日（日）、22日（日）、29
日（日）
9：30～14：30

鰰寿し祭

【場所】食菜館くらら交流ロビー

て出荷組合員を中心としたハタハタ寿しの試食販売。お茶の
サービス有り。

018-878-6588

福島県 あいづ湯川・会津坂下 1月15日（日）　10:00～16:00
會ベーグル＆会津農林高校コラ
ボ　会津伝統野菜入りベーグル
販売会

【場所】人のひろば

会津農林高校とのコラボPart1！
「小菊かぼちゃ」、「荒久田くきだち」がベーグルと見事にマッチン
グ！

0241-27-8853

宮城県 あ・ら・伊達な道の駅 1月15日（日）　11:00～ 遠藤じろうショー 遠藤じろうのステージショー。 0229-73-2236

１月



県名 道の駅名 日時 イベント名 イベント内容 お問合せ先

山形県 月山 1月15日（日）　11:00～14:00 第19回　新春キジ汁祭り

【場所】駐車場にて。

雪の中、大鍋のキジ汁をご堪能いただけます。
大鍋で煮込むキジ汁は、大根や人参、白菜など野菜がたっぷり
入った醤油味で、体がぽかぽか温まります。
当日は、キジ汁販売のほか、朝日地域特産品販売、雪上ゲー
ムなどが行われます。
また、つきたての振る舞い餅もあります。お誘いの上、皆様のご
来場をお待ちしております！
（参加費：前売　1,200円　キジ汁・おにぎり2個・お楽しみ抽選会
付き）

0235-53-3411

宮城県 上品の郷
1月15日（日）
17：30～、18：15～

いず美流舞踊ショー
レストラン栞にて。
いず美流の舞踊ショー。

0225-62-3670

福島県 あいづ湯川・会津坂下
1月21日（土）　10：00～15：
00

 会津伝統野菜　加工品販売会

【場所】人のひろば 中央

会津農林高校とコラボＰａｒｔⅡ！
小菊カボチャや赤筋大根、小菊カボチャのプリン、スープ、よう
かんなど！人気のマーマレードも販売します。栽培した会農生
も来場予定！

0241-27-8853

山形県 あつみ 1月22日（日） しゃりん寒鱈まつり

冬の庄内浜の味覚「寒鱈汁」をどうぞ。
日本海の厳冬に旬を迎える真鱈は高級魚として「寒鱈」と呼び、
これを頭、内臓、身などをブツ切りにして味噌汁にします。地元
でこの時期にしかあじわえない豪快な１杯。
１杯６００円、限定５００食、なくなり次第終了。
他に、鱈汁用の生の寒鱈も販売予定。

0235-44-3211

秋田県 うご 1月28日（土）
（１）ゆきとぴあ七曲「花嫁道中」
（２）命のツーリズム

（１）
雪国に伝わる先人たちの生活を再現した祭り。
メインイベントは、その年選ばれたカップルが馬そりに揺られな
がら田代郷へ向かう12kmの花嫁道中。ろうそくの灯りに照らさ
れた雪の回廊を行く幻想的な情景に、全国から観光客が集まり
ます。
（２）
がん患者の命を救う食事と生活術を提唱し、テレビ出演等で有
名なナグモクリニック院長の南雲吉則氏の講演と実践講座、グ
リーンツーリズムの実践支援活動を行っている東洋大学社会学
部教授の青木辰司氏との対談など。先着200名（予約制）。

0183-56-6128



県名 道の駅名 日時 イベント名 イベント内容 お問合せ先

岩手県 いわいずみ 1月19日（木）～25日（水）
岩手県岩泉町・三陸沿岸部応援
フェア

【場所】藤崎百貨店（宮城県仙台市）

「岩手県岩泉町・三陸沿岸部応援フェア」に道の駅・いわいずみ
として地下催事場で特産品販売。
道の駅のほか、数社が出店し、１階屋外で「岩泉炭鉱ホルモン
隊」がホルモン鍋の販売も行います。（２１・２２日）

0194-32-3070

岩手県 雫石あねっこ 1月28日（土）　17：00～ 清酒しずくいし「新酒の夕べ」

今年も新酒の季節となりました。雫石あねっこでは「新酒の夕
べ」を開催致します。
今年の搾りたての新酒と雫石の美味しい食材をメインに心ゆく
まで堪能できます。
豪華景品があたる抽選会もございます。
【参加料金】お一人様５，０００円（税込）、料金には食事・飲み
物・入浴が含まれます。
【募集定員】３０名様

※定員になり次第締め切り
※盛岡駅より送迎バス有

０１９－６９２－５５７
７

岩手県 厳美渓
1月29日（日）　11：00～14：
00

第7回もちくらべバイキング

【場所】特設会場
一関で「もち食」を取り扱っている４店舗のもち料理をバイキング
形式で提供。当駅冬の人気イベントです。料金はお一人様９００
円（税込）。

0191-29-2000

山形県 鳥海 1月下旬 春恋まつり 産直・ひまわりの会が、肉餅や季節の野菜を販売します。 0234-71-7222

山形県 鳥海 1月下旬～2月14日（火） バレンタインフェアー 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。 0234-71-7222

秋田県 あきた港 1月下旬～2月下旬 バレンタインデーライトアップ
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。

018-857-3381

山形県 寒河江 ～３月末まで 「焼きいもtoアイス」

「紅はるか」の焼き芋に大人気の手作りアイスの中からお好み
のアイスをチョイス！
カリカリとした食感の焼きチーズをトッピングし、焼き芋とアイス
の甘み、チーズの程よい塩味を楽しめる一品。リピーター続
出！
価格：３８０円（税込）。

0237-86-1818



県名 道の駅名 日時 イベント名 イベント内容 お問合せ先

福島県 ふくしま東和 2月1日（水）～2月5（日） 節分&春先取りフェア

【特製恵方巻き販売】
　・だんごさし体験(4日)
　・民語茶屋(4日・5日)
【桑商品特価販売】
　ジェラートお買上のお客様 (先着福豆サービス)

0243-46-2113

岩手県 さんりく 2月1日（水）～28日（火） 早採りワカメの特売

地元で採れた若いわかめ（生）を定価より安く提供。この時期の
みの商品で、しゃぶしゃぶなどにもぴったり！
無くなり次第終了となります。
また、シケの時は仕入れがありませんので販売はなし。
その日採れたわかめを販売しますので、12時以降にご来店　or
予約をお願いします。仕入れ状況など、確実に欲しい方はお電
話でお問い合わせください。

0192-44-3241

秋田県 てんのう 2月2日（木）　13：30～15：30 野菜栽培講習会

【場所】活動研修室　キラ★星館

「失敗しない野菜づくり」
講師：株式会社　ウネタ　八木沢様
受講対象：食菜館くららご利用のお客様
先着：４０名　受講料：無料

018-878-6588

山形県 鳥海 2月5日（日）　11：00～ 庄内地域道の駅「冬の大感謝祭」
庄内の５つの道の駅が連携し、同日同時刻よりワンコイン（100
円）で料理を提供いたします。道の駅鳥海では、寒い冬に嬉しい
「豚汁」です。

0234-71-7222

山形県 いいで 2月4日（土）　18：30～開宴 いいで黒べこ冬の陣
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）

0238-86-3939

岩手県 種山ヶ原 2月5日（日） 冬の種山雪あそび
雪上そりレースやスノースライダーコースレースや、ゲームに参
加できます。

0197-38-2215

山形県 たかはた
2月9日（木）～2月下旬（開
花期間）

冬咲ぼたん庭園展示

駅舎内休息スペース一杯に大輪の色とりどりのボタンをメインと
した日本庭園を作成展示いたします。
写真愛好家、一般のお客様が多数来館され、厳寒の中で一時
の心の癒しとなっています。

0238-52-5433

２月



県名 道の駅名 日時 イベント名 イベント内容 お問合せ先

山形県 たかはた 2月9日（木）～12日（日） まほろば冬咲ぼたんまつり

冬期間雪に覆われ水墨画的景色の中に色とりどりの大輪のボ
タンの花を高畠町内５カ所の施設の屋外に展示。
今年で１６回を数える大イヘントです。道の駅たかはたでは、屋
外展示と共に館内にぼたんによる日本庭園を造り２月下旬まで
展示いてします。

0238-52-5433

福島県 安達 2月10日（金）～15日（水）
地域限定過ぎる！ お菓子おめざ
フェアー

皆さん!!　2/15はお菓子の日って知ってましたぁ？？
道の駅「安達」上り線「物産ｺｰﾅｰ」では、この期間、物産ｺｰﾅｰ
のお菓子で売れ筋・人気ともに上位の商品を集めて販売！！
限定品もあるので、入荷後数分で完売してしまうものも!!!!お楽し
みに・・・・(*^。^*)

0243-61-3100（上り
線）

秋田県 おがち
2月11日（土）　18：00～21：
00

第35回雄勝の雪まつり
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。 0183-52-5500

山形県 にしかわ 2月11日（土・祝） 道の駅・にしかわ冬まつり
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。

0237-74-2100

秋田県 さんない
2月11日（土・祝）～12日
（日）10：00～15：00

雪まつり2017
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。

0182-56-1600

秋田県 東由利 2月12日（日） ひがしゆり雪まつりツアー2017

【場所】特設会場

イベント、出店の他、豪華賞品が当たる大抽選会を予定。
雪像も登場！

0184-69-2611

山形県 尾花沢 2月12日（日） 冬の鍋まつり 温かい豚汁と塩ちゃんこ鍋を販売します。 0237-24-3535

福島県 ふくしま東和 2月14日（火） バレンタインフェア
ジェラートお買上のお客様に手づくり生チョコサービス(20名様)
和食注文のお客様に手作りかぼちゃコロツケサービス(20名様)

0243-46-2113

岩手県 遠野風の丘 2月25日（土）～26日（日） 漬物市～漬物試食展示販売会～ 手作り漬物が大集合します。 0198-62-0888

福島県
からむし織の里しょう
わ

2月26日（日）　10：00～16：
00（予定）

第34回 からむし織の里雪まつり
「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。

0241-58-1655
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福島県 ふくしま東和 3月1日（水）～3月5日（日） ひなまつりフェア
期間中ご来店のお客様に、手作りの甘酒サービス。特製チラシ
寿司販売。

0243-46-2113

岩手県 厳美渓 3月4日（土）10：00～ 第16回1歳児の歩き初め会

【場所】特設会場

一歳を迎えられた子供の健やかな成長を願い、一升の丸もちを
背負いながら歩く伝統行事。毎年１５０名ほどの赤ちゃんが集ま
ります。申込みは要予約（２月２２日まで）参加料金は衣装レンタ
ル、記念品等含む３０００円（税込）

0191－29－2000

福島県 ふくしま東和
3月18日（土）～3月20日
（月）

春彼岸フェア 手づ<り彼岸花の販売、ぼたもち販売、桑商品特価販売。 0243-46-2113

山形県 鳥海 ３月初旬～３月１３日 サンドイッチフェアー ３月１３日のサンドイッチの日にちなんだパンの販売。 0234-71-7222

３月


