
　　

　

　

　　

東北「道の駅」スタンプラリー2017
始まります

宮城県「道の駅」検定／
秋田県「道の駅」検定　開催決定！

6月10日（土）〜11日（日）
さなぶり祭り

秋田　協和	 ☎ 018-881-6646

山菜祭りや、生シイタケつかみ取り大会など開催。

みちえき INFORMATION

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。

4月毎週日曜17：30〜、18：30〜

4月29日（土・祝）11：00〜、13：30〜、17：30〜

4月30日（日）10：00〜

演奏・舞踊・歌謡ショー開催

みやび組チンドンショー

ふわふわドームで元気に遊ぼう！

宮城　上品の郷	 ☎ 0225-62-3670

宮城　上品の郷	 ☎ 0225-62-3670

レストラン栞で演奏、演舞、歌謡など、さまざまなショーを
開催予定。お食事を楽しみながらご覧ください。

みやび組メンバーによる春にふさわしいチンドンショー
を開催。17：30からはレストラン栞でショーを開催、お食
事も楽しめます。

芝生広場にふわふわドームが出現、元気に遊ぼう！ ご来場
のお子様にワタアメをプレゼントします。

5月3日（水・祝）〜5日（金・祝）
ゆ〜さ浅虫周年祭（17周年・感謝祭）

4月29日（土・祝）〜30日（日）
ゆ〜さ浅虫周年祭（17周年・誕生祭）

青森　浅虫温泉	 ☎ 017-737-5151

大抽選会をはじめ、お買い得商品などをご用意します。

青森

4月23日（日）〜5月7日（日）
米山チューリップまつり

宮城　米山	 ☎ 0220-55-2747

60種類・10万株のチューリップが咲き乱れる、道の駅・
米山最大のイベントです。

宮城

5月3日（水・祝）〜5日（金・祝）

福餅まき（景品つき）、牛肉特売コーナー、芸能交流祭、
回廊市などイベント盛りだくさんです。

岩手

4月24日（月）〜25日（火）10：00〜15：30	

4月23日（日）

5月1日（月）〜30日（火）

6月中旬・日曜予定

5月下旬

6月4日（日）〜8日（木）

「キルトフリーYAMAGATA」
出張アトリエ・パッチワークキルト相談室

ふらっと周年祭お客様感謝デー

おもちゃ祭り

さくらんぼフェア

さなぶり祭り

南部さつき愛好会花李展

山形　寒河江	 ☎ 0237-86-1818

山形　鳥海	 ☎ 0234-71-7222

山形　たかはた	 ☎ 0238-52-5433

パッチワーク指導者のグループがパッチワークに関す
るお悩みを解決します。実際の作業風景も見学でき、体
験コーナーもあります。（参加費1,200円〜）

直営・産直を含めたイベント抽選会があります。

観光案内所展示スペースいっぱいに、 アナログおも
ちゃ、数人で一緒に遊べるおもちゃを多数用意し、自由
に楽しんでもらうイベントです。ご家族、お友達とご一
緒にお越しください。

特産サクランボをリーズナブルに大量販売。特設ステー
ジでは、さくらんぼの種シュートゲーム・スーパーボー
ルすくいなど家族で楽しめるイベントを実施します。

産直ひまわりの会にて、肉餅や季節野菜の販売をします。

丹精こめて育てたさつきを、多数展示します。

山形

5月31日（水）〜6月4日（日）

5月3日（水・祝）〜6日（土）

6月22日（木）〜7月2日（日）

北海道物産展

第16回	からむし市

本場新潟	三条金物市

福島　あいづ　湯川・会津坂下	☎ 0241-27-8853

福島　からむし織の里しょうわ	☎ 0241-58-1655

選りすぐりの「北海道のおいしいもの」が大集合します！ 何
が来るかはお楽しみ！

手績ぎ糸を地機で織り上げた製品の展示販売開催。糸作り
の実演もします。

新潟三条の金物が大集合する、恒例となった金物市です。包
丁研ぎも行ないますので、ぜひご持参ください。

福島

4月22日（土）〜23日（日）

4月22日（土）〜23日（日）

4月29日（土・祝）〜30日（日）

5月頃予定

4月29日（土・祝）

5月20日（土）〜21日（日）10：00〜15：00

5月3日（水・祝）〜5日（金・祝）予定

6月10日（土）〜11日（日）

うまいもの大集合ｉｎふたつい

道の駅・おがち18周年祭

食菜館くらら	6周年記念感謝祭

第18期いものこオーナー会員募集

協和のさくら祭り

山菜まつり2017

天王グリーンランド	GWイベント

小町まつり

秋田　ふたつい	 ☎ 0185-73-5075

秋田　おがち	 ☎ 0183-52-5500

秋田　てんのう	 ☎ 018-878-6588

秋田　さんない	 ☎ 0182-56-1600

秋田　協和	 ☎ 018-881-6646

隣接するきみまち阪公園の桜まつりにあわせ、県内のＢ
級グルメやうまいもの、地元の特産品が大集合します。 

「秋田県南みちっこ倶楽部」が恒例の「じまんこ市場」を開
催。「あきたまるごと大抽選会」や、小町娘さんとの撮影会
などたくさんのイベントを予定。

オープン6周年を記念し、感謝祭を開催。くらら出荷組合
によるお楽しみプレゼントや、オカリナ演奏などのイベ
ントを予定しております。

農業体験型オーナー制度の会員募集。10月上旬に、いも
のこ（里芋）の収穫体験をします。

芸能発表会、大抽選会、餅つき大会など開催。

イベント広場特設会場にて、つるつる山菜流しそば、太
鼓演奏、よさこい演舞、お菓子まきなどを開催。

ヤートセ演舞やオカリナ演奏など、さまざまなイベント
を予定しております。

小町太鼓や小町おどりなどを開催する伝統のお祭りです。

秋田

4月29日（土・祝）

4月29日（土・祝）〜5月7日（日）

5月3日（水・祝）〜5日（金・祝）

5月3日（水・祝）〜5月5日（金・祝）

6月下旬

道の駅・種山ヶ原16周年感謝祭

花と団子まつり〜春の遠野風の丘市〜

産直春まつり

春の種山まつり

遠野風の丘	創業感謝祭

岩手　種山ヶ原	 ☎ 0197-38-2215

岩手　遠野風の丘	 ☎ 0198-62-0888

岩手　にしね	 ☎ 0195-75-0070

オープン16周年を記念して粗品をプレゼント。

花苗や旬の野菜苗の販売、美味しい山の幸・海の幸、遠
野ならではの団子などが大集合します。

屋台出店、お振舞い開催など予定。5月5日には「一升餅
を背負って歩こう」を開催。

山菜を中心に、さまざまな出店を予定。

餅まきや野菜まき、お菓子まきを開催。特設屋台コー
ナーや特設サラダバーなど、感謝企画をいっぱい予定
しています。

例年開催のテント村や、盛りだくさんの特別企画を開
催。5月3日には青森県看護協会特別ＰＲイベントとし
て、血圧測定・体脂肪測定・健康相談、歯医者さんの歯
磨き指導（相談無料）なども開催予定。

岩手　おおの	 ☎ 0194-77-3202

おおのキャンパス一人一芸交流祭
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宮城県「道の駅」検定 秋田県「道の駅」検定

検定日時 2017年7月16日（日）
10：00～15：00内で実施予定

2017年9月2日（土）
10：00～15：00内で実施予定

検定会場 宮城県東京エレクトロンホール宮城
（宮城県民会館）

秋田県
潟上市役所

申込期限 2017年6月16日（金）
※「受検申込用紙」必着

2017年8月2日（水）
※「受検申込用紙」必着

受検料 各検定：3,000円（税込）※1検定／1名分

公式テキスト 東北「道の駅」スタンプブック2017
※東北のすべての道の駅で4月22日から販売予定。200円（税込）

昨年、開催した青森県「道の駅」検定、岩手県「道の駅」検定は、150人以上の
方に受検いただきました。ありがとうございます！
今年は、第3回を宮城県「道の駅」検定、第4回を秋田県「道の駅」検定として、
宮城県と秋田県で開催します。

毎年ご好評いただいています東北「道の
駅」スタンプラリーが今年も始まります！
スタートは4月22日（土）。「道の駅」を
巡りながら、東北を満喫しちゃおう！

読むだけで旅行気分が味わえるスタン
プブック、ドライブに便利なロードマップ
（各200円税込）は、4月22日（土）より
東北全「道の駅」で販売開始！　ぜひ、
お買い求めください。

期間
2017年4月22日（土）～2018年1月15日（月）
※完走コースは2019年1月15日（火）まで

オススメポイント1
道の駅のお得クーポンが充実！

オススメポイント2
約1,000名様に素敵な賞品が当たる！

オススメポイント3
スタンプ押印部分をプチリニューアル♪

オススメポイント4
東北「道の駅」検定の応募用紙付き！

宮城県で13番目となる道の駅・三滝堂が
オープンします。
三陸自動車道沿いに誕生する道の駅で、
内陸・沿岸地域のゲートウェイ、地域の観
光総合窓口としての役割の他、登米ブラ
ンドをはじめとした特産品や農産物など
の販売をします。オープンしたら、ぜひ
訪れてみてください！

あいづ物産館（お土産物売り場）が 2月
16日に全面リニューアルいたしました。
売り場を見渡せる店内、レジの位置もわ
かりやすくなりました。新しくなった道
の駅・あいづ 湯川・会津坂下にぜひ、ご
来店ください。

・ 当日、各検定会場で「ロードマップ」、「道の駅」広報誌「[michi－co]」をプレゼント。
・ 合格者には、「賞状」「合格証」「特製缶バッチ」を進呈。

◆ 詳細は、下記にてご確認ください。
・ 東北「道の駅」スタンプブック2017
・ 東北「道の駅」設置チラシ・ポスター

2017年度版[michi-co]
年間購読お申込受付
スタート
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年度版のお申
込の募集を開始いたします。

※2017年
 3月1日現在。

［michi－co］年間購読 募集開始！

冬期閉鎖
情報

道の駅名 閉鎖予定期間
青森 虹の湖 11/7（月）～4月中旬予定
青森 かわうち湖 11/24（木）～4/14（金）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）～4/21（金）予定
青森 こどまり 11/7（月）～4/20（木）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／スタンプ押印可否
青森 わきのさわ 11/1（火）～3/31（金）予定／いのしし館にて押印可
青森 たいらだて 売店：11/1（火）～3/25（土）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）～4/14（金）予定／押印可

冬期閉鎖の道の駅（2016～）

物産施設等が冬期閉鎖の道の駅（2016～）

道の駅・三滝堂（宮城県登米市）
4月1日（土）正午オープン！

道の駅・あいづ 湯川・会津坂下の
「あいづ物産館」がリニューアルオープン

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年版スタンプブック」と
「ロードマップ」がスタート時
（4月下旬）に届きます！
どちらも東北「道の駅」でしか手に入らないのですが、
特別にご自宅までお届けします。

特典
2

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

2.	お申込受付書は、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

※	2016年度版による
イメージ

注意事項

受検者特典

概　要

・ 東北「道の駅」連絡会公式HP
 http://www.michinoeki-tohoku.com/

【住所】	宮城県登米市東和町米谷字福
平191-1

【TEL】 0220-23-7891
【営業時間】	物産直売所 9：00～19：00

レストラン 10：00～17：00
【定休日】	無休

【住所】	福島県河沼郡湯川村大字佐野
目字五丁ノ目78-1

【TEL】	0241-27-8853


