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季節のイベント

まゆ細工

地域の伝統技術である“はた織り”
が初めてでも気軽に体験できます。
自分だけのオリジナルコースター
を作ってみませんか？　

陽だまり工房では養蚕が盛んだった丸森町ならでは
の、”まゆ”を使ったまゆ細工作り体験ができます。店
内には可愛らしいまゆ細工の販売コーナーもありま
すので、お気軽にお立ち寄りください。

はた織り

職人の指導を受け干柿を作ってみま
せんか？むいた柿を職人がしっかり
と管理、いいあんばいの頃にご自宅に
お届けします（1月上旬予定）。贈り物
としても大変喜ばれています。

ころ柿づくり体験

蔵の郷土館
齋理屋敷

e6

e4
■0224-72-6663（丸森町観光案
内所） ※要予約
■コースター1,000円～

■丸森町耕野字小屋舘7-4 
■0224-75-2134（耕野まちづくりセンター）
■丸森町耕野字沼62-1
■0224-75-2111（いなか道の駅やしまや）

■丸森町耕野字沼62-1
■0224-75-2111（弘法柿組合：い
なか道の駅やしまや内） ■11月中
旬～（3回） ■4,000円～（生柿4
㎏・昼食付）

丸森町のシンボル的存在、蔵の郷土館「齋
理屋敷」。江戸時代後期から昭和にかけ
て栄えた豪商の屋敷跡。2010年に12の
建造物等が国の「登録有形文化財」に認定
されました。

■丸森町字町西25 ■0224-72-6636
■月曜日（祝日の場合は翌日休館）
■9：30～17：00
■大人620円、小人310円

不動尊公園キャンプ場
＆MARUMORI-SAUNA
川遊びや四季折々の風景を楽しみながら大自然
を満喫できるキャンプ場。焚火場が設置されて
おり、焼きマシュマロやポップコーンなどの体
験メニューも楽しむことができます。

■丸森町字不動64-1 ■0224-72-2646
■火曜日（祝日の場合は翌日休園）
■9：30～17：30（冬季9：30～17：00）
■サイト：1,500円～、コテージ：12,000円～、
MARUMORI-SAUNA：18,000円/2名～ ※
詳細・予約等についてはwebをご覧ください。

阿武隈ライン舟下り
阿武隈川の舟運の名残をとどめる舟下り。新緑、紅葉な
ど四季折々の景色を楽しむことができます。秋の食材
がたっぷり入ったいも煮に舌鼓をうつ「いも煮舟」。こ
たつに入りながら舟下りを楽しむ「こたつ舟」も運航。
予約により、お弁当やいも煮、鍋物等、各種料理の用意
をすることもできます。

■丸森町字下滝12 ■0224-72-2350
■月曜日（祝日の場合は翌日休業）
■大人2,200円、小人1,100円
■秋（10月～11月）：いも煮舟、冬（12月～3月）：こたつ舟

藍染工房野風では体験やオリジナル作
品の製造販売を行なっています。年数
回、ワークショップ形式の体験ができ
るほか、少人数での体験も可能です。

藍染めe3

e7

筆甫地区を中心に生産されている丸森町
の特産品のへそ大根づくりを体験できる
イベントです。出来上がったへそ大根は
3月上旬頃に参加された方にお届けいた
します。

へそ大根づくり体験

■丸森町筆甫字和田80-2
■0224-76-2111（筆甫まちづくり
センター） ■12月中旬～1月下旬

e5

r2

r3

たけのこの生産地として有数
の耕野地区で、５月上旬から始ま

る大人気のイベントです。手入れの行き届いた竹林からで
きる良質のたけのこを掘って食べて、楽しく体験できます。

たけのこ掘りe1

齋理屋敷での体験e2

■丸森町字上滝東26-1
■080-5227-1025（伽藍 担当：八巻）

■丸森町字町東82 ■0224-75-2852（代表 安島
宅） ■10：00～15：00 ■平日、冬季休業（12月末～
1月末頃まで） ■700円～

館内では和紙漉きや押し花体験のほか、丸森の昔
話を聞くことができます。詳しくは二次元コー
ドよりご覧ください。

町内の変化に富んだコースを自転車で走り、美しい風景や各エイド
ステーションでの地元の食材を楽しみながら、町の魅力を体感でき
る自転車イベントです。

齋理の歳迎え（齋理屋敷）...12月中旬～1月下旬
へそ大根づくり体験（筆甫）...12月中旬～1月下旬

◆シルク和紙紙漉き【開催日】第3日曜日/10：00
～15：00しおり作り500円（入館料は別途）
◆押し花体験【開催日】第2日曜日/10：00～15：
00（入館料別途）
◆齋理ざっとむかし【開催日】第4日曜日/10：00
～15：00無料（入館料は別途）

■丸森町字町西25 ■0224-72-6636
※詳細についてはwebをご覧ください。web

recommend-spot

■0224-72-3017（サイクルフェスタ丸森実行委員会事務局：丸
森町商工観光課内） ■10月丸森町の春の恒例イベント。町役場周辺に約100店が各種苗木や

植木、生花をはじめ木工品や竹細工、地元特産品などを販売します。

■0224ｰ72ｰ1230（丸森町商工会） ■5月

サイクルフェスタ丸森

12月

11月

10月

9月

8月

7月

6月

5月

4月

3月

2月

1月

紅葉が美しい秋の丸森町を家族や友達と一緒に歩くウォークラリー
大会。コースは3kmまたは4kmと小さな子どもも無理なく参加で
きるコースが準備され、仮装などをして様々な楽しみ方ができます。

■0224ｰ72ｰ3036（丸森ウォークラリー実行委員会事務局：丸森
町教育委員会 生涯学習課内） ■11月

丸森ウォークラリー大会

丸森いち

毎年8月に齋理屋敷とその周辺に約1,000基の絵とうろうを灯し、
夏の夜を幻想的に演出。当日は、屋敷前の中央通りが歩行者天国に
なり出店が並びます。

■0224ｰ72ｰ3017（丸森町商工観光課） ■8月

齋理幻夜

r1

産業伝承館
「あぶくま駅」から徒歩1分の場所に、
山と川に囲まれたウッドハウスの多目
的スペースがあります。大自然の中で
Wi-fi、電源などが整った環境で、快適
なテレワークができます。川のせせら
ぎや小鳥たちのさえずる声が聞こえる
「気持ちのよい活動場所」を提供します。

■丸森町字滝ノ上34-13
■0224-75-2869 ■月曜日（祝日の
場合は翌日休館） ■10：00～16：00

r4

キャンプ場
web

SAUNA
web

おすすめ
観光スポット
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自然あふれるキャンプ場や

歴史ある齋理屋敷まで

1冊にまるごと!

宮城県丸森町

編集：丸森町観光案内所
宮城県伊具郡丸森町字町東83 -1
[tel] 0224-72-6663
[mail] info@mail.marumori.jp

発行：丸森町商工観光課
宮城県伊具郡丸森町字鳥屋120
[tel] 0224-72-3017 [mail] kankou@town.marumori.miyagi.jp

案内所web

鉄道

阿武隈急行線
約30分

東北本線
約30分

仙台 丸森槻木

福島 丸森
阿武隈急行線 約60分

丸森
福島方面から 約50分

車

国見
IC

丸森
仙台方面から

東北自動車道

丸森
仙台方面から 約40分

村田
IC東北自動車道

常磐自動車道

約20分
山元
IC

丸森町へのアクセス

web予約

■5月上旬～下旬

齋理の雛まつり（齋理屋敷）...2月上旬～3月下旬

小斎鹿島神社
「奉射祭（やぶさめ）」
...3月第2日曜

愛敬院 春まつり...4月下旬

レシートラリー ..9月下旬～11月上旬

ウバヒガン桜（筆甫）
...4月上旬～中旬

丸森いち（町役場周辺）
...第2土・日曜

レシートラリー
...4月～5月下旬
端午の節句（齋理屋敷）
...4月～5月下旬

たけのこ狩り体験（耕野）...5月上旬～下旬

夏の吊るし飾り展（齋理屋敷）...7月下旬

かかしまつり
...9月上旬～10月下旬

あぶくまの里モーモーまつり...11月上旬
丸森ウォークラリー大会...11月中旬
ころ柿作り体験会（耕野）...11月中旬
ひっぽ筆まつり（筆甫 筆神社）...11月23日
自然 エゴマまつり（大内）...11月下旬

サイクルフェスタ...10月上旬
全日本石投げ選手権（阿武隈川河川敷）...10月下旬

齋理幻夜（齋理屋敷）...8月上旬

新相馬節全国大会（大内）...9月中旬

齋理の歳迎え（齋理屋敷）...12月中旬～1月下旬
へそ大根づくり体験（筆甫）...12月中旬～1月下旬

web

※令和4年3月16日に発生した地震の影響により、受け入れを
中止している施設があります。詳しくはお問い合わせください。
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季節のイベント

まゆ細工

地域の伝統技術である“はた織り”
が初めてでも気軽に体験できます。
自分だけのオリジナルコースター
を作ってみませんか？　

陽だまり工房では養蚕が盛んだった丸森町ならでは
の、”まゆ”を使ったまゆ細工作り体験ができます。店
内には可愛らしいまゆ細工の販売コーナーもありま
すので、お気軽にお立ち寄りください。

はた織り

職人の指導を受け干柿を作ってみま
せんか？むいた柿を職人がしっかり
と管理、いいあんばいの頃にご自宅に
お届けします（1月上旬予定）。贈り物
としても大変喜ばれています。

ころ柿づくり体験

蔵の郷土館
齋理屋敷

e6

e4
■0224-72-6663（丸森町観光案
内所） ※要予約
■コースター1,000円～

■丸森町耕野字小屋舘7-4 
■0224-75-2134（耕野まちづくりセンター）
■丸森町耕野字沼62-1
■0224-75-2111（いなか道の駅やしまや）

■丸森町耕野字沼62-1
■0224-75-2111（弘法柿組合：い
なか道の駅やしまや内） ■11月中
旬～（3回） ■4,000円～（生柿4
㎏・昼食付）

丸森町のシンボル的存在、蔵の郷土館「齋
理屋敷」。江戸時代後期から昭和にかけ
て栄えた豪商の屋敷跡。2010年に12の
建造物等が国の「登録有形文化財」に認定
されました。

■丸森町字町西25 ■0224-72-6636
■月曜日（祝日の場合は翌日休館）
■9：30～17：00
■大人620円、小人310円

不動尊公園キャンプ場
＆MARUMORI-SAUNA
川遊びや四季折々の風景を楽しみながら大自然
を満喫できるキャンプ場。焚火場が設置されて
おり、焼きマシュマロやポップコーンなどの体
験メニューも楽しむことができます。

■丸森町字不動64-1 ■0224-72-2646
■火曜日（祝日の場合は翌日休園）
■9：30～17：30（冬季9：30～17：00）
■サイト：1,500円～、コテージ：12,000円～、
MARUMORI-SAUNA：18,000円/2名～ ※
詳細・予約等についてはwebをご覧ください。

阿武隈ライン舟下り
阿武隈川の舟運の名残をとどめる舟下り。新緑、紅葉な
ど四季折々の景色を楽しむことができます。秋の食材
がたっぷり入ったいも煮に舌鼓をうつ「いも煮舟」。こ
たつに入りながら舟下りを楽しむ「こたつ舟」も運航。
予約により、お弁当やいも煮、鍋物等、各種料理の用意
をすることもできます。

■丸森町字下滝12 ■0224-72-2350
■月曜日（祝日の場合は翌日休業）
■大人2,200円、小人1,100円
■秋（10月～11月）：いも煮舟、冬（12月～3月）：こたつ舟

藍染工房野風では体験やオリジナル作
品の製造販売を行なっています。年数
回、ワークショップ形式の体験ができ
るほか、少人数での体験も可能です。

藍染め e3

e7

筆甫地区を中心に生産されている丸森町
の特産品のへそ大根づくりを体験できる
イベントです。出来上がったへそ大根は
3月上旬頃に参加された方にお届けいた
します。

へそ大根づくり体験

■丸森町筆甫字和田80-2
■0224-76-2111（筆甫まちづくり
センター） ■12月中旬～1月下旬

e5

r2

r3

たけのこの生産地として有数
の耕野地区で、５月上旬から始ま

る大人気のイベントです。手入れの行き届いた竹林からで
きる良質のたけのこを掘って食べて、楽しく体験できます。

たけのこ掘り e1

齋理屋敷での体験 e2

■丸森町字上滝東26-1
■080-5227-1025（伽藍 担当：八巻）

■丸森町字町東82 ■0224-75-2852（代表 安島
宅） ■10：00～15：00 ■平日、冬季休業（12月末～
1月末頃まで） ■700円～

館内では和紙漉きや押し花体験のほか、丸森の昔
話を聞くことができます。詳しくは二次元コー
ドよりご覧ください。

町内の変化に富んだコースを自転車で走り、美しい風景や各エイド
ステーションでの地元の食材を楽しみながら、町の魅力を体感でき
る自転車イベントです。

齋理の歳迎え（齋理屋敷）...12月中旬～1月下旬
へそ大根づくり体験（筆甫）...12月中旬～1月下旬

◆シルク和紙紙漉き【開催日】第3日曜日/10：00
～15：00しおり作り500円（入館料は別途）
◆押し花体験【開催日】第2日曜日/10：00～15：
00（入館料別途）
◆齋理ざっとむかし【開催日】第4日曜日/10：00
～15：00無料（入館料は別途）

■丸森町字町西25 ■0224-72-6636
※詳細についてはwebをご覧ください。 web

r e c ommend - s p o t

■0224-72-3017（サイクルフェスタ丸森実行委員会事務局：丸
森町商工観光課内） ■10月

丸森町の春の恒例イベント。町役場周辺に約100店が各種苗木や
植木、生花をはじめ木工品や竹細工、地元特産品などを販売します。

■0224ｰ72ｰ1230（丸森町商工会） ■5月

サイクルフェスタ丸森

12月

11月

10月

9月

8月

7月

6月

5月

4月

3月

2月

1月

紅葉が美しい秋の丸森町を家族や友達と一緒に歩くウォークラリー
大会。コースは3kmまたは4kmと小さな子どもも無理なく参加で
きるコースが準備され、仮装などをして様々な楽しみ方ができます。

■0224ｰ72ｰ3036（丸森ウォークラリー実行委員会事務局：丸森
町教育委員会 生涯学習課内） ■11月

丸森ウォークラリー大会

丸森いち

毎年8月に齋理屋敷とその周辺に約1,000基の絵とうろうを灯し、
夏の夜を幻想的に演出。当日は、屋敷前の中央通りが歩行者天国に
なり出店が並びます。

■0224ｰ72ｰ3017（丸森町商工観光課） ■8月

齋理幻夜

r1

産業伝承館
「あぶくま駅」から徒歩1分の場所に、
山と川に囲まれたウッドハウスの多目
的スペースがあります。大自然の中で
Wi-fi、電源などが整った環境で、快適
なテレワークができます。川のせせら
ぎや小鳥たちのさえずる声が聞こえる
「気持ちのよい活動場所」を提供します。

■丸森町字滝ノ上34-13
■0224-75-2869 ■月曜日（祝日の
場合は翌日休館） ■10：00～16：00

r4

キャンプ場
web

SAUNA
web

おすすめ観光スポッ
ト
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自然あふれるキャンプ場や

歴史ある齋理屋敷まで

1冊にまるごと!

宮城県丸森町

編集：丸森町観光案内所
宮城県伊具郡丸森町字町東83-1
[tel] 0224-72-6663
[mail] info@mail.marumori.jp

発行：丸森町商工観光課
宮城県伊具郡丸森町字鳥屋120
[tel] 0224-72-3017 [mail] kankou@town.marumori.miyagi.jp

案内所web

鉄道

阿武隈急行線
約30分

東北本線
約30分

仙台丸森 槻木

福島丸森
阿武隈急行線約60分

丸森
福島方面から約50分

車

国見
IC

丸森
仙台方面から

東北自動車道

丸森
仙台方面から約40分

村田
IC 東北自動車道

常磐自動車道

約20分
山元
IC

丸森町へのアクセス

web予約
■5月上旬～下旬

齋理の雛まつり（齋理屋敷）...2月上旬～3月下旬

小斎鹿島神社
「奉射祭（やぶさめ）」
...3月第2日曜

愛敬院 春まつり...4月下旬

レシートラリー..9月下旬～11月上旬

ウバヒガン桜（筆甫）
...4月上旬～中旬

丸森いち（町役場周辺）
...第2土・日曜

レシートラリー
...4月～5月下旬
端午の節句（齋理屋敷）
...4月～5月下旬

たけのこ狩り体験（耕野）...5月上旬～下旬

夏の吊るし飾り展（齋理屋敷）...7月下旬

かかしまつり
...9月上旬～10月下旬

あぶくまの里モーモーまつり...11月上旬
丸森ウォークラリー大会...11月中旬
ころ柿作り体験会（耕野）...11月中旬
ひっぽ筆まつり（筆甫 筆神社）...11月23日
自然エゴマまつり（大内）...11月下旬

サイクルフェスタ...10月上旬
全日本石投げ選手権（阿武隈川河川敷）...10月下旬

齋理幻夜（齋理屋敷）...8月上旬

新相馬節全国大会（大内）...9月中旬

齋理の歳迎え（齋理屋敷）...12月中旬～1月下旬
へそ大根づくり体験（筆甫）...12月中旬～1月下旬

web

※令和4年3月16日に発生した地震の影響により、受け入れを
中止している施設があります。詳しくはお問い合わせください。
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季節のイベント

まゆ細工

地域の伝統技術である“はた織り”
が初めてでも気軽に体験できます。
自分だけのオリジナルコースター
を作ってみませんか？　

陽だまり工房では養蚕が盛んだった丸森町ならでは
の、”まゆ”を使ったまゆ細工作り体験ができます。店
内には可愛らしいまゆ細工の販売コーナーもありま
すので、お気軽にお立ち寄りください。

はた織り

職人の指導を受け干柿を作ってみま
せんか？むいた柿を職人がしっかり
と管理、いいあんばいの頃にご自宅に
お届けします（1月上旬予定）。贈り物
としても大変喜ばれています。

ころ柿づくり体験

蔵の郷土館
齋理屋敷

e6

e4
■0224-72-6663（丸森町観光案
内所） ※要予約
■コースター1,000円～

■丸森町耕野字小屋舘7-4 
■0224-75-2134（耕野まちづくりセンター）
■丸森町耕野字沼62-1
■0224-75-2111（いなか道の駅やしまや）

■丸森町耕野字沼62-1
■0224-75-2111（弘法柿組合：い
なか道の駅やしまや内） ■11月中
旬～（3回） ■4,000円～（生柿4
㎏・昼食付）

丸森町のシンボル的存在、蔵の郷土館「齋
理屋敷」。江戸時代後期から昭和にかけ
て栄えた豪商の屋敷跡。2010年に12の
建造物等が国の「登録有形文化財」に認定
されました。

■丸森町字町西25 ■0224-72-6636
■月曜日（祝日の場合は翌日休館）
■9：30～17：00
■大人620円、小人310円

不動尊公園キャンプ場
＆MARUMORI-SAUNA
川遊びや四季折々の風景を楽しみながら大自然
を満喫できるキャンプ場。焚火場が設置されて
おり、焼きマシュマロやポップコーンなどの体
験メニューも楽しむことができます。

■丸森町字不動64-1 ■0224-72-2646
■火曜日（祝日の場合は翌日休園）
■9：30～17：30（冬季9：30～17：00）
■サイト：1,500円～、コテージ：12,000円～、
MARUMORI-SAUNA：18,000円/2名～ ※
詳細・予約等についてはwebをご覧ください。

阿武隈ライン舟下り
阿武隈川の舟運の名残をとどめる舟下り。新緑、紅葉な
ど四季折々の景色を楽しむことができます。秋の食材
がたっぷり入ったいも煮に舌鼓をうつ「いも煮舟」。こ
たつに入りながら舟下りを楽しむ「こたつ舟」も運航。
予約により、お弁当やいも煮、鍋物等、各種料理の用意
をすることもできます。

■丸森町字下滝12 ■0224-72-2350
■月曜日（祝日の場合は翌日休業）
■大人2,200円、小人1,100円
■秋（10月～11月）：いも煮舟、冬（12月～3月）：こたつ舟

藍染工房野風では体験やオリジナル作
品の製造販売を行なっています。年数
回、ワークショップ形式の体験ができ
るほか、少人数での体験も可能です。

藍染めe3

e7

筆甫地区を中心に生産されている丸森町
の特産品のへそ大根づくりを体験できる
イベントです。出来上がったへそ大根は
3月上旬頃に参加された方にお届けいた
します。

へそ大根づくり体験

■丸森町筆甫字和田80-2
■0224-76-2111（筆甫まちづくり
センター） ■12月中旬～1月下旬

e5

r2

r3

たけのこの生産地として有数
の耕野地区で、５月上旬から始ま

る大人気のイベントです。手入れの行き届いた竹林からで
きる良質のたけのこを掘って食べて、楽しく体験できます。

たけのこ掘りe1

齋理屋敷での体験e2

■丸森町字上滝東26-1
■080-5227-1025（伽藍 担当：八巻）

■丸森町字町東82 ■0224-75-2852（代表 安島
宅） ■10：00～15：00 ■平日、冬季休業（12月末～
1月末頃まで） ■700円～

館内では和紙漉きや押し花体験のほか、丸森の昔
話を聞くことができます。詳しくは二次元コー
ドよりご覧ください。

町内の変化に富んだコースを自転車で走り、美しい風景や各エイド
ステーションでの地元の食材を楽しみながら、町の魅力を体感でき
る自転車イベントです。

齋理の歳迎え（齋理屋敷）...12月中旬～1月下旬
へそ大根づくり体験（筆甫）...12月中旬～1月下旬

◆シルク和紙紙漉き【開催日】第3日曜日/10：00
～15：00しおり作り500円（入館料は別途）
◆押し花体験【開催日】第2日曜日/10：00～15：
00（入館料別途）
◆齋理ざっとむかし【開催日】第4日曜日/10：00
～15：00無料（入館料は別途）

■丸森町字町西25 ■0224-72-6636
※詳細についてはwebをご覧ください。web

recommend-spot

■0224-72-3017（サイクルフェスタ丸森実行委員会事務局：丸
森町商工観光課内） ■10月丸森町の春の恒例イベント。町役場周辺に約100店が各種苗木や

植木、生花をはじめ木工品や竹細工、地元特産品などを販売します。

■0224ｰ72ｰ1230（丸森町商工会） ■5月

サイクルフェスタ丸森

12月

11月

10月

9月

8月

7月

6月

5月

4月

3月

2月

1月

紅葉が美しい秋の丸森町を家族や友達と一緒に歩くウォークラリー
大会。コースは3kmまたは4kmと小さな子どもも無理なく参加で
きるコースが準備され、仮装などをして様々な楽しみ方ができます。

■0224ｰ72ｰ3036（丸森ウォークラリー実行委員会事務局：丸森
町教育委員会 生涯学習課内） ■11月

丸森ウォークラリー大会

丸森いち

毎年8月に齋理屋敷とその周辺に約1,000基の絵とうろうを灯し、
夏の夜を幻想的に演出。当日は、屋敷前の中央通りが歩行者天国に
なり出店が並びます。

■0224ｰ72ｰ3017（丸森町商工観光課） ■8月

齋理幻夜

r1

産業伝承館
「あぶくま駅」から徒歩1分の場所に、
山と川に囲まれたウッドハウスの多目
的スペースがあります。大自然の中で
Wi-fi、電源などが整った環境で、快適
なテレワークができます。川のせせら
ぎや小鳥たちのさえずる声が聞こえる
「気持ちのよい活動場所」を提供します。

■丸森町字滝ノ上34-13
■0224-75-2869 ■月曜日（祝日の
場合は翌日休館） ■10：00～16：00

r4

キャンプ場
web

SAUNA
web
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自然あふれるキャンプ場や

歴史ある齋理屋敷まで

1冊にまるごと!

宮城県丸森町

編集：丸森町観光案内所
宮城県伊具郡丸森町字町東83 -1
[tel] 0224-72-6663
[mail] info@mail.marumori.jp

発行：丸森町商工観光課
宮城県伊具郡丸森町字鳥屋120
[tel] 0224-72-3017 [mail] kankou@town.marumori.miyagi.jp

案内所web

鉄道

阿武隈急行線
約30分

東北本線
約30分

仙台 丸森槻木

福島 丸森
阿武隈急行線 約60分

丸森
福島方面から 約50分

車

国見
IC

丸森
仙台方面から

東北自動車道

丸森
仙台方面から 約40分

村田
IC東北自動車道

常磐自動車道

約20分
山元
IC

丸森町へのアクセス

web予約

■5月上旬～下旬

齋理の雛まつり（齋理屋敷）...2月上旬～3月下旬

小斎鹿島神社
「奉射祭（やぶさめ）」
...3月第2日曜

愛敬院 春まつり...4月下旬

レシートラリー ..9月下旬～11月上旬

ウバヒガン桜（筆甫）
...4月上旬～中旬

丸森いち（町役場周辺）
...第2土・日曜

レシートラリー
...4月～5月下旬
端午の節句（齋理屋敷）
...4月～5月下旬

たけのこ狩り体験（耕野）...5月上旬～下旬

夏の吊るし飾り展（齋理屋敷）...7月下旬

かかしまつり
...9月上旬～10月下旬

あぶくまの里モーモーまつり...11月上旬
丸森ウォークラリー大会...11月中旬
ころ柿作り体験会（耕野）...11月中旬
ひっぽ筆まつり（筆甫 筆神社）...11月23日
自然 エゴマまつり（大内）...11月下旬

サイクルフェスタ...10月上旬
全日本石投げ選手権（阿武隈川河川敷）...10月下旬

齋理幻夜（齋理屋敷）...8月上旬

新相馬節全国大会（大内）...9月中旬

齋理の歳迎え（齋理屋敷）...12月中旬～1月下旬
へそ大根づくり体験（筆甫）...12月中旬～1月下旬

web

※令和4年3月16日に発生した地震の影響により、受け入れを
中止している施設があります。詳しくはお問い合わせください。
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丸森町観光
案内所やまゆり館
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丸山城址
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e1

清滝

いきいき交流センター大内

至 角田市

至 福島市

至 新地町

至 山元町
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藍染工房野風

あぶくま荘

不動尊公園キャンプ場
MARUMORI-SAUNA

阿武隈ライン舟下り

大内佐野
地織保存会

青葉温泉
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丸森町に関する縄文時代から現
代までの資料を展示しており、
阿武隈川の流れと共に発展して
きた歴史と文化を学習すること
ができます。

まるもりふるさと館h1

小斎地区に建つ物見櫓、その東
に広がる山林に小斎城があり
ました。先にあった西舘城、後
に作られた柴小屋城を合わせ
てとても大きく堅固な山城
だったそうです。伊達と相馬
の戦においては最前線となっ
た場所です。現在は柴小屋城
の本丸跡には八重垣神社が祀
られています。

物見櫓（小斎城）h2

■丸森町小斎字北向

福島県境の旗巻峠にある古戦
場です。戊辰戦争の際に、奥
羽越列藩同盟の軍と後の政府
軍との戦いの場になりました。
「旗巻」の地名は、伊達政宗が
戦勝の帰途のこの地で、凱旋
の旗を収めた事が由来となっ
ています。

旗巻古戦場h6

■丸森町大内字青葉上

石倉地区や上滝地区の道沿い
には、一代塔などの多くの古碑
が見られ、古碑街道と呼ばれて
います。歴史に興味のある方
におすすめの散策コース。9月
～11月にはかかしまつりも開
催します。

石羽古碑街道h4

■丸森町字石倉～上滝地区

丸森町の中心部からほど近く、
阿武隈川の南岸にある小山が
丸山城跡です。伊達政宗公の
曽祖父である伊達稙宗が隠居
した城になります。現在は本
丸跡に愛宕神社が祀られ、その
境内には伊達稙宗の墓碑が
建っています。

丸山城址h5

■丸森町字渕ノ上

丸森には修験者（山伏）がいた
寺院が多くあります。不動尊
境内にある愛敬院もそのひと
つ。愛敬院の山門として文化・
文政の頃に建てられたと伝わ
る仁王門は、町の「指定有形文
化財」になっており、後に義民
と呼ばれた菊地多兵衛が浄財
を集めて建築、寄進したものと
言われています。

愛敬院と仁王門h7

■丸森町字不動59

四季の彩りを映し出す内川渓谷
にある宿。自然に癒されながら
お食事、日帰り入浴もできます。

あぶくま荘

伊達・相馬氏の争いで功績の
あった、仙台藩士重鎮中島氏の
住居跡。丸森の町が一望でき
ます。

金山城址h8

■丸森町金山字黒森

丸森には80基を超える猫の石碑
があります。養蚕が盛んだった頃
はネズミを退治する猫を大切にし
ていた家が多くありました。そう
した猫が亡くなった際に供養碑と
して建てたものと、繭の豊穣と鼠
除けを願い「猫神」として祀った
ものがあります。日本一多く残さ
れた猫の石碑を、丸森では「猫神
さま」と呼んでいます。

猫碑h3

■丸森町内各所

■丸森町字鳥屋83-1
■0224-72-2631
■10：00～16：00
■月曜日（祝日の場合は翌日休館）

＆ o1

■丸森町字不動50-5
■0224-72-2105 ■日帰り入
浴10：00～20：30（月曜日は
14：00～） ■日帰り入浴（町
内）：大人550円、小人330円 
（町外）大人：650円、小人380
円、1泊2食付 ツインルーム2名
1室 8,800円/名～・シングル
ルーム1名1室 9,350円/名～

クリスマスローズを専門に育成、

ヒーが自慢のセルフカフェも併
設。農家民宿で農村体験しなが
らの宿泊も可能です。

ちび丸
まんじゅう

榮泉堂

百目木ガーデン
＆カフェ

■丸森町耕野字百目木10-1
■0224-75-3356 ■10：00～
15：00（カフェ） ■9,000円（1泊
2食付）

大槻屋が田んぼ作りや炭焼き体
験の出来る素泊まりの宿として
オープン。完全予約、完全セルフ
サービスとなっています。

大槻屋SANGEo2

■丸森町字高畑31
■0224-72-1046 ■16：00～
9：00 ■素泊まり一泊：月・木
4,200円、金・土・日：4,500円
※体験は別料金

里山のゆったりとした時間を楽
しんでいただくためにオープン
した体験民宿。スイスの家庭料
理が食せるレストランとしても
営業しています。

H tteMomo
ヒュッテ・モモ

o3

■丸森町大内字佐野西下51
■0224-79-2007 ■ランチ・
ディナー・宿泊（2日前まで完全予
約制） ■日・月曜日 ■要問合せ

自然豊かな里山に佇む、アット
ホームな隠れ家的な場所です。
日帰り入浴には町内外からお客
様が訪れます。

青葉温泉o4

■丸森町大内字青葉西73 
■0224-79-2121 ■13：00～
20：00（日帰り入浴のみ） ■火曜
日 ■日帰り入浴大人500円、小人
（3歳～小学生まで）300円

o5
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百々石公園
■丸森町字田町北

展望台からは丸森の町や阿武隈川を一
望できます。4月のサクラ、5月のツツ
ジ、6月アジサイ、7月はヤマユリ、8月
にはヤマハギと花々にあふれ、散策に
ぴったりの場所です。

立石
■丸森町字泉

高さ12.5ｍ、周囲25ｍの巨石。丸森町
中心部から不動尊公園へ向かう途中の
左側に見えます。登山口は2カ所あり、
20分程で登ることが出来ます。

神明社の桜
■丸森町字高畑

県内で一番早くソメイヨシノが咲くと
言われています。社殿近くの桜は町内
神社合祀の際、植えられたものと思わ
れ、この移転には齋藤理助氏が私財を
投じたと言われています。

大張沢尻棚田
■丸森町大張川張字沢尻地区

「つなぐ棚田遺産」にも認定された大張
沢尻棚田は、阿武隈川沿いの道から山に
登っていくように広がり、今はあまり見
られなくなってしまった日本の原風景
の美しさを見ることができます。
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8

3

10

11

4

5

マメムギモリノナカ

う米米めん
マルコー食品

はちみつ
石塚養蜂園

しそ巻きらっきょう
志白屋

えごま油
いきいき交流センター大内

いきいき交流センター大内

はちみつワッフル
石塚養蜂園

ジェラート
GM7

ゆずポン酢
しょうゆ

高さ約30ｍ、根元の幹周り約
10ｍの古木で、樹齢500年以
上と推定。4月上旬に淡く小さ
な花を咲かせます。

ウバヒガン桜（親王桜）h9

■丸森町筆甫字和田地内

1

9

一口サイズのフォルムのかわいらし
さとふわふわもっちりした食感で、
老若男女に広く愛されています。

4

宮城県産のお米を使用しており、も
ちっとした食感と、つるっとしたの
どごしが特徴です。

8

丸森町の特産品のゆず「多田錦」を使
用しています。香りゆたかで爽やか
な味わいが評判の一品です。

5

石塚養蜂園のはちみつは、仙南地域
を中心に採蜜しており、丸森町のお
土産として人気です。

9

丸森町の特産品のえごま油を使用
し、ドレッシングに加工販売してい
ます。

2
はちみつをたっぷり使用した、素材
にこだわったワッフルです。口の中
にはちみつの香りが広がります。

3

丸森町の特産品のえごま油はオメガ
3を豊富に含む健康オイルです。

6

丸森町産のらっきょうを、1つ1つ丁
寧にシソの葉で包みました。明治か
ら続く漬物屋の人気商品です。

1

丸森町産の安心なミツロウを原料に
しています。包んで、洗って、繰り返
し使える自然に優しいラップです。

10

つぶあんとこだわりマーガリンのまるにゃ
クリーム

チーズ入りのもりにゃん大福があります。

7

ジェラートの味の決め手となる牛乳
は、地元角田・丸森の限定生産者さ
んが作る牛乳にこだわっています。

その他の丸森町の
観光パンフレットは
こちらからご覧ください

11
凡例凡例

tsu tsu mi

丸森町観光物産振興公社

2
えごま

ドレッシング

7
ねこ船頭

丸森町観光物産振興公社

n1 n2 n3 n4 n5

…おすすめ観光スポット
…体験 …入浴＆宿泊
…自然 …歴史

丸森大銀杏
■丸森町字四反田

推定樹齢600年以上。高さ47ｍ、根回り
約17ｍの大木です。秋口にかけて葉が
黄色に色づき、ひときわ目を引きます。



体験

exp
erien

ce

季節のイベント

まゆ細工

地域の伝統技術である“はた織り”
が初めてでも気軽に体験できます。
自分だけのオリジナルコースター
を作ってみませんか？　

陽だまり工房では養蚕が盛んだった丸森町ならでは
の、”まゆ”を使ったまゆ細工作り体験ができます。店
内には可愛らしいまゆ細工の販売コーナーもありま
すので、お気軽にお立ち寄りください。

はた織り

職人の指導を受け干柿を作ってみま
せんか？むいた柿を職人がしっかり
と管理、いいあんばいの頃にご自宅に
お届けします（1月上旬予定）。贈り物
としても大変喜ばれています。

ころ柿づくり体験

蔵の郷土館
齋理屋敷

e6

e4
■0224-72-6663（丸森町観光案
内所） ※要予約
■コースター1,000円～

■丸森町耕野字小屋舘7-4 
■0224-75-2134（耕野まちづくりセンター）
■丸森町耕野字沼62-1
■0224-75-2111（いなか道の駅やしまや）

■丸森町耕野字沼62-1
■0224-75-2111（弘法柿組合：い
なか道の駅やしまや内） ■11月中
旬～（3回） ■4,000円～（生柿4
㎏・昼食付）

丸森町のシンボル的存在、蔵の郷土館「齋
理屋敷」。江戸時代後期から昭和にかけ
て栄えた豪商の屋敷跡。2010年に12の
建造物等が国の「登録有形文化財」に認定
されました。

■丸森町字町西25 ■0224-72-6636
■月曜日（祝日の場合は翌日休館）
■9：30～17：00
■大人620円、小人310円

不動尊公園キャンプ場
＆MARUMORI-SAUNA
川遊びや四季折々の風景を楽しみながら大自然
を満喫できるキャンプ場。焚火場が設置されて
おり、焼きマシュマロやポップコーンなどの体
験メニューも楽しむことができます。

■丸森町字不動64-1 ■0224-72-2646
■火曜日（祝日の場合は翌日休園）
■9：30～17：30（冬季9：30～17：00）
■サイト：1,500円～、コテージ：12,000円～、
MARUMORI-SAUNA：18,000円/2名～ ※
詳細・予約等についてはwebをご覧ください。

阿武隈ライン舟下り
阿武隈川の舟運の名残をとどめる舟下り。新緑、紅葉な
ど四季折々の景色を楽しむことができます。秋の食材
がたっぷり入ったいも煮に舌鼓をうつ「いも煮舟」。こ
たつに入りながら舟下りを楽しむ「こたつ舟」も運航。
予約により、お弁当やいも煮、鍋物等、各種料理の用意
をすることもできます。

■丸森町字下滝12 ■0224-72-2350
■月曜日（祝日の場合は翌日休業）
■大人2,200円、小人1,100円
■秋（10月～11月）：いも煮舟、冬（12月～3月）：こたつ舟

藍染工房野風では体験やオリジナル作
品の製造販売を行なっています。年数
回、ワークショップ形式の体験ができ
るほか、少人数での体験も可能です。

藍染めe3

e7

筆甫地区を中心に生産されている丸森町
の特産品のへそ大根づくりを体験できる
イベントです。出来上がったへそ大根は
3月上旬頃に参加された方にお届けいた
します。

へそ大根づくり体験

■丸森町筆甫字和田80-2
■0224-76-2111（筆甫まちづくり
センター） ■12月中旬～1月下旬

e5

r2

r3

たけのこの生産地として有数
の耕野地区で、５月上旬から始ま

る大人気のイベントです。手入れの行き届いた竹林からで
きる良質のたけのこを掘って食べて、楽しく体験できます。

たけのこ掘りe1

齋理屋敷での体験e2

■丸森町字上滝東26-1
■080-5227-1025（伽藍 担当：八巻）

■丸森町字町東82 ■0224-75-2852（代表 安島
宅） ■10：00～15：00 ■平日、冬季休業（12月末～
1月末頃まで） ■700円～

館内では和紙漉きや押し花体験のほか、丸森の昔
話を聞くことができます。詳しくは二次元コー
ドよりご覧ください。

町内の変化に富んだコースを自転車で走り、美しい風景や各エイド
ステーションでの地元の食材を楽しみながら、町の魅力を体感でき
る自転車イベントです。

齋理の歳迎え（齋理屋敷）...12月中旬～1月下旬
へそ大根づくり体験（筆甫）...12月中旬～1月下旬

◆シルク和紙紙漉き【開催日】第3日曜日/10：00
～15：00しおり作り500円（入館料は別途）
◆押し花体験【開催日】第2日曜日/10：00～15：
00（入館料別途）
◆齋理ざっとむかし【開催日】第4日曜日/10：00
～15：00無料（入館料は別途）

■丸森町字町西25 ■0224-72-6636
※詳細についてはwebをご覧ください。web

recommend-spot

■0224-72-3017（サイクルフェスタ丸森実行委員会事務局：丸
森町商工観光課内） ■10月丸森町の春の恒例イベント。町役場周辺に約100店が各種苗木や

植木、生花をはじめ木工品や竹細工、地元特産品などを販売します。

■0224ｰ72ｰ1230（丸森町商工会） ■5月

サイクルフェスタ丸森

12月

11月

10月

9月

8月

7月

6月

5月

4月

3月

2月

1月

紅葉が美しい秋の丸森町を家族や友達と一緒に歩くウォークラリー
大会。コースは3kmまたは4kmと小さな子どもも無理なく参加で
きるコースが準備され、仮装などをして様々な楽しみ方ができます。

■0224ｰ72ｰ3036（丸森ウォークラリー実行委員会事務局：丸森
町教育委員会 生涯学習課内） ■11月

丸森ウォークラリー大会

丸森いち

毎年8月に齋理屋敷とその周辺に約1,000基の絵とうろうを灯し、
夏の夜を幻想的に演出。当日は、屋敷前の中央通りが歩行者天国に
なり出店が並びます。

■0224ｰ72ｰ3017（丸森町商工観光課） ■8月

齋理幻夜

r1

産業伝承館
「あぶくま駅」から徒歩1分の場所に、
山と川に囲まれたウッドハウスの多目
的スペースがあります。大自然の中で
Wi-fi、電源などが整った環境で、快適
なテレワークができます。川のせせら
ぎや小鳥たちのさえずる声が聞こえる
「気持ちのよい活動場所」を提供します。

■丸森町字滝ノ上34-13
■0224-75-2869 ■月曜日（祝日の
場合は翌日休館） ■10：00～16：00

r4

キャンプ場
web

SAUNA
web

おすすめ
観光スポット
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自然あふれるキャンプ場や

歴史ある齋理屋敷まで

1冊にまるごと!

宮城県丸森町

編集：丸森町観光案内所
宮城県伊具郡丸森町字町東83 -1
[tel] 0224-72-6663
[mail] info@mail.marumori.jp

発行：丸森町商工観光課
宮城県伊具郡丸森町字鳥屋120
[tel] 0224-72-3017 [mail] kankou@town.marumori.miyagi.jp

案内所web

鉄道

阿武隈急行線
約30分

東北本線
約30分

仙台 丸森槻木

福島 丸森
阿武隈急行線 約60分

丸森
福島方面から 約50分

車

国見
IC

丸森
仙台方面から

東北自動車道

丸森
仙台方面から 約40分

村田
IC東北自動車道

常磐自動車道

約20分
山元
IC

丸森町へのアクセス

web予約

■5月上旬～下旬

齋理の雛まつり（齋理屋敷）...2月上旬～3月下旬

小斎鹿島神社
「奉射祭（やぶさめ）」
...3月第2日曜

愛敬院 春まつり...4月下旬

レシートラリー ..9月下旬～11月上旬

ウバヒガン桜（筆甫）
...4月上旬～中旬

丸森いち（町役場周辺）
...第2土・日曜

レシートラリー
...4月～5月下旬
端午の節句（齋理屋敷）
...4月～5月下旬

たけのこ狩り体験（耕野）...5月上旬～下旬

夏の吊るし飾り展（齋理屋敷）...7月下旬

かかしまつり
...9月上旬～10月下旬

あぶくまの里モーモーまつり...11月上旬
丸森ウォークラリー大会...11月中旬
ころ柿作り体験会（耕野）...11月中旬
ひっぽ筆まつり（筆甫 筆神社）...11月23日
自然 エゴマまつり（大内）...11月下旬

サイクルフェスタ...10月上旬
全日本石投げ選手権（阿武隈川河川敷）...10月下旬

齋理幻夜（齋理屋敷）...8月上旬

新相馬節全国大会（大内）...9月中旬

齋理の歳迎え（齋理屋敷）...12月中旬～1月下旬
へそ大根づくり体験（筆甫）...12月中旬～1月下旬

web

※令和4年3月16日に発生した地震の影響により、受け入れを
中止している施設があります。詳しくはお問い合わせください。




