
南東北には伊達氏ゆかりのスポットが数多くあります。
各地のお城を拠点に探索してみませんか！

地元ガイドと巡るイベント●コース ●参加費無料で何度でも参加できます（入場料などは各自負担）
●その日だけのスペシャルコース要予約 !

6/4土

ひさしとバードの散歩みち

2022年

川西町
JR羽前小松駅
JR羽前小松駅

●小松城は交通の要衝となっていった小松の町にあり、作家「井上ひさし」が生ま
　れ、旅行家「イザベラ・バード」も訪れた歴史や史跡とともに、街なみをぶらぶ
　らと歩きながらタイムスリップします。
●町内ではハーブやひめさゆりが見頃を迎えます。

●ご持参ください。（コースにはコンビニや食事処はありません。）昼　食

集合場所
（スタート） 11:10集合時間

主な見学先 遅筆堂文庫、天神森古墳、樽平酒造、小松城址（昼食）、小松座跡地、銘菓の錦屋、
旧嵐山酒造ホール、イザベラバードの宿泊地（跡地）、菓子司十印

ゴール

約3時間30分所要時間

6/3㈮申込締切20名募集人員

問い合せ

PR
ポイント

「伊達な置賜四十八館」～小国山城を巡る～
道の駅 白い森おぐに
道の駅 白い森おぐに

●小国山城は麓の小坂館から有事の際に移動する「詰めの城」で、小国盆地を一望
　できます。
●春の花や残雪の山並みなどの自然風景が楽しめます。

●ご持参いただくか、道の駅白い森おぐにをご利用いただけます。昼　食

集合場所
（スタート） 9：30集合時間

主な見学先 小国山城趾、道の駅白い森おぐに（昼食）、上高山光岳寺、小坂館、タラタラ不動

ゴール

約6時間所要時間

5/13㈮申込締切20名募集人員

5/21土
2022年

小国町

PR
ポイント

●長い距離、急斜面を歩くのに適した靴・服装でご参加ください。お願い

小国山城
おぐにやまじろ
城館スポット

どんでん平ゆり園と日本一の田園原風景トレッキング

6/26日
2022年

飯豊町

TEL 0238-86-2411
https://iikanjini.com

（一社）飯豊町観光協会
問い合せ・申し込み

JR萩生駅
どんでん平ゆり園

●列車から景色を楽しみながら飯豊町に入ってくると車窓から見えるのは古里の景
　観田園散居集落。湿地帯にある萩生城周辺の日本の原風景を訪ね、自然を感じる
　ことができます。
●どんでん平では約50万本ものゆりが見頃を迎えます。

集合場所
（スタート） 9:00集合時間

主な見学先 萩生城址、ホトケヤマ散居集落展望台、どんでん平ゆり園

ゴール

約2時間30分所要時間

6/25㈯申込締切50名募集人員

PR
ポイント

6/11土
JR西米沢駅
JR西米沢駅

伊達家舘山城址と御成山から米沢を見る

2022年

集合場所
（スタート） 10:40集合時間

主な見学先 舘山城址、御成山公園（昼食）

TEL 0238-22-1131
JR米沢駅

申し込み

米沢市

ゴール

約4時間30分所要時間

6/10㈮申込締切20名募集人員

●伊達家にとって重要な山城であった舘山城。山の上の広大な敷地に広がる土塁跡や石
　積をご覧ください。
●御成山公園から続く斜平山は、草花の宝庫として知られています。

●ご持参ください。昼　食

PR
ポイント

6/4土
フラワー長井線宮内駅
フラワー長井線宮内駅

北条郷“宮内村”ウォーク

2022年

集合場所
（スタート） 12:40集合時間

主な見学先 蓬莱院、熊野大社、宮沢城址、相生の松、双松バラ園、門前町の商店

南陽市

ゴール

約4時間所要時間

5/27㈮申込締切20名募集人員

●宮沢城は熊野大社裏手に佇む城館跡で、門前町として栄えた“北条郷宮内村”を一緒
　に巡ることで、歴史や文化を体感できます。
●双松バラ園は米沢盆地を一望する高台にあり、吹き上がる気流で香りが立ち上がる
　“香りのバラ園”として親しまれています。

PR
ポイント

5/21土

伊達な置賜・長井の歴史を再発見。

2022年

TEL 0238-88-1831

（一社）やまがた
アルカディア観光局

問い合せ・申し込み

長井市
フラワー長井線南長井駅
フラワー長井線長井駅

集合場所
（スタート） 9:35集合時間

主な見学先 最上川フットパス、白山館（白山神社）、白つつじ公園（昼食）、
皇大神社（黒獅子見学）、産直菜なポート

ゴール

約5時間所要時間

5/13㈮申込締切20名募集人員

●白山館は市中心部にあり神社・寺院に土塁や堀が残されています。
●白つつじ公園内に咲く約3,000株もの白つつじが見頃を迎えます。
　また、ながい黒獅子まつりが開催され、市内神社の黒獅子が一堂に会し、五穀豊穣、
　家内安全を祈願して勇壮な舞が披露されます。

●ご持参いただくか、中央会館特製「黒獅子弁当」を購入できます。昼　食

PR
ポイント

●車でお越しの際は、赤湯駅西口駐車場に駐車し、フラワー長井線で宮内駅にお越
　しください。

お願い

●山を2つ登りますので、歩きやすい服装でご参加ください。お願い

TEL 0238-40-2002
http://nanyoshi-kanko.jp

南陽市観光協会
問い合せ・申し込み

TEL 0238-62-5130
ogunikanko@ic-net.or.jp

小国町観光協会
問い合せ・申し込み

川西町観光協会 0238-54-1515

●途中山道を歩きますので、履き慣れた靴でご参加ください。お願い

●トレッキングのできる服装でご参加ください。
●どんでん平ゆり園は入園料700円（時期により変動あり）が
　必要です。

お願い

問い合せ （一社）米沢観光コンベンション協会 0238-21-6226

TEL 0238-88-9409
JR今泉駅

申し込み

6/11土

東北最大級の古墳とひめさゆりを巡る旅

2022年

川西町
JR羽前小松駅
JR羽前小松駅

●古からの置賜の要衝にある小松城と、全長75ｍの前方後円墳「天神森古墳」、約
　200基の古墳からなる国指定史跡「下小松古墳群」を巡ります。
●下小松古墳群ではひめさゆり等希少生物の観察や、県眺望景観資産に指定された
　置賜盆地の展望を楽しめます。

●ご持参ください。（コースにはコンビニや食事処はありませんが、山菜汁のふるまいがあります。）昼　食

集合場所
（スタート） 11:10集合時間

主な見学先 天神森古墳、小松城址、下小松古墳群（昼食）、長堀堰、諏訪神社

ゴール

約4時間50分所要時間

6/8㈬申込締切50名募集人員

PR
ポイント

川西町産業振興課 0238-42-6668
TEL 0238-88-9409
JR今泉駅

申し込み

問い合せ

屋代氏、原田氏、柴田氏らが居住
した館跡で、東北有数の桜の名所
として知られ、毎年4月には国内外
から25万人以上の花見客が訪れま
す。春以外にも夏の紫陽花や秋の
曼珠沙華など一年を通して多くの
花々を楽しむことができます。

船岡城址公園

宮城県柴田郡柴田町船岡舘山95-1
東北自動車道村田ICから約15分、白石ICから約20分
JR東北本線船岡駅から徒歩約15分
●柴田町商工観光課 ☎0224-55-2123問

ふなおかじょうしこうえん

入場無料

米沢の伊達家家臣・山口常成の
子、支倉常長ゆかりの城。7歳で伯
父・支倉時正の養子となり、養祖
父・支倉常正が築いた上楯城で成
長しました。上楯城は遺構をしっ
かり残しつつ公園化された大型の
中世連郭式山城です。 

上楯城跡

宮城県柴田郡川崎町大字支倉字舘山 
山形自動車道宮城川崎ICから約15分
JR東北新幹線仙台駅から車で約50分
●川崎町地域振興課 ☎0224-84-2117問

かみたてじょうあと

入場無料

村田城主伊達宗高（17代政宗七男）は
蔵王山大噴火の際に刈田岳に登り、命
願し噴火を鎮めたといういわれがあり
ます。多くの領民に慕われながらも、
若くして永眠した宗高公の廟が眠って
います。院内の庭園は宮城観光百選に
も選ばれています。 

龍島院

宮城県柴田郡村田町大字村田字大槻下92
東北自動車道村田ICから約5分
JR東北本線大河原駅から約20分「村田・川崎」行バス村田中央下車後徒歩約5分
●龍島院 ☎0224-83-2160問

りゅうとういん

庭園拝観料　100円

1532(天文元)年頃に陸奥国守護・
14代伊達稙宗が、交通の要衝（現
在の桑折町）に築き、本拠とした
巨大な山城です。天文の乱の舞台
であり、分国法「塵芥集」が制定
された山城で、巨大な空堀、枡形
出入口など見どころ満載です。 

桑折西山城跡

福島県伊達郡桑折町大字万正寺字本丸 
東北中央自動車道伊達桑折ICから約10分
JR東北本線桑折駅から車で約5分、徒歩約15分
●桑折町生涯学習課 ☎024-582-2408問

こおりにしやまじょうあと

入場無料

初代朝宗が築いたとされる、伊達氏初
の城館跡。山頂には、鎮護の神として
亀岡八幡宮を祀ったといわれ、現在も
白い鳥居をくぐった先に八幡神社が鎮
座しています。神社の奥には名勝地・
高子二十境の丹露盤があり、伊達市内
を一望できます。 

高子岡城跡

福島県伊達市保原町上保原字高子 
東北中央自動車道伊達中央ICから約5分
阿武隈急行高子駅から徒歩約10分 
●伊達市観光物産交流協会　☎024-529-7779問

たかこがおかじょうあと

入場無料

伊達氏歴代当主から氏神として篤
く信仰された神社。17代伊達政宗
も戦勝祈願のため参詣していま
す。境内は福島県の史跡名勝に指
定されており、周辺には「政宗に
ぎわい広場」や別当寺院・龍宝寺
があります。 

梁川八幡神社

福島県伊達市梁川町八幡字堂庭11 
東北自動車道国見ICから約20分
阿武隈急行やながわ希望の森公園前駅から徒歩約15分
●伊達市観光物産交流協会　☎024-529-7779問

やながわはちまんじんじゃ

入場無料

宮城県 仙南地域 ～伊達家重臣が治めた要衝の地～

福島県 県北地域 ～伊達氏発祥の地～

 “伊達な南東北”ウォーキングスポット

萩生城址(飯豊町) 小国山城址(小
国町)

白山館
はくさんだて
城館スポット

宮沢城
みやざわじょう
城館スポット

舘山城
たてやまじょう
城館スポット

萩生城
はぎゅうじょう
城館スポット

小松城
こまつじょう
城館スポット

小松城
こまつじょう
城館スポット

https://www.jreast.co.jp/sendai/chiitabi/

足をのばして…

7

ご予約はコチラ

このマークはJR東日本の「駅長オススメの小さな旅」に掲載がございます。

白山館址(長井市)宮沢城址(南
陽市)


