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de Shiho 」

〜ローソン仙台秋保店の
お隣にできた小さなお花屋さん〜
【住所】秋保町湯元字薬師１０３−２
【定休日】不定休
【時間】11時30分〜17時
【電話】
０８０−３３２０−２０３７
※配達・仕入れの為、
不在の場合あり。

六月
June

シューツ

デンマーク料理を楽しめるカフェ。
場所は秋保神社のすぐそばです。
【営業時間】10時〜16時
【休】
月〜木曜日
【住所】長袋字清水久保北21−１
【電話】
０８０−９２５６−４８４９
※同伴場所：テラス席
●ドックカフェではありませんので、
リードに
つなぐなどのマナーを守ってご利用下さい。
（同伴の際は、事前のご連絡をお願い致します。）

２０１９年の会場の様子

【開催日】
６月11日
（土）
「全麵協そば道段位認定会
仙台秋保大会（初・二段）」、12日
（日）
「そば打ち名人
大会 in 秋保」
【時間】両日とも９時〜15時【会場】秋保市民センター
【内容】秋保在来手打ちそば（両日とも限定各４００食
／有料／午前10時から整理券を配布）や、秋保の
地場産品の販売（無くなり次第終了）
※詳細は、下記へお問い合わせください。
【問合せ】秋保総合支所総務課（☎０２２−３９９−２１１２）

里センター

イベント情報

●イベント

午前の部：10時30分〜12時
午後の部：13時30分〜15時

６/19 『好きな色の砂でメモクリップ付きグラスサンドアートをつくろう』
要予約 各10名

入場無料

◆「秋保スケッチを楽しむ会作品展」

６月17日
（金）
〜22日
（水）
10時〜16時
（最終日は15時まで）

要予約 各10名 参加費1,000円 指導：船橋 由起子・小笠原 あつ子

７/３

◆「水石展」

７/10

７月１日
（金）
〜３日
（日）
10時〜16時
（最終日は15時まで）

◆「秋保の民話語り」
毎月第二・第四日曜日開催

10時30分〜11時30分

◎イベントは中止になる場合があります。予めご了承ください。

※６月９日
（木）
は保守点検日のため、
臨時休館日となります。
なお、
観光案内所は通常通り営業致します

参加費1,000円 講師：清野 里美

６/26 『押し花で香りの癒しキャンドルをつくろう』

◆「あきうミュージックライブ」

６月25日
（土）
11時〜／14時〜 出演：IZUMI & JIN

情報

■「Palier

ドゥ

グリーン

旬旬

パリエ

カフェ

Hygge Café Green Shoots

秋保の

ヒュッゲ

ニューショップ
オープン！

そばフェス２０２２﹂

※情報は都合により変更になる場合があります。

ペットと過ごせる飲食店に行ってみよう③♪

期間／６月18日
（土）から11月13日
（日）
ま
での毎週土・日曜日10時〜15時
場所／JA仙台境野倉庫広場
（県道62号線沿い）
問／さかいの地区創生会
（早坂☎０９０−１９３８−６１１３）

﹁仙台・秋保

「さかいの産直市」

ミディ

日時／６月４日
（土）11時〜16時、
５日
（日）10時〜15時
内容／商品の販売、
ワークショップ（売
り上げの一部は犬猫保護活動団体に
寄付されます）
会場・問／ヴィヴィアンアトリエ
（☎０２２−３９８−７０４３）

る為の計 画 を 進めていま す ︒
﹁訪れた人に︑
ゆっくりとし
た雰囲気の中で過ごしていた
だきたいと思っています︒秋保
のお勧めの場所を紹介するな
ど︑社 交 場の様 な 存 在になっ
ていけばう れしいです ﹂と佐
藤さん︒様々な方のご協 力 を
いただきながら︑地 域の方 と
も 仲 良 くやっていきたいとも
話してくれました︒
コーヒーなどのドリンク類
と一緒に手に取っていただきた
いのは︑店 内で手 作 り される
お菓 子や天然 酵 母のパン︒店
内での飲食も可能です︒
秋保に誕生した新しいスタ
イルのカフェ︒ぜひ一度 お 訪 ね
下さい︒

「森のゼロマルシェ １st
− 未来に繋ぐマルシェ −」

コーヒーは浅煎り。
お菓子は、
マフィンや
パウンドケーキなどを販売しています。

◆ MIDI
︵ミディ︶
︻営業時間︼９時 分〜 時
︵ラストオーダー 時︶
︻定休日︼水曜日︻電話︼なし
︻住所︼秋保町湯元字釜土東
︻インスタグラム︼ midi̲akiu

日時／５月26日
（木）
〜６月26日
（日）
10時〜17時（月曜休館）
入館料／一 般８００円 、学 生４００円 、
中学生以下無料
会場・問／佐々木美術館＆人形館
（☎０２２−７９７−９５２０）

う
つくしい自然と共存するカフェ

「佐々木美術館９周年芸術祭」

MIDI

芝 生に座 り ︑
コーヒーを 片
手に過ごす 至 福の時 ︒日常の
喧 騒から離れ︑秋 保でくつろ
ぎの時 間 を 過 ごし たい方 に
ぴったりのカフェがオープンし
ました︒
﹁ MIDI
﹂があるのは︑
ピザレ
ス ト ラ ン﹁ 森 の オ ー ブ ン
﹂
のお隣︒仙台市出身
Dottore
でカフェ経 営の経 歴 を 持つ佐
藤良さんが︑
縁あってこの場所
に店を構えました︒佐藤さん
が大 切しているのは︑
おいしい
コーヒーを飲む為の環 境づく
り ︒現 在︑
カフェ周 辺を 人々の
憩いの場となる民間公園にす

A k i u

『エコ生活の必需品・みつろうラップをつくろう』
要予約 各10名

参加費500円 講師：こうき 恵理

要予約 各10名

参加費2,500円 講師：岡崎 笑莉

『ステンドグラスで流れ星のフットランプをつくろう』

※都合により変更になる場合があります。上記の教室は、
６月６日
（月）
午前９時から予約受付開始。

秋保・里センター

（9：00〜18：00）
入場無料・年中無休

TEL.022-304-9151

至仙台市街

至秋保大滝

県道62号線

286

◎観光・宿泊の問合せは…秋保温泉郷観光案内所

（9：30〜18：00）TEL.022-398-2323

〒982-0241仙台市太白区秋保町湯元字寺田原40-7

秋保工芸の里

秋保・里センター

検索

発行：一般社団法人 秋保地域活性化協議会 秋保・里センター

秋保・里センター イベント情報
「秋保スケッチを楽しむ会作品展」

「あきうミュージックライブ」
【日時】6 月 25 日（土）11 時～/14 時～

「秋保スケッチを楽しむ会」のみなさんが描いた
パステル画、水彩画、油絵などを展示します。

【日時】６月 17 日（金）～22 日（水）
１０時～１6 時（最終日は１５時まで）
【場所】多目的ルーム
【出演】IZUMI & JIN
（ボサノバ・ジャズ、ほか）
【場所】屋外ウッドデッキ（予定）

「水石展」

「秋保の民話語り」

石を鑑賞する日本文化の

子どもの頃に聞いたような昔話を、

一つ「水石」
。自然の景色

「秋保語りの会」のみなさんが秋保の方言を
交えてお話してくださいます。

を想像しながら作品を
ご鑑賞下さい。

【日時】毎月第二・第四日曜日開催
１０時３０分～１１時３０分
【日時】７月 1 日（金）～3 日（日）

【場所】観光案内所となり

１０時～１6 時（最終日は１５時まで）
【場所】多目的ルーム
ご来館の際はどうぞご利用ください。

【臨時休館日のお知らせ】

レンタサイクル（雨天中止）
【利用期間】4 月～11 月の毎日
【利用時間】9 時 30 分～17 時
（受付 16 時まで）

６月９日（木）は保守点検日のため、
里センターは臨時休館日となります。
観光案内所は、

足湯「寿右ェ門の湯」（雨天中止）
【利用期間】4 月～11 月の土・日・祝日
【利用時間】11 時～16 時 無料

【里センター貸館情報】 秋保おはぎとらくご

<日時>６月２６日（日）
【開 場】10 時 30 分
【開 演】11 時
<会場> 里センター

多目的ルーム

通常通り営業いたします。

～仙台市出身の落語家・春風亭与いちの落語独演会～
<出

演> 春風亭与いち

<木戸銭> 予約・当日ともに 2,000 円
（秋保おはぎ・秋保 Cafe HACHI ドリンク券付）
<問合せ> レストラン HACHI 広報部
（☎０８０-３５２３-６２３４）

新型コロナウイルス感染症の拡大防止に伴うお客様へのお願い
・マスクを着用のうえ、ご入館下さい。

・イベント、展示会場では、検温のご協力をお願いします。

・ご入館の際は、アルコール消毒にご協力下さい。

・発熱、倦怠感等、体調が優れない方はご来館をお控え下さい。

