
秋の

●カーナビの案内は村山市民会館 0237-53-3111 とご入力下さい。

バラまつり
9月14日（土）▶30日（月）
9：00～16：00
〈入 園 料〉 大人 600円  小中学生 300円
〈団体15名以上〉 大人 500円  小中学生 200円

むらやま散策 検索
むらやまの観光情報がぎっしり詰まったスマホアプリ
今年も豪華景品が当たるスタンプラリーを開催

今スグ、ダウンロード！

むらやま観光 検索
むらやまの食・遊・観が詰まったHP
アクセスして、いっぱい遊びに来てね

ムララがご案内！

※JR山形新幹線  村山駅下車  タクシーで約5分
※開花状況により有料期間・時間が変更になる場合があります。

2019

むずってけろ 検索
山形県村山地域の7市7町の
イベント（15ヵ所）を巡って
特産品をゲットしよう！

まつり期間中は園内禁煙にご協力ください



直行バス
仙台駅前23番乗場➡村山駅前

仙台方面（特急48ライナー・山交バス）
村山駅前➡仙台駅前

9：15→10：41
11：05→12：31
13：05→14：31
15：05→16：31
16：05→17：31
17：05→18：31
17：35→19：01●平日のみ
18：15→19：41
19：00→20：26
20：30→21：56

JR
東京駅発➡村山駅着

東京方面（山形新幹線）

6：12→ 9：27
7：08→10：31
9：24→12：12
10：00→13：08
12：00→15：07
14：00→17：14
16：00→19：06
19：16→22：21

6：15→ 7：40
6：30→ 7：55●平日のみ
6：45→ 8：10●平日のみ
7：00→ 8：25
8：00→ 9：25
9：00→10：25
10：00→11：25●土・日祝のみ
11：00→12：25
14：00→15：25
16：00→17：25
17：50→19：15

村山駅発➡東京駅着
6：03→ 9：12
7：40→10：48
9：40→12：48
11：40→14：48
13：42→16：48
15：42→18：48
17：37→20：48
19：06→22：24
20：21→23：28

※通常便のみ掲載しています。
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●時　間／午前9時～午後6時
●対象施設／JR村山駅・東沢バラ公園・道の駅むらやま・クアハウス碁点
 最上川三難所舟下り（乗船場）・居合神社・最上川美術館
●タクシー券取扱所
　JR村山駅2階ふるさとふれあい学習館・東沢バラ公園入園券販売所・道の駅むらやま・クアハウス碁点・最上川美術館
　最上川三難所舟下りの各受付

以下の7施設間の移動に
限りなんと1回（1台）ワンコインタクシー 500円

Fall Rose Festival Event 9月14日㈯ ▶  16日㈪㈷・21日㈰ ▶23日㈪㈷
149

土

●場所／交流館前
●時間／10：00～15：00
●料金／片腕500円～

良質の粘土が配合され
たクリームに、お好きな
精油を入れてハンドマッ
サージをいたします。

●場所／展示棟
●時間／10：00～15：00
●料金／700円～

七宝焼きは工芸品の一
つです。世界に一つだけ
のアートな作品（アクセ
サリー）を作りませんか。

アロマハンドマッサージいやし
体 験

●場所／芝生広場
●時間／11：00
 13：00

大自然の中、バラの
花に囲まれて楽しく
踊ります。

ナニレイハーラウ 〈フラダンス〉

●場所／芝生広場
●時間／11：00  13：00

年齢、経験問わず楽しく
日本語の曲などもレッス
ンしています。ハワイ研
修もあります。

ハーラウ カ ヴェヒ オ ナー ラニ
●場所／交流館前
●時間／10：00～15：00
●料金／500円～

お好きな押し花を使っ
てコースターを作ります。

押し花体験教室体 験

159
日

●場所／芝生広場
●時間／9：00～15：00
 　　　 （受付）
●料金
　事前予約　5,000円
　当　　日　6,000円

大好評につき!!
バラに囲まれ、
プロのメイク、
プロのカメラマ
ンによる写真撮影を行
います。中世時代の貴婦
人気分を味わえます。

中世時代の貴婦人に大変身

体 験

229
日

●場所／公園入口
●時間／9：00～16：00

地場産の新鮮な野菜を、
カラフルなトラックに乗
せて販売いたします。

●場所／交流館前
●時間／10：00～15：00

手作りアクセサ
リーと手作りバッ
グを販売します。

手作りアクセサリーとバッグの販売

169
月

149 15 16 23

七宝焼ワークショップ体 験

体 験

ショップ

●場所／交流館前
●時間／10：00～15：00
●料金／2,000円～

根っこ付きの花苗で表
現した新しい寄せ植え
です。

ギャザリングワークショップ体 験

●時間／9：00～12：00

人気のハーバリウムと
香りのキャンドルづくり
が体験できます。

ハーバリウム＆アロマワックスカップ
ワークショップ

●場所／交流館前
●時間／10：00～15：00
●料金／1,500円～

からほろマルシェショップ

219
土

●場所／展示棟
●時間／10：00～15：00
　（10：00～・12：00～・14：00～）
●料金／2,000円
　（事前予約）

市内の農家が作ったバ
ラの花を使い、ローズ
ウォーターを抽出しま
す。お部屋でも香りを
楽しめます。

ローズウォーター
ワークショップ

※事前にご予約ください。 ※男女問いません。
※サプライズも対応いたします。ご相談ください。

ドレス・ヘアメイク
写真1枚分の撮影代

●場所／展示棟
●時間／9：30～15：30
●料金／19,800円（事前予約）

バラ園の咲き誇るバラ
の中で至福の極上ロー
ズトリートメントを体験
しませんか？バラのボ
ディトリートメント、バラ
のフェイシャルトリート
メントの2種類からお選
びいただけます。

～バラ公園の中で感じる 幸せな時間～

限定

8

限定

24名

名

■各イベントの事前お問い合せ・ご予約先は、村山市観光物産協会（☎0237-53-1351）まで。
■イベント料金に、入園料は含まれておりません。
■天候などの事情により、イベント内容が中止または変更になる場合があります。

香りの楽園
コンテスト

土 日 月 月

159 16 体 験

天然アクセサリーの販
売と最近人気急上昇の
サンキャッチャー作り体
験ができます。

ローズストーン販売
サンキャッチャーワークショップ

●場所／交流館前
●時間／10：00～15：00

日 月 ショップ

sakura＊drop

体 験

219

あなたのお好きなバラの
香りに投票してください。

バラが香り立つ午前中に開催します。

22日土

ムララが
やって来るよ！！

みんな

来てね
♥

先着100名様に粗品プレゼント！！
ダブルチャンス！！
　　抽選でバラグッズが当たる！

至福のローズエステいやし
体 験


