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日程 ： 令和 Ｚ年 １０ 月１ ６日 （金曜日）
時間 ：
１５：３０開始（ １９：３０終了） ｊｄ
集合場ＦＴｉ： 瑞鳳殿
ｌ
会費 ： ５，５００円 （税込） ＋４６０円本 （税込）
１６ ：３ ０に瑞凰殿駐車場から鍾景間ヘ バス で移動い たし ます 。お帰り は仙 台駅東口 まで お送 りい たし ます 。（ ご自 分Ｑ お車で
鏝１ １閣 にご 移動 いた だい ても 結構 です 。ホ 駐車 場Ｚ ００ 台完 備）

藩祖伊達政宗公Ｓ屋と旧伊達伯爵邸 ・鍾景閣、どちらも伊達文化が香る悠久の時を
感じ るこ との でき る素 晴ら しい 場所 です 。秋 の特 別開 帳の 瑞鳳 殿で 、普 段の 喧騒 を忘れ
て癒 されてく ださ い。 今回 の企 画で は特 別に 学芸 員がご案 ｌｊｉｌ させ て頂 きます。 （特 別御集

印も販売申）そして、 築１ １５ 年の旧伊達伯爵邸で「 箪笥会席料Ｓ 」を嗜みながら瑞鳳殿
の時間を反芻しながら 自慢の味をお楽しみ下さい。佐や木酒造店の地酒か秋保ワイナ
リー のワインを１ グラ スお 付け いた しますの で地 ラｉ１料 ＩＩ との 宮城 マリ アー ジユ をお 楽し みく
ださ い。 食後 のデザー トを お楽 しみ いた だき なが ら、 甲胄 やう ちか け試 着体 験・ 館内 案内

でお楽しみいただけます。 是非、インスタ映えする写真をお残し下さい。鍾景闇の後は、
仙台駅東 口までバスにてお送りいたします。

１

ネ４ ６０ 陶は 騙鼬 殿に てお ｙ払 くだ さい 。聡 金の みと なり ます 。霈 ＩＭ ・Ｓ ５１ Ｏ ＦＩり｜ から ｌｌｉ４ ，１ ￣ｔ
鴛。
ネ駝 鳳殿 Ｑ受 付窓 口で 参加 者で ある こと を申 し出 くだ さい 。時 間に なり まし たら 学芸 員が ご案 内致 し慘 ４．

ｔｂ 台・・ｆＦｌ ａ宗 む・ｌｌ

瑞鳳覧

【■ＳＳ】
７０歳で ｉ涯 を終 えた 伊達政宗 、そ の遺言に より 建て られ たの がＳ廟「矯風呂」 です。１６世紀後半か ら１７世紀初 票に かけ て栄
えた 絢爛 豪華 な桃 ＬＩＪ文 化の 特徴 を・ るこ とが でき る・ 廟。 Ｘ凰 や飛 叉な どを モチ ーフ にし た華 麗な 装飾 が緻 密に 施さ れて いま

す。 桃ｄＪ様式の 荘厳 さを 後世 に伝 える 廟建築と して 評価 され、１ ９３ １年 に国 ｌｉｉに 指定 され ます が、 太干 洋戦争の 際に 焼失 してい
まい まし た。 その 後、 １９７９年に 再建 され 現在 にＺ りま す。

境内 には 杉木たの 神Ｓ な空 間が広が り、 ２代藩圭伊達忠宗 のＳＳｒ感仙 Ｒ」 、３ 代藩ま伊ｉｌ綱宗 のＥ・「善応Ｒ」 もあ りま す。
資料 館で は、 再建 時に 行わ れた 発掘 調査 の映 像、 遺骨 など の貴 重な 資料 がＳ 示さ れ、 Ｅ人 の藩 まと とも に仙 台の Ｓ史 につ いて
わか りや すく 解説 され てい ます。
こ
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茂庭 の地 に息 づく 伊達ズィ ヒに 包ま れて 、贅 を味わう 。自 然ｔ かな 仙台 市茂 庭の 地に ある 、１ ００ 年な 上の ａま を誇 るか つて
の伊 達家 の邸 宅「 鍾景 閣」 。昭 和２ ２年 、昭 和天 皇の 御泊 所と され 、平 成９ 年に は天 皇・ 皇后 両陛 下の 御休 憩座 所と なり まし
た。 ａの ある 佇ま いの Ｗ甄閣で いた だく 地ｆｉの 食材 をた っぷ り使 った 伝統 の「 箪笥 料ミ 」と 隣接 する 茂庭 荘の 天然 ・泉入
浴で、ゆ った りと 流れ る時 間を お過 ごし くだ さい。

【箪■れきについて】
【箪 ■ネｌｊｌ
仙台 箪笥 料ミはＳ 景閣 オリ ジナル品 です。仙
仙台箪笥料１１はＳ景
偕箪 笥は 幕末 伊ま
台箪
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ります。 ｊＥ
、鍾 景閣 では お料 席Ｒ を入れ、 仙台 箪笥
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【ある日 のメニュ ー（ ・）】
〜会 席盆 の上 へ〜
ｅ・付

・上ａ６ １きｉしの中 へＲ布ｔｔ・ 五蜀黍嶌丈
●中 段５ １き ｉし の中 へ故 郷小 鉢ず んだ 齡・ つぷ貝
●下 ａ５ １き ｉし の中 へ前菜
あか にし 只・ 合鴨 ロー ス・ 人参 カス テラ ・蚶 俵焼 き・ ・芋ｍ

。＝
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ｅ脆ａ： 海鮮胄たけ焼き
・ｔききわせ 楽Ｓｔ真・・ ・日 Ｓ・ ｇＳ・・ 尚ｔｔ・ ブロッコ リー
・お 食事

●水 菓子

【開催内容】
令和Ｚ年 １０ 月１ ６日 （金曜日 ）１ ５： ３０開始 （１ ９：３０終了予定）
１
開催場所 ：瑞風殿集合 （学芸員Ｑ案内） 〜鍾景閣〜仙台駅東口 （解散）

・Ｓ：ｊｌｌｌとＳ内４６０円 （ＩＳ） 〜ＳＳＩでＱａＳ１１１５，５００１１１（ ａｉａｙ

・ｉ・
メ

ｔＳ圓薨駐車場に連連バスをＳＩｉｌ， １たしかｔ。 １６ ＝３０Ｑ出発としてＳＳｌ。
（追加のお飲み物１参現地で注文いただけ慘す。 個別Ｑ清算と９りますのでご了承ください）
ホ佐な木酒造店利き酒セ。トＩ Ｚ００円。秋保″７イナ１ １−テイスディングセ。ト １５００円がお勧めです。

【開催ス ケジュー１１，】 ホ瑞 鳳殿 の駐 車場 は１ ７： ００で施錠さ れますのでご 利用 にな れま せん。

１５：３０端麗殿受付窓口に申し出ください。（ 受付の際に現金４６０円を承りま４・）
１５：４０ 「学芸員 」が、ご案内いたし慘す。
１６：３ ０痛 風殿駐軍場〜 送迎 バス 出発
１７：００鍾 景閣到着 〜箪笥会席料理をご堪 能下さい。
１８：３ ０ 〜ご希望 Ｑ方 へ館 内の ご案 内〜 打ちかけ 試着 体験をお楽しみ頂 け・ す。
１９：００鍾 景閣 ぷりお帰りＱバス 出発
１９：３０ 仙台駅東 口到着（ 璃風殿に ｜さ戻り ませ ん）
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お問 い包 わせ ・予約の お電話｜ま「踵景 閣」 まで ‥・。
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