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〜 巡礼を通して観た住時の会津の文化 〜

会津の三十三観音

芝居・音楽・人形劇・落語に大道芸、全国からプロのエン
ターテインメント集団が集結！喜多方フェスであそぼう！！

メッセージを添えた「あなただ
けの花火」や水中スターマイ
ンなど間近で打ち上げられる
美しい大輪が桧原湖上を彩り
ます。

8 ～ 喜多方発２１世紀シアタ－
喜多方市合併10周年記念事業

Kitakata Summer Festival!!

時　　間 10：00～20：00

チケット Free Pass …………… 4,000円
回数券（5枚綴り）…… 4,000円

1公演券 ……1,000円
1日券 ………2,000円

場　　所 喜多方プラザ文化センター 喜多方市街地 他

時　　間 9：30集合／10：00スタート

参加人数 定員50名
参  加  費 大人…800円、小人（小・中学生）…500円
申込方法

場　　所 ふれあいランド高郷　駐車場

時　　間 15：00～21：00
場　　所 檜原湖第一駐車場

場　　所
飯豊とそばの里センター

〈 詳 細 未 定 〉

5金 8月

岩合光昭写真展
「やきものの里のネコ」

開館時間 10：00～18：00(最終入館は17：30)

観  覧  料 一般 ……………500（400）円
高校・大学生 ……300（250)円

小・中学生 …… 200（150)円
※（　）は20名以上の団体割引料金

休  館  日 水曜日 主　催 喜多方市美術館

9 4日
7 ～16土

7 第46回
裏磐梯火の山まつり21木

【問合せ】 喜多方プラザ　TEL.0241-24-4611
※喜多方発21世紀シアタ－HPもご参照ください。  →  http://21st.kitakataplaza.jp/

【問合せ】 喜多方市美術館　TEL.0241-23-0404 【問合せ】 裏磐梯観光協会　TEL.0241-32-2349

日　　時 7：00～10：005月から11月の第3日曜日に開催

【問合せ】 会津喜多方商工会議所･きたかた商工会　TEL.0241-24-3131

距離約16Km、標高差580mの一大
連峰の頂「白布峠」を舞台に一気に自
転車で駆け登る。ゴール地点から眼
下に広がる裏磐梯の大パノラマが疲
れた身体を癒してくれる。

5月から喜多方の朝の新たな定番イベントとして、
喜多方おはようマルシェ（朝市）が始まりました。

休暇村裏磐梯多目的広場

9
裏磐梯スカイバレーヒルクライム大会11日

【問合せ】 山都町スタンプ事業協同組合
TEL.0241-38-2254（商工会内）

【問合せ】 裏磐梯スカイバレーヒルクライム大会事務局
　　　　（北塩原村商工会）　TEL.0241-23-5556

9 棚田ウォーク･秋

喜多方おはようマルシェ

25日

【申込先】 たかさと棚田ウォーク実行委員会（喜多方市高郷総合支所産業課内）
TEL.0241-44-2114　FAX.0241-44-2369

E-mail t_syoukou@city.kitakata.fukushima.jp

氏名・性別・年齢・住所・電話番号を、郵便はがき、
FAX、メールにより申し込むものとする。

第1番札所　大木（常安寺）

日本遺産認定！祝

　若菜農園は、自家製味噌を以前から製造していましたが、平成25年に無添加味噌煉瓦蔵
熟成味噌を6次化（アグリチャレンジ支援事業）により開発し、試行錯誤の末、多くの方々の
ご協力を得て完成しました。
　オススメ商品は、煉瓦蔵味噌やご飯のお供になる加工味噌。無添加で豆・塩・麹のみを使
用しています。原料は、安心・安全の減農薬・減化学肥料で生産しています。味噌の他にも、
圧搾して濾過する玉絞りの技法で作られた無農薬の菜たね油もオススメです。

これぜ～んぶオススメだよ☆

このコーナーでは喜多方観光物産協会の会員様をご紹介しております。
ご希望の方は喜多方観光物産協会（☎0241-24-5200）までご連絡ください。

【問合せ】 若菜 農園　喜多方市岩月町宮津字勝耕作3819　TEL.0241-22-9459

「岩合光昭 スライド＆トークショー」
〈日時〉 平成28年7月18日（月･祝） 午後2時～（開場1時30分）
〈場所〉 喜多方プラザ小ホール

関連事業

9 ～10土 11日
かあちゃん達の
雪室そばまつり

ⒸMitsuaki Iwago

場　　所 喜多方市役所駐車場

場　　所

第11回

若菜 農園－ 会員情報 －

※但し、7月は「レトロ横丁」の関係で第4日曜日（24日）となります。



JapanHeritage
日本遺産認定！祝！！

日本遺産とは…？
　地域の歴史的魅力や特色を通じて我が国の文化・伝統を語るストーリーを日本遺産として認
定するものです。ストーリーを語る上で欠かせない魅力あふれる有形や無形の文化財群を地域
が主体となって総合的に整備・活用し、国内外に戦略的に発信することにより、地域の活性化を
図ることを目的としています。文化庁では2020年までに100件程度認定していく予定です。

会津の三十三観音は喜多方だけで九つの札所があります！

大木観音堂1 塩川町 大木

　もとの本尊は千光寺の仏像であったと
される。元禄7年（1694）の火災で像を
焼失してしまったため、その後、観音堂の
荒廃するのを危惧した星某という者が新
たに像を作った。その際に焼失した像の
灰をその像の中に納めたと伝えられる。

　常安寺の境内にある。いつの頃か判明
しないが、大木村に大木左馬亮という人
がいて、常安長者と呼ばれていた。この
観音堂にはその常安長者の物であったと
される十一面観音を安置している。天正
17年(1589)に伊達勢の兵火にかかり焼
失したが、上杉氏の時代の慶長3～6年
(1598～1601）の間に再建されたと伝え
られる。

松野観音堂2 慶徳町 松野
勝観音堂6 関柴町 勝国指定重要文化財「勝福寺観音堂」

市指定文化財「竹屋観音堂」

市指定文化財「示現寺観音堂」

　光明寺境内にある。天正年間(1573～
1593)に兵火にかかり焼失したが、安政
5年(1858)に再建されたと伝えられる。
堂内には行基作とも慈覚作ともいわれる
千手観音を安置している。

熊倉観音堂7 熊倉町 熊倉

　伝承では、旧観音堂は、7間四方の観音
堂であり、柱には金を使用し、屋根は檜皮葺
とした壮麗な建物であったという。堂内には
千手観音を安置している。

遠田観音堂9 塩川町 遠田

竹屋観音堂8 塩川町 竹屋

　金泉寺境内にある。元弘元年（1331）
葦名盛宗が建立し、十一面観音像を安置
したとされる。この頃は20を超える僧房
があり、隆盛を極めていたが、天正年間
（1573～1593）に兵火にかかり、寛文年
間（1661～1672）に石伝という僧が再興
したと伝えられる。

綾金観音堂3 豊川町 綾金

　徳勝寺境内にある。文亀年間(1501～
1504)に盛尊という僧が中興し、その後、
慶意という僧が住み会津若松市大町の
一桂院の末寺となったと伝えられる。元
和7年(1621)に火災で像を焼失したた
め、現在安置されている十一面観音はそ
の後新たにつくられた像である。

　観音堂は、禅宗様建築の様式が取り入
れられ、波状文、龍、鷲、白蓮などの動植
物文の浮彫彫刻が施されている。記録に
よれば、越後の間瀬大工による天明8年
（1788）の上棟であるとされる。
　千手観音を安置しており、その像胎内
に源翁が所持していた観音小像が納めら
れていると伝えられる。

高吉観音堂4 豊川町 高吉

　享禄2年（1529）に前身の観音堂が焼
失し、永禄元年（1558）に蘆名盛興によ
って再建されたと伝えられている。内部
中央には、本尊である観音菩薩を祀って
ある内陣があり、内陣のまわりには参拝
者が拝む場所である外陣がある。会津地

方には、禅宗様の手法を交えた中世の三間堂が数多く残されているが、
この堂は和様の要素が多く、縦長にした内陣など独特の平面を持って
おり、中世末期の仏堂として優れたものである。

　竹屋集落にある観音寺に隣接する観
音堂で、中には県指定文化財に指定され
ている「木造如意輪観音坐像」が安置さ
れている。
　天正元年（1573）に快元という僧が越
後より来て、堂を建立した。その後、正徳

年中（1711～1715）に再建された。4間四方で、四方に高欄縁を設けて
いる。世間では、「子安観音」と呼ばれている。

熱塩観音堂5 熱塩加納町 熱塩
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●お問合せ／喜多方市役所 観光交流課 TEL.0241-24-5200

全国新酒鑑評会受賞酒蔵をご紹介
※既に在庫が無い商品もございますのでご了承ください。

拝観に当たっての注意点市内９つの観音堂は、「観音講」等の会津に根付く祈りの文化を守るため、お寺や地域で管理されており、観音堂所在地域によっては、駐車場が少ないことやアクセス道路が狭いこと等の事情もありますので、近隣及び地域の方々のご迷惑にならないよう、節度をもった参拝をお願いします。

夏夏　の喜多方を
満喫！　の喜多方を
満喫！

暑い夏でもラーメンが食べたい！
そんな方々のご希望に答えるべく
誕生した「冷やしラーメン」。
麺もスープも冷たくてさっぱりしており、各店舗で工夫
した様々な「冷やしラーメン」がご堪能いただけます。

老麺会の冷やしラーメン！ご当地
ソフトクリーム5

種

蒔絵風鈴

問合せ:喜多方老麺会  TEL.0241-24-3131問合せ:うらら  TEL.0241-24-2529問合せ：木之本  TEL.0241-23-1611

❸みそソフト
自家製味噌の濃厚なお味噌
の香りと風味が甘みとマッ
チしています。

フルーツ白玉氷水

漆器の蒔絵の技法を取り入れた味わい
深い風鈴。一つ一つ手書きの技法で「涼」
を感じる逸品です！

喜多方では「朝ラー」も話題になった喜多方ラーメンですが、
他にも夏限定（通年の店舗も一部有）の冷やしラーメンなるものが存在します…
スイーツも変わったものが盛りだくさん！
今年の夏は冷やしラーメンとひんやりスイーツはいかがですか？

マップ
No

ラーメンｓｈｏｐ
くるくる軒

 　　店　名 　　　始まりの時期：特徴
4 一平 6月～8月末か9月初まで
5 生江食堂 夏季限定、一般的な冷やしラーメン
12 福島屋 一年中（特徴：生姜入り）
14 蔵美 夏季限定
17 朝昼夜 7月～9月まで
18 蔵一番やまぐち 夏季限定、しょうゆ味のみ
19 こんどう食堂 夏季限定
24 坂内食堂 一年中（和風味）
25 大三元 夏季限定
28 葵飯店 注文があれば提供

31 　 7月から夏季限定
  醤油・味噌・塩・坦々麺
34 いそべ食堂 始まっている9月半ばまで

35 吉本屋 夏季限定、喜多方ラーメンのもちもち麺
　夏には冷たいラーメンをどうぞ！

37 本家大みなと味平 夏季限定

38 桜井食堂 7月頃から　　　　　　　　　　　 
　暖かいラーメンをそのまま冷たくした

39 丸見食堂 夏季限定（黒酢入り）
40 食堂なまえ 夏季限定
41 大喜 6月末～7月初まで
43 上海 中華そばのひゃっこいラーメン8月のみ
45 あじ庵食堂 一年中（しじみ出汁）

「会津ほまれ 大吟醸酒」
当蔵の最高級品に位置づけられるお酒。山田
錦を40％まで削り、フルーティーな香りと柔
らかくキレのある味わいが特徴。全国新酒鑑
評会にて過去13回の金賞受賞歴を誇る。

まもなく創業100年（大正7年創業）を迎
える蔵元。2015年にはIWCにおいて世界
一の栄冠にも輝きました。

ほまれ酒造㈱

金賞

会
津
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「大吟醸 石田治部少有三成」
淡麗やや辛口で飲みやすさは抜群。女性の
方でも抵抗なくお飲み頂けるお酒です。

創業文化４年（西暦1807年）会津産酒造
好適米五百万石を使用し、高品質の酒造
りを目指しております。現在は15代目 代
表石川純一 小さな蔵でも情熱を燃やし
て、酒造りに取り組めば必ずや報われる。
この言葉を信じ、常に挑戦しています。

榮川酒造㈾

「大吟醸 弥右衛門」
フルーティな香りと瑞 し々く膨らみのあ
る味わい。作り手の思いが込められて
いる逸品。

良質な地元産酒米にこだわり、仕込
水には飯豊山系伏流水を使用。杜
氏の一途な思いによって醸されてお
ります。

㈾大和川酒造店

「大吟醸」
山田錦を使い寒中にじっくり
と醸されたフルーティでまろ
やかな大吟醸

代々、少量でお酒を造る蔵とし
て地元の人達に愛されており、
地元喜多方で販売数量の98％
を売る、本当の地酒です。全量
手造りのコウジと昔ながらのコ
シキを使い、きめ細かく香の良
いお酒を造っています。

㈾吉の川酒造店

金賞

会
津
榮
川

金賞

弥
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どんな酒
蔵？

「大吟醸 きたのはな」
芳醇な香りとさらりとした舌ざ
わりが、飲む方をうきうきさせる
はずです。

大正八年に「星正宗」の銘柄で創業、戦後「喜多
の華」の名で復活。「喜多の華」という名には酒
の町・喜多方で一番を目指す事と皆様に喜び多
く素晴らしいこと（華）があるようにとの願いが
込められています。

㈾喜多の華酒造

どんな酒
蔵？

どんな酒
蔵？

どんな酒
蔵？

どんな酒
蔵？
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❶えごまソフト
今、話題のえごまを使
用したソフトクリーム。
アトピーやダイエット、
美肌効果にも良いと言
われています。

問合せ：河京  TEL.0241-21-1414

❷抹茶ソフト
抹茶が入っていますが、
苦みはなく、様々な年
代の方々に喜んでいた
だける味です。

問合せ：島慶園  TEL.0241-22-0325

❹酒粕ソフト
アルコールは飛んでいます
が、お酒の風味は感じられ
る。後味すっきりなソフトク
リームです。

問合せ：蔵人　TEL.0241-23-2411

❺ロイヤルピーナッツソフト
香ばしく煎り上げた会津産
ピーナッツをペーストにし
て、ミルクに練り込みまし
た。毎朝手造りしています。

問合せ：おくや　TEL.0241-23-7630

おいしそう♪

氷
冷
や
し
ラ
ー
メ
ン

が
食
べ
ら
れ
る

お
店
は
コ
コ
!!

（※土日祝のお問合せ／新道観光案内所 TEL.0241-22-8247）

問合せ：豆　  TEL.0241-22-0027
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