
雷神山花の森⇔
ふれあいランド高郷

掘り出し情報

日本最大級のしだれ桜並木と喜多方の奥座敷「熱塩温泉」

～

【問合せ】 TEL:0241-25-7206  または  090-4885-4533【問合せ】 TEL:0241-23-5930

【問合せ】 蔵のまちなかギャラリー実行委員会事務局  会津喜多方商工会議所内
　　　　　〒966-0827  喜多方市字沢ノ免7331  TEL：0241-24-3131

【問合せ】 木之本漆器店  TEL:0241-23-1611
　　　　   〒966-0852  喜多方市字天満前8859

N0.70

2017
Spring

喜多方市熊倉町雄国字村中丙531　　　　　   不定休
午前９時～アスパラガスが無くなり次第終了

住　所 定休日
時　間

平成29年４月25日（火）　　　　　　　　 喜多方駅  10：30集合　　　　    4,800円（昼食付き）　　　　　  40名（最少催行人数20名）出発日

営業日・時間

場　所

集合場所・時間 料　金 募集定員

喜多方市字前田4924-7　　　　　  
月曜日(祝日は営業、翌火曜日休み)
7:00～15:00(スープがなくなり次第終了)

住　所

定休日
時　間

会員情報

●ミシュラン・グリーン  東北WEB版（英・仏語版）
○『新宮熊野神社』★（一つ星獲得）

○若喜商店（掲載）

○三津谷煉瓦蔵群（掲載）

●日中線記念自転車歩行者道しだれ桜散歩道
 バス時刻表・駐車場のお知らせ
●pick up food！「アスパラ Lunch」
●掘り出し情報
●会員情報

喜多方観光物産協会（喜多方市観光交流課内）
〒966ｰ8601 喜多方市字御清水東 7244 番地 2
TEL.0241-24-5200　FAX.0241-24-5284
E-mail：info@kitakata-kanko.jp　URL：http://www.kitakata-kanko.jp/
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今から400年ほど前、会津藩主蒲生氏郷公が京の
人形師に学問の神様といわれる菅原道真公を祀っ
た人形「会津天神」を造らせました。この観光資源
である会津の天神様を各店舗に展示し、パンフレッ
トを片手に街なかを散策していただきます。

あすぱら村ウ リ ナ ム 食 堂 （株）喜多方キラリファーム２３

プチプチもちもちの、しつこくない背脂が美味し
くて思わず飲み干せてしまうと、女性ファン急増！
塩らーめんには話題のピンク岩塩使用。

※詳しい旅行条件を示した書面を用意しておりますので、ご確認の上、お申し込みください。出発日の5日前までにお申し込みください。

●しだれ桜並木、堤を彩る桜、日中線記念館の桜で花見三昧。
●一流の田舎 熱塩温泉｢山形屋｣で社会福祉の母｢瓜生岩子刀自｣の紙芝居を楽しみながら、地元食材にこだわった 
　身土不二のお料理に舌鼓。※身土不二：その土地でその季節にとれたものを食べるのが健康に良いという考え方。
●ランチ後、古くから湯治湯として親しまれてきた熱塩温泉でリフレッシュ。
●ご希望の方には、耳の神様・子育て地蔵・示現寺など熱塩温泉街をめぐる｢小さな旅｣へご案内。
●日中線記念館（旧国鉄日中線熱塩駅舎）で記念きっぷ入鋏体験。

自家製キムチの素を隠し味にした、味噌
ベースの野菜たっぷりの旨辛らーめん。
自分好みの辛さを見つけてね♪

県道337号線と恋人坂の交差点、雄大で真っ白な飯豊山を眺め、
アスパラハウスの周辺に咲く黄色い菜の花は皆さんの心を癒やすでしょう。
そんな中にある『あすぱら村』はアスパラガス専門の直売所です、取り立ての新鮮な
アスパラガスをご賞味下さい。
４・５・６月は春アスパラガスの旬です、極太（50ｇ以上）のアスパラはこの時期だけ
の限定品になります。焼いて好、蒸しても好、極太ならではの食感は貴方のお口を
きっと虜にするでしょう。予約が有れば炭を熾して『あすぱら村』でお待ちしています。

きたかた観光
春

414金
5 ７日 天神様の蔵めぐり

桐のこ人形館リニューアル

【問合せ】雷神山ふれあい遊歩道イベント実行委員会
高郷町西羽賀字十二林2820  TEL:0241-44-2111

【問合せ】蒲生農園  TEL:0241-27-3475  喜多方市塩川町五合字松崎丁414 

緑のトンネルを抜け、雷神山では遠く飯豊
連峰や会津磐梯山を眺めながら約8km
の新緑ウォーク。ゴールでは、ふれあいラ
ンド高郷の温泉浴をお楽しみください。

自家製堆肥を使用。それぞれに違った香り、風味を楽しめる逸品。
紅茶に浮かべてもよし!ティータイムのお茶うけにするもよし!
ヨーグルトと一緒に混ぜて優雅な朝食に!
その他、使い方いろいろ!自分なりの味わいを見つけてください。

①マルゲリット・マリーラ
　味の特徴　上品な香りと強い甘み
②ラ・フランス
　味の特徴　芳醇な香りと濃厚な甘み
　（３種類の中でバランスの摂れた品種）
③シルバーベル
　味の特徴　優しい甘みと程よい酸味（３種類の中で酸味が強い）

雷神山ふれあい遊歩道ウォーク

西洋梨のドライフルーツ蒲生
農園

Ｈ29年度使ってみんべぇ券

文政12年（1829）に小田付村（現喜多方市）
に生まれ、明治時代の初期に社会慈善家とし
て活躍した女性です。　
「仏の化身」とも言われ、戊辰戦争時には敵味
方の区別なく負傷者
の救護をしました。
また、自らの私財を投

じ、子供たちの教育のため幼学校を設立した
り、苦難を乗り越え、わが身を削ることを惜し
まず、人のためだけに生き続けた社会福祉の
先駆者たる人物です。
1896年（明治29年）に藍綬褒章を受けてい
ます。

日本のナイチンゲール…
今年で瓜生岩子没後120年を迎えました。

￥700 ￥920
ノムノムこってり
醤油らーめん or 塩らーめん　

ウリ辛らーめん
(1～ご相談に応じます！)

春爛漫春爛漫バスツアーバスツアー
お
楽
し
み
ポ
イ
ン
ト

【旅行企画・実施・お申込み】喜多方観光バス㈱　☎0241-21-1100  福島県知事登録旅行業 第２-312号 総合旅行業務取扱管理者 石嶋和義
【イベント企画・お問い合わせ】喜多方観光物産協会　☎0241-24-5200

しん　ど ふ　  じ

不定休（営業時間定めなし）

瓜生岩子（1829～1897年）の概略
うりゅういわこ

各350円（税込）30ｇ

※12月～翌6月の期間限定販売（数量限定）　※賞味期限は半年

※画像はイメージです。

今年も使ってみんべぇ券が出来ました。
お得な特典が満載です！

（※イメージ画像）

会津特産の桐の木片を粘土に練り込み、
一体一体手びねりで作りました。すべて
オリジナルです。
木之本の２階フロア―が人形館になっ
ています。
桐のこの絵付け体験もできます！

日中線記念
館

山形屋のランチ

※新宮熊野神社本殿  三社

6中旬



喜多方市山都町一ノ木字越戸乙3876-4
11：00～19：00　　　　　 第２月曜日（祝日の場合は翌火曜日）

住　所
営業時間 定休日

3

運行日

料　金

2

喜多方産
アスパラLunch

喜多方産
アスパラLunch

（山都一ノ木温泉いいでのゆ 内）

山都一ノ木温泉「い
いでのゆ」内にある
『くろもり亭』は、山
都ソバなどのお食事
処としてご利用いた
だいております。

自然の持つ力を大切
に、有機の肥料や
ハーブでそだてた農
園の作物、会津の食
材など、季節の味を
お楽しみいただきた
いと思っています。
５月連休からの石窯
Pizzaもアスパラメイ
ンのメニューになっ
ております！

ライス・
スープ付きは
￥750

TEL.0241-39-2360

喜多方市熊倉町字東裏697-2
a.m.11：30～p.m.14：00（13：30LO）　　　　　 月曜日

住　所
営業時間 定休日

春の兆しと共に力強く土から顔を出した“アスパラ”の香りと甘さをいかし、
有頭海老とのマリアージュを楽しみながら、旬の味わいを、お試し下さいませ。

TEL.0241-23-0035　Facebook➡Itarian French Vino Bistro 35
喜多方市熊倉町都字沼平乙ノ月里　　　　　　12：00～16：00（LO.15：00）
４月～12月中旬の土日オープン（完全予約制）／３名様以上は平日も可（要予約）定休日

TEL.0241-22-2748　HP➡www.morihime.jp/
住　所 営業時間

限定数１日 ５食

コーヒー又はスープ付き

スープ・ライス付き

※6月のみの限定ＭＥＮＵ

※JRのダイヤは平成29年３月４日現在のものです。

平成29年４月15日（土）～４月30日（日）
乗車１回につき：大人（中学生以上）…200円　小人（小学生）…100円　未就学児… 無料

※右記停留所のほかにも停車いたし
ますのでそちらもご利用ください。
　循環ルートは下記のとおりです。
①喜多方駅➡
②会津バス喜多方営業所➡
③喜多方プラザ東➡④押切川体育館➡
⑤押切川公園➡⑥押切川球場➡
⑦旧村松駅北➡⑧桜ガ丘➡
⑨喜多方高校入口➡
⑩甲斐本家蔵座敷前➡⑪寺町角➡
⑫幸町➡②会津バス喜多方営業所➡
①喜多方駅

若喜商店

新宮熊野
神社

「ミシュラン・グリーン東北WEB版」
一つ星獲得★

ミシュラン・グリーンガイド・ジャポンはフランスのタイヤメーカー「ミシュラン」が世界各
地の料理店の格付けなどを掲載している「ミシュランガイド」の観光旅行ガイドです。
外国人観光客が各観光地をよりよく理解し、充実した旅を楽しめるような自然や文化遺産
などの情報が掲載されており、その中
でも特にお勧めの場所は三つ星から
一つ星までの星の数で表しています。
星なしでもお勧めと言う観点から掲
載されている場所もあります。

★★★　「わざわざ旅行する価値がある」
★★　　「寄り道する価値がある」
★　　　「興味深い」

ミシュラン・グリーンガイド・ジャポンとは

新宮熊野神社  長床

新宮熊野神社本殿  三社

銅鉢

本殿は県重要文化財に指定されており、前九年の役で源頼義が陸奥征討の武運を祈り、紀
州熊野から現在の河東町熊野堂に勧請鎮座したのが始まりとされる。その後、後三年の役
で源義家が、再度陸奥征討のため、この地を訪れたとき新宮に移すように命じ、寛治三年
（一〇八九）に造営が終わったと伝えられる。

建材に贅を尽くし、喜多方の住宅では最初のレンガ蔵。２階には当
時では珍しいバルコニー風の飾りがある。天井、鴨居、柱、座卓、火鉢
までが縞柿の木で統一された縞柿の間を一般公開している。（国登
録有形文化財）

新宮熊野神社

さざえ堂　　（会津若松市） ★ 五色沼自然探勝路（北塩原村） ★
新宮熊野神社（喜多方市） ★ 会津若松
鶴ヶ城　　　（会津若松市） 御薬園　　　  （会津若松市）
三津谷煉瓦蔵群（喜多方市） 若喜商店　　  （喜多方市）

「ミシュラン・グリーンガイド  東北WEB版」に
掲載された福島県の観光地・観光施設

掲載！

【TEL.0241-22-0010】
入場無料
9:30～16:30
（元旦以外は通年）

料　金
開館時間

若菜家

若菜家の敷地奥にある明治43年建造の農作業蔵には当
時の農作業の道具が展示されている。他にも三階蔵や味
噌蔵があり、三階蔵には漆塗りの家財道具が当時の趣の
ままに保存されている。
国の登録有形文化財の煉瓦座敷蔵を含む若菜家の４棟
は経済産業省 産業遺産に認定。
農作業蔵と蔵座敷は一般公開している。

掲載！【0241-22-9459】
有料　※要予約
喜多方市岩月町宮津字勝耕作3819

料　金
住　所

前菜とCaffe.dolce
付きです（╹◡╹）♡


