Pick up! 情報

三ノ倉高原花畑

わく
わく 満開

ひまわり開花予想

●東北最大級！250 万本のひまわりと会津盆地一望の高原で
涼しい夏休み
●高原の花畑で「幸福の鐘」をならしたり「ひまわり畑巨大迷路」
で遊んだあとは、
「鈴の音色 風鈴カフェ」で一休み。
●有機野菜と厳選した食材を使ったイタリア manma の味「Vino
Bistro 35（ヴィーノ ビストロ トレンタチンクェ）」で、ゆっくり
ランチタイム

幸福の
鐘

モデルコース
三ノ倉高原ひまわりフェスタ（60 分）
車で30 分
車で50 分
ランチ・熊倉町『Vino Bistro 35(90 分 )』
日中・熱塩温泉や裏磐梯へ
会津若松 IC

Vino
Bistro35
ランチ

車で40 分

積 1.70ha 3.35ha 1.70ha 1.60ha

播

種 6/23 6/18

6/13

6/8

開

花 8/22 8/17

8/12

8/7

五分咲き 8/26 8/21

8/16

8/11

満

8/20 8/15

散り始め

9/3

8/29

8/24

8/19

咲き終わり

9/7

9/2

8/28

8/23

※花の開花状況は天候により変動します。

スポット

日中ダム

日中ダムカレー
熱塩加納産特別栽培米コシヒカリと
コクのあるカレーにロックフィルダム
の岩石をイメージした会津地鶏唐揚
げを添えたひめさゆり浪漫館オリジ
ナルメニュー。４月中旬〜１１月頃まで販売しております！！
DATA●ひめさゆり浪漫館
●住所／喜多方市熱塩加納町熱塩字弥平沢山丙1453-1
●TEL／0241-36-2272 ●営業時間／9：00〜17：00（冬期休業）

ダムカード
（日中ダム）
今、話題のダムカード！日中ダムにも
あります！是非お立ち寄りください。
DATA●日中ダム管理所
●住所／喜多方市熱塩加納町
熱塩オソバ1451-3
●TEL／0241-36-2014
平日8時30分から17時まで、
日中ダム管理所で配布。
土日祝日8時30分から17時まで、ひめさゆり浪漫館
（４月中旬〜11月頃）
で配布

会員
情報

面

開 8/30 8/25

夏

花 畑 展 望 台

おすすめポイント

山小屋くらら南部

〜東北最大級！絶景のひまわり畑とビストロランチ〜

山小屋くらら西部

ランチを楽しむ夏休み

2017

山小屋くらら北部

ひまわり畑と

おススメ !
モデルコース

71 きたかた観光

N0.

「熱塩温泉 山形屋」
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第25回 日中ひざわ湖まつり

日中ダム 周辺で自然とふれあえるイベントが 開 催されま
す。リフト車の試乗、ダム堤体登り体験、ペットボトルロケ
ット製作飛ばしなど親子で楽しめる企画や、ダム操作室・
ダム点検用トンネル（監査廊）見学、ダム湖巡視船体験、音
楽コンサ−トやダンスなど多彩な催しを企画しています。
●日時／７月23日（日） 9時30分〜14時30分
●会場／日中ダム周辺（喜多方市熱塩加納町熱塩）
●参加費／無料（飲食は別途）
●お問い合わせ／熱塩温泉旅館協同組合0241-36-3138（平日午前のみ）
日中ダム管理所0241-36-2014（平日）

久昌寺

木造十一面
観世音菩薩

旧甲斐家蔵住宅

福島県重要文化財に指定されている十一面観世
音菩薩を拝観することができます。※要予約

店蔵

東側立面図

DATA●久昌寺

北朝 康安2年（1362）
作。道円の作といわれ、 ●住所／〒969-4154
喜多方市山都町
元は西会津・真福寺にあ
ったものが、この久昌寺
字舘原4660
に移されたとのこと。
●TEL／0241-38-3095

ここ熱塩温泉山形屋は開湯約630年前より続く温泉宿で、古くから湯治
場として地元や県外の人々に親しまれてきました。
源泉が65℃以上あり塩分を多く含んでいる為、熱塩温泉と呼ばれてお
り、戦時中には実際に日本軍が温泉から塩を採っていました。
また、山形屋は瓜生岩子の生家としても知られており、歩いて2,3分の所
にある示現寺には瓜生岩子のお墓と銅像があります。
熱塩温泉山形屋では、飯豊山の伏流水で育ったお米とそのお米か
ら作られるお酒など、各分野の名人が命を注いだ地元の食材をふん
だんに使った料理が自慢のお宿です。
中でも一番人気は、東北一有名でファンも多い米沢牛と日本一に
選ばれたことのある幻の塩川牛との食べ比べです。
一度にこの両方が食べられるのは当館だけです。心よりお待ちしております。

【問合せ】 熱塩温泉 山形屋 喜多方市熱塩加納町熱塩字北平田甲347-2 定休日：不定休 TEL.0241-36-2288 Mail info@spa-yamagataya.com

●旧甲斐家蔵住宅のご紹介
●喜多方産トマトを使用しています！
《農泊料理・体験》
●飲む点滴…きたかたの甘酒
●夏を吹き飛ばす！☆スタミナ焼肉☆
● Pick up!情報
● 会員情報
発 行
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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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休

喜多方市は蔵を代表とする様々な建築様式の建物が建ち並ぶ町並みが広く知られています。
蔵が多く作られたのは醸造業が盛んであったことから、
温度管理が平易で生産や保存性が高いため重宝したことや、
さらには明治13年
（1880）
の大火により耐火性が認知され、
蔵を建てることが一人前の男の証であるかのように言われるようになったからです。
観光資源の代表ともいえる蔵ですが、
中でも
『旧甲斐家』
は外壁を黒漆喰で塗りこめ、
内部は銘木をふんだんに用いて建てられた重厚な建
物で、
見るものを圧倒させます。
このように贅を尽くして建造された甲斐本家蔵座敷は平成13年
（2001年）
に喜多方市で第一号となる国登録有形文化財として登録され、
喜
多方市が平成28年12月１日に取得し、
平成29年４月１日より喜多方観光物産協会で運営を開始いたしました。

主屋 座敷
幅 約76cm（2.5尺）で、約11m（6
間）と 長さ7.5m（4間）の欅無垢の床
板が張られています。また天井には、幅
3尺の無節（むぶし）の杉板が使用され
ています。この中廊 下には相当樹 齢を
重ねた材木が用いられ、厳かな雰囲気
すら感じさせます。

お母さんの手作り料理と五右衛門風
呂が自慢の宿。
大家族ならではのアット
ホームな雰囲気でお迎えします。
ご家
族連れ大歓迎‼農家レストランもやっ
ています
（要予約）
。
自家栽培トマトでお
もてなしいたします。

雄国山の雄大な景色を見ながら、
ていねい
に育てた有機野菜をお楽しみいただけます。
イギリスの田園を想わせる風景が見渡せる
高台にある宿です。
石窯を使ったピッツァのワ
ークショップなどの体験も楽しめます。

店蔵 西洋室
店蔵1階の北側に応接室として設けら
れたこの部屋は、床に花柄の絨毯を敷
き、壁と天井を灰 緑 色のキラ入り砂 壁
で仕上げ、天井中央はモールディングが
施されています。北側と西側の出入口
外側は黒漆喰の引込土戸を設け、敷居
には大理石を用いるなど和風な土蔵造
に洋風な意匠を取り入れ、大正時代の
情緒を感じさせます。

蔵座敷
主屋と矩（かね）折（お）れ状に配置され、敷地北東の庭に東面して建つ
木造2階建の土蔵造で、喜多方で最大級の蔵座敷といえます。規模は桁行
約14.5ｍ（8間）、梁間約10ｍ（5.5間）で、1階は座敷、2階は家財蔵として
各階とも2部屋に分けています。1階座敷は、上段の間21畳と次の間18畳
の和 室2間 、畳 廊 下12畳の計51畳で、畳 廊 下の東側に幅 約120cm（4
尺）、厚さ約6.5cm（2寸）の欅無垢板で切目縁（きれめえん）を配します。
上段の間は中央に本床、右に蹴込床、隣に付け書院、左を床脇とし違い
棚を配します。床柱は14.5cm（4.8寸）角の鉄刀木（たがやさん）、及び
14.5cm角の桧四方柾柱です。本床は畳敷き、地板（じいた）、床框（とこが
まち）、違い棚を黒漆の研ぎ出し仕上げにしています。天井は、桧一枚鏡板
天井、書院の障子戸は黒檀です。
次の間の床構えは、右に1.5間の床の間、左を1.5間の床脇とし地袋を配
し、床柱を、14.5cm角の縞黒檀、床は畳敷きとし床框を黒漆研ぎ出し仕上
げにしています。地板は、欅玉杢一枚板です。壁やふすまは金雲模様の唐紙
を嵌め込み、天井は桧無節板張り竿縁天井です。柱、敷居、鴨居、長押（な
げし）等の主要建材は総桧造です。襖と障子の桟は全て紫檀、敷居溝は桟
の重みを考慮して、樫材を埋め込んでいます。二間の間仕切り上部には、桧
一枚板を数ミリ巾にくりぬいた筬
欄間（おさらんま）が納まります。
来客用水回りには、洗面所、脱
衣室、浴室、便所を設け、浴槽、洗
面台、手洗い等は大理石製です。
内壁は漆喰 壁、天井は、竿縁とし
ています。
座敷蔵は、座敷廻りに銘木を使
い、水廻りには大理石を用いるな
ど、贅を尽くした豪華な造りが 客
人をもてなすために隅々まで配慮
されています。
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ガイド

大和川酒造店の麹と
会津山塩を使った「塩甘酒」
。

0241-22-2748
喜多方市熊倉町都字沼平乙ノ月里
金・土・日 営業
（要予約）
12:00-16:00
（L.O.15:00）
http://ameblo.jp/morihimenouen

あまざけ。

DATA●淀屋 武藤合名会社
●住所／〒969-3514 喜多方市塩川町新町1858
●TEL／ 0241-27-2022 ●FAX／ 0241-27-8276
●通信販売／ http://www.yodoya0241272022.com/index.html

やわらか甘酒飴。
酒粕風味のやわらかい飴です。
アルコールは入っていませんので、
どなた
にも召し上がっていただけます。
個包装で約26個入り
（140ｇ）
となります。

糀屋の甘酒
米麹とモチ米で造りました。
保存料無添
加の甘酒です。ホットでもアイスでもお
楽しみいただけます。
※２倍濃縮の甘酒
です！

DATA●合資会社 大和川酒造店
●住所／〒966-0861 喜多方市字寺町4761
●TEL／ 0241-22-2233 ●FAX／0241-22-2223
●URL／大和川酒造オンラインショップ
http://yamatogawa.by.shopserve.jp/

夏

DATA●中の越後屋醤油店
●住所／福島県喜多方市字一丁目4647
●TEL／ 0241-22-2211
●FAX／0241-23-0358

スタミナ焼肉

開館時間（９:00〜17:00）
ガイド（10:00〜15:00）

程よくのった脂と柔らかい
食感の旨みのあるお肉を使
用しています。
男性もご満足いただけると
思います！是非、
ご賞味くだ
さい。

喜多方 市内の観 光 、パンフ
レット等を設 置し、案内や 情
報を発信しております。
また、内部の施 設を庭園か
らガイドがご案内いたします。
お気軽にお立ち寄りください。

住 所 喜多方市字三丁目4845
0241-23-1232
火曜日
（水曜日の場合もあります）
営業時間 ランチタイム 11：30〜14：00
ディナー 17：00〜21：00（予約により時間変更の場合有。）

Aランチ

!!

会 津産のもち米とコシヒカリのみで作った
甘酒です。
「ノーマルタイプ」と「豆乳入り」
の２種類あります。
お米の香りとほのかな甘みがあり、
のどごし
はクセもなくあっさりしています。夏は冷や
して！冬は温めて！ノンアルコールです。

植物性乳酸菌を加えて、
さっぱりとした
味わいに仕上げています。
甘酒は
「飲む点滴」
とも言われていて、
夏
バテ対策や美肌にも効果があります。
※人気商品につき品切れとなる場合も
ございます。

をふきとばす!

西洋室の家具を配置し、ノスタルジッ
クなゆったりとした時間を味わうことが
出来ます。
自動販売機を設置しておりますので、
避暑にご利用ください。

観光案内所

北原3340

点

休憩室

ご案内

T E L
住 所
休 日
営業時間
HP

日 基本的に年中無休

む

滴

宮津字中田付2784-1

日 基本的に年中無休

田園ランプ（森姫農園）

飲
きたかたの甘酒︒

主屋 北座敷２（寝室）

主屋 中廊下

和室12.5畳の部屋が 東西に
並 ぶ2間続きの座 敷で、仕 切り
の襖戸縁は漆塗り、欄間は桐板
透かし彫りの板欄間となってい
ます。東側の座敷には楓玉杢（か
えでたまもく）の床 板、四方 柾
の床柱等選りすぐりの銘木が使
用された花月床（かげつどこ）と
いう形式の床の間が設けられて
います。また、
「炉」が切られ茶
室として利 用されていました。
西 側 座 敷の 押入れには 金 庫 が
設置されています。

休

T E L 0241-22-5004
住 所 喜多方市岩月町宮津字

旧甲斐家概要

主屋 北座敷

日 基本的に年中無休

農泊 小林

休

旧甲斐家は江戸期に屋号「鳴海屋」銘栭「東郷」で酒造業を始め、明治以降は味噌醤油の醸造を行っていました。四代目吉五郎が大正６年（1917）に
建設に着手し、７年もの歳月をかけ、大正 12 年
（1923）
に完成した甲斐本家蔵座敷は甲斐家当主と棟梁が京都から北海道までを旅して建材や建築様
式を見学し、
鉄刀木
（たがやさん）
、
桧の四方柾
（しほうまさ）
、
黒檀、縞黒檀、紫壇、欅などを贅沢に使用して建築されました。

T E L 0241-22-7831
住 所 喜多方市岩月町

T E L 0241-22-1835
住 所 喜多方市熊倉町熊倉字熊倉845

喜多方産

笑 顔が 素 敵な奥さんと専用のバ
ス・トイレ付きのおしゃれで快適な
離れが魅力のお宿。
アスパラ栽培
農家で朝はとっても忙しいので、
お
手伝い大歓迎。

を

若草物語のようなアットホームな雰囲気を
味わってください。長期滞在可能、自炊可能
なのでゆっくりのんびり田舎暮らしを満喫
してください。自家製トマトとたまねぎ、に
んにく、バジルでオリジナルペーストを作っ
ています。
自家野菜も好評です！

トマト

無料公開中

farm inn make friends

してす
使用いま

旧甲斐家蔵住宅

農泊 若草物語

「豚ねぎ塩丼」
国産 豚 バラ、肩ロースを使 用し、
塩だれで味付けした丼ぶりです！

キムチ・サラダ
スープ・ライス
ドリンク付！

T E L

0241-24-3989
喜多方市押切1-31
定休日 水曜日
昼の部は土、
日、
祝日
営業時間 昼の部 11：30〜14：00
（L.O.13：30）
夜の部 17：00〜22：00
（L.O.21：30）
住

（肉ランチカルビ、ハツ、
（税込）
ホルモン、焼き野菜３種） ￥1,180

T E L

定休日

3

所

豚ねぎ塩丼

￥690（税別）

