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北塩原村生涯学習センターさんにある、この大きな魚の標本は昭和四十年代

に雄国沼の雄子沢川から流れでたところで捕獲されたそうです。当時は何の

魚か不明だったようです。

近年、この標本を「アクアマリンふくしま」さんに調査していただくと体の長さ

などの特徴から「ニホンウナギ」であることが判明しました。

雄子沢河水源の雄国沼には「とらんぼう」という沼の主がいるという、伝説が

あります。

この標本は残念ながらとらんぼうではないようです。

不思議な大どじょう「とらんぼう」はまだ雄国沼のどこかで生き続けているの

かもしれません。

　標高1000m以上の天空にある神秘的な雄国沼には、昔から
この沼の主の大泥鰌（どじょう）が棲んでいると伝えられている。
胴回りは仁王さまのきき腕ほどあり、口は耳まで割けて、本当に
こわい化け物みたいだといわれていたが、誰も見たことがない。
村の人たちは、沼の主のいるこの沼に近づくこともなかったので、
沼や流れ込む小川には、たくさんの泥鰌がうようよしていた。

【問合せ】 TEL:0241-22-5155

ほまれ酒造㈱ 雲嶺庵

※画像はイメージです。

シフォンケーキ 酒蔵と日本庭園
時を忘れる上質な空間―。
「雲嶺庵」はほまれ酒造の敷地内に造園され
た日本庭園です。庭の背景に雲の間から見え
る磐梯山の山頂が望めることから、文学博
士・綿貫哲雄氏により「雲嶺庵」と命名されま
した。1300坪という広大な原生林をそのま
ま利用して造られており、四季折々の自然と
優美な景色を愉しむことができます。
また、「雲嶺庵」には直売所が併設されてお
り、日本庭園を眺めながらゆったりと試飲を
お楽しみいただけます。

【問合せ】 TEL:0241-23-5666

定休日

喜多方市字西四ツ谷321-2
10：00～17：00
月曜日（祝祭日は翌日）

（270円／税込）

北塩原村役場 商工観光課
福島県耶麻郡北塩原村大字桧原字剣ケ峯1093
TEL. 0241-32-2511

住　所

お問合せ

時　間 定休日
Ｈ　Ｐ

喜多方市松山町村松字常盤町2706
9：00～16：30
年中無休（年末年始を除く）
https://www.aizuhomare.jp/

住　所
時　間

Berry's Softcream

ソフトクリームに手作
りベリーソースたっぷ
りの「ベリーズソフト」
がオススメ！
ふわふわしっとりの
シフォンケーキ、日替
わりの焼き菓子も販
売しております。是非
ご賞味下さい。

雄国沼の伝説「雄国沼のとらんぼう」

どじょう？うなぎ？
　　  伝説のとらんぼう。

　ある日のこと、ひとりの男がこの沼に行って泥鰌すくいをしてみ
たいと思い、登っていった。網を入れてすくう度にいっぱいの泥鰌

がとれて、たちまち大きなハケゴいっぱいになってしまった。喜び
勇んで家路を急ぎ、沼の峠にさしかかったときであった。沼の方か
ら「とらんぼう！ とらんぼう！」と呼ぶ奇妙な声がした。振り返って
沼の方を見たけれど、誰もいない。あたりはシーンと静まり返って
いて、ハケゴに入っている泥鰌だけが、「キュッ、キュッ」と泣くだけ
だった。
　男は空耳だと思って歩きだしたら、また「とらんぼう！ とらんぼ
う！」と、先程よりはっきりした声で男に呼びかけた。あんまり泥
鰌を取りすぎたから、沼の主が怒っているんだなと思うと不気味
になり、男はハケゴごと泥鰌を坂下の川に投げ込むと、転げるよ
うに逃げ帰った。しかし、身も心も疲れ果て具合が悪くなってし
まったという。
　村中にこの話が伝わり、沼の主のことをいつしか「とらんぼう」
と呼ぶようになったんだと。

「磐梯山ジオパークHP　伝説「雄国沼のとらんぼう」より引用」



喜多方市字天満前8930
0241-23-7630
10：00～18：00（ラストオーダー）
元日のみ

喜多方市字梅竹1　　0241-21-1414
10:00～17:00（冬期変更有）　  12/31
http://kawakyo.co.jp/shop01/

☎

〒

休

福島県河沼郡会津坂下町
大字金上字辰巳19-1
0242-83-2324
10：00～16：00
（４月１日より10：00～17：00）
なし
http://aizumilk.com/

喜多方市の西部に位置する高郷町には、

約1,600万年前の海の底の時代から400万年前の陸になった時代の地層が分布しています。

地層からはたくさんの貝化石と共に、カイギュウ、ナガスクジラ、イマゴタリアなどの

海棲哺乳類の化石が産出し、地質学的に大変貴重な場所として知られています。

2010年に開館した当館は、小学校の校舎を利用した4つ「地層」「貝化石」「クジラ」「カイギュウ」の展示室を通し、

会津の海だった時代から陸へ変わる大地の動きを学ぶことができます。

小学6年生理科「大地のつくりと変化」の授業の一環として、たくさんの小学生が見学学習で利用しています。

敷地内には「化石発掘体験場」があり、希望者は300円

で化石の発掘を楽しむことができます。

また夏休み中（8月）には実際にカイギュウやクジラの

骨、サメの歯等の化石が発見された河川敷で「野外発

掘体験会」を開催しています。

いままで出ていない貴重な化石も発掘されており、発

見者の名前と共に永久に展示されます。大人もお楽しみ

いただけます。

☎
〒

休

喜多方市高郷町西羽賀字和尚堂3163番地
0241-44-2024　　9：00～16：30
毎週月曜日・年末年始
※月曜日が祝日の時は翌日が休みです。

HP

HP

会津産の生乳を低温濃縮し、４種類の乳酸菌で長
時間はっ酵させることで、柔らかな酸味のトロリと濃
厚なヨーグルト。加糖・無糖とも１ｋｇの大容量タイプ。

山の中の海…あります。

カイギュウランド高郷

アイヅタカサトカイギュウ
の頭骨

貝の化石

大発見の
感動が
味わえる！

免疫力アップ

食品で
健康に！

免疫力アップ

食品で
健康に！

ヨーグルト

会津のべこの乳アイス牧場

☎〒
休

喜多方市字寺町4747　　0241-22-1515
8：00～18：00　　日曜日・祝日

「酵母仕込みそ」は皮を取
り除いた国産大豆と会津
米で造った麹に、香りと味
の良いみそ酵母を加え、
じっくりと熟成させたこだわり
の商品です。
「手造り」で仕込むため、少量生
産の限定品とさせていただいて
おります。

☎
〒 喜多方市熊倉町都字沼平乙ノ月里
0241-22-2748　　12:00～16:00（L.O.15:00）

☎
〒

休

喜多方市熊倉町熊倉字熊倉827
0241-22-1808
（FAX.0241-22-3886）
8:00～18:00
年中無休（年末年始除く）

有機肥料を使用し、自然の力で栽培した
りんごの果汁100％の無添加ジュースで
す！りんごそのものの味はお子様からお
年寄りまでお楽しみいただけます。

りんご

森姫農園

川瀬味　醤油醸造店

☎〒
休

背脂とにんにくを効かせた濃厚しょうゆ
スープと、スープに負けないモチモチの極太
めんの相性は抜群！トッピングににんにく味
噌もオススメです。

にんにく

会津喜多方ラーメン館 本館

無糖 ¥660(税込) 加糖 ¥760(税込)
パウチ会津の雪ヨーグルト

2食入 ¥702(税込)

喜多方濃厚
しょうゆラーメン

500g ¥450(税込)
殿様みそ

プレーン ¥100(税込)

ソフト
クリーミィ
ヨーグルト

イチゴ
¥100(税込)

〒 喜多方市塩川町字中町1906
0241-27-2061　　10:00～17:00　　木曜日

松本屋の麹で作った甘酒は、完全無添加
の自然な甘み。甘さ控えめで飲みやすい
仕上がりとなっています。完全手作業の
ため、個数が限られております。是非ご賞
味ください！

お土産にもぴったりな手提げ
袋入りのお味噌です。甘みのあ
る味噌は、創業150年変わらぬ
製法で作っています。

甘酒・味
磐梯朝日国立公園「雄国
沼」の麓で自然豊かな環
境の中、清冽でおいしい
水を使用し、発酵・熟成
した手造り雄国味噌（国
産大豆使用）とじっくり
と時間をかけて醸造し
た旨味成分が多く香り
高い高級醤油も是非ご
賞味下さい。

〒 喜多方市高郷町大田賀字地神原1308-2
0242-85-2770　　11:00～18:00
月・火曜日（祝日の場合営業）　　http://ohara21.com

とうふ屋おはら

甘みと香りのある会津の在来種の青豆を使用した濃厚な当店自
慢の絹ごし。2019年全国豆腐品評会東北大会で総合２位受賞。

豆腐

（有）松本屋商店

りんごジュース
※在庫は要問合せ180㎖ ¥250(税抜)

HP in！

☎ 休

130㎖ ¥350(税込)すっぴんあまざけ

500g ¥530(税込)
雄国みそ 1kg ¥680(税込)

会津一乃蔵

¥270(税込)
豆幻郷（とうげんきょう）

☎
〒

休

おくやピーナッツ工場

会津産100％の手剥きピー
ナッツを大豆の三倍の時間を
かけ納豆にしました。タレも、
地元星醸造で、納豆に合う
ピーナッツタレを開発、ふっく
ら大粒のピーナッツに濃厚な
ピーナッツタレが良く合う珍
味となっております。

納豆 ¥280(税込)
会津ピーナッツ納豆

味

味

☎
休

ニシタマ味　醤油醸造元
株式会社 伊藤金四郎商店

1kg ¥850(税抜)
酵母仕込みそ
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