


至ハ戸 大仙市はこんなところ

「大仙市」は、秋田県の内陸南部に位置
し、平成 可7年 3月 に大曲市、神岡町、西
仙北町、中仙町、協和町、南外村、仙北町、
太田町の 1市 6町 1村が合併して誕生しま
した。四季折々に美しい表情を見せる自然
豊かな「田園交流都市」です。

古くから県南の交通の要衝として発展し、
現在も秋田新幹線や秋田自動車道等の高速
交通体系が整備され、多彩な交流が可能な
都市となつています。

大仙市マスコットキヤラクター
「まるびちゃん」

至盛岡

日本屈指の格式と伝統を誇る全国花火競技大会「大山の花
火」の開催地としても広く知られ、花火大会当日には全国各
地から毎年数十万人の方々が訪れます。大曲の花火のほかに
も、市内各地域で花火イベントがあり、「毎月花火が打ち上
がる街」となつています。

また、秋田を代表するお米「あきたこまち」の一大生産地
でもあり、市内に6つ の酒蔵を有する県内有数の酒処として
も知られています。
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至酒田

太田地域は大仙市の東部に位置
し、県立自然公園に指定されてい
る緑豊かな奥羽山脈が東半分を占
め、美しい真木及び川口の2つの
渓谷が奥深く入り込むとともに、
山麓部には大台スキー場、大田四
季の村などが整備されています。

また、広々とした田園には散居
集落が形成され、集落、小中学校
及び各家庭などにおいて花壇づく
りが盛んで、美しい景観が広がっ
ています。 大田地域マスコットキャラクター

「ささ太くん」

広域農道東西線

有名人と言えば

この人 !

男鹿和雄は、昭和27年 (1952)、 現大仙市太田町三本扇に生まれたアニメーション美
術監督・挿絵画家で、宮崎駿や高畑勲らの作品を支えてきた日本を代表する美術監督で

す。
高校卒業後上京 してデザイナー学校に入学 し、72年からアニメーションの美術に携わ

り、その後「ド根性ガエル」「はじめ人間ギャー トルズ」「あしたのジョー 2」 など、数多く
の作品の美術や背景を手掛けました。

88年の「となりの トトロ」以降、「おもひでぱろぱろ」「平成
狸合戦ぼんぱこ」「もののけ姫」とスタジオジブリ作品の美術
監督を務めています。

ある番組のインタビューで「自分が過ごした秋田の風景が
心の中に残っていて、それが絵のモデルになつていることも
ある」と話しており、生まれ育つた太田の風景が有名な作品
の一場面になつているようです。

表紙の絵 ～ジプリの絵職人 男鹿和雄～ 太田地域へのアクセス

」R:秋田新幹線
東京→大曲 (約 3時間30分 )

東京→角館 (約 3時間15分 )

仙台→角館 (約 1時間40分 )

自動車 :東北自動車道
横手IC→ R13経 由 (約 40分 )

盛岡IC→ R46経 由 (約 90分 )

秋田空港から :

秋田空港IC→大曲IC→

R105経 由 (約 70分 )



真木真昼県立自然公園

大仙市と美郷町にまたがる東部山岳地帯は、昭和50年 1月 11

日に「真木真昼県立自然公園」の指定を受け、平成27年に指定
40周 年を迎えました。

この自然公園は奥羽山脈の一部、真昼山地に当たり、北倶1の

主峰白岩岳から薬師岳、青シカ山、鹿子ノ山、真昼岳など、標
高1,000m～ 1,200m級 の山々がそびえ立つ、全国でもまれに見
る原始性に富んだ山岳です。
尾根と尾根の間には真木、七瀬、大又、善知鳥など、∨字の

深い渓谷が素晴らしい自然景観を誇り、渓谷探勝と登山に適し
た山岳公園として知られています。

また、公園内には秋田県有数の高山植物の群落やブナの原生
林が見られ、ツキノワグマやカモシカなどの野生動物も生息し
ています。

大台、真昼岳からは横手盆地北部の仙北平野が見渡すことが
でき、薬師岳山頂からは田沢湖や駒ヶ岳が一望できます。

◆登山に関する問い合わせ
大仙市大田支所市民サービス課 TEL 0187 88 1111
美郷町商工観光交流課 TEL 0187-84-4909

◆真木渓谷

真木地区から小路又まで約
7kmも続くV字渓谷。春は新緑
と山桜が、秋には紅葉が山を
彩ります。幽谷の渓流釣りの
スポットとして太公望に人気
があります。

◆川口渓谷

奥羽山荘からつくし森まで
約5 5km続 く渓谷。真木渓谷に
比べ女性的と言われる渓谷で
すが、二又や猿倉の滝、桑原
の滝など、見どころもたくさん
あります。

◆真昼岳

360度のパノラマが広がる
山頂付近―帯は、オサバグサ
などの高山植物が群生。登山
道にはかわいらしいエゾオヤ
マリンドウの花が咲き、登山
者の疲れを癒してくれま魂

秋田県民歌のふるさと

♪秀麗無比なる…で始まる秋田県民歌は、現大仙市大田町横
沢出身の倉田政嗣 (く らたまさつぐ)氏作詞の格調高い歌詞と
成田為三作由による重厚な曲想により、長野・山形とともに日
本三大県民歌と言われる名歌です。
戦後の復興を遂げる中で歴史に翻弄され、一時期県民歌が歌

われない時期がありましたが、時を超える名歌としてよみがえ
り、今では秋田県人の心のら、るさととして、戦前世代から若い
世代まで声高らかに歌われるようになりました。

文語調の歌詞は、現代の私たちにとって難解な部分もありま
すが、格調高い歌詞に込められた政嗣の秋田を愛する心情に思
いを寄せ、政嗣を偲びながら「秋田県民歌のふるさと」として
大田町の誇りとしながら歌い広め、末永く歌い継いでいきたい
ものです。

◆倉田政嗣
現大仙市大田町横沢出身。秋田市中通小学校訓導等教職

を歴任したが、病弱のため長い療養生活を送つた。その間
母校横沢小学校の校歌をはじめ数多くの校歌や応援歌を作
詞し、その文才を発揮している。県民歌当選の翌々年、39

歳の若さで病没。

（
脅春
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絡中纂『臨※県民歌 は4番 まであ ります。

□

仏画家 鈴木空如 (すずきくうにょ)

鈴木空如は明治6年 (1873)、 鈴木虎之助・フミの三男とし
て現大仙市大田町小神成に生まれ、本名を久治と言います。世
界文化遺産・法隆寺の金堂壁画を模写したことで世に知られて
います。
空如は、仏画によって生計を立てるというよりも仏画研究に

没頭していたため、生活は決して楽ではありませんでした。

空如の仏画には落款などの署名はありません。これは美術絵
画として制作したものではなく、仏画はあくまで信仰の対象で
あるという空如の一念の現れであると考えられます。

空如が仏画の模写に人生を掛けた理由。それは、空如自身が
明治・大正という時代を生き、7・ 8世紀に中国から伝来した法
隆寺金堂壁画に描かれた く仏〉たちや、9世紀に空海が中国か
ら持ち帰つた密教の図像に描かれた 〈仏〉たちが、失われてゆ
く現実と向き合い、そのことへの危機感と後世に伝えようとす
る使命感があったからではないでしょうか。空如はそれらの忘
れ去られてゆく 〈仏〉たちを一心にありのままに模写 し後世に
伝えようとしたのです。
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第 1号壁画 釈迦浄土図

第 11号壁画 普賢菩薩像



大仙市の見どこぢ

●全国花 l■a瞥緒大会

大曲地域で毎年8月 最終土
曜に開催 され、 「大曲の花
火」で親 しまれている、言
わず と知れた 日本三大花火
大会の一つ。内閣総理大臣
賞が与え られ るのは この大
会を含め2大会のみで、規模
、権威 ともに日本最大の花
火大会 となつています。昼
花火の競技大会が あるのは
この大会のみ。毎年 70万 人
を超える観客が訪れ 、夜空
に咲 く大輪の花 を楽 しみま
す。

◆線刻千手観音等鏡像 (国 宝 )

秋田県内唯―の国宝。中仙
地域にある水神社の御神体で
年1回 、毎年8月 17日 の祭典で
一般公開されます。

11世 紀末頃の白銅の鏡で、
蹴周多り (け りばり)と いう細
い線で千手観音を彫 り、その

周 りに観音八部衆などが線刻
されています。複製は中仙市
民会館「 ドンパル」に展示さ
れています。

◆唐松神社

協和地域で古来より安産と
子授けの神様として親 しまれ
ている神社。境内にある天日
宮 (あ めのひのみや)は 、秋
田物部氏が天地の神々を祀つ
たものといわれています。

樹齢300年 を超えるといわ
れる杉並木が並ぶ参道は圧巻
です。

境内を進むと下 り階段があ
り、それを降 りた先に本殿が
あります。これは全国的に見
ても珍 しい造 りです。

◆旧池田氏庭園

仙北地域の池田氏は明治中
頃から戦前まで高梨村長を務
め、東北三大地主として知ら
れています。旧池田氏庭園は
庭園としては県内で初めて国
の名勝に指定されました。

高さ4mを誇る大型の雪見灯
籠や洋館などが配置された庭
園内には四季折々の植物が咲
き誇 り、季節ごとにまったく
異なる風景を楽 しむことがで
きます。

鍾

◆神岡南外花火大会

毎年9月 14日 、神同地域の
神宮寺八幡神社の宵宮に中
川原コ ミュニテ ィ公園で開
催される花火大会。

大由の花火で毎年上位入
賞 している地元業者の競演
により、約6,500発 の花火が
秋の夜空 を華やかに彩 りま
す。家族や友達、恋人など
へのメッセ
ー ジを花火に添えて打ち上
げる 「メッセー ジ花火」も
あります。

◆田沢湖 (仙 北市)

瑠璃色の湖面とたつこ姫伝説に彩られ
る田沢湖は、水深4234mで 日本一の深さ
を誇つています。神秘的な雰囲気をたた
えた湖は、四季折々に表情豊かで、訪れ
る人々を楽しませてくれます。 ドライブ
やサイクリング、遊覧船など、様々な楽
しみ方があります。

◆秋田県立農業科学館
大曲地域にある、秋田の農

業が楽しく学べる施設。本館
展示室ではジオラマなどを使
い、農業の歴史やバイオテク
ノロジー等の先端技術につい
てわかりやすく紹介していま
す。

また、隣接する熱帯温室で
は様々な熱帯植物を観察でき
ます。広大な芝生の広場やバ

ラ園、果樹園、移築された曲
屋など、屋外の施設も充実し
ています。

◆刈和野の大綱引き

西仙北地域で毎年2月 10日
に行われる伝統行事。500年
以上の歴史があり、国重要無
形民俗文化財に指定されてい
ます。雄綱、雌綱ともその周
囲約22m。 重さ各約10t。

旧暦 1月 15日 の満月の夜、
古式にの つとつて綱が結 ば
れ、数千人による引き合いが
始まります。上町と下町に別
れて行われ、上町が勝てば米
の値段が上が り、下町が勝て
ば豊作と言い伝えられていま
す。

◆川を渡るばんでん

大曲地域で毎年2月 11日 に
行われる伝統行事。五穀豊穣
や家内安全、町内安全などを
願い、各町内から繰 り出した
若衆の持つ梵天が町内を回つ
たあと、一の鳥居をくぐり、
雄物川を渡 し舟で渡つて、対
岸に位置する伊豆山頂上の伊
豆山神社 を目指す ことか ら
「川を渡るばんでん」として
知られています。

川面に映る姿は幻想的で、
飾らない、素朴な美 しさを持
つ伝統行事となっています。

◆六郷の湧水群 (美郷町 )

古来から百清水とも言われてきた豊か

な清水の里 「六郷」。
コンコンと湧き出す清水、緑あら、れる

木々。木漏れ日がキラキラと水面を照ら
す、まさに自然からの贈 り物。そんな六
郷の街並みと湧水群をゆつくりと歩きな
がら味わつてください。

◆武家屋敷と角館の街並み (仙 北市 )

深い木立と重厚な屋敷構えが今もな
お藩政時代の面影を残す街である角館
は、東北の小京都 と呼ぶのにら、さわ し
い風情を町全体に漂わせた桜の名所 と

なつています。2kmに 及ぶ桜の トンネル
は、そぞろ歩 く人たちに北国の短い春
を満喫させます。

仙市周辺の



◆日帰り。宿泊プランとあわせて「農業体験メニ

ュー」「体験メニュー」 「レジャーメニュー」
の中からお好きなものを組み合わせて体験でき
ます。

◆滞在時間にあわせて、どれをチョイスするかは
あなた次第 ! でも詰め込みすぎには注意を !

◆各体験メニューは、基本的に

①3人から体験可能
l ②所要時間は約半日程度
|                ※メニューによつて異なります   .

l ③l体験につき一人2,000円

となっています。

◆申し込みは、原則3日前までにお願いします。

※時期や天候によって体験できないものがあります。
また、一部料金の異なるものがありますので、詳細に
ついてはご予約の際にお問い合わせください。

◆組み合わせ例
①宿泊あり (最寄駅まで無料送迎)

(1日 目)奥羽山荘着 (14:00)
→きりたんぼづくり (14:30～ 17:00)
→温泉・夕食・宿泊

(2日 目)そば打ち体験・昼食 (9:30～ 13:00)
→ウォーキング (14100～ 15100)
→温泉 →出発

②日帰 り
中里温泉着 (9100)
→稲刈 り体験 。昼食 (9:30～ 13100)→温泉
→ブルーベ リージャムづくり (14100～ 17:00)
→出発

◆団体割引 (10名 以上 )

少人数での体験のほか、学校や子ども会、老人
クラブなど、各種団体の体験も受け付けていま
す。
10名 以上の団体は、左記の通常料金からさらに

半額割引 (1,000円 )させていただきます。
詳しくはお問い合わせ ください。

(天候等によつて異なります )

:7月 ～明
(1〕

19月 ～‖月 囲～明啄 :通年可能
◆季節マークの 目安

.  :4月 ～6月農村体験メニユデ

田植え ～美味しいお米になぁれ～

お米づくりの基本「田植え」に挑
戦 !手植えはもちろん、日植え機の操
作も体験できます。楽しさと厳しさを
体感したら、あなたも「農業」に目覚
めるかもしれませんよ。

田植えのみの体験もできますし、稲
刈りとセットにした体験も可能です。
秋の稲刈りまで待てない l?

※稲刈り体験とセットの場合、刈り取
りの時期に合わせてこちらから連絡さ
せていただきます。

稲刈り～秋の稔りに感謝 !～      鍾#

黄金の稲穂が波打つ田んばで、稲刈
り体験をしてみませんか ?足腰が鍛え
られて、日頃の運動不足も解消できる
かも?

作業の合間には新米のおにぎりなど

もいただけますよ。
刈り取つた稲はこちらで乾燥などの

作業を行い、美味 しいお米にして皆さ
んのお手元にお届けします。ぜひ太田
の「稔 りの秋」を味わつてみてくださ
い。

意壕豪 |=ヽ 1

畑づくり～手間暇かけて～      爵

土づくりから種まき、収穫まで、畑
づくりの一連の作業を、地元の農家の

指導のもとで自分の手で行えます。土

や水の大切さも実感できます。

何を植えるかはあなた次第。苦労 し

て育てた野菜は美味 しさ格別ですよ !

種や苗もご用意できますので、ご予

約の際にお気軽にお申 し付 けくださ
い。

※時期によつてご用意できないものも
ありますので、あらかじめご了承くだ

さい。

季節の味覚収穫 &料理教室  ||

覚企T積擢漂騒億3ま写言折々
の「味

欠蜀
採れた野菜などは、その場で食べて

も美味 しいですが、地元のお母さん

シェフによる料理教室も開催 していま

す。
地元ならではの美味 しい食べ方を教

わつた り、普段あまり食べる機会のな
い食材などは下処理から調理まで、秘
伝の レシピ?を丁寧に教えてもらえま

す。

・収穫できるもの :枝豆、きゅうり、
茄子、 トマ ト、オクラ等々



農村体験メ■‐ニギ

きりたんぼづくり,～秋田といえばこれ!～

やつばり秋田の名物と言えば「きり
たんぽ」は外せない !

みんなでワイワイしながら炊き立て
のご飯をすり潰し、杉の木に上手に巻
いて形を作り、焼き目を付けたら完
成 !鶏肉、舞茸、セリ、ネギなど入れ
て煮込めば、秋田の味覚「きりたんぱ

Itti雌税糖繁

「

.■
勧め。夏の鍋も案外イケるかも?  壕=

※鍋にする場合は、別途材料費がかか
ります。

がっこ(お漬物)づくり～Leギ sポリポリ～ 之

秋田ではお漬物のことを方言で「が
つこ」と言います。その中でも大根の
漬物は「がっこ」の代表格です。

地域のお母さんに教えてもらいなが
ら、地元で採れた大根、きゅうり、茄
子、人参などのがっこづくりに挑戦。

ご飯のおともはもちろん、お茶うけ
やお酒のおつまみとしてもGOOD!

一度ポリポリ食べ始めたら止まらな
い !?

そば打ち～地元産そば粉100%!～    ヾ

地元で採れたそば粉を使つて、そば
打ち体験ができます。地域のそば打ち
名人 ?が 、こね方から切 り方、ゆで方
まで丁寧に教えます。

自分で打ったそばは格別 !太 さが違
うのも「味」のうち?
そばに含まれるルチンは、血液をき

れいにした り、血圧を下げる働きのほ
かに、糖尿病になりにくくしたり、心
臓病の予防やボケを防ぐ効果があると
言われています。古 く縄文時代から食
べられている日本の味をぜひ !

ブソレーベリージャムづくり～so sweet～

地元で採れたブルーベ リー を使 っ
て、ジャムづくりができます。

バンに塗っても良 し、ヨーグル トに
かけても良し。甘みを多くした り、酸
味をきかせた り、好みの味付けでオ リ
ジナルのジャムを作つてみよう !

ブルーベリーに含まれるアン トシア
ニンは、視覚機能の改善や花粉症の症
状改善、便秘の改善に効果があると言
われています。

ブルーベ リーを食べて健康生活を送
りましょう !

ピザ窯でつくる“本格"ピザ      嘲

手作りのピザ窯で、お店には売って 、lil:Ⅲ
いない自分だけのオ リジナル ピザを作

‐

つてみませんか ?
トッピングも好きな食材を好きなだ ,

け選べます !

少々焼きすぎて焦げ目が付いても、
それが手作りの面白いところ。本場イ
タリアにも負けない「ピザ職人」を目
芋旨そう !

ピザのほかにさつま芋をアルミホイ
ルにくるんで、焼きいもを作ることも
できますよ。

□

□

おやきづくり～故郷の素朴な味～    鎮

「おやき」と言えば信州の郷土食を
連想される方も多いと思いますが、秋
田にも「おやき」があるんです !

秋田のおやきはもち米の生地を使つ
て、中にあんこをいれるのが主流。昔
から家庭で手作りしてきた、ら、るさと
の味です。

こんがり焼き目を付けて、できたて
アツアツのおやきをほおばれば、優し
いあんこの味が口いっぱいに広がりま
すよ。

もちつき ～上手につけるかな?～     覇

今ではあまり見る機会が少なくなつ
た、音ながらの自と杵を使つて、地元
の名人たちの指導でもちつきを体験で
きます。
杵でつく人と、もちを返す人との呼

吸が大事 !ペ ッタンペッタンと小気味
よい音が聞こえてきたら、息が合つて
きた証拠かも?
つきたての柔らかいおもちは、あん

こやきな粉をまぶして食べると美味し
いですよ。



甘えつこ(甘酒)づくり～あったまるぅ～

秋田県南部では、甘酒のことを「甘
「えつこ」と呼んで、主に冬に飲まれて

います。
甘酒づくりつてなんだか難 しそうな

普
i[首言こJ慧][:」 :I[[i饂

畿跛翻 t

る豊富な栄養素が含まれていて、疲労
回復や美肌の効果があると言われてい

ます。
寒～い冬にホカホカの甘えつこを飲

んで、心も休も温まりましょう !
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山菜採り～滋味豊かな山の恵み～  |‐■

山菜は、緑黄野菜の乏しい雪国にとっ
てな くてはな らない貴重な食料で、
「おふ くろの味」として長い間伝承さ
れてきました。

地元の山菜採 り名人 ?の案内で、フ
キノ トウ (秋 田では「ばっきゃ」と言
います)、 ワラビ、ゼンマイ、ミズな
ど、秋田を代表する山菜の見分け方や
採 り方はもちろん、簡単な料理法や保
存方法なども紹介 します。

秋田の森の豊かさや大切さを感 じて
みませんか ?

雪国体験 ～北国の冬を体感～

見渡す限り真つ白な世界。雪でら、わ
ら、わ している足元。吐く息の白さ。雪
国は寒いだけじゃない !長い冬を楽 し
く過ごすための遊びやアイデアがいっ
ぱい。

かまくら、雪だるま、雪合戦など、
みんなで北国の冬を満喫。外は寒 くて
も、体はホッカホカになりますよ。

♪犬は喜び庭駆け回り♪に負けない

ゴ
「
呻

Ｔ
Ｔ

身皇せん象夕
なで雪の中を駆け回つて

澤計l調書1鐵ピ:鷺
～

わら細工 ～伝統の技を学ぼう～

お子さんでも比較的簡単に作れる、
本格的なわ ら細工を作 つてみません
か ?

太田を含む仙北地域は米どころであ
ることから、農家では稲作で出たわら
を使い、草履や籠など様々な生活用品
や民芸品などを作つていました。

現在は稲わらの調達もなかなか難 し
くなりましたが、わら細工は素朴で味
わい深いものがありますよ。

饉 ■

陶 芸 ～世界に一つだけの器を～     護奪

陶芸と言つて思い浮かべるのが、ろ
くろを回 し、土 を操 つて器 を制作す
る、あの姿ではないかと思います。実
際に土を思い通 りの形に仕上げるのは
難 しいと思いますが、地域の方の指導
で自分だけの器を作つてみませんか ?

ここ数年の陶芸ブームもあり、老若
男女問わず、陶芸ファンが多くなって
いるようです。自分だけの作品づくり
に集中す ることで、日頃の喧騒 を忘
れ、無になれますよ。

※出来上が った器は後 日お届 け しま
す。

◆太田の夏まつり (8月 )

太田を元気にする夏のイベントとし
て開催されており、歌や踊りそして枝
豆 PRイ ベントなど、元気になるプロ

グラムが次々と繰り広げられます。家
族連れや友人同士でゆっくり楽しめる
祭りです。

〆鷲 .三 ｀

太田の季節のイベント    lli :奏 で`

◆太田

通常の桜より見ごろが遅く、その
名のとおり黄色い花を咲かせるのが
特徴の黄桜。そんな黄桜と新緑の中
で行われるイベントが「黄桜まつり」
です。

てくてくウォーキングや地元産の
牛肉の販売、手打ちそばの出店など
各種イベントを開催しています。
バーベキュースペースもあります

ので、出店で買つたお肉をその場で
食べることもできます (七輪無料貸
出)。

華やかな黄桜と、清々しい新緑の
風をぜひご堪能ください。

毎年2月 の第3土 曜日に奥羽山荘西
側広場で開催される大田地域の冬の
伝統行事です。

雪中田植えや紙風船上げ、天筆焼
きなどを行い、無病息災や家内安
全、五穀豊穣を願います。

毎年約50個 の紙風船が冬の夜空に
舞い上がり、幻想的な光景を創り出
します。
ワラで作つた高さ10mの 「かまく

ら」に火をつけての天筆焼きは迫力
満点です。

Si瑠
t
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キャンプ ～いろんなアクティビティが盛りだくさん!～

緑豊かな太田の自然の中でキヤンプしてみませんか?川 遊びやなべつこなど、

田舎ならではの体験ができますよ !

◆横沢公園 … 炊事場、ガスコンロ、休憩所などの施設を備えていて、キヤン

プやピクニック等に最適です。また、大田スポーツパークに隣接しているので

キャンプのほか各種スポーツも楽しむことができます。

◆なべつこ … 自然の中で遊ぶだけでなく、みんなで鍋や食材を持ち寄つて、

野外で鍋を国んで食事を楽しむ、秋田ならではの食文化です。

※キャンプ道具は持参していただきますが、食材はこちらでご用意することがで

きますので、ご予約の際にご相談ください。 (天候により実施できない場合が

あります)

ウォーキング ～みんなでテクテク～    li
四季折々の彩りと数多くある滝の流

れとの調和が美しい川口渓谷には片道
5 75kmの なだらかなウォーキングコー

スが整備されており、森林浴や紅葉狩
りを楽しみながらのんびりと散策を楽
しむことができます。
普段の慌ただ しい生活から開放さ

れ、自然の素晴らしさを満喫してみま
せんか?

・利用料金はかかりませんが、インス

トラクターを付ける場合はお問い合わ
せください。

サイクリング ～チャリでGoOoOo!～   | ‐簸

奥羽山荘から真木関根まで約4 1km
のサイクリングロー ドが整備されてい

ます。春の新緑、秋の紅葉、季節によ
つて異なる表情を見せる大田の自然を
自分の足で感じてみませんか?
いい汗をかいたあとは、奥羽山荘の

温泉に入つてリフレッシュ !

※自転車は貸 し出しできます。   ■1.=

登 山 ～大自然の息吹を感じよう～

昨今、空前の登山ブームが訪れてい

ます。ここまで登山が流行つている背

景には、ス トレスの多い世相を反映 し

ているのかもしれません。
登山は心身の健康にとても良い効果

をもたらします。おいしい空気、見晴

らしの良い景色、日頃の運動不足の解

消、難易度の高い山の頂上を踏破 した

時に得られる言葉に表せない充実感と

達成感。インス トラクターの案内で、

皆さんも一度あの爽快感・達成感・充

実感を味わつてみませんか ?

現在、一部休止中

◆まつり「彩夏せんぼく」 (8月 )

◆国指定史跡「払田柵跡」

今から約1200年前の平安時代の初め

頃、国家がこの地の統一を進めるため

に造った、役所と軍事、儀式の役割を

持つたといわれる遺跡。隣接する総合

案内所では、アニメを交えた映像で払
田柵跡について知ることができます。

全国から新進気鋭の若手花火師を招

待 し、技術的に難 しいとされ る小玉

(4号 玉10発 、5号玉5発 )で 創造性の

高い新作花火を打ち上げ、その技術を

競うものです。一年で最も空気が澄む

時期で、花火本来の色と迫力を堪能で

きます。

払田柵外柵南門付近で行われるイ
ベント。

メインの平安行列では古代衣装に

身を包んだ人々による行列が1200年

前の歴史を現代に甦らせ、皆さんを
平安ロマンの世界へ誘います。花火
ショーでは花火が夜空を彩り、古代
史跡を見事に照らし出しま魂

♪ドン ドンパンパン～で始まる
「ドンバン節」発祥の地である中

仙地域で毎年8月 16日 に行われる

夏祭 り。
郷土芸能や民謡、踊 り、和太鼓

の共演を楽 しむことができます。

夏の夜、みんなで輪になつて ドン
パン節やロック ドンパンを心ゆ く

まで踊つた後は、花火ショーで締
めくくり l

◆南外民俗資料交流館

南外地域に伝わる貴重な資料をコ

ンパク トに収蔵した多目的施設。
国登録有形民俗文化財に指定され

た昔懐かしい「南外の仕事着」や農
具などの生活用具、昭和初頭の農作
業風景の写真などが展示されてお
り、地域の歴史文化に触れることが

できます。



中里温泉

季節ごとに彩りを変えるのどかな田園風景に国まれ、秋田杉の和のたたず
まいと現代様式のモダンさを取り入れた、落ち着きと安らぎを与えてくれる
温泉宿。

露天風呂、テレビ付高温電気式サウナ、打たせ湯などの設備が充実した
「新館大浴場」。秋田杉をら、んだんに利用した木の香りと温もりがあふれる
「ふるさと館浴場」。趣の異なつた2種類の空間を楽しめます。
また、自然の育んだ四季折々の旬のお料理は、風雅さと潤いにあふれてい

ます。

温 核

・料  金

・客 室 数
・住  所
・アクセス

:1泊 2食付 9,500円 (食事の内容は季節により異なります)

日帰り入浴 大人400円・子供200円

:和室8室
:大仙市大田町中里字新屋敷114
:秋田自動車道大曲ICか ら約35分 / 」R角館駅から車で約25分

/ 送迎あり (要予約)

: 0187-88-1471  //  F A X : 0187-88-1473
: http://www obako or 」p/OSr/

:osrOobako or 」p
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オススメ !

奥羽山脈か ら湧 き出る

水と、地元で とれ たお米

で造 つた 日本酒 「真木雪

華」です。口当た りもや

さしく、オンザロックで

も爛でも美味 しくいただ

けます。

りll口温泉 奥羽山荘

真木真昼県立自然公園の大自然の息吹に包まれた温泉施設。
周辺には国内屈指の広さを誇るグラウンド・ゴルフ場をはじめ、バーベキ

ューハウスや動物舎など各種施設が充実しているほか、真木、川口両渓谷探
勝、薬師岳や和賀岳などへの登山、大台スキー場などのスポーツ、レクリエ
ーションゾーンの拠点として最適な施設となつています。

また、ジブリの絵職人と呼ばれる大田町出身の美術監督である男鹿和雄氏
の作品が施設内に多数展示されており、そのモチーフとなつた緑豊かな景観
の中で、古き良き日を思い出させる田舎の休日を楽しめます。

1議
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・料  金

・客 室 数
・住  所
・アクセス

:1泊 2食付 9,500円 (食事の内容は季節により異なります )

日帰 り入浴 大人500円 ・子供250円

:和室20室
:大仙市大田町太田字惣行大谷地10-5

:秋田自動車道大曲 ICか ら約40分 / 」R角館駅から車で約30分
/ 送迎あり (要 予約 )

: 0187-88-1717  //  F A X : 0187-88-1726
: http://www ouu― moribo jp/
: infoOouu― morlbo 」p
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オススメ !

太田町出身の美術監督
である男鹿和雄氏が描い

た絵がラベルになってい

る地 ビール 「爺森」。
しつか りとした造 りの濃

厚な味わいが特徴です。

□

□

あか松庵

古き良き時代の民家 (曲 が り家 )

で再現 した温泉宿。

を「さし木造り」という伝統的建築様式

美しい自然景観に調和した曲がり家で、国炉裏がある空間に天然温泉、
の素材を使用した郷土料理を味わいながら過ごすことができます。

旬

囲炉裏端でゆつたりと語らいあうのもお勧め。また、日帰り休憩、宿泊、
宴会のほか、者F市 と農村を結ぶ交流の場、諸行事、体験学習の場としても幅
広くご利用いただけます。

また、コテージ感覚で自炊も可能な施設も隣接していますので、ご利用の

際はご相談ください。

1泊 2食付 13,000円 (食事の内容は季節により異なります)

1日 1組限定 (5名 ～15名 様まで)

大仙市大田町太田字惣行大谷地10-5

秋田自動車道大曲ICか ら約40分 / 」R角館駅から車で約30分
/ 送迎あり (要予約)

0187-88-1717  /′  F A X :0187-88-1726
http://www ouu―moribo jp/
infoOouu― moribo jp
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オススメ !

昔懐かしい囲炉裏を囲
んで仲間と語 り合うのも

良 し。ゆっくりと流れる

時間は、日頃の疲れを癒
して くれますよ。



次の施設は体験メニューには含まれていません。
ご利用の際は、利用 したい施設または宿泊される施設に直接お問い合わせ ください。

スキー

奥羽山荘のふもとにある大台スキー場は、
大曲、角館、横手のいずれからも非常にアク
セスしやすいスキー場です。

仙北平野を一望のもとに見渡すことができ、
趣向の違う様々なコースは初心者から上級者
まで楽 しめるほか、′卜さなお子さん達が安
心して遊べる「ちびつこゲレンデ」もありま
す。レンタルも充実しているので気軽にスキ
ーやスノーボー ドが楽しめます。

7色の光がゲレンデを照らし出す、県内一

の長さを誇る全長1 4kmのナイターもオスス
メです。また、雪像コンテス トや各種スキー
大会など、多くのイベントも開催されます。

近隣には「奥羽山荘」や「中里温泉」とい
つた温泉施設もあるので、スキー後にはゆつ
くり温泉につかつて温まるのもオススメです。

・問い合わせ先 :大仙市 大台スキー場
TEL 0187-89-1788

0オ ‐ルツ‐スン法uリ フト料金

手償

1回薔 (日 中、すイタ‐糞遭 ) 230Pl 150日 150円

11口 薔 (日 中、すイ収・・薫通) さ,ヽ 30R 1.500円 1,300円

さ,1い円 1,410円 1,`00円

4"饂爆(L予 想,t専用) 8,OSO円 1,200円

2,SSO円 1,S00円 1・ S00円

キ桜豪十イ
=‐

薔 さ,030円 1,S00円

すイ捩‐ミ疇鶴薔 1,S00円 S00円

ナイタ‐薔 a`OSO円 1,,00円 1,a00円

ミニいフト劇哺田沐 も00円

ス‐
|｀
‐シ‐■

'い
a,、 ,SO円 lS.450円

十イ想・・シース゛薔 1,,S00円

0し ンタル料金

底,

半日olサ イター

手慣 報
｝

セット S,500円 2,300円 2,310円

スキー振 1,:00円 1・ ,00円 2,000円 1,さ 00円

ブ‐ツ 1,t00円 1,000円 ,000円

ストッ, 500円 400円 400円

0,S00円 2,500円 1,S00円

ポード 2,S00円 1,700円 2,000円

1,S00円 1,a00円 1,200円 1`000円

セット 2,000円 0,000円

1.000円

le手  ●機
コ‐ヤル

,S00日 ■300円 t S00円 書S00円

●
`お

:ら tッ ト (ゥ ェァ十スキ‐(ポ ‐ドヽ十り,卜 ●ヽ

増 口orす イタ‐

手機
シニア

キ燎

,、 500円 S,010円 3,も 00円 ,、 S00円

□

□

グラウンド・ゴルフ         饉

(社 )日 本グラウンド・ゴルフ協会認定コースで、平日も汗を流
す人々でにぎわつています。毎年全国大会や東北大会が開催される
地として有名です。国内屈指の広さを誇る専用コースでのびのびと
プレーをお楽しみください。
また、敷地内には室内グラウンド・ゴルフ場もありますので、冬

でもプレーを楽しめます。

・問い合わせ先 :川 口温泉 奥羽山荘
TEL 0187-88-1717

概要

全面積 STヽ

コース面積 65T籠

コーR滋 通常 12コ ース

計 96ホ ール

1゙用 料金

場ヽ料 六人(中学生以上) S10円

子供 (′卜学生) 110円

議し用具 ,ラず 2∞円

ボー|ト 50円

,人用ltヽント lsm円

回

れんげつつじ エリア

国

あかまつ エリア

乗 馬

乗馬の最大の特徴は、運動神経は関係なく老若男女誰でも楽し
めるところです。

馬は体こそ大きいですが、とても優 しく臆病な動物です。日頃
たまつたス トレスも、馬の優しい目を見れば自然と癒されますよ。
また、ポニーとふれあうこともできますので、小さいお子さんで
も楽しめます。
ただ乗つているように見える乗馬ですが、実は全身の筋肉を動

かしています。ウエス トや太もものダイエット効果も期待できま
すよ !

・問い合わせ先 :ち つちやいもの倶楽部
代表 部長 男鹿 仁

TEL 0187-88-2268

渦を持って馬さ勲 ヽます

◆馬に煮る

円T 対象 主額

ぎ黙 も選を1周 5∞円

腱EI:46゛澪露) 員篤重直ヽ手入れ等 1学 生J■ 心身ともに健康な方 3SrtlR
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申込 日  平成  年  月  日

お名前・年齢・性別 ご連絡先住所

代
表
者

フリガナ 一Ｔ )

男・女

(  歳 )

電

話

自宅 (    )   一 FAX ( )

携帯 (    )   一 E―mall               @

人 数 名 (代 表者含む ) 男性 名 女性 名

同
伴
者

フリガナ フリガナ

男・女

(  歳 )

男・女

(  歳)

フリガナ

女

　

歳

男

フリガナ

女

　

歳

男

旅 程

到着 日 月  日 午前 日午後 時  分
体験 : 月  日 午前 日午後 時  分～

出発 日 月  日 午前 日午後 時  分
希望日

: 月  日 午前 日午後 時  分～

体
験
希
望
メ

ニ
ュ
ー

田植え 稲刈 り
田植え・稲刈り
(セ ット)

畑づ くり

季節の味覚収穫&
料理教室

きりたんぱづくり
がつこ (お 漬物 )

づくり
そば打ち

ピザづくり
ブルーベリージャム
づくり

おやきづくり もちつき

こつ
Ｈり

え
く

甘
づ

(甘酒 )

山菜採 り 雪国体験 わら細工

陶 芸 キャンプ ウォーキング サイクリング

登 山 ※希望するメニューに「○」を付けてください

宿 泊 有・無 中里温泉 奥羽山荘 あか松庵 その他 (      )

切
り
取
っ

て
お
使

い
く
だ
さ

い

【お申し込み方法 】

◆枠内をご記入ください。電話番号は、日中連絡がとれる番号をお書きください。
◆6名 以上のグループでお申し込みの場合は、申込書をコピーしてお使いください。
◆ご旅行の行程表などありましたら、申込書に添付していただければ幸いです。

○上記申込書にご記入の上、FAXまたは郵送にてお申し込みください。こちらで内容を確認させていただき、
講師との調整後、ご連絡させていただきます。講師や日程の都合等により、ご希望に添えない場合があります
ので、あらかじめご了承願います。

○お客様のご都合などで、ご旅行をキャンセルされる場合は、必ずご連絡ください。

【問い合わせ先 】




