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宮沢賢治 ［みやざわけんじ］
明治29年、岩手県花巻市生まれ。詩人、童話作家、教
師、科学者、宗教家など多彩な顔を持つ一方、農民の
生活向上を目指して羅須地人協会を設立。農業技術
指導、レコードコンサートの開催などの活動を行う
が、理想かなわぬまま37歳の若さで永眠。生前は、詩
集『春と修羅』、童話集『注文の多い料理店』（1924）
を残す。死後、徐々に多くの人に読まれるようになり、
現在は多くのファンに支持されている。

資料

ようこそ
イーハトーブ
花巻へ

広大な面積を持つ花巻市は、大きく４つのエリアに分けることができ
ます。「花巻」「大迫（おおはさま）」「石鳥谷（いしどりや）」「東和（とうわ）」。それぞれのエリ
アには、地域に根付く伝統文化やおいしい食べもの、そこにしかない風景があります。この
パンフレットでは、４つのエリアの個性とその楽しみ方をご紹介します。

花巻エリア 石鳥谷エリア大迫エリア 東和エリア

「イーハトーブ」とは、花巻市出身の宮沢賢治
が、岩手の美しい風景や自然をモチーフに名
付けたとされています。

花巻エリア

大迫エリア

石鳥谷エリア

東和エリア
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賢治に最もゆかりの
深い胡四王山周辺には
記念館をはじめとして
賢治関連の施設が多数。

　駅前には、宮沢賢治の作品「セロ弾き
のゴーシュ」を題材にしたレリーフが。碑
に近づくとセンサーが感知して、「星めぐ
りの歌（宮沢賢治作詞作曲）」と「トロイ
メライ（シューマン作曲）」のチェロ演奏
が流れます。

忘頼りになります！
ボランティアガイド

花巻のことなら、何でもおまかせ

　地元の歴史や自然・人物に詳しい花巻大好き人間が、
定番観光コースからまだあまり知られていないおす
すめスポットまで、花巻弁を交えながらユーモアたっ
ぷりにご案内！
 １人から団体まで対応可能で、ガイド日の前日まで受
け付けています。旅の思い出がより深く、印象深くな
るボランティアガイドとの花巻めぐり。気軽に利用して
くださいね。

■休 12月28日～1月3日  ■料 無料（交通費や食事などは実費負担）
☎0198-29-4522（（一社）花巻観光協会）

みやざわけんじきねんかん

胡四王山・ポランの広場
こしおうざん・ぽらんのひろば

胡四王山の傾斜を利用して作られた南斜花壇

〔胡四王山〕
　宮沢賢治記念館やイーハトーブ
館が建てられている山。賢治の手帳
に「経を埋めるべき山」と記述されて
いることから、賢治にとって最もゆか
りの深い山の一つであるとされてい
ます。賢治は胡四王を歌に詠んだほ
か、文語詩未定稿「丘」でも胡四王山
をとりあげています。

〔ポランの広場〕
　賢治の作品名から名付けられた広場。緑が多く不思議
な静けさに包まれている場所です。広場内にある南斜花
壇と日時計花壇は、賢治が設計したもの。当時は経済的、
技術的な理由で実現できませんでしたが、残された設計
図や手紙を元に復元されました。
■交 JR新花巻駅よりバスで２分、「賢治記念館口」バス停下車後
徒歩10分 マップP30,C-4

花巻
エリア
花巻
エリア
花巻
エリア

1982年、賢治の命日にあたる９月21日に
開館。全国から多くの人が訪れています

　2015年（平成27年）4月、32年ぶりに展
示をリニューアル。多彩なジャンルに及ぶ
宮沢賢治の世界との出会いの施設。スク
リーン映像や関係資料を5分野に分類し、
解説と作品に至る創作過程、最新の研究成
果などを展示紹介しています。
■営 8:30～17:00  ■休 12月28日～１月１日
☎0198-31-2319 ■交 JR新花巻駅よりバスで２分、
「賢治記念館口」バス停下車後徒歩10分
■料 一般350円、高校生・学生250円、小中学生
150円 マップP30,C-4

HANAMAKI

新花巻駅周辺
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　縄文式住居や古墳、城下町のようすや花巻人形など、縄文時代
から現代までの花巻地方の歴史や文化、暮らしを「考古」「歴史」
「美術・工芸」の三分野に分け展示、紹介。講座や体験学習会など
も開催し、楽しんで学習できる参加型博物館を目指しています。
■営 8:30～16:30  ■休 12月28日～１月１日（臨時休館あり） 
☎0198-32-1030  ■交 JR新花巻駅よりバスで２分、「賢治記念館口」バス
停下車後徒歩５分 ■料 一般350円、高校生・学生250円、小中学生150
円 マップP30,C-4

書籍からCD、絵本、研究書まで、賢治にまつわる
豊富な資料を購入できます
書籍からCD、絵本、研究書まで、賢治にまつわる
豊富な資料を購入できます
書籍からCD、絵本、研究書まで、賢治にまつわる
豊富な資料を購入できます

　宮沢賢治に関する
様々なジャンルの芸
術作品、研究論文を数
多く収集し、分かりや
すく整理・公開してい
る文学館です。誰でも
自由に賢治の世界に
触れることができま
す。また、賢治作品の
愛好者、研究者が集う
「宮沢賢治学会イーハ
トーブセンター」の本部でもあります。
■営 8:30～17:00（16：30までの入館〈通年〉）  ■休 12月28 日～１月１日
☎0198-31-2116 ■交 JR新花巻駅よりバスで２分、「賢治記念館口」バス停下
車後徒歩5分 ■料 無料 マップP30,C-4

宮沢賢治イーハトーブ館
みやざわけんじいーはとーぶかん

花巻新渡戸記念館
はなまきにとべきねんかん

　花巻城士の文武両道にわたる指導にあたるとともに、新田開発に情熱を
傾けた新渡戸一族の功績やゆかりの品々のほか、その子孫である新渡戸稲
造について紹介する記念館。「願はくはわれ太平洋の橋とならん」の信念の
もと、国際人として活躍した稲造のルーツを知ることができます。
■営 8:30～16:30  ■休 12月28日～１月１日  ☎0198-31-2120  ■交 JR新花巻駅より
バスで４分、「新渡戸記念館入口」バス停下車後徒歩３分 ■料 一般300円、小中高生
150円 マップP30,D-4

赤瓦、レンガタイル、土壁、しっくいなど、風土をモチーフにした素材を使った建物赤瓦、レンガタイル、土壁、しっくいなど、風土をモチーフにした素材を使った建物赤瓦、レンガタイル、土壁、しっくいなど、風土をモチーフにした素材を使った建物

工夫を凝らした展示で花巻市とその周辺を知ることができます工夫を凝らした展示で花巻市とその周辺を知ることができます工夫を凝らした展示で花巻市とその周辺を知ることができます

駅周辺詳細MAP P06へ

　賢治の童話の世界で楽しく遊ぶ「楽習」
施設。そのメインとなる「賢治の学校」は、
「宇宙」や「天空」「大地」など５つのゾーンに
分かれ、それぞれに映像や音を使った楽し
い仕掛けが。子どもはもちろん、大人も童
心に返って童話の世界を楽しめます。
■営 8:30～16:30  ■休 12月28日～１月１日
☎0198-31-2211  ■交 JR新花巻駅よりバス
２分、「賢治記念館口」バス停下車後徒歩３分 
■料 賢治の学校のみ有料:一般350円、高校生・
学生250円、小中学生150円 マップP30,C-4

宮沢賢治童話村・賢治の学校
みやざわけんじどうわむら・けんじのがっこう

童話の世界が広がる館内。屋外にはロ
グハウス展示施設「賢治の教室」も
童話の世界が広がる館内。屋外にはロ
グハウス展示施設「賢治の教室」も

花巻市博物館
はなまきしはくぶつかん
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花巻の入口には美しいオブジェや
夜空に浮かぶ銀河鉄道など
様々な見どころがあなたを待っている。

花巻駅周辺

未来都市銀河地球鉄道
みらいとしぎんがちきゅうてつどう

　高さ10m、長さ80mの擁壁に「銀河鉄道の夜」をイメージさせる幻想的な絵が
浮かび上がる、ロマンチックな人気スポットです。特殊塗料で描かれているため、
日中は白い輪郭しか見ることができません。見に行く
なら絶対、夜がおすすめ！
■営 日没～22：00
■交 JR花巻駅より徒歩3分
マップP30,C-4 

　小物、アクセサリーをはじめ、
賢治の作品をモチーフにしたオ
リジナルグッズを販売。２階は
喫茶室になっていて、毎週日曜
日の15時から、クラッシックや
ジャズのミニコンサートが開催
されています（入場無料）。 
■営 10:00～18:00  ■休 木曜
☎0198-22-7010  ■交 JR花巻駅より
徒歩３分 マップP30,D-4

林風舎
りんぷうしゃ
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地球鉄道壁画

銀河ポッポ 花巻城跡

風の鳴る林
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ビジターセンター

林風舎
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記念山車

賢治の広場

　花巻市上町の中心商店街にある、民家の蔵
を利用した観光案内施設。観光情報の提供の
ほか、お土産の販売をしています。
■営 9:00～18:00（11月～３月は17:30まで）
■休 年末年始 ☎0198-21-5353  ■交 JR花巻駅より徒歩
15分  マップP30,D-4

まちなか
ビジターセンター
まちなかびじたーせんたー

　慶長19年（1614）頃、花巻城の築城整備にあたり、
和賀二子城の大手門であったものを引き上げて移築し
たもの。三の丸搦手（からめて）である円城寺坂に作ら
れたことから「円城寺門」と名付けられました。戦後、現
在地に移転され、花巻城唯一の遺構として市の文化財
に指定されています。
☎0198-23-2030（鳥谷崎神社） ■交 JR花巻駅より徒歩15分
マップP30,D-4

円城寺門
えんじょうじもん

　地形に恵まれた城塞堅固な城。もとは南部氏以前の領主である稗貫氏の居城でしたが、豊臣秀吉の奥州仕
置によって天正19年（1591）に稗貫氏が滅ぶと、南部氏がこの地を領有し、花巻城となりました。本丸跡は公園
として整備され、西御門が復元されています。 　■■交 JR花巻駅より徒歩15分 マップP30,D-4

花巻城跡
はなまきじょうあと

公園周辺にも土塁や堀跡などが残り、往時の面影をしのぶことができます

風の鳴る林
　ＪＲ花巻駅前のロータリーに設置され
た、21本のステンレスポール。先端に風車
がついていて、風が吹くとくるくると回りま
す。8時15分、10時15分、12時以降は１時
間おき（正時）に、シンセサイザーアーティ
スト「姫神」が作ったオリジナルBGMが流
れます。 マップP30,D-4

銀河ポッポ
　花巻駅前にある「なはんプラザ（花巻
市定住交流センター）」の北側玄関に設
置されたからくり時計。宮沢賢治の童話
「銀河鉄道の夜」がモチーフになっていま
す。10時～22時の間に長針が12時をさ
すと、賢治作曲の「星めぐりのうた」をア
レンジしたメロディーともに、童話の登場
人物たちが現れます。 マップP30,D-4

花巻開町400年祭記念山車
　平成４年、花巻城代の北松斎による花巻開町400年
の記念事業として製作された山車。明治時代の屋形
山車を復元したものです。5月から11月の第2、第4日
曜日に公開しています。
■営10:00～16:00  マップP30,D-4

おもてなしス
ポット

「イーハトーブ童話の森」「軽便鉄道から銀河鉄
道へ」「賢治サイエンス」「花巻大正モダニズム」
といった展示を通して、賢治の作品世界や賢治
がいた時代の花巻を感じることができます。年
に1回リニューアルされる特別展示もお楽しみ
いただけます。
■営 9:00～18:30 ■休 要確認 ☎0198-24-0818（賢治
の広場） ■交 JR花巻駅より徒歩15分 マップ P30,D-4

賢 治 の 広 場

駅周辺詳細MAP
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　イギリス海岸を見下ろす高台に
ある休憩所。地元のお母さんたち
がボランティアで運営しています。
■営 10:00～15:00頃
■休 火曜、水曜、木曜（冬期間10月下旬
～4月上旬は休業）

無料お休み処 くるみの森

　「はくてふの停車場」は、賢治の小説「銀河鉄
道の夜」に出てくる停車場の名前。賢治ファン
に人気の観光スポットです。

はくてふの停車場

高村光太郎の書による「雨ニモマケズ」
の後半部が刻まれています
高村光太郎の書による「雨ニモマケズ」
の後半部が刻まれています
高村光太郎の書による「雨ニモマケズ」
の後半部が刻まれています

　賢治が農民に化学・土壌等の講義をした「羅須地
人協会」跡地に建つ詩碑。碑の文字は、高村光太郎
の書によるもの。賢治の命日である９月21日には、
賢治祭が開催され、詩の朗読や野外劇、座談会な
どが行われます。
☎0198-24-2111（花巻市観光課） ■交 JR花巻駅よ
りバスで12分、「賢治詩碑」バス停
下車後徒歩５分 マップP30,D-4

雨ニモマケズ詩碑・賢治祭
あめにもまけずしひ・けんじさい

賢治自耕の地（下ノ畑）
けんじじこうのち（したのはたけ）

イギリス海岸
いぎりすかいがん

桜地人館
さくらちじんかん

２棟が現在地に移築・保存されています２棟が現在地に移築・保存されています２棟が現在地に移築・保存されています

　天正19年（1591）の奥州仕置後も花
巻に残った浅野長政配下の同心が居住し
ていた家屋。現存する屋敷は江戸時代後
期に建てられたもの。藩政時代の同心屋
敷として価値が高く市の文化財に指定さ
れています。
■営 建物内の見学は要問合わせ
☎0198-24-2111（花巻市観光課）
■交 JR花巻駅よりバスで12分、「賢治詩碑」バス停下車後徒歩３分  マップP30,D-4

同心屋敷
どうしんやしき

　かつて羅須地人協会があった場所、「雨ニモマケズ詩碑」に隣接する
施設。館内には宮沢賢治をはじめ高村光太郎、萬鉄五郎、舟越保武など、
花巻や岩手にゆかりのある芸術家たちの遺品、作品を展示しています。
北上川のほとりへと降りて行けば、かの有名な「下ノ畑」があります。 
■営 9:00～16:00
■休 12月16日～３月14日
☎0198-23-6591
■交 JR花巻駅よりバスで12
分、「賢治詩碑」バス停下車
後徒歩３分
■料 一般350円、高校生250
円、小中学生200円
マップP30,D-4

　「羅須地人協会」
の黒板に書かれた
「下ノ畑ニ居リマス
　賢治」の文字。そ
れを指す場所がここ
「賢治自耕の地 ( 下
ノ畑 )」。今でも周辺
には畑が広がり、こ
こで作業をする賢治
の姿が浮かんでくる
ようです。

☎0198-24-2111（花巻市観光課） ■交 花巻駅より車で12分
マップP30,D-4

賢治
祭けんじ

さい

おもてなし
スポット

　賢治が「イギリスあたりの白亜の海
岸を歩いているような気がする」と
いって名付けた北上川の川岸。農学校
教師時代、賢治は生徒たちと一緒に、
しばしばここを訪れたといいます。現
在でも、渇水期には時折その姿を現す
ことがあります。
■交 ＪＲ新花巻駅よりバスで10分、「里川口」
バス停下車後徒歩15分 マップP30,C-4

現在は北上川水系のダム整備による河川
管理が進み、水位が下がらなくなったため、
泥岩層を見ることが難しくなっています。

07



　障がいのある人たちによ
る美術作品を中心に展示し
ている美術館。１階はギャラ
リーをはじめオリジナル
グッズを販売するショップ、
こだわりのメニューが評判
のカフェがあり、２階はアト
リエになっています。
■営 10:00～16:30
■休 水曜日、第4火曜日
☎0198-22-5057
■交 JR花巻駅より車で6分
■料 無料 マップ P30,C-3

るんびにい美術館
るんびにいびじゅつかん

　賢治が教師をしていた花巻
農学校跡につくられた公園。賢
治が愛したぎんどろの木が植
えられているほか、賢治の「早
春」の一節を刻んだ詩碑、「風の
又三郎」の石の像群（本郷新第
１回野外彫刻賞受賞作品）など
も設置されています。
☎0198-24-2111（花巻市観光課） 
■交 JR花巻駅よりバスで７分、「文化
会館前」バス停下車後徒歩５分
マップ P30,D-3

ぎんどろ公園
ぎんどろこうえん

　高村光太郎が1945年から約7年を過ごした山荘と、隣接する記念館。2015年
4月、記念館は全館リニューアル。展示室１では光太郎の代表作『手』『乙女の像・
中型試作』等の彫刻を展示。展示室２では光太郎の『書』『直筆原稿』、智恵子の
『紙絵』他、花巻での山居七年で遺された様々な資料を展示しています。 
■営 8:30～16:30  ■休 12月28日～1月3日 ☎0198-28-3012 ■交 JR花巻駅より車で30分  
■料 〈記念館入館料〉一般350円、高大学生250円、小中学生150円 〈高村山荘見学料〉一般
200円、小中高大学生150円  マップP30,D-2

高村山荘・高村光太郎記念館
たかむらさんそう・たかむらこうたろうきねんかん

宮沢賢治以外にも花巻を愛した偉人は多数。
またレジャーの基地や自然も豊富。

さらに足をのばせば…

　ＪＡいわて花巻の農産物直売所。
新鮮な農産物のほか、木工芸品や
クラフト品なども販売。地元の食材
を使ったひっつみや手打ちそばな
ど、手作りの風味をいかした料理が
味わえるレストランも大人気。
■営 9：00～18：00（12～2月は17：00まで）
■休 1月１日～４日 ☎0198-24-2914
■交 JR花巻駅より車で３分 マップ P30,C-3

母ちゃんハウスだぁすこ
かあちゃんはうすだぁすこ

　1926年、農学校を退職した賢治が農民たちを集めて農業技術や農業芸術論などを
講義するために設立。1928年に病気になるまで、賢治はこの建物で自炊生活をして
いました。1969年、現在地（県立花巻農業高等学校地内）に移築復元されました。
■営 要問い合わせ  ☎0198-26-3131（県立花巻農業高等学校）  ■交 JR新花巻駅より車で10分
マップP30,C-4

羅須地人協会
らすちじんきょうかい

玄関横の黒板には、賢治の筆跡を模した「下ノ 畑ニ 居リマス 賢治」の文字が

高村山荘

高村光太郎記念館
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　奥羽山脈の中腹にある高
さ83m、幅６mの滝。真下か
ら眺めると、まるで大空から
落下しているように見える
ため、この名が付いたと言わ
れています。ブナの原生林の
中にあり、さわやかに澄んだ
空気とすばらしい景観を楽
しめます。 
☎0198-24-2111（花巻市観光
課） ■交 JR花巻駅より車で60分 
駐車場から徒歩80分
マップP30,B-1

大空滝
おおそらたき

　円万寺観音山の頂上にあり、ここからの眺めはすばらしく、四季折々に美しい花
巻の風景が一望できるため、展望地としても人気。
☎0198-28-3361 ■交 JR花巻駅から車で17分 マップ P30,C-3

円万寺 観音堂
えんまんじ かんのんどう

花巻市を見下ろせる南の高台にあり、北上高地などを見ながら収穫
ができます。デラウェア、キャンベルなどが食べ放題です。
■営 9:00～16:00（閉園）  ■休 期間中無休  ■料 中学生以上800円、小学生600
円、幼児300円  ☎0198-23-6456  ■交 JR花巻駅よりバスで15分、「瀬畑口」バ
ス停下車後徒歩10分  マップP30,D-4

8月中旬～10月上旬

4代にわたってりんご栽培をしている果樹園。
■営 直売所「林檎屋」9月～3月  ■休 要確認  ■料 収穫体験は要確認 
☎0198-47-2143  ■交 JR新花巻駅より車で15分  マップP31,C-5

8月中旬～10月上旬

りんごの木オーナー制度もある果樹園。石鳥谷の恵みを堪能できます。
■営 ■休 要確認 ■料 りんごの木オーナー制度 1本 10,000円　収穫体験は要確認  
☎0198-47-2150  ■交 ＪＲ新花巻駅から車で12分  マップP30,C-4

9月中旬～11月上旬

自然の旨みを生かす電解水農法で育てられたいちごは、とても甘く
てジューシー。ハウス内はバリアフリー化されています。
■営 10:00～16:00  ■休 要確認  ■料 要確認  ☎0198-47-2819  ■交 JR新花巻駅
から車で８分 マップP31,C-5

12月上旬～６月下旬

「目に良い」とされるブルーベリー。有機肥料と木酢液による無農薬
有機栽培で育てられています。
■営 9:00～17:00（受付は16:00まで）  ■休 期間中無休  ■料 大人700円、小
学生以下500円、３歳以下無料。持ち帰り100gあたり200円
☎0198-24-4888  ■交 花巻南ICより車で３分  マップP30,C-3

７月上旬～８月上旬

おいしいモノいっぱい！
みんなで摘んじゃおう！

ワク
 ワク忘

記載内容について変更がある場合がございます。
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鹿踊（ししおどり）
岩手県指定・無形民俗文化財（春日流落合鹿踊）
■見どころ
9月第2土曜日を中日とする金・土・日曜
開催の「花巻まつり」。
※花巻温泉郷では有料で鹿踊をみること
ができます。（要予約）

太鼓を打ち鳴らし、鹿が舞い踊る！

鹿踊を見に行こう！
迫力満点！ 豪快かつ勇壮な郷土芸能

　地域の平安と悪霊の退散を祈願する舞、といわれる鹿踊。貴
重な民俗芸能として、岩手県の無形民俗文化財に指定されてい
ます。様式は「幕踊り」と「太鼓踊り」に大別されますが、花巻の鹿
踊の多くは「太鼓踊り系」。腹に太鼓を下げ、それぞれの踊り手が
歌をうたい、太鼓を打ち鳴らしながら踊るのが特徴です。装束
は、馬の黒い長毛をカシラのザイ（髪）とし、本物の鹿の角を立て
ます。背には腰差しのササラと呼ばれる竹を一対つけ、それが頭
上高くかかげられているのが印象的です。
　９月中旬に行われる「花巻まつり」では、県内の約30団体が一
堂に会し、それぞれに伝わる鹿踊を披露します。ササラを振り、太
鼓を打ち鳴らしながら、時にダイナミックに、時に繊細に舞う鹿踊。
機会があれば、ぜひ実際の踊りを体感してみてください。その勇
壮さ、美しさにきっと魅了されるはずです。

し し お ど り
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　1923年、創始者・金田一国士により開業した花巻温泉。広大で自然豊かな敷地
内には４つのホテル・旅館のほか、バラ園、茶室、カフェなどが点在しています。
　また、周辺には「 淵の滝」をはじめ、歴史ある神社や石碑があり、のんびりと散
策を楽しむことができます。ゆっくりと流れる時のなかで、心も体も癒されます。
■問 花巻温泉予約センター ☎0198-37-2111 マップP30,C-3

　敷地内に趣の異なるホテル・旅館４軒が点在する花巻温泉。泉質は単純温泉で、神経痛や関節
痛、冷え症などに効果があるとか。また、落ち着いたたたずまいが魅力の佳松園のお湯は、つるつ
るした肌ざわりで、神経痛、筋肉痛、美肌などに効果があるといわれています。

ホテル宿泊者は、３館をつなぐ連絡通路を使って「湯めぐり」が可能。岩風
呂をはじめ、檜風呂やバラ風呂、大浴場など、個性豊かなお風呂を楽しめ
ます。

「ホテル千秋閣」女子大浴場に
バラ風呂が登場（14時～21時
30分）。ぜいたくな気分が味わ
えます。

花巻温泉バ
ラ
の
魅
力
を
お
風
呂
で
も
満
喫

東北を代表する温泉旅館＆ホテル

はなまきおんせん

バラエティ豊かな
宿泊施設が点在する
いで湯の里でのんびり・
ゆったりしてみては

佳松園 ホテル千秋閣 ホテル花巻 ホテル紅葉館

花巻温泉郷花巻温泉郷
花巻温泉内にあるバラ園は、
全6種のオリジナル品種を含
む450種、6000株のバラが
咲き誇る東北屈指のバラ園。
そのバラが最も見ごろを迎え
る6月上旬から7月上旬に「バ
ラまつり」が開催されます。

花巻温泉
バラまつり
はなまきおんせんばらまつり

　宮沢賢治の作品となる場所から指定され
た国指定名勝「イーハトーブの風景地」のひ
とつ。岩床の表面を水が洗う美しい滝です。
賢治の作品「台川」にも登場しています。
■交 JR新花巻駅よりバスで20分、「花巻温泉」バス停
下車後徒歩3分　マップP30,C-3

花巻温泉の見どころ

忘

釜淵の滝

お好みで選べる一大温泉エリア

岩手の山海の幸や地場の旬の
食材を使った料理の数々が評
判の割烹旅館。客室は12部屋
とこぢんまりしており、ゆっくり
と過ごせます。
TEL.0198-27-2216

割烹旅館  廣 美 亭

かまぶち

　1200年前に発見されたといわれる、古い歴史を持つ温泉。温泉旅館、自炊旅館、日
帰り温泉が点在する。山あいの温泉街らしいひなびた雰囲気と、今も十数カ所の源泉
からこんこんと湧き出る効能豊かなお湯で、多くの人に愛されています。湯上がりには、
心地よい風に吹かれながら温泉街を散策してみるのも、風情があります。
■問 台温泉旅館案内所 ☎0198-27-2150 マップP30,C-3

4階建ての木造建築など、歴史のある台温泉には個性豊
かなたたずまいの旅館が点在しています。お湯の泉質や
効能も、それぞれ少しずつ違うといわれています。

台温泉
岩
手
屈
指
の
古
湯
を
散
策

温泉散策も楽しみたい

だいおんせん
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客室28室には全て渓流を望むように露天風呂が配されてお
り、贅沢な大人の時間が楽しめます。

　大自然と調和するシックな松倉温泉「悠の湯　風の季」。日本旅館の良さに花
巻らしい素朴さと接客の温かさが加わり、利用者からも好評です。温泉は源泉
100％掛け流しで、心身共に癒されます。また、食事も充実しており、見事な会席膳
とオープンキッチンから運ばれるできたての料理が自慢です。
■問 悠の湯 風の季 ☎0198-38-1125 マップP30,C-2

　ホテル志戸平の温水プール「アクアランド
PALPAL」。屋内外ふたつのプールは、なんと全
長90ｍを超えるウォータースライダーでつな
がっています。子供から大人まで楽しめる、ウォー
ターアミューズメントです。

木の温もりを感じるシックなロビー。アットホームな接客も評判を呼んでいます。

松倉温泉

大自然と調和する
シックな日本旅館

す
べ
て
の
お
風
呂
に

入
れ
る
か
な
？

風のささやきは自然が奏でるおもてなし

まつくらおんせん

温泉界のワンダーランド

しどたいらおんせん

　ホテル志戸平のお風呂の総面積は、なんと605坪で、3つの源泉と20種類のお
風呂が楽しめます。25mもの大浴場やヒノキ風呂、渓谷美を眺めながら入る露天
風呂、家族水入らずで楽しめる貸切り風呂など、思う存分湯めぐりを堪能できま
す。游泉志だては、すべての客室に露天風呂が配されており、贅沢な大人の時
間を楽しむことができます。
■問 ホテル志戸平 ☎0198-25-2011（8:00～19:00） マップP30,C-2
■問 游泉志だて ☎0198-25-3939

志戸平温泉

※ウォータースライダーは夏期のみの営業です。

源泉掛け流しの温泉を満喫できる入浴施設。男女と
もに内湯と露天風呂を完備。

緑豊かな自然と川のせせらぎ、鳥のさえずりも楽しめる
露天風呂、渓谷美を楽しみながら入れるサウナなど、そ
れぞれに趣向をこらしたお風呂が20種類もあります。
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別邸 楓 美里の湯
「五徳の宝玉」翡翠を総張りにした湯船で翡翠パ
ワーを体に貯めこんでください。

明るく開放的なティーラウンジも
あり、ゆったりと時を過ごせます。

閑
静
な
川
沿
い
の
名
湯 渡り温泉の泉質は、低張性弱アルカリ性高温泉。神経痛や関節痛、冷え症などに効

果があるといわれています。森の豊かな緑と温かいお湯に包まれて、心と体の疲れ
がほぐれていきます。

　森に包まれた閑静なロケーションにある渡り温泉。ふたつの宿泊施設に、本格
エステサロンも備わり、女性客に人気です。広 と々した露天風呂のほか、翡翠を総
張りにした翡翠風呂、貸し切り風呂、ジェットバスなどがあり、緑豊かな自然と温泉
を堪能できます。宿泊はもちろんのこと、日帰りで旬の山海の幸と温泉を楽しむ「ご
昼食付き日帰りプラン」もおすすめです。
■問 渡り温泉予約センター ☎0198-25-2110 マップP30,C-2

渡り温泉
女性に人気の素敵な温泉

わたりおんせん

　懐かしい風情を残す「菊水舘」、近代的な純和風宿「山水閣」、昔ながらの「湯
治屋」という３つの宿を持つ大沢温泉。川に面した混浴露天風呂「大沢の湯」が
有名です。宮沢賢治は小さい頃から幾度となくここを訪れたといい、また、花巻で
７年間を過ごした高村光太郎は、大沢温泉の湯を「本当の温泉の味がする」と評
しました。
■問 大沢温泉 ☎0198-25-2021 マップP30,C-2

大沢温泉名物の混浴露天風呂「大沢の湯」のほか、大浴場や貸
し切り風呂など７つのお風呂があります。

大沢温泉

レトロな
湯治屋も必見

高村光太郎が愛した人気の温泉

おおさわおんせん

懐かしい雰囲気そのままの売店や客
室、共同炊事場など、まるでタイムス
リップしたような気分を味わえます。

ひすい

　昭和のレトロな品々が5万点も展示さ
れている昭和資料館。駄菓子屋やレコー
ド店といった昭和のお店を再現した展示
となっており、昭和を知る人・知らない人
ともに楽しめるものとなっています。
☎0198-29-4919 ■休 火曜日（祭日の場合翌
日休）、年末年始 ■交 JR花巻駅よりバスで27分、
「山の駅 昭和の学校前」バス停下車後徒歩1分
マップP30、C-2

山の駅 昭和の学校
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昭和16年に建てられた、総ケヤキ造り、３階建ての本
館。客室の造り、黒光りする階段に、歴史の重みが感じ
られます。

とよさわ乃湯　大露天風呂は、男女合わせて50畳もの広さを持つ大浴場

日本一深い白噴岩風呂「白猿の湯」が名物

星空またたく露天風呂を満喫

風情ある温泉を
時間をかけ味わう

料理長が腕を振るう自慢の料理は、
旬のおいしさがたっぷり。地物野菜
やお米、山菜、キノコなどのほか、海
の幸も堪能できます。

売店では、自炊に必要な食料品か
ら、雑貨・お土産まで揃います。お
話好きの「名物おばあさん」とのふ
れあいも楽しみ

山の神温泉自慢の料理は、地元産高級食材
や旬の食材を堪能できるコースのほか、岩
魚や新鮮な海の幸などを炙っていただく炉
端焼きも人気です。

エントランス前に広がる本格イングリッシュガーデン

　花巻温泉郷の中でも、少し奥まったところに位置する山の神温泉。湯の花が咲
くとろみのあるお湯を、掛け流しで楽しめると人気の温泉です。大きな露天風呂に
つかりながら、清流のせせらぎを楽しみ、夜には宮沢賢治が愛した花巻の星空も
堪能できます。天井高く開放的な内風呂もおすすめ。地元産ブランド肉や海の幸
をふんだんに使った料理も好評です。
■問 山の神温泉優香苑 ☎0198-38-5526 マップP30,C-2

山の神温泉
湯の花さく天然温泉掛け流し

やまのかみおんせん

　今から600年程前、１匹の白猿が手足の傷を癒しているのを見つけたのがはじ
まりと伝えられる鉛温泉。泉質の異なる５つの源泉を持つこの温泉の名物は、何と
いっても深さ1.25mの「白猿（しろざる）の湯」。立って入ることで全身にまんべんな
く湯圧がかかり、循環器系を整え、血行を促進してくれます。基本的には混浴です
が、女性専用の時間帯も設けられています。
■問 鉛温泉藤三旅館 ☎0198-25-2311 マップP30,C-2

鉛温泉
立って入るお風呂が有名な温泉

なまりおんせん

格調高い和風建築と、緑深い山の
風景がマッチ。ロビーや客室の見事
な格天井もみどころ

2015年にオープンした別邸「心の
刻 十三月」は全室スイートルー
ム、欧米ホテルのプライバシーを
重視したサービスに、名湯「鉛温
泉」の源泉100％掛け流しの露天
風呂を設置しています。
■問 鉛温泉 心の刻 十三月
☎0198-29-6222
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天候により目の前の窓がすべてオープンとなる、半露天の内風
呂。ほかにも腰掛け湯や立ち湯、陶器風呂、岩露天風呂がありま
す。おいしいと評判の料理は「和膳スタイル」とハーフバイキング
の「かまどスタイル」から選べます。

湯・味・人…すべてが自慢の温泉

　２つの源泉を３つの大浴場、合計１７の湯船で楽しむことができる新鉛温泉。ど
ちらも「飲める温泉」で、糖尿病、痛風、便秘などに効果ありと、リピーターも多数。
個性豊かな浴場のほか、貸し切り風呂、岩盤浴、アロマエステもあり、温泉をとこと
ん堪能したい人におすすめです。名物の『お祭り広場』では、鹿踊や鬼剣舞など
のイベントが毎晩催されます。
■問 新鉛温泉愛隣館 ☎0198-25-2341 マップP30,B-2

新鉛温泉
リピーターに愛される料理自慢の温泉

しんなまりおんせん

　芝生広場やゴルフ場、運動広場など約100haもの広大な敷地面積を持つ花巻
広域公園内に位置する温泉。地下1300ｍから湧く温泉は「万寿の湯」と呼ばれ、
くせのない良質な低張性アルカリ性高温泉です。大きな内湯のほかに、露天風呂
もあり、豊かな自然を眺めながら入浴が楽しめます。地元の利用客も多く、家族で
の散策やさまざまなスポーツでの汗を洗い流すのに最適です。
■問 ホテル銀河パークはなまき ☎0198-27-2811 マップP30,C-3

金矢温泉
広大な公園内に位置するのびやかな温泉

かなやおんせん

「南部の湯」「森の湯」「川の湯」といったコンセプトの異なる大
浴場には、７つの内風呂と10の露天風呂が。男湯、女湯は時
間帯により入れ替わるため、すべてのお風呂を楽しめます。

　花巻南温泉峡・鉛温泉に隣接するスキー場。総
延長3.7km、5本のコースで初級者から上級者ま
で楽しめます。スキーのあとは、ゆったりと温泉を
楽しめるのも魅力。
■休 12月～3月のみ営業  ☎0198-25-2711
■交 JR花巻駅よりバスで32分、「スキー場前」バス停下車後
徒歩３分　マップP30,C-2

忘

肌に優しい温泉でゆったり

　岩手県で最初に計画された大規模公園。園内は、
多目的に利用できる「イベントゾーン」のほか、「ゴ
ルフ」、「運動」、自然を満喫できる「現況保有林」、「水
と芝生」などに分けられ四季を通じて利用できるよ
うにしています。
☎0198-27-3586  ■交 花巻ICより車で20分
マップP30,C-3

県立花巻広域公園
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　意外と広い花巻市。あれもこれも見に行きたいけど、その度にバスやタクシーを使うのは時間もお金もかかり、非効
率的…。そんな時利用したいのが「どんぐりとやまねこ号」。市内のあちこちに点在する観光スポットを、格安で巡れる
ツアーです。賢治が生きた、大正時代を思わせるレトロなジャンボタクシーで市内でぐるぐる。
　ツアーコースは、半日コース２種類と、そのふたつを併せた１日コース。毎月第２日曜日の「神楽の日」には「神楽号」
も運行します。花巻の見どころをかわいいタクシーで楽々、お得に巡れるツアーです。花巻温泉郷の各ホテル・旅館
からご乗車可能です（一部を除＜）。花巻観光のオプションとして、ぜひご利用＜ださい。
◎コースは季節によって異なりますのでお問い合わせください。
〔お問い合わせ先〕 花巻観光協会　☎0198-29-4522　URL http://www.kanko-hanamaki.ne.jp

16



ブドウ畑が広がる
ワインの里が大迫地区。
早池峰山の麓を
味めぐりと一緒に
楽しんでみては。

大迫エリア大迫エリア大迫エリア
OOHASAMA

　童話「猫の事務所」のモデルといわれる
旧稗貫郡役所を復元した展示館。早池峰と
賢治にかかわる作品紹介、賢治が常宿とし
ていた旧石川旅館の部屋再現、風の又三郎
の舞台といわれる猫山のモリブデン鉱石な
どを展示しています。 
■営 9:00～16:30  ■休 12月29日～１月４日
☎0198-48-2070 ■交 JR新花巻駅より車で20分
マップP31,C-6

早池峰と賢治の展示館
はやちねとけんじのてんじかん

　大迫の歴史と風土、ワイン作りの工程を
ビデオで紹介するほか、売店ではエーデル
ワインの通常製品や限定商品、ワインのお
菓子、地元産チーズなどを販売。無料試飲
コーナーもあります。ワインのビン詰・醸
造・樽熟庫の見学も可能。 平成28年テイス
ティングルームオープン。
■営 特別期間（5/1～10/31）9:00～17:00
通常9：00～16：30  ■休 年末年始
☎0198-48-3200  ■交 ＪＲ新花巻駅より車で20分 
マップP31,B-6

ワインシャトー大迫
わいんしゃとーおおはさま

　吹きガラスやトンボ玉、サンドブラストなどのガラス体験ができま
す(有料)。メニューによっては３歳から体験可能。ショップでもさまざま
なガラス製品が購入できます。体験メニューは事前に確認・予約を。 
■営 9:00～17:00  ■休 火曜日（祝日は営業）、年末年始 ☎0198-48-3009
■交 ＪＲ新花巻駅より車で20分  マップP31,B-6

ガラス体験工房 森のくに
がらすたいけんこうぼう もりのくに

大迫エリア大迫エリア大迫エリア

レストランベルンドルフ
れすとらんべるんどるふ

　ワインと地元の味を満喫で
きるヨーロッパ風レストラン。
くつろいだ雰囲気の中でシェ
フが腕によりをかけたメニュー
の数々を堪能できます。
■営 11:00～15:00（14：30ラスト
オーダー）17：00～21：00（フード
ラストオーダー 20：00、ドリンクラ
ストオーダー20：30）
■休 火曜日 要確認
☎0198-48-2155
■交 ＪＲ新花巻駅より車で20分
マップP31,B-6
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毎年９月第3日曜日、ワインと
ぶどうの産地・大迫で開催さ
れるイベント。大迫産のワイン
を堪能できるほか、「全日本ぶ
どう大食い大会」、「ジャンボワ
インゼリー早食い大会」、ワイ
ン娘による「ぶどう踏み」など多
彩な催しがおこなわれます。

ワイン
まつり
わいんまつり
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高山植物ガイド（早池峰山固有種）

ナンブトラノオ［タデ科］
花期は７月～８月。遅いものでは９月に入って咲
くものもあります。高山帯下部から山頂付近の
広範囲で草地や礫地に自生。草丈は20センチ
ほどで、先端に「虎の尾」の由来となったピンク
の小花を多数つけます。

ハヤチネウスユキソウ［キク科］
早池峰山の象徴ともいうべき本山固有種。花
期は７月～８月で、高山帯中腹付近から現われ
始めます。白毛で白く見える葉を薄く積もった
雪にたとえて「薄雪草」と名付けられました。

ナンブトウウチソウ［バラ科］
花期は７月～８月。高山帯南斜面の草地や瓦礫
地で多く見られ、美しい淡紅紫色の花を穂状に
密集。「トウウチ（唐打）」とは昔中国から渡来し
た打紐のことで、花穂の形状がそれに似ている
ことから名づけられました。

早池峰山にはほかにもこんな固有種が
ヒメコザクラ…日本産のサクラソウの仲間では
いちばん小さく、花径は1cm程度。６月初旬か
ら中旬に見ごろを迎えます。

5月中旬 県道25号線冬期車両通行止解除
6月第2日曜 早池峰山（早池峰国定公園）山開き
 ～8月第1日曜まで、土日祝日にシャトル
 バス運行
11月中旬 県道25号線冬期車両通行止

標高 1917mの霊峰に
ここでしか見られない
貴重な植物を求めて

例大祭
れいたいさい

　おみこしの渡御、山伏たちに先導された40体余りの権現様
のお通り、童子らによる神楽の披露のほか、国の重要無形民俗
文化財に指定されている早池峰神楽が奉納される。前夜には
神楽殿で岳・大償の両神楽を６時間にわたり奉納する。
【開催日】7/31宵宮 17：00～23：00、8/1例大祭 10：00～16：00

　早池峰山の登山口岳集落にある神社。大同２年
（807）、藤原鎌足の子孫、兵部卿成房が早池峰山頂に祠
を建立したのが始まりといわれます。現存する本殿に
は軸組や軒回りの彫刻・装飾などに慶長期（江戸時代初
期）の堅実な手法が残されており、県の有形文化財に指
定されています。  
■交 JR新花巻駅より車で50分　マップP31,B-7

早池峰神社
はやちねじんじゃ

山の暦

 河原の坊コース
河原の坊Ⓟ→（3時間）→頂上
頂上→（2時間）→河原の坊Ⓟ
正面からの直登コース。距離では一番短いが
傾斜はきつい。
※山道一部崩落のため通行止め。復旧のめど
　は未定。（平成29年5月現在）

 小田越コース
河原の坊Ⓟ→（50分）→小田越→（2時間半）
→頂上
頂上→（1時間半）→小田越→（40分）→河原の
坊Ⓟ
団体登山客などに親しまれているコース。1合目
辺りから高山帯となり、夏山シーズンは高山植
物が咲き誇る。

左記の一般的なルートのほか、
途中笹ヤブなどがある鶏頭山
コース、早池峰、中岳、鶏頭山
登山の健脚向け三山縦走コー
スがあります。
※早池峰山では交通渋滞の
緩和のため、6月中旬～8月上
旬の土・日曜、祝日にマイカー
規制を行っています。早池峰山
登山口まではシャトルバスを利
用することになりますので、事前
に確認のうえお出かけください。

早池峰山の主な登山コース
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HAYACHINEKAGURAHAYACHINEKAGURA

500年以上もの歴史を伝える
ユネスコ無形文化遺産の

早池峰神楽
その神々しい
舞をご覧あれ

　早池峰岳神楽が伝承されてきた歴史を神楽道具や映像資料などで
紹介する施設。神楽の練習や公演のための舞台を備えます。見学日要
問い合わせ　■営 9:30～16:00  ■休 月曜、11月 1日～4月 30日  ■交 JR 新花
巻駅より車で50分　■料 大学生・一般210円、中学生・高校生100円、小学
生50円　☎０１９８-45-1311（石鳥谷総合支所 文化財課）  マップP31,B-7

　豊かな自然と風土が育ん
だ『早池峰』の文化をテーマ
に、早池峰山の自然や、早池
峰神楽、太古の人々の暮らし
ぶりなど、わかりやすく豊富
な展示資料で紹介します。

■営 9:00～17:00（16:30までに入館）  ■休 12月28日～１月3日
☎０１９８-２９-４５６７　■交 JR新花巻駅より車で20分
■料 一般200円、小中高生100円　マップP31,C-6

　「大償神楽舞初め」「大償神楽春の舞」
「大償神社例大祭」「大償神楽舞納め」な
どを鑑賞できます。
☎0198-48-2111（大迫総合支所）
■交 JR新花巻駅より車で45分 マップP31,B-6

　霊峰早池峰山山麓にある二つの神社、早池峰神社
と大償神社への奉納神楽として、それぞれ伝わる
「岳神楽」「大償神楽」。早池峰山を霊場とする修験山
伏たちによって代々受け継がれ、少なくとも500年
以上の歴史があると言われています。
　表裏一体をなしているとされる両神楽は、早池峰
神楽として国指定重要無形民俗文化財第1号指定及
びユネスコ無形文化遺産に登録されています。

花巻市総合文化財センター
はなまきしそうごうぶんかざいせんたー

早池峯岳神楽伝承館
（大迫郷土文化保存伝習館）はやちねたけかぐらでんしょうかん

神楽の館
かぐらのやかた

大償神楽舞初め
　　1月2日 ……………… 神楽の館
岳神楽舞初め
　　1月3日 ………早池峰神社参集殿
大償神楽春の舞
　　4月下旬 ……………… 神楽の館
早池峰神社例大祭宵宮
　　7月31日 …………… 早池峰神社
早池峰神社例大祭
　　8月1日 …………… 早池峰神社
大償神社例大祭
　　9月中旬 ……………… 神楽の館
早池峰神社年越祭
　　12月17日 ……早池峰神社参集殿
大償神楽舞納め
　　12月第3日曜日 ……… 神楽の館

神楽暦

【
岳
神
楽
】

【
岳
神
楽
】

【
大
償
神
楽
】

【
大
償
神
楽
】

毎月第2日曜日は『神楽の日』
会場：花巻市大迫交流活性化センター
　　 （早池峰ホール）

（1・8・12月を除く）

 毎月第２日曜日を「神楽の日」として、花巻市
大迫交流活性化センター（早池峰ホール）を会
場に、岳（たけ）神楽・大償（おおつぐない）神楽、
八木巻（やきまき）神楽の３つが月替わりで公
演。神々しい舞を間近で観ることができます。
開場10:00～、開演11:00、閉演15:00頃（12:00～13:00は
休憩）入場料／1,000円（当日）、800円（前売）
☎0198-48-2111（大迫神楽の日実行委員会：花巻市
大迫総合支所内）
■交 JR新花巻駅より車で20分　マップP31,C-6

忘
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　南部の酒造りの歴史
を物語る酒造用具を収
納・展示している資料
館。そのうち1788点は
国の重要文化財指定で
す。酒造工程の紹介や、
町内から出土した縄文
土器、全国でも珍しい
熊の土偶、傘形訴状な
どの古文書なども展示
しています。 
■営 8:30～16:30 ■休 12月
29日～１月１日　☎0198-45-4513
■交 JR石鳥谷駅より車で5分　■■料 一般250円、高校・大学生200円、小中学生150円　
マップP30,B-4

石鳥谷歴史民俗資料館
いしどりやれきしみんぞくしりょうかん

　道の駅石鳥谷の一角
に立つ杉玉のモニュメ
ントが印象的な物産
館。地元の石鳥谷はも
ちろん、県内各地から
集めた数々の日本酒の
試飲・販売や、酒まん
じゅう、酒ケーキ、酒麹
など酒にまつわる商品
が購入できます。
■営 9:00～17:30（通年）
■休 12月31日～1月1日
（臨時休業あり）
☎0198-45-6868　■■交 JR石鳥谷駅より車で5分　マップP30,B-4

酒匠館
さかしょうかん

南部地方の酒造りの歴史がわかります

石鳥谷周辺は
日本三大杜氏の

南部杜氏のふるさと。
豊かな自然の体感と
大地の恵みを味わう
素敵な旅に出会う。

ISHIDORIYA

日本三大杜氏『南部杜氏』
　南部杜氏は、越後杜氏、丹波杜氏とならび、日本三大杜氏に数えられる洗練
された酒造りの技を受け継ぐ職人たちです。
　石鳥谷は「南部杜氏のふるさと」として、藩政時代より南部の酒造り330年
余の歴史を担いつづけてきました。

石鳥谷
エリア
石鳥谷
エリア
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　「今・学ぶ、先人の想
いと知恵」をテーマ
に、石鳥谷地域の農業
や行事などの農村文
化を紹介。昭和初期の
ものを中心に、当時使
われていた農具や生
活用具に触れること
ができます。南部杜氏
と稲作・農村文化との
深い関わりを知るこ
とができる施設です。 
■営 8:30～16:30  ■休 12月29日～１月１日  ☎0198-45-6566　■交 JR石鳥谷駅より車で5
分　■■料 一般250円、高校・大学生200円、小中学生150円　マップP30,B-4

石鳥谷農業伝承館
いしどりやのうぎょうでんしょうかん

道の駅「石鳥谷」南部杜氏の里
　酒箒（杉玉）を飾ったシンボルタワーが目印の道の駅「石鳥谷」南部杜
氏の里は、酒蔵をイメージした建物が緑の木立を背に立ち並ぶ憩いの
場。敷地内には物産センターや南部杜氏伝承館、食堂のほか、パークゴル
フ場、図書館などがあり、地域の情報を提供しています。

たろし滝 
忘

　葛丸川に注ぐ沢水が山の中腹で
凍りついてできる大氷柱。地元の
人たちは昔からこの氷柱の太さで
その年の作柄を占い、太ければ豊
作なのだとか。約700年続く伝統
行事で、毎年２月11日に測定会が
行われます。  マップP30,B-3

　奥羽山脈の山懐から６kmにわたり
流れる渓流。名勝・一の滝や三ツ鞍があ
り、四季を通じて美しい景観を楽しめ
ます。バードウオッチングや森林浴・渓
流釣り・紅葉狩りに最適です。 
■■交 JR石鳥谷駅より車で15分
マップP30,B-3

　効能豊かなアルカリ性高温泉は、マイ
ナスイオンがいっぱいの琥珀色。皮膚病
や婦人病、高血圧症に効果があるといわ
れています。自慢のウォーターベッド
マッサージも魅力。
■営 10:00～21:00  ■休 3月・9月の第3水曜日
☎0198-45-6789  ■交 JR石鳥谷駅より車で
20分  マップP30,B-3

葛丸川渓流
くずまるがわけいりゅう

ひまわり温泉 ぎんがの湯
ひまわりおんせん ぎんがのゆ

忘

　杜氏とは、酒造りの職人で、一つの酒蔵で働く職人集団の頭領のこと。ここ
は酒造りの伝統文化を保存・伝承する施設。直径約２ｍの酒仕込み用おけや
各種酒造用具をはじめ、酒造りにまつわる蔵内行事のミニチュアなども展示
しています。■営 8:30～16:30  ■休 12月29日～１月１日  ☎0198-45-6880　■交 JR石鳥谷
駅より車で5分　■■料 一般400円、高校・大学生250円、小中学生200円  マップP30,B-4

南部杜氏伝承館
なんぶとうじでんしょうかん

古くから伝わる酒蔵を解体・復元した土蔵造りの建物

　とろりとした手触りが自慢の温泉に
加え、新たにその湯に炭酸を溶け込ませ
た炭酸浴も用意。アルカリ性と酸性の２
つの湯が楽しめます。宿泊もできます。
■営 10:00～20:00（日帰り利用）  ■休 年2回メン
テナンスあり（不定）　☎0198-46-1212
■交 JR石鳥谷駅より車で30分  マップP30,B-3

健 考 館
花巻北温泉

けんこうかん

SPA
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　2016年希望郷いわて国体・
希望郷いわて大会ボート競技
の会場やインターハイ会場、
強化合宿の場所としても使わ
れるほど、ウォータースポーツ
に最適な田瀬湖。その湖畔に
ある海洋センターには、インス
トラクターが常駐。初心者でも
ヨットやカヌーを楽しめます。
■休 月曜日、5月～10月のみ営業 
☎0198-44-5336
■交 JR新花巻駅より在来線30分、
「柏木平駅」下車後車で15分
マップP31,E-6

　７月上旬から約１カ月間、ドーム内
に放し飼いにしたカブトムシを、誰
でも気軽に触れることができる施
設。その数、なんと一万匹。子どもは
もちろん、大人も童心に返って楽し
めます。
■営 9:00～17:00
■休 ７月上旬～８月上旬のみ営業
☎0198-44-2361
■交 JR土沢駅より車で5分
マップP31,D-5

かぶとむしふれあいどうむ
カブト虫ふれあい童夢

山あいに広がる
湖の周囲はレジャーや
四季の散策に最適。
地元の名所も
訪ねてみよう。

カブト虫がいなくなるまでオープンしています

東和B&G海洋センター
とうわびーあんどじーかいようせんたー

　ギアをニュートラルにした車
が、上り坂を登って行く…？　東
和エリアの観光「迷」所「ミステ
リー坂」は、実際は下り坂なのに
目の錯覚により上り坂に見える
というミステリースポット。その
不思議な感覚を、一度体験して
みては。
■交 東北自動車道東和ICより車で20
分 マップP31,D-6 東和町東晴山

田瀬湖オートキャンプ場
たせこおーときゃんぷじょう

　57,000㎡もの広い敷地に50の
カーサイト、フリーサイトを整備。田
瀬釣り公園が隣接する絶好のロ
ケーションで、屋外レジャーが総合
的に楽しめます。
■休 ４月下旬～10月末日のみ営業 
☎0198-44-5007（田瀬釣り公園）　
■交 東北自動車道東和ICより車で30分
マップP31,D-6

自然豊かでロケーションも便利。
家族レジャーにぴったりです

東和
エリア
東和
エリア

TOWA
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兜跋毘沙門天立像
とばつ びしゃもんてんりゅうぞう

萬鉄五郎記念美術館
よろずてつごろうきねんびじゅつかん

　日本の近代美術の先駆者の一人、萬鉄五郎の
記念美術館。萬の油彩画・水墨画・素描などの作
品のほか、ノート・書簡や遺品などの資料も所
蔵・展示しています。隣接している復元された萬
家の土蔵には、ハイビジョン・ミュージアムや喫
茶コーナーが設けられています。
■営 8:30～17:00 ■休 月曜日、12/29～1/3
☎0198-42-4402　■交 JR土沢駅より徒歩8分
■料 一般400円～、高校・大学生250円～、小中学生
150円～、団体は50円引き
マップP31,D-5

新
し
い
独
特
の
美
術
を
目
指
し
た
萬
の
作
品
が
多
数
展
示
さ
れ
て
い
ま
す

　子どもの健やかな成長を願い、毎年５月上旬
に成島三熊野神社で開催される泣き相撲大会。
全国から参加した生後6ヶ月から1歳6ヶ月まで
の豆力士が「泣いたら負け」の勝負をします。
■交 JR土沢駅より車で15分　マップP31,D-5

全国泣き
相撲大会
ぜんこくなきずもうたいかい

　猿ケ石川をせき止めてできた田瀬湖は、周囲45kmの大きな人造湖。周辺に
は釣り公園、カヌーやヨットなどの湖上スポーツが楽しめる海洋センターがあ
り、レジャースポットとしても親しまれています。
■交  JR新花巻駅より在来線で9分、「JR土沢駅」下車後バスで40分、「小倉」「縲恁・田瀬」バス
停下車後徒歩１分 マップP31,D-6

田瀬湖
たせこ

いこいの森 キャンプ場
いこいのもり きゃんぷじょう

　広さ66ヘクタールの面積を誇る自然公園。エリ
ア内には炊事・給水施設が整っているほか、バンガ
ロー、トレーニングコース、遊歩道なども整備されて
います。また、眼下に望む田瀬湖でのウォータース
ポーツ体験もできます。
■休 ４月15日～11月3日のみ営業 ☎0198-44-5637
■交 東北自動車道東和ICより車で35分 マップP31,E-6

　豊富な湯量を誇る単純温泉。炭酸泉、
サウナ、露天風呂を備えた大浴場のほ
か、レストラン、茶室、売店、休憩室など
も完備。散策も楽しい西洋風モデルガー
デンや、エステサロンもあり、一日ゆった
り過ごせます。
■営 朝風呂 7:00～8:30、通常 10:00～
21:30（11～4月は～20：30）
■休 第1水曜日 （1・5月は第2水曜日）
☎0198-42-4311　■交 JR 土沢駅よりバス
で５分、「東和病院前」バス停下車後、徒歩
３分  マップP31,D-5

東和温泉
とうわおんせん

SPA

道の駅や宿泊施設が隣接しています

　平安時代、朝廷がこの地方まで勢力を伸ばした際に、北方への守りとして
安置した像とされています。本体は一本のケヤキの木から製作された一木
造りの像で、国の重要文化財に指定されています。

■営 9:00～16:30
■休 なし 
☎0198-42-3921
（成島三熊野神社・毘
沙門堂）
■交 JR土沢駅より車で
15分
■料 大人500円、小学
生300円
マップP31,D-5
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花巻ひえカレーって？ 花巻は、ミネラルなどの栄養成分を含んだ雑穀「ひえ」の
生産量が日本一。小麦粉の代わりに「ひえ粉」を使い、乳、

大豆、畜肉エキス、動物油脂を一切使用しない健康志向のカレールーを、２年の歳月をか
けて完成させました。その名も「花巻ひえカレー」、中華や和食、洋食やお菓子、パンやス
イーツなど、美味しさ自慢のメニューは花巻限定のご当地グルメ！今、花巻のあちこち
で、うわさの「花巻ひえカレー」をぜひご賞味ください。

T A B E A R U K I  N A V I G A T I O N

いまや全国に知られる岩手の郷土料理・わんこそばは花
巻が発祥。椀に投げ入れられた一口分のそばを次々に食
べていき、何杯食べられたかを競い合うこともできま
す。もちろん、多彩な薬味を入れながらゆっくり食べる
こともできるので、自分のペースで楽しめます。

［やぶ屋］
〒025-0078
花巻市吹張町7-17
☎0198-24-1011
■営 11:00～21:00
■休 第1・3月曜日

わんこそば・食事処
［嘉司屋（かじや）］
〒025-0088 花巻市東町2-19
☎0198-22-3322
■営 11：00～14:20/17：00
～21：00 ■休 水曜日（祝日の
場合は営業）

［山猫軒 駅前店］
〒025-0012
花巻市胡四王1-3-3
☎0198-31-2013
■営 10:00～18:00
■休 12/31・1/1

［道奥 金婚亭］
〒025-0002 花巻市西
宮野目11-88
☎0198-26-2250
■営 10:30～15:30（レス
トラン）
■休 元日

【雑穀カレー・パスタ オムレツ添え】
ひえカレーをベースに料理長がプロスパー風にアレンジし
たキーマカレーをパスタに絡めてお楽しみいただけます。
花巻市湯本1-125　☎0198-37-2150
■営 11：30～14：00（ランチ限定）　 ■休 水・木曜日

［花巻温泉ホテル千秋閣 プロスパー］

【五目ひえカレー焼きそば】ひえカレーと具材たっぷりの
あんかけが食欲をそそる五目焼きそば。食後のあっさり感
は「ひえカレー」の特徴です。
花巻市大通り1-6-7　☎0198-22-7777
■営 11：00～14：00／17：00～21：00　 ■休 無

［ホテルグランシェール花巻 オーブ］
［カフェレストランきゃびん］
キムチの代わりにわさびが入った「わさび冷
麺」が人気メニュー。酸味のあるスープにわさ
びを溶かしながらいただきます。そのほか、種
類豊富なコーヒーも楽しめます。
花巻市矢沢4-62-27　☎0198-31-3023
■営 10:00～21:00　■休 第2・4水曜日
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大地の恵みから街角スイーツまでいろいろな味をお楽しみあれ。

［Sobe’s Café］

ＴＶでも紹介された餃子入り
ラーメン「味楽ラーメン」が有
名な人気焼肉店。ほかにも、
かつ丼や希少部位も楽しめる
焼肉などメニューも豊富。
花巻市北笹間15-26-1
☎0198-29-2845
■営11：00～14:00、17:00～
22:00  ■休 12/31、1/1

［味楽苑］

オーナー自家米の無化学農
薬玄米と野菜料理のカフェ。
化学調味料不使用のおいし
くて心と身体にやさしい料理
が人気です。
花巻市山の神578-4
☎0198-24-7107
■休 月曜・お盆・年末年始

［プティシュシュ タナカ］
オリザは、岩手のお米を使った米粉100％のロールケーキです。
市内東和町のしょうゆ、地元農家産の黒ゴマなど地元の食材を
使用しています。 星が丘2丁目21-22 ☎0198-22-6650
■営 10：00～19：00 ■休 毎週火曜日

［ケーキハウス シェルブール］
ケーキの専門店として開業し、20年以上が経
ちました。お客様のご希望に合せてお作りいた
しますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
西大通り1丁目19-8 ☎0198-23-5340
■営 10：00～
   19：00
■休 不定休

［石窯パン工房 ミッシェル花巻店］
広い駐車場の郊外型パン工房です。無料コー
ヒー・カルピス・コンソメスープで、お客様をお迎え
します。お子さんの遊びのスペースもございます。
藤沢町357-1☎0198-23-0440

■営 6：30～19：00
■休 毎週月曜日

［ブルージュ 花巻店］
花巻産のひとめぼれを使ったやわらかバ
ウム、賢治ゆかりのお米でイギリス海岸
ハードバウムが人気。生ケーキ、焼き菓子
も充実しています。 　星が丘1-28-4
☎0198-23-0480 ■営 9：00～20：00

■休 無休

［シャロン菓子店］
昭和42年創業。「お菓子を通
して地域の人々に潤いと笑顔
を届けたい」をモットーに、こ
れからも地域と共に成長して
いきたいと思います。
桜木町2丁目129
☎0198-23-6705
■営 8：30～19：00 ■休 毎週水曜日

［HAIKARA-YA（はいからや）］
花巻の洋食カフェレストランで大人気のスイー
ツ「ハイカラプリン」地元の卵を使いお店で毎
日手作りされる本格派のカスタードプリンで
す。レストランではもちろんお持ち帰りやネッ
トショップでのご注文もぜひお試しください。
花巻市諏訪町2-1-14  ☎0198-23-6919  
■営 ランチ11:30～14:30、カフェ14:30～
17:00、ディナー17:00～21:00 ■休 毎週火曜日

［パティスリー アンジュ］
旬の素材を厳選使用。毎日変わる日替わり
ケーキ「本日のスペシャリテ」や、喫茶コーナー
でケーキ代+飲み物代（コーヒーまたは紅茶）
から100円割引のセットもおすすめです。
星が丘1丁目1-18 ☎0198-21-1488
■営 9：00～19：30 ■休 毎週火曜日

［マグノリア］
和食・洋食・中華料理それぞれの専
門調理師が作る本格的なメニュー
を味わえるホテルレストラン。お手
軽料金で楽しめるランチメニュー
も人気です。
花巻市東町9-30ホテル花城１階
☎0198-22-2333
■営 11:00～14:00、17:00～21:00
■休 無休

［レストラン安比高原］
「安比高原匠のプライムポーク」
を使用したハンバーグは、店内で
仕込みから作られる自慢の一品。
岩手県南ではこちらでしか味わ
えない「安比ソフトクリーム」は1
番人気のデザートです。
花巻市東宮野目2-53いわて花
巻空港ターミナルビル内
☎0198-26-5221
■営 8：00～18：45 ■休 無休

25



26

［宮沢賢治童話村 森の店っこや］
花巻市高松26-19  ☎0198-31-2780
■営 8:30～16:30
［銀河プラザ 山猫軒］
花巻市胡四王１-3-3
☎0198-31-2001  ■営 10:00～18:00

［石鳥谷 道の駅］
花巻市石鳥谷町中寺林7-17-3
☎0198-45-6868  ■営 9:00～17:30

［金婚亭］
花巻市西宮野目11-88
☎0198-26-2250  ■営 9:00～18:00

［まちなかビジターセンター］
花巻市上町１-１０  ☎0198-21-5353
■営 9:00～18:00（11～3月は～17:30）
［はこざき民藝］
花巻市大通り１-７-40
☎0198-23-2181　■営 8:40～18:00

M I Y A G E  N A V I G A T I O N

［ほろほろ鳥］
キジ科の鳥であるほろほろ鳥を飼
育から加工まで一貫製造していま
す。やわらかい肉質とジューシー
な味わいが魅力です。 ［白金豚・加工品］

全国から注目されているブランド豚の白金豚。市内
のレストランなどで味わうこともできますが、手軽に

楽しめる加工品も販売されています。

［漬け物］
岩手を代表する漬
物の「金婚漬」をは
じめ、豊富な農産
物を使った各種漬
物が名産品として
人気です。

［味噌・醤油］
昔ながらの作り方を受け継ぐ佐々長醸
造と松坂みそがこだわりの製品を作り
続けています。

［乳製品・農産加工品］
早池峰山麓が育んだ新鮮な生乳を使ったヨーグル
トや、農産物を使ったジュースなど、大自然の恵
みをお楽しみください。

［ひえ焼酎］
雑穀生産量日本一の花巻。その
雑穀の中でも食物繊維が白米の
約8倍もあるヒエを原料にした
焼酎が注目されています。香り
は控えめで甘くてクセがないの
が特徴です。

［エーデルワイン］
フランスのボルドー地方に似た気
候が産んだぶどうの産地大迫地
区で、40年余り前から取り組まれ
ているのがワイン造り。国内外の
ワインコンクールで入賞を果たし
ています。

［日本酒］
日本三大杜氏の一つ、南部杜氏のふるさとが花巻
市石鳥谷地区。現在、全国約300余りの酒蔵で活
躍しています。もちろん地元にも、その技と心は
銘酒となって受け継がれています。

2015年、復興庁が主催する
「世界にも通用する究極のお土産10選」
にて、花巻市より3品選ばれました。
佐々長醸造
［老舗のつゆ］
☎0198-42-2311

ブルージュプリュス
［平泉
黄金バウム］

☎0198-23-0480

佐藤葡萄園
［Amulet of
　the Sun］

☎0198-23-5298
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伝統の日本酒やワインをはじめ甘味、工芸品までズラリとご紹介。

［とうわ焼き］
しっとりもっちりな皮に、黒糖の
風味がきいてます。あんはつぶ
あんで、ちょうど良い甘さ。厚
めの皮と相性抜群です。

［ワインゼリー］
花巻市大迫町で製造されている
“エーデルワイン”を使用したゼ
リー。口当たりが良く、ワインの
原料となっているぶどうのほのか
な甘さと香りをゼリーで
そのまま包み
込んだ逸品。

［よだかの星］
パリパリとした歯触りが心地よい和菓子で
す。表面にかかった黒蜜がアクセントです。

［花巻傘］
享和年間（1801～1803）のころか
ら伝わる和傘で、市内唯一の工房
が現在も作り続けています。

東北では珍しい磁器の
台焼、オリジナルの作

風を持つ瀬山焼、南部藩御用窯として歴史
をもつ鍛冶丁焼、女性に人気の早池峰焼な
ど、個性溢れる窯元が揃っています。

［焼きもの］［染めもの］

［南部こけし］
昔ながらの可愛さにあふれた
素朴なこけし。一説では、工人
の顔に表情が似てくるともい
われています。

［木偶の坊
  こけし］
写真として残され
ている宮沢賢治の
コート姿をモチー
フに作られている
こけしです。

［和紙］
300年以上の歴史があ
り、東和地区に生育する
「コウゾ」の皮を原料に
「ノリウツギ」の帖を
混ぜてすきます。

［裂き織り］
古い布の再生法として伝わる裂き織り。現在
は高いデザイン性の商品がラインナップ。

［ホームスパン］
羊毛を手織りした英国生まれの織物。手織り
ならではのやわらかな風合いが人気です。

［花巻人形］
江戸時代中期頃から作り始められた土人形
で、全国の土人形の源流といわれています。

日本伝統手法であ
る和紙の張子十二
支シリーズは動物達が可愛らしく主張
し、毎年楽しみに求められる愛好家が多
く、また、成金縁起玩具として古来より当
地に伝えられております。首振り玩具「金
のベコッコ」も全国的に有名です。

で　  く

［酒ケーキ］
南部杜氏の清酒をカステラ
生地に溶け込ませたケーキ。
しっとりとした生地とフワッと
立ち上る香りは、一度食べた
ら忘れられません。

［雨ニモマケズのれん］
宮沢賢治作品の代表的な詩をのれ
んに染め上げました。

宮沢賢治「銀河鉄道の夜」などをモチー
フにしたハンカチです。独特の技法で
1枚1枚丁寧に染め、描いています。

呑んべえ漬け・刻みふきよせ・
特選みそ漬けだいこん・昆布
のみそ漬・金婚漬、各100gを
トランクに詰め込みました。

［銀河小紋染ハンカチ］

［賢治のトランク］

［和紙張子］
花巻で作られている染物には賢治作品をモ
チーフにしたものが多く、のれん、ハンカチ、の
ぼり、バッグ、コースター、半纏、そして今流行
の前掛けと多種多様な作品が揃っています。

［拝啓賢治先生］
まろやかな風味のミ
ルク餡を包み、最後
の仕上げに白胡麻を
付けて焼き上げてあ
ります。



縁結び、子宝、安産にご利益があるとされる金勢様をみ
こし型にかついで行われます。露天風呂で1年のほこり
を洗うユーモラスな祭りです。
問大沢温泉　☎0198-25-2021

大沢温泉大沢温泉
金勢まつり

4月29日P30
C-2

子供を親方が抱き、「ヨッヨッ」というかけ声をかけあい、
先に泣いた方が負け。
問毘沙門まつり実行委員会　☎0198-42-2110

東和町北成島
成島三熊野神社
境内

毘沙門まつり
全国泣き相撲大会

5月上旬の
3日間

P31
D-5

山頂の早池峰神社の奥宮では、早池峰神楽権現舞が奉
納されます。
問花巻市生活環境課　☎0198-24-2111

早池峰山
早池峰山
（早池峰国定公園）
山開き

6月
第2日曜日

P31
A-8

花巻の風土やロケーションに調和する“音楽パフォーマ
ンス”による音楽祭。プロアマ問わずみんなで作るお祭
りです。
問イーハトーブ音楽祭実行委員会　☎0198-32-1060

花巻市内
イーハトーブ
音楽祭8月上旬－

湖面に映える水中花火。周囲の山々に大音響がこだま
し迫力満点です。また、花火だけでなくウォータースポ
ーツフェスティバルも開催されますので、夏のアウトド
アライフを満喫出来ます。※花火は土曜日のみ。
問田瀬湖湖水まつり実行委員会　☎0198-42-2111

田瀬湖田瀬湖湖水まつり
7月下旬～
8月上旬の
土日

P31
E-6

高村光太郎の偉業をたたえ、詩の朗読演奏、郷土芸能
が山荘詩碑前で開催されます。
問高村記念会（花巻病院内）　☎0198-23-3311

高村山荘高村祭5月15日P30
D-2

大正時代からの伝統のお祭りです。鼓笛隊パレードや出
店、名物「絵とうろうまつり」も同時開催！
問土沢七夕まつり実行委員会　☎0198-42-3155

花巻市東和町
土沢商店街土沢七夕まつり8月6日～

7日
P31
D-5

宮沢賢治の精神を次代の子供たちに伝えることを願う
夏の一大イベントの一つです。
問イーハトーブフォーラム実行委員会事務局
花巻商工会議所　☎0198-23-3381

花巻市内イーハトーブ
フォーラム8月下旬－

秋一番に開催される石鳥谷まつりは、「南部風流山車」
が目抜き通りを練り歩き、手踊りの列や民俗芸能、樽神
輿が繰り出して勇壮に賑やかに町を彩ります。
問石鳥谷まつり実行委員会　☎0198-45-4488

石鳥谷町中央通
り商店街石鳥谷まつり9月8日～

10日
P30
B-4

日本三大杜氏のひとつである「南部杜氏」発祥の地を会
場に、花巻ならではのお酒を心ゆくまで楽しめるイベン
トです。
問南部杜氏の里まつり実行委員会　☎0198-45-2111

石鳥谷生涯学習
会館（旧石鳥谷
中央公民館）

南部杜氏の里
まつり6月中旬P30

B-4

約450種、6000株あまりのバラが咲き誇る花巻温泉の
バラ園。
問花巻温泉　☎0198-37-2111

花巻温泉
「バラ園」バラまつり6月中旬

～7月上旬
P30
C-3

武者絵や仏画を施した高さ5mを超える迫力満点のあ
んどん山車が練り歩きます。
問大迫あんどん山車保存会　☎0198-48-2111

大迫地区内あんどんまつり8月14日・
16日

－

エリア 開催日 イベント名 開催場所 内　　　　容

花巻まつり

毘沙門まつり・全国泣き相撲大会

五大尊蘇民祭

賢治祭

岩手・大迫 宿場の雛まつり

大沢温泉金勢まつり

石鳥谷夢まつりは、未来へ夢を託す花火大会をメインに
華麗に開催されます。
問石鳥谷夢まつり実行団体協議会　☎0198-45-4488

大正橋公園
（石鳥谷水辺プラザ）石鳥谷夢まつり8月13日P30

B-4
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伝統の「花巻まつり」や「泣き相撲大会」から食のイベントまで多種多彩。

鏑八幡神社の例祭です。祭りばやし笛の音色が秋の訪
れを告げます。
問土沢まつり実行委員会　☎0198-42-3155

東和町
土沢商店街土沢まつり9月中旬

P31
D-5

早池峰神楽の上演やワイン娘のぶどう踏み、参加型のス
テージイベントなど、さまざまな催しが繰り広げられます。
問ワインまつり実行委員会　☎0198-48-2111

大迫町
大迫ぶどうの丘

おおはさま
ワインまつり

9月
第3日曜日

P31
B-6

宮沢賢治の命日に、賢治作品の朗読や演劇などさま
ざまイベントが行われます。
問宮澤賢治記念会　☎0198-31-2117

雨ニモマケズ詩碑
（雨天時：花巻市立
南城小学校体育館）

賢治祭9月21日P30
D-4

100年以上の歴史を持つ人形芝居。歌舞伎や浄瑠璃の
演目を上演します。
問倉沢人形歌舞伎保存会（菅野芳治）

倉沢人形
歌舞伎伝承館倉沢人形歌舞伎11月23日P31

D-5

1年間の無病息災を祈願し、麻袋に入った木札を奪い合
う伝統のお祭りです。旧暦の正月7日に開催されます。
問光勝寺　☎0198-47-2230

貴峰山光勝寺五大尊蘇民祭旧暦
正月7日

P30
C-4

毎年2月11日に開催。わんこそばを制限時間内に何杯
食べられるかを競う大会です。
問わんこそば全日本大会運営委員会　花巻青年会議所
☎0198-24-2025　花巻市観光課 ☎0198-24-2111

花巻市文化会館わんこそば
全日本大会2月11日P30

D-3

無病息災、家内安全を祈る数十名の若者が松明を手に
裸で雪中行軍する伝統行事です。
問胡四王神社社務所　☎0198-31-2768

胡四王神社境内胡四王神社蘇民祭1月2日P30
C-4

エリア 開催日 イベント名 開催場所 内　　　　容

M A T S U R I  N A V I G A T I O N

わんこそば全日本大会

土沢七夕まつり

土沢まつり

花巻温泉バラまつり

あんどんまつり

石鳥谷まつり

石鳥谷夢まつり

沢水が凍りついてできる大氷柱の太さで、その年の作
柄を占います。
問大瀬川たろし滝保存会　☎0198-45-6122

大瀬川地内
葛丸川上流たろし滝測定会2月11日P30

B-3

手づくりのつるし雛が所狭しと会場を埋め尽くします。
手芸作品なども展示されます。
問八日市振興センター　☎0198-45-4840

八日市いきいき
交流館内

八日市ひなまつり
（つるしびな）

2月中旬～
3月上旬

P30
B-4

町内の商店や民家に代々受け継がれている雛人形が飾
られます。
問宿場の雛まつり実行委員会（商工会議所）
☎0198-48-3230

大迫地区内おおはさま宿場の
雛まつり

2月下旬～
3月上旬

－

厄除け、無病息災、五穀豊穣などを願い、裸の男たちが
雪の境内で蘇民袋を奪い合う勇壮な祭りです。
問大迫総合支所 地域振興課　☎0198-48-2111

早池峰神社早池峰神社蘇民祭3月17日P31
B-7

炎ゆらめく美しい風流山車、150基にも及ぶ勇壮な神
輿、古来より踊り継がれてきた鹿踊・神楽権現舞、花巻
ばやし踊りなど、花巻を代表するお祭りです。
問花巻まつり実行委員会 花巻市観光課
☎0198-24-2111

花巻市内花巻まつり－
9月第2土
曜を中日と
する3日間
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花巻温泉郷県立自然公園

新鉛温泉
鉛温泉

いしどりや

はなまき
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しんはなまき

はなまきくうこう
駒頭山
　　▲940

八方山
　　▲717

松倉温泉

山の神温泉

葛丸川渓流
葛丸ダム

鉛温泉スキー場

花巻温泉

金矢温泉
県立花巻広域公園

イギリス海岸

未来都市銀河地球鉄道
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風の鳴る林
母ちゃんハウスだぁすこ
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一の滝・たろし滝 ・南部杜氏伝承館
・歴史民俗資料館
・農業伝承館
・酒匠館

台温泉

岩手県民G

釜淵の滝

大沢温泉

いわて花巻空港
花巻文化村

渡り温泉

志戸平温泉

清水寺
花巻観光ぶどう園

（風光苑）

高村山荘
高村光太郎記念館
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大空滝
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川

羅須地人協会

石

光林寺

円万寺
観音堂

ぎんどろ公園

胡四王山・ポランの広場

賢治
自耕の地

るんびにい美術館

賢治の
広場

林風舎

まちなかビジターセンター

円城寺門
花巻開町400年祭記念山車

ホテル・旅館・公共の宿・民宿

温　泉　旅　館
■佳松園
　花巻市湯本1-125-2／TEL.0198［37］2170
■ホテル千秋閣 ［日帰り入浴可］
　花巻市湯本1-125／TEL.0198［37］2150
■ホテル紅葉館 ［日帰り入浴可］
　花巻市湯本1-125／TEL.0198［37］2140
■ホテル花巻 ［日帰り入浴可］
　花巻市湯本1-125／TEL.0198［37］2180
■割烹旅館　廣美亭 ［日帰り入浴可］
　花巻市湯本1-88-1／TEL.0198［27］2216
■メディカルスパ花巻トロン ［日帰り入浴可］
　花巻市湯口字松原76-9／TEL.0198［28］2683
■悠の湯　風の季 
　花巻市湯口字松原36-3／TEL.0198［38］1125
■ホテル志戸平 ［日帰り入浴可］
　花巻市湯口字志戸平27-1／TEL.0198［25］2011
■游泉志だて
　花巻市湯口字志戸平11-2／TEL.0198［25］3939

■渡り温泉 別邸楓 ホテルさつき ［日帰り入浴可］
　花巻市湯口字佐野21-8／TEL.0198［25］2110
■山水閣 ［日帰り入浴可］
　花巻市湯口字大沢181／TEL.0198［25］2021
■菊水舘 ［日帰り入浴可］
　花巻市湯口字日蔭坂123／TEL.0198［25］2233
■大沢温泉　湯治屋 ［日帰り入浴可／自炊有］
　花巻市湯口字大沢181／TEL.0198［25］2315
■優香苑 ［日帰り入浴可］
　花巻市下シ沢字中野53-1／TEL.0198［38］5526
■藤三旅館 ［日帰り入浴可／自炊有］
　花巻市鉛字中平75-1／TEL.0198［25］2311
■藤三旅館　湯治部 ［日帰り入浴可／自炊有］
　花巻市鉛字中平75-1／TEL.0198［25］2901
■鉛温泉　心の刻　十三月
　花巻市鉛字中平75-1／TEL.0198［29］6222
■愛隣館 ［日帰り入浴可］
　花巻市鉛字西鉛23／TEL.0198［25］2619

■ホテル銀河パークはなまき ［日帰り入浴可］
　花巻市金矢5-251-1／TEL.0198［27］2811
■ホテル三右ェ門
　花巻市台2-45／TEL.0198［27］4511
■松田屋旅館 ［日帰り入浴可］
　花巻市台2-20／TEL.0198［27］2356
■観光荘 ［日帰り入浴可］
　花巻市台1-166-1／TEL.0198［27］2244
■やまゆりの宿
　花巻市台2-57-9／TEL.0198［27］2055
■吉野屋旅館 ［日帰り入浴可／自炊有］
　花巻市台2-57-1／TEL.0198［27］2744
■水上旅館 ［日帰り入浴可／自炊有］
　花巻市台1-183／TEL.0198［27］2559
■はな　台の湯
　花巻市台2-64／TEL.0198［27］2561
■滝の湯旅館
　花巻市台1-161／TEL.0198［27］2454

■中嶋旅館
　花巻市台1-190／TEL.0198［27］2021
■藤助屋旅館 ［日帰り入浴可／自炊有］
　花巻市台25／TEL.0198［27］2720
■冨手旅館 ［日帰り入浴可／自炊有］
　花巻市台2-18／TEL.0198［27］2553
■福寿館 ［日帰り入浴可／自炊有］
　花巻市台2-9-1／TEL.0198［27］2544
■旅館かねがや
　花巻市台1-186／TEL.0198［27］2344
■そめや旅館 ［日帰り入浴可／自炊有］
　花巻市台2-62／TEL.0198［27］2809
■健考館
　花巻市石鳥谷町松林寺3-81-13／
　　　　　　　　TEL.0198［46］1212

■ホテルグランシェール花巻
　花巻市大通り1-6-7／TEL.0198［22］7777
■ホテル花城
　花巻市東町9-30／TEL.0198［22］2333
■ビジネスホテル通天閣
　花巻市吹張町3-9／TEL.0198［24］6681
■和風ビジネスホテル中島屋［旅館］
　花巻市末広町2-13／TEL.0198［24］1131
■ホテル狩野
　花巻市大通り1-7-41／TEL.0198［23］4811
■ビジネスマンのお宿オラシオン
　花巻市西大通り1-26-13／TEL.0198［22］4920

■ビジネスホテルブドリ
　花巻市西大通り1-21-29／TEL.0198［21］4350
■ビジネスホテルみちのく
　花巻市二枚橋6-245-2／TEL.0198［26］5555
■ホテルルートイン花巻
　花巻市東宮野目10-1／TEL.0198［26］0700
■御宿玉川［旅館］
　花巻市大通り1-19-28／TEL.0198［23］2371
■かほる旅館［旅館］
　花巻市大通り1-10-29／TEL.0198［23］4523
■川口旅館［旅館］
　花巻市花城町9-42／TEL.0198［23］4417

■嶋屋旅館［旅館］
　花巻市二枚橋町大通り1-51／TEL.0198［26］2332
■わらベ［民宿］
　花巻市桜町4-74-6 ／TEL.0198［24］1651
■無ら里 Cafe′レストランB&B
　花巻市一本杉35-19／TEL.0198［24］2026
■ケンジの宿
　花巻市胡四王1-7-7／TEL.0198［31］3188
■いしどりや旅館［旅館］
　石鳥谷町好地7-124-1／TEL.0198［45］5373
■ビジネスホテル空港
　石鳥谷町江曽11-321／TEL.0198［45］1050

■ホテルベルンドルフ
　大迫町大迫11-34-6／TEL.0198［48］4200
■農業体験実習館［公共の宿］
　大迫町内川目3-110-19／TEL.0198［48］2111
■峰南荘［旅館］
　大迫町内川目1-72／TEL.0198［48］5214
■大和坊［民宿］
　大迫町内川目1-11／TEL.0198［48］5504
■フォルクローロ花巻東和
　東和町安俵6-134／TEL.0198［42］1011
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早池峰国定公園

おやまだ

つちざわ

はるやま

宮沢賢治童話村
賢治の学校

毘沙門天立像

成島和紙工芸館

土沢城跡

東和温泉

萬鉄五郎記念美術館

おためし工房 カブト虫ふれあい童夢

さき織伝承館

旧小原家住宅
丹内山神社

東和Ｂ＆Ｇ海洋センター

五輪峠

田瀬ダム
田瀬ふれあいランド

田瀬釣り公園
田瀬湖オートキャンプ場 いこいの森キャンプ場

川
石ヶ猿

「早池峰と賢治」の展示館

早池峯岳神楽伝承館
（大迫郷土文化保存伝習館）

早池峰山高山植物帯

早池峰神社

七折の滝

ワインシャトー大迫

レストラン
ベルンドルフ

ガラス体験工房
森のくに

大迫交流活性化センター 花巻市総合文化財センター

早池峰ダム

戸塚森森林公園

宇津宮果樹園
（林檎屋）

いちごハウスたかはし

光勝寺

盛岡南GC

新掘城跡 大償神社
神楽の館

アバクチ洞穴遺跡

笛貫の滝

金成山
541▲

砥森山
　　▲670

猫山
　　▲920

鶏頭山
　　　▲1445

中岳
　　　▲1679

薬師岳
▲
1645

早池峰山
　　　▲1917

権現堂山
　　▲476

川

川

居

中

稗
貫

小
又

川

川岳

田
瀬
湖

自動 車 道

107

174

伊藤果樹園

至盛岡市

早池峰湖

至遠野市

ミステリー坂

伊藤家
住宅

日帰り入浴施設

花巻の交通・お問い合せ

■花巻エリア
■石鳥谷エリア
■大迫エリア
■東和エリア

■精華の湯
　花巻市台2-56-1／TEL.0198［27］2426
■ひまわり温泉 ぎんがの湯
　石鳥谷町松林寺3-81-10／TEL.0198［45］6789
■ぶどうの湯（ホテルベルンドルフ）
　大迫町大迫11-33-1／TEL.0198［48］4200
■花と緑とやすらぎの湯　東和温泉
　東和町安俵6-135／TEL.0198［42］4311

※各施設の休日、利用時間
料金などを事前に確認して
から、訪れてくださるようお
願いします。

〈JR〉お問合わせセンター（空席・列車時刻・運賃案内）
 TEL.050［2016］1600

■ＪＲ

■空港
日本航空 予約・お問い合わせ TEL.0570［025］071
ＦＤＡ 予約・お問い合わせ TEL.0570［55］0489
岩手県空港ターミナルビル(株) TEL.0198［26］5011

■レンタカー
駅レンタカー東日本新花巻営業所 TEL.0198［31］2327
トヨタレンタリース岩手新花巻駅西口店 TEL.0198［31］2100
ニッポンレンタカー新花巻駅東口営業所 TEL.0198［32］1356
ニッポンレンタカー花巻空港営業所 TEL.0198［26］3255
日産レンタカー花巻店 TEL.0198［26］1523
日産レンタカー花巻空港店 TEL.0198［26］3555
東和レンタカー TEL.0198［42］4117
オリックスレンタカー花巻空港受付カウンター店 TEL.0198［26］0543
タイムズカーレンタル花巻空港カウンター店 TEL.0198［26］0555

■タクシー
岩手観光タクシー TEL.0198［23］4136
文化タクシー TEL.0198［23］3181
電鉄タクシー TEL.0198［23］4141
花巻タクシー TEL.0198［23］3389
花巻若葉ハイヤー TEL.0198［24］1032
笹間タクシー TEL.0198［29］2255
高木タクシー TEL.0198［23］1234
みなみタクシー TEL.0198［25］2536
宮野目タクシー TEL.0198［26］2710
二枚橋タクシー TEL.0198［26］2730
三光タクシー TEL.0198［30］2345

■路線バス
岩手県交通(株)花巻駅前案内所 TEL.0198［23］2221
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東北新幹線

IGRいわて銀河鉄道

東北新幹線
JR東北本線

秋田新幹線
JR田沢湖線

JR北上線

JR山田線

三陸鉄道北リアス線

三陸鉄道南リアス線

JR 石線

JR大船渡線

東和I.C

北上西I.C

盛岡I.C

滝沢I.C

西根I.C

松尾八幡平I.C

C

盛岡南I.C

紫波I.C

八戸I.C

花巻I.C

花巻南I.C

北上江釣子I.C

北上金ヶ崎I.C

水沢I.C

平泉前沢I.C

一関I.C

北上JCT

花巻JCT

安代JCT

一戸I.C

九戸I.C

軽米I.C

八戸JCT

安
代
I.C

安
代
I.C

浄
法
寺
I.C

花巻空港I.C

東北自動車道

平泉

遠野

八戸自動車道

石自動車道

秋田自動車道

東北自動車道

江刺田瀬I.C 宮守I.C

遠野I.C

宮城県

青森県

岩手県

花巻市

107107

4

4

4

45

45

45

46

45

395

282

281

455

106

283

284

340

340

340

396

2

104

103

いわて花巻空港

長野
金沢

名古屋大阪
福島

仙台

盛岡

花巻

盛岡秋田

山形
新潟

新青森

新函館北斗

札幌

八戸

花巻

東京

東北新幹線

北海道新幹線

秋田新幹線

いわて花巻空港いわて花巻空港

福岡

一般社団法人花巻観光協会
〒025-0004 岩手県花巻市葛3-183-1
TEL 0198-29-4522　FAX 0198-29-4447
E-mail  kero@kanko-hanamaki.ne.jp

花巻観光センター（新花巻駅）   TEL＆FAX 0198-31-2244

花巻観光案内所（花巻駅）   TEL＆FAX 0198-24-1931

大迫観光案内所（早池峰と賢治の展示館内）  TEL 0198-48-2070

石鳥谷観光案内所（道の駅石鳥谷） TEL 0198-45-6868　FAX 0198-45-6860

東和観光案内所（道の駅とうわ）   TEL＆FAX 0198-42-3006

東和観光案内所（佐々長醸造（株）内）  TEL 0198-42-2311　FAX 0198-42-2204

URL http：//www.kanko-hanamaki.ne.jp/

高速道路
●東北自動車道
　川　口  JCT  ⇔ 花巻南I C 約6時間
　青　　森I C  ⇔ 花巻南I C 約2時間30分
　仙台宮城I C  ⇔ 花巻南I C 約1時間50分
　平泉前沢I C  ⇔ 花巻南I C 約30分
　花　　巻I C  ⇔ 花巻南I C 約5分
●秋田自動車道
　秋田中央I C  ⇔ 花巻南I C 約2時間
●釜石自動車道
　東　　和I C  ⇔ 花巻南I C 約15分
　花巻空港I C  ⇔ 花巻南I C 約5分
　宮　　守I C  ⇔ 花巻南I C 約30分
　遠　　野I C  ⇔ 花巻南I C 約45分

鉄  道  
●東北新幹線　東京駅⇔新花巻駅 約3時間10分
　　　　　　　仙台駅⇔新花巻駅 約1時間
　　　　　　　新青森駅⇔新花巻駅 約1時間30分
　　　　　　　盛岡駅⇔新花巻駅 約12分
●秋田新幹線　秋田駅⇔新花巻駅 約2時間
●東北本線　盛岡駅⇔花 巻 駅  約40分
●北海道新幹線　新函館北斗駅⇔新花巻駅 約2時間30分

飛行機 
●札幌（新千歳）⇔いわて花巻空港 約1時間
●名古屋（名古屋小牧）⇔いわて花巻空港 約1時間10分
●大 阪（ 伊  丹 ）⇔いわて花巻空港 約1時間20分
●福　　　　　岡 ⇔いわて花巻空港 約2時間
※いわて花巻空港から新花巻駅までタクシーで10分
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