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もっと

西会津町ってどんなところ？
にし  あい    づ  まち

西会津町を楽しむ
つのテーマ

パワースポット -Power Spot-

カフェ＆スイーツ -Café & Sweets-

郷土学 -Hometown study-

自然と農家を体験する -Nature & Agriculture-

アート＆クラフト -Art & Craft-

トレッキング・登山 -Trekking & Climbing-

「じぶんいろ。」とは…

データ欄

電話番号

営業時間

休業日

料金

おとめゆりマーク

所在地

地図掲載ページ

要予約
※予約が必要な施設も
　ございます。

所要時間 90分

西会津町のいろんな旅の楽しみ方をおす

すめするガイドブックです。

日常を離れ、心をゆっくり休めたり、

自分の感性を磨いてみたり、きれいな景色

に浸ったり。「じぶんいろ。」であなたの

旅の色にぴったり合うプランを見つけて

ください。

いろんなジャンルのいろんな楽しみにあふれる西会津町。

テーマ別に６つの楽しみ方を提案します。

西会津旅を深く知るためのミニ情報を
紹介します。

福島県会津地方の西部の県境に位置し、新
潟県阿賀町に隣接しています。
古くから会津の霊地として親しまれ、人々の
心のよりどころ、癒しの中心地になっていま
す。また飯豊山などの大自然に恵まれ、きれ
いな水と豊かな大地で育った農作物は西会
津ミネラル野菜としてブランド化しています。
人々は人情味にあふれ、住民や若者、町外か
らの移住者による地域おこし活動が盛んに行
われています。過疎高齢化は進んでいますが、
住んでいる人はみな元気なまち。それが西会
津町です。

山形 宮城

福島

茨城

栃木
群馬

東京 千葉

新潟

長野

山梨

埼玉

…………………………………… 8
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　　　　………………………… 12

　　　　　　　　　…………… 14

　　　…………………………… 16

　　　　　　　　　　　　…… 18

モデルコース……………………………… 4
グルメ……………………………………… 20
おみやげ・特産品……………………… 22
西会津のキャラクター………………… 24

会津地方

西会津町

★

さゆり公園・さゆりオートパーク… 25
歳時記・イベント……………………… 26
マップ……………………………………… 28
アクセス…………………………………… 30

［発行］
西会津町商工観光課
TEL 0241-45-2213
FAX 0241-45-3974
E-mail  syokou@town.nishiaizu.fukushima.jp
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１泊２日でゆったり
西会津町の旅

　のどかな田園風景とその奥にそびえる雄大な飯豊連峰
が見えてきたら、西会津町はすぐそこ。道の駅に降りた
てば、大自然やアート、農家民宿など、西会津町を満喫
する１泊２日のゆったり旅のはじまり、はじまり。

11:00
出発地となる道の駅にしあい
づ（→P23）に到着。広大な
西会津町を巡る旅には自家用
車やレンタカー・タクシーな
ど車移動がオススメ。

8:00
まずは朝食。採れた
て野菜やきのこ、山
菜など季節ごとの旬
のあじわいをいただ
きます。

9:00

農家体験・お手伝い。お手伝いは様々。
今回は干し柿作りにチャレンジ。

12:00
山奥のブックカフェ・石竹花
（なでしこ）（→P12）でランチ
& ティータイム。のどかな田
園風景に心奪われます。

14:00
西会津国際芸術
村（→P16）で
美術鑑賞。廃校
になった中学校
を利用した空間
で、非日常の世
界へと。

15:30

17:00 道の駅にしあいづ（→P23）で地元の
おみやげなどをたくさん買いましょう。

11:30
太陽のレストラン（→P20）で昼食。ミネラル
野菜などを使った食事が人気です。

12:30
大山祇神社へ（→P8）。まずは駐
車場近くの拝殿でお参りをすま
せ、そこからいざ本社までのト
レッキングスタート。ゆっくり歩
いて往復４時間程度。タオル・水・
帽子などは準備しましょう。

16:30
ロータスイン（→P31）の温泉にゆったり
浸かりましょう。

18:00
宿泊先の農家民宿（→P14）
（上野尻地区）に到着。１晩
お世話になる農家さんとご
対面。一緒に夕食の準備を
し、食卓を囲みます。

老舗の造り酒屋・栄川酒造（→P17）さん
でお酒造りを見学。試飲して、ほろよい
気分に。

途中に滝があり、
疲れを癒してくれます。

ここから

スタート !１日目

２日目

深い山の空気を
いっぱいに感じながら
歩きます。

今日は
こちらにお泊まり♪

おみやげ選び♪

おはよう

試
飲
も
出
来
ま
す
♪

全てのお問い合わせはにしあいづ観光交流協会（TEL.0241-45-2213）へ

★

★…このマークのついているお店は要予約です。
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｛カフェ＆スイーツ｝

｛パワースポット｝

山奥のブックカフェ
や貴重なミニカーが集ま
るカフェでゆったりとした
時間を満喫。
地元民御用達の絶品ス
イーツもいっぱい。

Café & Sweets

｛トレッキング・登山｝

｛アート＆クラフト｝

　
日本百名山のひとつ飯

豊山をはじめ、西会津町はた
くさんの名峰に囲まれています。
四季折々の花や植物を愛でながら、
深い自然の中をのんびりと歩きま
しょう。頂上にたどりついた時の
感動は忘れられない思い出と
なるでしょう。Tr

ek
ki
ng
 &

 C
lim
bin

g

｛自然と農家を
　　　体験する｝

農家に泊まり農業を
体験する農泊や、ブルーベ
リー収穫体験や漬物作り体験、
野菜収穫、ワラビ採りなど土と
太陽の恵みを存分に感じる体
験など、自然をまるごと感
じる体験ができるん

です。

N
at
ur
e 
& 
Ag

ricu
lture

廃校の中学校を利用し
た国際芸術村。山の中にひっ
そりとたたずむ校舎には作品た
ちの宇宙が広がっています。
他にも赤べこや草木織りなどの工
芸品を自分でつくれる体験もあ
り、旅の思い出の一品をお
持ち帰りできます。

Art & Craft

いにしえからの信仰
の対象であった大山祇神社
をはじめ、鳥追観音、円満寺
観音堂などパワーに満ちたス
ポットがたくさん。寺社仏閣と
自然がもたらすパワーで運
気を上げましょう。

Po
we

r 
Sp
ot

つの
テーマ

西会津町
を

もっと楽
しむ

P14
へ♪

P8へ
♪

P16
へ♪

｛ 郷土学 ｝

古くから越後街道
の宿場町として栄え、深
い歴史の名残が今も息づい
ています。先人達の生活、
文化、思いに触れる旅を
してみませんか。Ho

me
to
wn

 s
tu
dy

P10
へ♪

P12へ♪

P18
へ♪

6



｛カフェ＆スイーツ｝

｛パワースポット｝

山奥のブックカフェ
や貴重なミニカーが集ま
るカフェでゆったりとした
時間を満喫。
地元民御用達の絶品ス
イーツもいっぱい。

Café & Sweets

｛トレッキング・登山｝

｛アート＆クラフト｝

　
日本百名山のひとつ飯

豊山をはじめ、西会津町はた
くさんの名峰に囲まれています。
四季折々の花や植物を愛でながら、
深い自然の中をのんびりと歩きま
しょう。頂上にたどりついた時の
感動は忘れられない思い出と
なるでしょう。Tr
ek
ki
ng
 &

 C
lim
bin

g

｛自然と農家を
　　　体験する｝

農家に泊まり農業を
体験する農泊や、ブルーベ
リー収穫体験や漬物作り体験、
野菜収穫、ワラビ採りなど土と
太陽の恵みを存分に感じる体
験など、自然をまるごと感
じる体験ができるん

です。

N
at
ur
e 
& 
Ag

ricu
lture

廃校の中学校を利用し
た国際芸術村。山の中にひっ
そりとたたずむ校舎には作品た
ちの宇宙が広がっています。
他にも赤べこや草木織りなどの工
芸品を自分でつくれる体験もあ
り、旅の思い出の一品をお
持ち帰りできます。

Art & Craft

いにしえからの信仰
の対象であった大山祇神社
をはじめ、鳥追観音、円満寺
観音堂などパワーに満ちたス
ポットがたくさん。寺社仏閣と
自然がもたらすパワーで運
気を上げましょう。

Po
we

r 
Sp
ot

つの
テーマ

西会津町
を

もっと楽
しむ

P14
へ♪

P8へ
♪

P16
へ♪

｛ 郷土学 ｝

古くから越後街道
の宿場町として栄え、深
い歴史の名残が今も息づい
ています。先人達の生活、
文化、思いに触れる旅を
してみませんか。Ho

me
to
wn

 s
tu
dy

P10
へ♪

P12へ♪

P18
へ♪

7



｛パワースポット｝

　0241-45-2061  　〒969-4406 西会津
町野沢字如法寺乙3533 　  8：30～16：00  
 　〈団体の場合〉説明のみ300円、法話・ご祈
祷500円　　　野沢周辺 B-4
URL  http://www.torioi.com/

　0241-45-2323 　 〒969-4406 西会津西会津町野沢字大久保甲1445-2 
　 8：00～17：00 　 ご祈祷料別途★　　　大久保周辺
URL  http://www.ooyamazumi.net/

山深い聖地で厳かな空気に浸る。
西会津町は古くから会津の霊地信仰の里として知られています。
山の中の神秘的な雰囲気を感じ、森の濃密な空気を吸えば、穏やかな気分で癒されるでしょう。

なじょな願いもききなさる

大山祇神社
　一生に一度の願いは３年つづけてお参りすれば、なじょな（どん
な）願いもききなさる（かなえてくれる）「野沢の山の神様」として、
いにしえの時代から信仰の対象となっている大山祇神社。福島県
はもちろん新潟、山形県地方からの参拝客が多く、年間 30 万人が
参拝に訪れます。

1御本社　2奥ノ院
3拝殿

1東西向拝口・三方開きの特殊な構造の観音
堂　2江戸時代初期に造られたといわれる
御開山・徳一大師座像　3仁王門　4室町
時代に造られたといわれる聖観音座像

会津ころり三観音のひとつ

鳥追観音
［如法寺］
　807年（大同２年）徳一大師の建立
とされる。木造聖観音立像など４体の
仏像と観音堂、仁王門が県指定重要文
化財。縁結び・子授け・安産・子育て・
厄除・長寿と様々なご利益があり、人々
の厚い信仰を集めています。左甚五郎
作と伝わる「隠れ三猿」の彫刻が有名。
この三猿を見つけられれば運が開き
「福マサル」といわれています。

大山まつり
　６月中は家内安全・五
穀豊穣を祈願する「大山
まつり」が開催され、境
内では野点や御神楽奉納
などがありにぎやかに。

御本社までプチトレッキング
　参拝は駐車場近くの拝殿でできるが

、山のパワーを存分に感じるなら、

片道２時間程度の参道を歩き、御本社
まで行くのがオススメ。途中滝や樹

齢400年以上の杉並木があり濃密な森
の空気を感じることができます。

　また御本社から先にある奥ノ院まで
は 30 年間不通だったが、2014 年

に整備され参拝可能です。（険しい道の
ため、ガイドなしでは登れません。）

国指定重要文化財

ロータリー車・ラッセル車
全国で北海道と西会津町のみに展
示されている貴重な車両。昭和の
時代、線路の雪かき作業に大活躍
しました。間近で見ると車両と回
転羽の迫力に圧倒されます。
展示場所：鳥追観音向かい

　0241-45-2213
（にしあいづ観光交
流協会）
　〒969-4405
西会津町下谷字宮
ノ後丙241 　堂内
拝観は要事前連絡
　   西会津町広域MAP

室町期に建立されたお堂

円満寺観音堂
　室町期の建立とされる国指定重要文化財。入母屋茅葺の屋根と本格的
な三方四面唐様建築のお堂。その周囲は大木の森に囲まれており、ひっ
そりと穏やかな空気のなか、厳かな気分に浸れば時間を忘れて癒される
ことでしょう。地元では、昔から子守観音として親しまれています。

1

42 3

1 3

2

［おおやまづみじんじゃ］

［えんまんじかんのんどう］

［とりおいかんのん］

御本社

奥ノ院

弥作の滝

大久保遥拝殿

杉並木

まどろみの道祖神

ぬくもりの道祖神

やすらぎの道祖神

よろこびの道祖神

出会いの道祖神

うるおいの道祖神

不動滝

［遙拝殿］
所要時間30分～

［御本社］
所要時間200分～

［奥の院］
所要時間300分～

所要時間 45分～

所要時間 20分

　0241-45-3322
　〒969-4402
西会津町尾野本字
和久丙3070
　   西会津町広域MAP

酒造りの神様

松尾神社
　平安時代（前期 811年）に建立され、福島県唯一の松尾神社で酒造神・
医薬神として信仰のある神社。神井戸の御神水は霊験あらたかで江戸時
代中期以降、福島県及び新潟県の酒造元が参拝の上、種水として持ち帰
るようになりました。平成10年より、上卯祭（お水取り神事）が再開され、
県内醸造元が参列し盛大に行われます。

［まつおじんじゃ］

所要時間 30分

5～6月
鳥追観音若葉祭 御開帳
10～11月
鳥追観音紅葉祭御開帳

行事

旧暦元旦　二年詣り
6月1日～30日
　　　　 大山まつり
旧暦9月9日・19日・29日
　　　　　　秋大祭

行事

4月17日
円満寺出ヶ原
観音例祭 御開帳

行事

4月15日　例大祭
11月初卯の日
上卯祭

行事

大山祇神社  宮司　伊藤　仲 さん

手前の拝殿だけでなく御本社までの参
道を歩けば、森の息吹を感じることが
できます。奥ノ院までの道も復活した
のでぜひいらしてください。

住職　三留　晃衛 さん

ころり観音参りや縁結び・子授
け・安産祈願で来られる方が増
えています。参拝にこられた方
には出来るだけ丁寧に接待する
ことを心がけています。

※トレッキング時間含

野沢周辺 B-4
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｛パワースポット｝

　0241-45-2061  　〒969-4406 西会津
町野沢字如法寺乙3533 　  8：30～16：00  
 　〈団体の場合〉説明のみ300円、法話・ご祈
祷500円　　　野沢周辺 B-4
URL  http://www.torioi.com/

　0241-45-2323 　 〒969-4406 西会津西会津町野沢字大久保甲1445-2 
　 8：00～17：00 　 ご祈祷料別途★　　　大久保周辺
URL  http://www.ooyamazumi.net/

山深い聖地で厳かな空気に浸る。
西会津町は古くから会津の霊地信仰の里として知られています。
山の中の神秘的な雰囲気を感じ、森の濃密な空気を吸えば、穏やかな気分で癒されるでしょう。

なじょな願いもききなさる

大山祇神社
　一生に一度の願いは３年つづけてお参りすれば、なじょな（どん
な）願いもききなさる（かなえてくれる）「野沢の山の神様」として、
いにしえの時代から信仰の対象となっている大山祇神社。福島県
はもちろん新潟、山形県地方からの参拝客が多く、年間 30 万人が
参拝に訪れます。

1御本社　2奥ノ院
3拝殿

1東西向拝口・三方開きの特殊な構造の観音
堂　2江戸時代初期に造られたといわれる
御開山・徳一大師座像　3仁王門　4室町
時代に造られたといわれる聖観音座像

会津ころり三観音のひとつ

鳥追観音
［如法寺］
　807年（大同２年）徳一大師の建立
とされる。木造聖観音立像など４体の
仏像と観音堂、仁王門が県指定重要文
化財。縁結び・子授け・安産・子育て・
厄除・長寿と様々なご利益があり、人々
の厚い信仰を集めています。左甚五郎
作と伝わる「隠れ三猿」の彫刻が有名。
この三猿を見つけられれば運が開き
「福マサル」といわれています。

大山まつり
　６月中は家内安全・五
穀豊穣を祈願する「大山
まつり」が開催され、境
内では野点や御神楽奉納
などがありにぎやかに。

御本社までプチトレッキング
　参拝は駐車場近くの拝殿でできるが

、山のパワーを存分に感じるなら、

片道２時間程度の参道を歩き、御本社
まで行くのがオススメ。途中滝や樹

齢400年以上の杉並木があり濃密な森
の空気を感じることができます。

　また御本社から先にある奥ノ院まで
は 30 年間不通だったが、2014 年

に整備され参拝可能です。（険しい道の
ため、ガイドなしでは登れません。）

国指定重要文化財

ロータリー車・ラッセル車
全国で北海道と西会津町のみに展
示されている貴重な車両。昭和の
時代、線路の雪かき作業に大活躍
しました。間近で見ると車両と回
転羽の迫力に圧倒されます。
展示場所：鳥追観音向かい

　0241-45-2213
（にしあいづ観光交
流協会）
　〒969-4405
西会津町下谷字宮
ノ後丙241 　堂内
拝観は要事前連絡
　   西会津町広域MAP

室町期に建立されたお堂

円満寺観音堂
　室町期の建立とされる国指定重要文化財。入母屋茅葺の屋根と本格的
な三方四面唐様建築のお堂。その周囲は大木の森に囲まれており、ひっ
そりと穏やかな空気のなか、厳かな気分に浸れば時間を忘れて癒される
ことでしょう。地元では、昔から子守観音として親しまれています。
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　0241-45-3322
　〒969-4402
西会津町尾野本字
和久丙3070
　   西会津町広域MAP

酒造りの神様

松尾神社
　平安時代（前期 811年）に建立され、福島県唯一の松尾神社で酒造神・
医薬神として信仰のある神社。神井戸の御神水は霊験あらたかで江戸時
代中期以降、福島県及び新潟県の酒造元が参拝の上、種水として持ち帰
るようになりました。平成10年より、上卯祭（お水取り神事）が再開され、
県内醸造元が参列し盛大に行われます。

［まつおじんじゃ］

所要時間 30分

5～6月
鳥追観音若葉祭 御開帳
10～11月
鳥追観音紅葉祭御開帳

行事

旧暦元旦　二年詣り
6月1日～30日
　　　　 大山まつり
旧暦9月9日・19日・29日
　　　　　　秋大祭

行事

4月17日
円満寺出ヶ原
観音例祭 御開帳

行事

4月15日　例大祭
11月初卯の日
上卯祭

行事

大山祇神社  宮司　伊藤　仲 さん

手前の拝殿だけでなく御本社までの参
道を歩けば、森の息吹を感じることが
できます。奥ノ院までの道も復活した
のでぜひいらしてください。

住職　三留　晃衛 さん

ころり観音参りや縁結び・子授
け・安産祈願で来られる方が増
えています。参拝にこられた方
には出来るだけ丁寧に接待する
ことを心がけています。

※トレッキング時間含

野沢周辺 B-4
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｛郷土学｝

至新潟

49

49

49

西会津IC

至会津若松

さゆり公園

野沢駅

一里塚

一里塚

鳥追観音
大山祇神社

別茶屋

至会津若松

鳥井峠

宝川宿

白坂宿

下野尻宿

上野尻宿

化け桜

軽沢間宿

野沢宿

束松峠

研幾堂

車峠茶屋跡
上野尻発電所

代官清水

ふるさと自慢館

　0241-45-2224 　 〒969-4406 西会津町野沢字原町乙2147 　 
　 展示コーナー／9：30～16：00　飲食コーナー／11：00～16：00、17：30～21：30
　 毎週火曜日、年末・年始　　展示コーナー無料　　　野沢周辺 B-3
http://www.nishiaizu-shokokai.net/

立ち寄
って

みよう
!

所要時間 30分～
西会津町の歴史を知るなら…

ふるさと自慢館
　西会津町の歴史や文化、研幾堂から生まれた偉人達を歴史的な資料を交えて紹
介し、素晴らしさを後世へ伝える小さな資料館。歴史をひも解くカギがここにあり
ます。平成28年4月、レストラン・喫茶コーナーを併設しリニューアルオープン。

［ふるさとじまんかん］

永い時の積み重ねに思いをはせる。
新潟と会津を結ぶ重要な街道・越後街道。そこを行きかう人々、宿場町で生活する人々の歴史が今もなお残って
います。明治の偉人を多く輩出した西会津町。先人達の人生が積み重なって今の西会津町があります。

会津戦争物語　陣が峯峠の戦い
朱雀２番寄合組・大鳥圭介・新撰組斎藤一・長岡藩兵らが、陣
が峯峠に布陣し迎撃するが、山上から攻撃され撤退しました。

地形学を専門とし、そこに郷土史を重ね合わせ
ながら西会津を研究中。自然や文化を相手にし
ながら観光 PRをしています。

　日本海側と会津を結ぶ街道は昔から複数あって、
1611 年の会津大地震で崖崩れが起こるまでは野沢
～尾登～勝負沢～が本道だったが、地震以後は野沢
～束松峠～鐘撞堂峠～が本道となりました。会津若
松と新潟県新発田を結ぶ街道を越後街道と呼びます。

　宿場とは運輸・通信の事務
を取り扱うために設けられた
町場で、それを中心に形成さ
れた町が宿場町。宝川・白坂・
下野尻・上野尻・野沢・軽
沢（※間宿）の宿があり、中
でも賑わっていたのは野沢宿
（宿泊）と野尻宿（回船）。今
でも面影を残しているのが宝
川宿。当時の野沢宿が偲ばれ
るのは、裏にある蔵で「水」
の字が目立ちます。宿内の道
にカギ型が3つあるのは独特。

　越後街道の３大宿場（津川・野沢・坂下）の１
つで、規模的には３番目だがたいそう賑わってい
ました。十返舎一九が「三味線の野沢の宿は旅
人の袖をむせうにひいてとどめる」と詠んでいま
す。10軒以上の水茶屋と沢山の飯盛女（宿場女郎）
がおり、化け桜の悲話も残っています。
大山祇神社の参拝者が帰りに野沢宿に立ち寄っ
たのもにぎわいの一因でした。３と８の付く日に
は六斎市が開かれていました。

　会津藩主　松平容保が 13 日間滞陣。野沢で猛将佐川
官兵衛に家老職を申し付けています。会津軍撤退後は新
政府軍の検問所となり、新潟に脱出する山川健次郎は厳
しい取調べに死を覚悟したそう。野沢宿での戦いはな
かったが逃げ遅れた長岡藩士２名が殺されています。

　西会津分の越後街道の峠は鳥井峠・車峠・束松
峠があるが、束松峠の茶屋のある所は会津坂下町。
一番の難所は車峠。江戸時代には車峠に３軒の茶屋
があったそう。明治 11 年に車峠を通ったイギリス
の旅行・探検家のイザベラ・バードが「こんなに急
でひどい峠はない」と言っています。鳥井峠に茶屋
はなかったが、明治44年にオーストリアのフォン・
レルヒ少佐（日本にスキーを伝えた人物）が鳥井峠
の杉林を絶賛しています。峠ではないが軽沢と柳津
の分岐に別茶屋という茶屋がありました。

明治の偉人

越後街道ものがたり

思斎が會津藩校日新館・医学寮を終了し、野沢原町に 1866年、
法政・経済・文学・医学の四科を設け二百数十名にものぼる近
郷子弟の教育にあたった私塾。偉人達の詳細は「ふるさと自慢館」にて公開中！

［西会津の宿場（町）］

［越後街道は時代によって変化］

［会津戦争と野沢宿］

［野沢宿のにぎわい］

［峠の茶屋］

渡部　思斎
〈わたなべ しさい〉
 1832-1889

にしあいづ観光交流協会 副会長

　　　　　　田崎　敬修 さん
たさき　　たかのぶ

ここに載せきれないくらい、まだまだおもし
ろい歴史が沢山あるんです。歴史をひもとき
つつ、当時の面影に想いを馳せてください。

越後街道

佐幕派の重鎮だった会津藩は、江戸城の無血開城により薩長の
矛先を

一身に受けることとなりました。薩長を中心とする明治新政府
軍は会

津藩総攻撃のため会津に侵攻。これを迎撃した会津藩・奥羽列
藩同盟・

徳川旧幕府軍との間の戦いを会津戦争といいます。主戦場は会
津地方。

陣が峯峠の戦いもその一つ。1868年 11月 6日（新暦）会津
藩降伏。

会津戦争とは…

けんきどう

明治の松下村塾と
言われた学塾 ※「研
幾堂」の創始者。

渡部　鼎
〈わたなべ かなえ〉
 1858-1932

野口英世の手を手
術し、英世が医師
を志すきっかけを
作った恩師。

山口　千代作
〈やまぐち ちよさく〉
1848-1906

自由民権運動の指
導者。自由党会津
部創立、福島自由
新聞の創立。

小島 忠八
〈こじま ちゅうはち〉
1856-1922

自由民権運動の闘
士。山口千代作と
共に反対闘争の先
頭に立つ。

石川　暎作
〈いしかわ えいさく〉
1858-1886

アダム・スミス
『富国論』の翻訳者。
渡部鼎と共に婦人
束髪運動の先駆者。

野澤　雞一
〈のざわ けいいち〉
1852-1932

山本覚馬の日本再
建の建白書「管見」
を口述筆記した法
律家。

※「研幾堂」とは…

※間宿（あいのしゅく）とは、峠な
どの難路があるときの休憩用の施
設。宿泊は原則禁じられていました。

宝川宿：高砂屋 宝川宿：赤岩屋

野沢町

十返舎一九

館内にはたくさんの展示品があります。

西会津広域MAP

赤べこがモデルになっているペコちゃん！
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｛郷土学｝

至新潟

49

49

49

西会津IC

至会津若松

さゆり公園

野沢駅

一里塚

一里塚

鳥追観音
大山祇神社

別茶屋

至会津若松

鳥井峠

宝川宿

白坂宿

下野尻宿

上野尻宿

化け桜

軽沢間宿

野沢宿

束松峠

研幾堂

車峠茶屋跡
上野尻発電所

代官清水

ふるさと自慢館

　0241-45-2224 　 〒969-4406 西会津町野沢字原町乙2147 　 
　 展示コーナー／9：30～16：00　飲食コーナー／11：00～16：00、17：30～21：30
　 毎週火曜日、年末・年始　　展示コーナー無料　　　野沢周辺 B-3
http://www.nishiaizu-shokokai.net/

立ち寄
って

みよう
!

所要時間 30分～
西会津町の歴史を知るなら…

ふるさと自慢館
　西会津町の歴史や文化、研幾堂から生まれた偉人達を歴史的な資料を交えて紹
介し、素晴らしさを後世へ伝える小さな資料館。歴史をひも解くカギがここにあり
ます。平成28年4月、レストラン・喫茶コーナーを併設しリニューアルオープン。

［ふるさとじまんかん］

永い時の積み重ねに思いをはせる。
新潟と会津を結ぶ重要な街道・越後街道。そこを行きかう人々、宿場町で生活する人々の歴史が今もなお残って
います。明治の偉人を多く輩出した西会津町。先人達の人生が積み重なって今の西会津町があります。

会津戦争物語　陣が峯峠の戦い
朱雀２番寄合組・大鳥圭介・新撰組斎藤一・長岡藩兵らが、陣
が峯峠に布陣し迎撃するが、山上から攻撃され撤退しました。

地形学を専門とし、そこに郷土史を重ね合わせ
ながら西会津を研究中。自然や文化を相手にし
ながら観光 PRをしています。

　日本海側と会津を結ぶ街道は昔から複数あって、
1611 年の会津大地震で崖崩れが起こるまでは野沢
～尾登～勝負沢～が本道だったが、地震以後は野沢
～束松峠～鐘撞堂峠～が本道となりました。会津若
松と新潟県新発田を結ぶ街道を越後街道と呼びます。

　宿場とは運輸・通信の事務
を取り扱うために設けられた
町場で、それを中心に形成さ
れた町が宿場町。宝川・白坂・
下野尻・上野尻・野沢・軽
沢（※間宿）の宿があり、中
でも賑わっていたのは野沢宿
（宿泊）と野尻宿（回船）。今
でも面影を残しているのが宝
川宿。当時の野沢宿が偲ばれ
るのは、裏にある蔵で「水」
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赤べこがモデルになっているペコちゃん！
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｛カフェ＆スイーツ｝

　0241-48-1512
　〒969-4406 西会津町野
沢字下條乙1969-26
（道の駅にしあいづ内）
　 11:00～19:00（LO18:30）
　 年末・年始 　　野沢周辺 B-3
URL http://www.w-aizu.jp/yorisse/

ほっこりカフェ時間。
山奥のブックカフェに、無添加素材にこだわったカフェ・レストラン、ミニカーカフェと、様々な魅力のカフェ
があります。そこに流れるゆったりとした時間を感じてみては。

大自然に包まれたブックカフェ

石竹花
　飯豊山のふもとにあり、のどかな山村風景
が店内から眺められます。店内に立ち並ぶ
本棚には、いろんなジャンルの本が並べられ
ています。メニューはカフェメニューに加え、
ぜんざいなどの甘味や、ネパールを旅した
奥さんが作るネパールカレーなど。まったり
と喫茶しつつ、読書や景色も楽しめます。

1テラスでお茶も楽しめ
ます　2本が立ち並ぶ
店内　3大好評ネパー
ルカレー

ライダーズピット
福島でツーリングを楽しむためのイ
チオシ情報を発信する「ライダーズ
ピット」。福島県内では14ヶ所で展
開しており、西会津町では「ミニカー
カフェ」が参加しています。ライダー
向けのサービスもあります。

野沢周辺 B-2

　0241-49-2011
　〒969-4736 西会津町奥
川大字元島字上家ノ前2216
　 11:00～17:00　  不定休
　　西会津町広域MAP
URL http://kinokohouse.jp/

　0241-45-2179
　〒969-4406 西会津町
野沢字芝草後乙1776-1
　 7：30～19：00 　 　　
　 不定休　
　　野沢周辺 A-3

　0241-45-2516
　〒969-4406 西会津町野
沢字上原乙2351
　 6：30～19：30
　 不定休　　  野沢周辺 B-2

1 2

3

［なでしこ］

清水屋製菓舗
　創業 1934 年（昭和９年）の老舗の菓子店。名物大
山まんじゅうは古くからの定番商品だが、現店主の代
からは洋菓子もはじめ、ふわふわ食感のロールケーキ
や生クリーム大福などが大人気。

［しみずやせいかほ］

小道にたたずむ
パンとケーキのお店

つくりたての味をそのままに

パンと洋菓子の
イシイ［ぱんとようがしのいしい］

　添加物を一切使わない昔ながら
の手作りのパンとケーキ。りんご
がたっぷりのアップルパイは大人
気。懐かしさを感じるハンバーグ
パンやバターパンなどもオススメ。

　栗の形をしたもちっとした食
感の皮に、ひかえめな甘さのあ
んが入った名物「文化焼き」。
まじめな店主が愛情込めて一つ
一つ焼き上げた丁寧な味です。

昔ながらのくず湯やあん
この入った落雁などの定
番商品に加え、ミネラル
野菜を使ったミネラルス
イーツも人気。

　0241-45-2538
　〒969-4406 西会津町
野沢字原町乙2144
　 9：00～18：30 　
　不定休　　 野沢周辺 B-3

江戸時代から続く名店

うえの菓子店
［うえのかしてん］

　0241-45-2174
　〒969-4406 西会津町
野沢字上條道東甲263-2
　 7：00～18：30 　 　　
　 日曜日午後
       野沢周辺 A-2

愛情込めた「文化焼き」

菓子竹
［かしたけ］人と人との縁を作るカフェ

縁側カフェ
　縁側を改装した店内はほっと一息つける穏や
かな空間。安心・安全にこだわった無添加素材
を使ったパンケーキはすっと体に入っていき、
自然な後味。このカフェとオーナーを通じ、人
との縁がつながり、地域が元気になっています。

［えんがわかふぇ］

丁寧に作られた心あたたまる味

レストラン櫟
　道の駅にしあいづ内にあるこちらは全て手作
りのこだわりのお店。おすすめはシフォンケーキ
セット。旬のフルーツが添えられた、ふんわり優
しい手作りケーキは、心あたたまるお母さんの
味がします。旅の途中にほっと一息、癒されます。

［れすとらんいちい］

　 0241-45-3713
 　〒969-4406 西会津町
野沢字祝ノ前1402-1 　 
　 10：00～18：30 　  毎週火曜日    
　    野沢周辺 C-3
Facebook  https://www.facebook.
com/na.suwanomori.cafe/

ほっとできるアットホームカフェ

諏訪の森Café
　平成27年7月にオープン。地元産のそば粉を使
用したガレットが売りの小さなカフェ。自家製の
お米を使った軽食、フレンチトーストやクレープ
などのスイーツもおススメ。子ども連れのママさ
ん大歓迎のアットホームなカフェです。

［すわのもりかふぇ］

ふわふわー

スギナソフトクリーム大好評♪

カフェ
スイーツ

店　主　小野木　麗子 さん
奥川の美しい景観の中でゆっくりお茶をして
もらいたくて 2011年にオープン。

静かな店で山の景色を見ながらお茶を飲んだ
り、本を読んだりゆっくり過ごしてください。
窓からは四季の移り変わりを感じることがで
きますよ。

４代目店主
清水　幹久 さん（左）
清水　啓佑 さん（右）

食べてもらってリピーターになってもらえる味を心
がけています。西会津町は四季の違いがはっきりし
ていて魅力がいっぱい。一日いても飽きませんよ。

 　0241-45-2900  　〒969-4401 西会津町登世島字下小
島187 　 9：30～17：00 　  第4月曜日、冬期間　　 野沢周辺 
B-2　　URL http://www.lotosinn.com/

2800台のミニカーに囲まれて

ミニカーカフェ
　オーナーが集め続けたミニカーがずらりとならぶ
カフェ。その数なんと日本最大級の2800台！大人
も子どもも時間を忘れて見入ってしまいます。大切
に保管・展示されているミニカーからはオーナーの
限りない愛を感じます。

［みにかーかふぇ］

　0241-49-2532 　 〒969-4734 西会津町奥
川大字飯里字里道2246 　 10：00～17：00 
　 土・日・祝日以外    　  奥川周辺

人気のアップルパイ♪

http://nadeshiko2011.blog.fc2.com/

ブログはこちら♪
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｛自然と農家を体験する｝

●食事について… ○農家民宿…他で済ませるか、農家の方と一緒に体験調理した食事となります。
 ○一般民宿…農家の方が作った家庭料理や田舎料理を提供します。

体で感じる、人・水・土。
田舎暮らしの醍醐味をぎゅっと凝縮した「農家民宿」や、自然の恵みを体で感じる体験プログラムなど、
心に残る旅の楽しみ方がたくさんあるんです。

農家民宿 体験プログラム

代官清水
鎌倉時代末期（1300 年頃）この地を治めて
いた荒井信濃守頼任が、旧野沢小学校跡に館
をつくり、湧き水を「館の清水」と呼んでい
ました。それから約 500 年後の文化５年
（1808 年）に原町の常楽寺東にあった会津
藩野沢代官所がこの館跡に移転してからは、
「代官清水」と呼ばれ今に伝えられています。

ジョセササイズ
「除雪は労働じゃない、エクササイズなんだ」
西会津発祥のムーブメントで、ジョセササイズ
（除雪でエクササイズ）を通して雪国の日常生
活の苦痛を楽しみに変え、多くの人に雪国に訪
れてもらうことを目的として活動しています。
日本ジョセササイズ協会
http://jjxa.strikingly.com/

　農家民宿とは、農家のふだんの生活の中に入り、寝食を
共にし、農作業や郷土料理作りなどの体験をしながら、あ
りのままの農村の暮らしを楽しむことです。一般の民宿と
は違った、農家さんとの親密なふれあいを通じ、かけがえ
のない思い出と人とのつながりを得ることができます。

自然をダイナミックに感じる体験プログラムも沢山あるんです。旅のとっておきの思い出づくりにどうぞ。

リバーウォーク体験の指導員をするかたわら、都会か
ら集まる若者達と遊休農地での米作りなどを通じ、新
しい交流を生み出しています。

特別でなく、今あるもので交流し、楽しんでもら
いたい。普段と違う空間、違う文化に浸ることの
魅力を感じてください。

渓流釣り

キノコ狩り

スノーシュー（現代版のかんじき）を履い
て雪の上を歩く体験。

スノートレッキング

標高 400ｍのワラビ園はまさに「天空の郷」に
ふさわしい眺望の中、ワラビ採りが楽しめます。

天空の郷 ワラビ収穫

雪国ならではの除雪体験。普段使わない筋
肉の運動（ジョセササイズ）でシェイプアッ
プ効果も。

雪降ろし・除雪体験

西会津特産ミネラル野菜の収穫体験。旬の野
菜だけでなく農家さんとの楽しいお話も魅力。

ミネラル野菜収穫

ウォーキングの 2 倍の消費カロリーのノル
ディックウォーキング体験。（約 4㎞）

ノルディックウォーキング
大粒の西会津産ブルーベリーを 1 時間食べ
放題の体験。

□時期  ６月下旬～８月
□実施団体
　下小島さゆり農園
□所要時間  60分（食べ放題）

ブルーベリー収穫

西会津の清流で魚つかみや川遊びの体験。
大人も童心にかえれます。

リバーウォーク（川遊び）

奥川地域づくり会議 会長　三瓶　純一 さん

□開園時間
　10：00～15：00
□料金  800円
　　野沢周辺 B-1

特に阿賀川支流の奥川は、イワナやヤマメ
が釣れる会津でも屈指の渓流釣りスポット。

□時期  4/1～9/30
□申込み期日  不要
□実施団体  西会津地区 
　非出資漁業協同組合

□料金  日釣り券
　　　   1,000円

菌床栽培キノコの収穫体験。夏・秋はキク
ラゲ、秋・冬・春はシイタケ狩りが楽しめ
ます。肉厚のキノコは必見。

□時期  通年
□申込み期日  2週間前
□実施団体  ごねい農園

□料金  500円
□催行人数  3～30人
□所要時間  60分

□時期  ５月下旬
～６月下旬

□実施団体  天空の郷
□料金  2,000円

□開園日時  期間中の
　日曜・水曜・金曜の

8：00～11：00
　　西会津広域MAP

□時期  １月～２月
□申込み期日  ３週間前
□実施団体  寺前自然塾

□料金  500円
□催行人数  8～15人
□所要時間  60分

□時期  １月～３月
□申込み期日  ２週間前
□実施団体  生江 克志
□料金  500円

□催行人数  5～10人
□所要時間  90分

□時期  ７月～９月
□申込み期日  ３週間前
□実施団体  にしあいづ
健康ミネラル野菜普及会

□料金  800円
□催行人数  10～60人
□所要時間  90分

□時期  ７月～8月
□申込み期日  ３週間前
□実施団体  奥川地域づ
くり会議

□料金  1,500円
□催行人数  10～40人
□所要時間  120分

□時期  4月～11月
□申込み期日  ２週間前
□実施団体  生江 克志
□料金  500円

□催行人数  5～20人
□所要時間  90分

農家民宿・各種体験プログラムのお問い合わせは　にしあいづ観光交流協会　☎0241-45-2213  FAX.0241-45-3974

田んぼ作業（田植え・稲刈り）・野菜収穫・
種まき・山菜採り・漬物作り・干し柿作り…
などなど
※内容は農家さんとの相談の中で自由に決める
　ことができます。

ステキな民宿が
いっぱい♪

西会津町
農家民宿

西会津町
一般民宿

野沢周辺 B-3

西会津町新郷大字豊洲字
寺野 5542-1
☎ 0241-47-2424

体験例

民宿 とくべえ
 佐藤 ハルミさん

西会津町登世島字外ノ瀬
乙 1664
☎ 0241-45-3577

亀屋
 伊勢亀 みち子さん

西会津町奥川大字元島字
居平 39
☎ 0241-49-2515

民宿 元んち
 片岡 元次さん

西会津町新郷大字豊洲字
千歳島 5109
☎ 0241-47-2515

いろりあん
 高橋 汰子さん

西会津町奥川大字飯里字
里道 2246
☎ 0241-49-2532

かたくり
 小野木 麗子さん

西会津町登世島字端村中乙1016
☎ 0241-45-3497

民宿「四季庵」
 物江 義栄 さん

西会津町奥川大字高陽根
字西側前 3001
☎ 0241-49-2188

グリーン奥川
 鈴木 満子さん 西会津町奥川大字飯根字

中村 1647
☎ 0241-49-2133

みちのく山菜の宿
 佐藤 ミヨ子さん

西会津町野沢字原町乙
2130
☎ 0241-45-2414

ひまわり
斎藤 フミ子さん

西会津町登世島字端村中乙1060
☎ 0241-45-3488

民宿 小島
 佐藤 アサ子さん

いろりあん　高橋　汰子 さん
昔、百姓一揆の時につけられた刀傷などが残
る歴史ある曲り家。誰でも気さくに迎え入れ
てくれる奥様がお待ちしています。

歴史がある家を見てもらいながら、そば打ち
やまき割り・みそ作り・さといも掘りなどな
ど、一緒に楽しみましょう。

　お一人様
〈1泊2食付〉 6,000円～
〈朝 食 付〉 4,400円～
〈素泊まり〉 3,700円～

MAP 上野尻周辺

MAP 奥川周辺

MAP 西会津広域MAP

MAP 野沢周辺 B-1 MAP 野沢周辺 B-1

MAP 上野尻周辺 MAP 奥川周辺

MAP 野沢周辺 B-3

MAP 野沢周辺 B-1 MAP 奥川周辺 MAP 奥川周辺

MAP 上野尻周辺

西会津町新郷大字冨士字屋敷添 2615
☎ 0241-47-2497

冨士の郷
長谷沼 朝子 さん

西会津町新郷大字豊洲字寺野5475-1
☎ 0241-47-2683

治右衛門
武藤 佐代子さん

春 春夏秋

春夏秋

春夏秋冬

夏

夏

冬 冬

夏

楽しい
思い出
作ろう！

14



｛自然と農家を体験する｝

●食事について… ○農家民宿…他で済ませるか、農家の方と一緒に体験調理した食事となります。
 ○一般民宿…農家の方が作った家庭料理や田舎料理を提供します。

体で感じる、人・水・土。
田舎暮らしの醍醐味をぎゅっと凝縮した「農家民宿」や、自然の恵みを体で感じる体験プログラムなど、
心に残る旅の楽しみ方がたくさんあるんです。

農家民宿 体験プログラム

代官清水
鎌倉時代末期（1300 年頃）この地を治めて
いた荒井信濃守頼任が、旧野沢小学校跡に館
をつくり、湧き水を「館の清水」と呼んでい
ました。それから約 500 年後の文化５年
（1808 年）に原町の常楽寺東にあった会津
藩野沢代官所がこの館跡に移転してからは、
「代官清水」と呼ばれ今に伝えられています。

ジョセササイズ
「除雪は労働じゃない、エクササイズなんだ」
西会津発祥のムーブメントで、ジョセササイズ
（除雪でエクササイズ）を通して雪国の日常生
活の苦痛を楽しみに変え、多くの人に雪国に訪
れてもらうことを目的として活動しています。
日本ジョセササイズ協会
http://jjxa.strikingly.com/

　農家民宿とは、農家のふだんの生活の中に入り、寝食を
共にし、農作業や郷土料理作りなどの体験をしながら、あ
りのままの農村の暮らしを楽しむことです。一般の民宿と
は違った、農家さんとの親密なふれあいを通じ、かけがえ
のない思い出と人とのつながりを得ることができます。

自然をダイナミックに感じる体験プログラムも沢山あるんです。旅のとっておきの思い出づくりにどうぞ。

リバーウォーク体験の指導員をするかたわら、都会か
ら集まる若者達と遊休農地での米作りなどを通じ、新
しい交流を生み出しています。

特別でなく、今あるもので交流し、楽しんでもら
いたい。普段と違う空間、違う文化に浸ることの
魅力を感じてください。

渓流釣り

キノコ狩り

スノーシュー（現代版のかんじき）を履い
て雪の上を歩く体験。

スノートレッキング

標高 400ｍのワラビ園はまさに「天空の郷」に
ふさわしい眺望の中、ワラビ採りが楽しめます。

天空の郷 ワラビ収穫

雪国ならではの除雪体験。普段使わない筋
肉の運動（ジョセササイズ）でシェイプアッ
プ効果も。

雪降ろし・除雪体験

西会津特産ミネラル野菜の収穫体験。旬の野
菜だけでなく農家さんとの楽しいお話も魅力。

ミネラル野菜収穫

ウォーキングの 2 倍の消費カロリーのノル
ディックウォーキング体験。（約 4㎞）

ノルディックウォーキング
大粒の西会津産ブルーベリーを 1 時間食べ
放題の体験。

□時期  ６月下旬～８月
□実施団体
　下小島さゆり農園
□所要時間  60分（食べ放題）

ブルーベリー収穫

西会津の清流で魚つかみや川遊びの体験。
大人も童心にかえれます。

リバーウォーク（川遊び）

奥川地域づくり会議 会長　三瓶　純一 さん

□開園時間
　10：00～15：00
□料金  800円
　　野沢周辺 B-1

特に阿賀川支流の奥川は、イワナやヤマメ
が釣れる会津でも屈指の渓流釣りスポット。

□時期  4/1～9/30
□申込み期日  不要
□実施団体  西会津地区 
　非出資漁業協同組合

□料金  日釣り券
　　　   1,000円

菌床栽培キノコの収穫体験。夏・秋はキク
ラゲ、秋・冬・春はシイタケ狩りが楽しめ
ます。肉厚のキノコは必見。

□時期  通年
□申込み期日  2週間前
□実施団体  ごねい農園

□料金  500円
□催行人数  3～30人
□所要時間  60分

□時期  ５月下旬
～６月下旬

□実施団体  天空の郷
□料金  2,000円

□開園日時  期間中の
　日曜・水曜・金曜の

8：00～11：00
　　西会津広域MAP

□時期  １月～２月
□申込み期日  ３週間前
□実施団体  寺前自然塾

□料金  500円
□催行人数  8～15人
□所要時間  60分

□時期  １月～３月
□申込み期日  ２週間前
□実施団体  生江 克志
□料金  500円

□催行人数  5～10人
□所要時間  90分

□時期  ７月～９月
□申込み期日  ３週間前
□実施団体  にしあいづ
健康ミネラル野菜普及会

□料金  800円
□催行人数  10～60人
□所要時間  90分

□時期  ７月～8月
□申込み期日  ３週間前
□実施団体  奥川地域づ
くり会議

□料金  1,500円
□催行人数  10～40人
□所要時間  120分

□時期  4月～11月
□申込み期日  ２週間前
□実施団体  生江 克志
□料金  500円

□催行人数  5～20人
□所要時間  90分

農家民宿・各種体験プログラムのお問い合わせは　にしあいづ観光交流協会　☎0241-45-2213  FAX.0241-45-3974

田んぼ作業（田植え・稲刈り）・野菜収穫・
種まき・山菜採り・漬物作り・干し柿作り…
などなど
※内容は農家さんとの相談の中で自由に決める
　ことができます。

ステキな民宿が
いっぱい♪

西会津町
農家民宿

西会津町
一般民宿

野沢周辺 B-3

西会津町新郷大字豊洲字
寺野 5542-1
☎ 0241-47-2424

体験例

民宿 とくべえ
 佐藤 ハルミさん

西会津町登世島字外ノ瀬
乙 1664
☎ 0241-45-3577

亀屋
 伊勢亀 みち子さん

西会津町奥川大字元島字
居平 39
☎ 0241-49-2515

民宿 元んち
 片岡 元次さん

西会津町新郷大字豊洲字
千歳島 5109
☎ 0241-47-2515

いろりあん
 高橋 汰子さん

西会津町奥川大字飯里字
里道 2246
☎ 0241-49-2532

かたくり
 小野木 麗子さん

西会津町登世島字端村中乙1016
☎ 0241-45-3497

民宿「四季庵」
 物江 義栄 さん

西会津町奥川大字高陽根
字西側前 3001
☎ 0241-49-2188

グリーン奥川
 鈴木 満子さん 西会津町奥川大字飯根字

中村 1647
☎ 0241-49-2133

みちのく山菜の宿
 佐藤 ミヨ子さん

西会津町野沢字原町乙
2130
☎ 0241-45-2414

ひまわり
斎藤 フミ子さん

西会津町登世島字端村中乙1060
☎ 0241-45-3488

民宿 小島
 佐藤 アサ子さん

いろりあん　高橋　汰子 さん
昔、百姓一揆の時につけられた刀傷などが残
る歴史ある曲り家。誰でも気さくに迎え入れ
てくれる奥様がお待ちしています。

歴史がある家を見てもらいながら、そば打ち
やまき割り・みそ作り・さといも掘りなどな
ど、一緒に楽しみましょう。

　お一人様
〈1泊2食付〉 6,000円～
〈朝 食 付〉 4,400円～
〈素泊まり〉 3,700円～

MAP 上野尻周辺

MAP 奥川周辺

MAP 西会津広域MAP

MAP 野沢周辺 B-1 MAP 野沢周辺 B-1

MAP 上野尻周辺 MAP 奥川周辺

MAP 野沢周辺 B-3

MAP 野沢周辺 B-1 MAP 奥川周辺 MAP 奥川周辺

MAP 上野尻周辺

西会津町新郷大字冨士字屋敷添 2615
☎ 0241-47-2497

冨士の郷
長谷沼 朝子 さん

西会津町新郷大字豊洲字寺野5475-1
☎ 0241-47-2683

治右衛門
武藤 佐代子さん

春 春夏秋

春夏秋

春夏秋冬

夏

夏

冬 冬

夏

楽しい
思い出
作ろう！
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｛アート＆クラフト｝

コーディネーター　矢部　佳宏 さん

春夏秋冬 春夏秋冬

作品の想い、ものづくりの知恵に触れる。
廃校を利用したクリエイティブ施設、国際芸術村。郷土に伝わるものづくりとは何かを考えたり、
ワークショップや作品を通じて創造することの意味や精神が見えてくるはず。

西会津町ケーブルテレビ
（NCT）

町営のケーブルテレビ局。自主放
送「さゆりチャンネル」があり、
町内の話題・ニュースを独自に取
材・放送している。視聴率は 50％
になることも。

場の記憶と作品が生み出す非日常

西会津国際芸術村

1グラウンドから見た満天の星空　2森のはこ
舟アートプロジェクト2014展示風景　3企画展示
風景　4冬の芸術村　5桜のライトアップ　
6廃校の木造校舎を利用　7野焼き陶芸ワーク
ショップ　8じぶんカフェ

1

2

3 5

6 7 8

4

［にしあいづこくさいげいじゅつむら］

景観デザイン、都市計画、公園設計など風景全般に関わるデザインの資
格「登録ランドスケープアーキテクト」を持つデザイナー。 2013 年より
芸術村のディレクション・企画・運営に関わっています。

芸術村は作品展示のためのギャラリーのみでなく、 ワークショップや
アーティスト・イン・レジデンスなどを含めた、人が集まる場・交流
できる場なんです。誰でもまったりとくつろいだり、創作したりでき
ますので、自分なりの楽しみ方をここで見つけてみてください。

文化４年（1807 年）創業の栄川（さかえがわ）
酒造の 15代目。

自然の草木を使ったオリジナルコース
ター作り体験。

全てのお問い合わせはにしあいづ観光交流協会（☎0241-45-2213）まで

自然織り

◎時期  通年
◎申込み期日  ３週間前
◎実施団体  寺前自然塾
◎料金  1,500円
◎催行人数  10～20人  ◎所要時間  120分

西会津町のお母さん
たちと一緒に野菜の
漬物体験です。

漬物づくり

◎時期  通年
◎申込み期日  ３週間前
◎実施団体  奥川こらんしょ村
◎料金  1,000円
◎催行人数  10～20人　
◎所要時間  90分

冬の田舎暮らしの必需
品かんじき作り体験。

かんじき作り

◎時期  1月～3月
◎申込み期日  2週間前
◎実施団体  生江 克志
◎料金  1,500円
◎催行人数  5～10人
◎所要時間  90分

西会津町のそば打ち名人と一緒にそば
打ち体験。（土日限定）

そば打ち

◎時期  通年　　　◎申込み期日  ３週間前
◎実施団体  ロータスイン
◎料金  2,000円
◎催行人数  10～20人  ◎所要時間  120分
　　野沢周辺 B-2

地元の名人とおいしい笹団子
を一緒に作る体験。

笹団子つくり

◎時期  通年
◎申込み期日  ２週間前
◎実施団体  奥川こらんしょ村
◎料金  1,000円
◎催行人数  10～20人
◎所要時間  100分

栄川酒造の酒蔵を見学す
る体験。試飲もできます。

酒造見学

◎時期  通年
◎申込み期日  ２週間前
◎実施団体  栄川酒造
◎料金  無料
◎催行人数  5～20人
◎所要時間  50分
　　野沢周辺 B-3

代　表　石川　純一 さん

ものづくり体験

先祖から受けついだ歴史と酒造りへの想いがお
酒に込められています。酒造りを通して心のふ
れあいをし、西会津町を知ってください。丁寧
におもてなししますのでぜひいらしてください。

今までの民芸品の伝統を受け継ぎつつ、起き上が
りムンクなど新しい提案で若い層にも民芸品の良
さを伝えています。

会津の伝統工芸・張り子に絵付けを
し、自分だけの張り子が作れます。

絵付け体験
工房見学

◎時期  通年※繁忙期の10月～12月
　　  はお断りする場合がござます。

◎申込み期日  随時受け付けておりますが、来店の前に
　　　　　  ご連絡下さい。

◎実施団体  野沢民芸　◎料金  800円～
◎催行人数  1名～
◎所要時間  30分～90分　午前10：30～12：00
　　　　　　　　　　　　 午後1：30～3：00

野沢民芸　絵付師　早川　美奈子 さん

工房では手作りの良さ、民芸品のできるまでが
全て見れます！ご自分でも作れますよ。人と触
れ合いながら体験し、民芸品と一緒にあったか
い思い出も持ち帰ってください。

所要時間 60分

　0241-47-3200 　 〒969-4622 西会津町新郷大字笹川字上の原
道上5752 　 10：00～17：00 　 月曜、火曜（臨時休館有り）　  無料
　   西会津町広域MAP　　http://nishiaizu-artvillage.com/

写真：篠原治樹

春夏秋冬 春夏秋冬

春夏秋冬 春夏秋冬

冬

野沢周辺 B-2

（種類により異なります。）

　2002年に廃校となった木造校舎（旧新郷中学校）を、創作
活動・ギャラリー・地域文化の育成・グリーンツーリズムの拠点
等に活用している文化交流施設です。
　“芸術”を広く人間の暮らしを支える“技”や“知恵”として捉
え、歴史・風土・民俗文化・伝統技術をデザインやアートの持つ
創造の力と融合し発信していきたいと考えています。
　様々なジャンルの企画展や、公募展に加え、版画や陶芸な
どのワークショップ、ジャズライブやクラシックコンサートな
ど多彩なイベントが目白押しです。
　レトロな木造校舎の空間と融合した非日常の世界をお楽
しみください。
　「じぶんカフェ」はお湯あり・電源あり・無料Wi-Fiありの無
料休憩所です。田舎暮らしに役立つ本やデザイン関係の洋書
などもあり、ゆったりした時間を過ごせるほか、移住定住相談
も受け付けているので、西会津のディープな情報を入手できる
絶好のスポットです！
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｛アート＆クラフト｝
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ど多彩なイベントが目白押しです。
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｛トレッキング・登山｝

西会津山の会／飯豊の山の案内人の会／
いいでの集いチーフリーダー

　　　　　　　　斎藤　善行 さん
さいとう　  よしゆき

いいでの集い…7月下旬 山開きイベント…5月下旬

山開きイベント…4月下旬 山開きイベント…5月上旬

日本百名山

自然と対話する。
ハイキング向けの低山から本格登山者向けの厳しい山まで、それぞれに魅力のある山々に恵まれています。
季節ごとの花や植物、絶景を楽しみながら登りましょう。

絶景ポイント紹介①
（銚子の口の紅葉）

阿賀川の峡谷の中でも特に有名な景
勝地。奇岩が両岸よりせりだし、お銚
子のくびれ部分に見えることから名
付けられました。秋には渓谷と紅葉
が見せる一大パノラマが楽しめます。

絶景ポイント紹介②
（天空の郷）

標高 500ｍを越えた場所にある
上谷地区「天空の郷」は超一級の
絶景ポイント。街並みや農村風
景、飯豊連峰が一望でき、四季
折々で様々な風景が楽しめます。

西会津町の山に関する豊富な知識を持つ。地形
や石の組成、雪の積もり方などをガイドをしな
がら教えてくれます。

飯豊山への西会津町からのルートは他に比べ
ると安全で登りやすいのでオススメ。鏡山や
高陽山は飯豊山を眺めるのに最適なのでぜひ
登ってみてください。

日本で2番目に高い「ふじさん」

うつくしま百名山

冨士山［ ふじさん ］

［ かがみやま ］

春
Spring

冬
Winter

夏
Summer

秋
Autumn

鏡山［ いいでさん ］
飯豊山

［ すがりだけ ］
須刈岳

［ こうようさん ］
高陽山

［ とやさん ］
鳥屋山

［ いいたにさん ］
飯谷山

山頂はこんな感じ♪

周辺におとめゆり群生地有り

竜ヶ岳［ りゅうがだけ ］

｛ 1,339m ｝
登山適期：5月中旬～ 11月中旬
登 山 口：弥生登山口・弥平四郎登山口
コースタイム：日帰り　6時間

｛ 438m ｝
登山適期：4月上旬～ 11月下旬
登 山 口：上野尻登山口
コースタイム：日帰り　2時間

｛ 509m ｝
登山適期：4月上旬～ 11月下旬
登 山 口：漆窪登山口
コースタイム：日帰り　2時間

｛ 532m ｝
登山適期：4月上旬～ 11月下旬
登 山 口：安座登山口・塩喰登山口
コースタイム：日帰り　3時間

｛ 1,126m ｝
登山適期：5月上旬～ 11月中旬
登 山 口：中ノ沢登山口
コースタイム：日帰り　5時間

｛ 2,105m ｝
登山適期：7月上旬～ 10月下旬
登 山 口：弥平四郎登山口
コースタイム：1泊2日～2泊3日
　　　祓川～三国岳（上り）5時間

｛ 580m ｝
登山適期：4月上旬～ 11月下旬
登 山 口：軽沢登山口
コースタイム：日帰り　2時間

｛ 783m ｝
登山適期：4月中旬～ 11月下旬
登 山 口：小杉山登山口
コースタイム：日帰り　2時間

季節の
ビューポイント

上野尻発電所の桜

　  上野尻周辺

奥川のカタクリ

　 奥川周辺

天空の郷

　  西会津広域MAP

程窪の山ゆり

　  西会津広域MAP

松尾のひまわり

　   野沢周辺C-2

阿賀川と飯豊山

　  野沢周辺A-1

雷山公園の紅葉

　  野沢周辺B-4

阿賀川

　  西会津
周辺MAP

戸中のコスモス・そば・
稲のグラデーション

　  野沢周辺A-1

おとめゆり群生地

　　西会津広域MAP

さゆり公園の桜

　　野沢周辺B-2

菜の花と飯豊山
（戸中）

　　野沢周辺A-1

西会津国際芸術村桜ライトアップ

　　西会津町広域MAP

西会津広域MAP西会津広域MAPはすべて西会津町広域MAP

西林の竹林

　  野沢周辺B-1
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コースタイム：日帰り　2時間

季節の
ビューポイント

上野尻発電所の桜

　  上野尻周辺

奥川のカタクリ

　 奥川周辺

天空の郷

　  西会津広域MAP

程窪の山ゆり

　  西会津広域MAP

松尾のひまわり

　   野沢周辺C-2

阿賀川と飯豊山

　  野沢周辺A-1

雷山公園の紅葉

　  野沢周辺B-4

阿賀川

　  西会津
周辺MAP

戸中のコスモス・そば・
稲のグラデーション

　  野沢周辺A-1

おとめゆり群生地

　　西会津広域MAP

さゆり公園の桜

　　野沢周辺B-2

菜の花と飯豊山
（戸中）

　　野沢周辺A-1

西会津国際芸術村桜ライトアップ

　　西会津町広域MAP

西会津広域MAP西会津広域MAPはすべて西会津町広域MAP

西林の竹林

　  野沢周辺B-1
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｛グルメ｝

心に残る味を、心ゆくまで。
おいしい水と豊かな土で育まれた地元素材を活かした料理の数々。
心に残るおいしいスポットをご紹介。

車麩ラスク
西会津高校生が開発した町の新しいスイーツ。
町で伝統的な製法を守り続けている丸十製麩本
舗の「車麩」を、100年以上続く老舗菓子店「うえ
の菓子店」で丁寧にバターシュガー風味で焼き
上げました。ドーナッツ状の可愛らしい形とサクッ
とした食感が特徴のラスク。道の駅やうえの菓子
店で好評販売中です。

0241-45-3748
〒969-4406
西会津町野沢字古
四王原甲880 　 
11：30～14：00
17：00～19：30
毎週水曜
野沢周辺 C-4

［キッチン せいげつてい］

郷土食と薬膳の出会いによる健康に良い食事を
モットーに様々なメニューを提供しています。

安心安全な地元の食材を使った心あたたまる
お料理を食べにきてください。

　0241-45-3314 　 〒969-4406
西会津町野沢字下條乙1969-11
　 11：00～15：00 　  毎週木曜
　　野沢周辺 B-3

ラーメンハウスいわはら
ここでもみそラーメンが食べられます

　0241-45-2026 　 〒969-4406
西会津町野沢字原町乙2207
　 11：00～19：00 　 不定休
 　   野沢周辺 B-3

仙台屋 せんだいや

　0241-45-2279 　 〒969-4406
西会津町野沢字大久保甲901-2
　 8：00～16：00 　 6月のみ営業
  　 大久保周辺

旭屋 あさひや

　0241-45-2565 　 〒969-4406 
西会津町野沢字原町乙2240 　 
　 11：00～14：00 　  日・祝
  　  野沢周辺 B-3

　0241-45-2852 　 〒969-4406 西会津町野沢原町乙2168
　11：00～19：00 　 第3水曜    　  野沢周辺 B-3

朱泥庵 しゅでいあん

　0241-49-2131  　 〒969-4734
西会津町奥川大字飯里字中町1526
　 11：00～13：30　   毎週月曜
　　奥川周辺

さかや食堂 さかやしょくどうどうき
しょくどう

地元民に愛されるソウルフード

　0241-47-2555 　 〒969-4512
西会津町上野尻字下沖ノ原2661-8 
 　10：00～14：00　   毎週火曜
（臨時休業有）  　   上野尻周辺

むらおか食堂 むらおかしょくどう

代　表　斎藤　フミ子 さん

太陽のレストラン

キッチン 清月亭

0241-45-4105
〒969-4406
西会津町野沢字北
山乙839-43
11：30～20：00 　 
無休
野沢周辺 A-2

［どらいぶいんしばくさ］ドライブイン 芝草
0241-45-2371 
〒969-4406
西会津町野沢字如
法寺乙3595-3 　 
10：00～16：00
1月～3月は予約以
外休業
野沢周辺 B-4

［かんのんちゃや］観音茶屋

0241-45-3155 
〒969-4406
西会津町野沢字大
久保甲915　 
8：30～16：30（6月）
9：00～16：00（6月以外）
12月～3月休業　
大久保周辺

［こうせいかん］光盛館

0241-45-4098 
〒969-4406
西会津町野沢字如
法寺乙3527 　 
10：00～15：00
12月～3月休業
野沢周辺 B-4

［におうちゃや］仁王茶屋

0241-45-2466 
〒969-4406
西会津町野沢字上
原乙2461 　 
17：00～22：00
毎週日曜
野沢周辺 B-3

［しゅていなかがわ］酒亭なか川

0241-45-3377 
〒969-4406　西会津町野沢
字大久保甲916-1 　 
8：30～16：30
不定休
大久保周辺

［さくらや］さくらや

090-8781-4458 
〒969-4406  西会津町野沢字大久保
大山祇神社御本社前 
8：00～15：00
（6月の土日祝のみ営業）
※6月以外は
　予約のみの営業です。
大久保周辺

［いわねかん］岩根館

0241-45-3113 
〒969-4406
西会津町野沢字上
原乙2450　 
17：00～22：00
毎週水曜日
野沢周辺 B-3

［わすい］

0241-45-4107 
〒969-4406
西会津町野沢字上
原乙2319-7 　 
18：00～23：00
毎週日曜
野沢周辺 B-3

［やきとりとりじゅう］

0241-45-3031 　 
〒969-4406
西会津町野沢下條
乙1969-15
11：30～13：30
17：00～22：00
毎週月曜
野沢周辺 B-3

［こうずし］幸寿司

和粋

やきとり鳥重

0241-45-2732
〒969-4406 
西会津町野沢字原
町乙2226 　 
17：30～22：00　
毎週月曜
野沢周辺 B-3

［すいげつ］酔月

090-7524-9244 
〒969-4406
西会津町野沢字上
條道北甲366-1
17：00～22：00 　 
毎週日・月曜　 　
野沢周辺 B-2

［いざかや いっぷく］居酒屋 一福

同気食堂

　0241-45-2702 　 〒969-4406 西会津町野沢字浦道添甲34-1
　 11：00～15：00・17：00～19：30 　 毎週月曜　　　野沢周辺 A-2

おおやま
どらいぶいん大山

ドライブイン

会津若松で修行したのち、20年前に西会津町でえちご家
を開業。今では町内外からお客さんが押し寄せる人気店
に。常に研究を怠らず、美味しさを追い求めている。

店　主　古俣　卯佐利［こまた　うさとし］ さん

　「お客様と同じ気持ちで」と
いう意味で「同気」。野菜たっ
ぷりのみそラーメンや馬刺し定
食など豊富なメニューが魅力。
写真はとんかつ味噌ラーメン。

　昭和 47年から続く老舗
の食堂。シャキシャキの
野菜と甘辛く奥深いスー
プがやみつきになります。

　0241-45-3248 　 〒969-4406 西会津町野沢字上原乙2431-1　  
　11：00～14：00・17：00～19：00 　  毎週木曜　　　野沢周辺 B-2

えちご家えちごや

　創業20年の行列のできるラーメン店。こだわりぬいた３種類
の味噌をブレンドし、厳選素材から取るスープと、のどごしの良
い麺が絶妙なハーモニーを奏で、何度でも食べたくなる味です。

　郷土食に薬膳の考え方を加えた「ふる
さと薬膳」や、そそりたつ天丼などがあり
ます。化学調味料を使わず、天然だし、ミ
ネラル野菜を存分に使った、体にやさしい
レストラン。ミネラル野菜と米粉のバンズ、
車麩のパティで作ったベジメルバーガーも
人気。道の駅にしあいづ内にあります。

惰性では作らず、一杯一杯気持ちを入れて作っています。
作る基本がそれぞれの店で異なり、違った美味しさが味
わえます。ぜひその味を味わってください。

レストラン櫟

　0241-48-1512
　〒969-4406 西会津町野沢字下條乙
1969-26 （道の駅にしあいづ内）
　 11:00～19:00（LO18:30）　　年末・年始
　　野沢周辺 B-3

　野菜ソムリエ木村正晃氏プロデュースで、
ミネラル野菜を活かした地産地消のレスト
ラン。ビュッフェスタイルで並べられた料理
は、素材の持ち味を最大限に引き出され、
野菜の本来のおいしさを発見できます。

　 0241-45-2900 　 
　 〒969-4401 西会津町登世島字下小島187 
　 11：30～14：00 　 毎月第4月曜    　 野沢周辺 
B-2　　http://www.lotosinn.com/

西会津みそラーメン

いちい たいよう

洋食 寿司 定食

そば 0241-45-2204
〒969-4406
西会津町野沢字原
町乙2161-5
11:00～20:15
毎週水曜

野沢周辺 Ｂ-3

［くらどっと］KURA.

イタリアン

090-8781-4458
〒969-4406
西会津町野沢字大久保885
11:00～14:00
毎週水曜・木曜（11月～3月休業）
※前日20:00まで要予約、限定10食
大久保野沢周辺

［そばや］そばや

そば

居酒屋 居酒屋

居酒屋居酒屋 居酒屋

そば

和食 和食

和食

おいし
い

お店が

いっぱ
い !
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｛グルメ｝

心に残る味を、心ゆくまで。
おいしい水と豊かな土で育まれた地元素材を活かした料理の数々。
心に残るおいしいスポットをご紹介。

車麩ラスク
西会津高校生が開発した町の新しいスイーツ。
町で伝統的な製法を守り続けている丸十製麩本
舗の「車麩」を、100年以上続く老舗菓子店「うえ
の菓子店」で丁寧にバターシュガー風味で焼き
上げました。ドーナッツ状の可愛らしい形とサクッ
とした食感が特徴のラスク。道の駅やうえの菓子
店で好評販売中です。

0241-45-3748
〒969-4406
西会津町野沢字古
四王原甲880 　 
11：30～14：00
17：00～19：30
毎週水曜
野沢周辺 C-4

［キッチン せいげつてい］

郷土食と薬膳の出会いによる健康に良い食事を
モットーに様々なメニューを提供しています。

安心安全な地元の食材を使った心あたたまる
お料理を食べにきてください。

　0241-45-3314 　 〒969-4406
西会津町野沢字下條乙1969-11
　 11：00～15：00 　  毎週木曜
　　野沢周辺 B-3

ラーメンハウスいわはら
ここでもみそラーメンが食べられます

　0241-45-2026 　 〒969-4406
西会津町野沢字原町乙2207
　 11：00～19：00 　 不定休
 　   野沢周辺 B-3

仙台屋 せんだいや

　0241-45-2279 　 〒969-4406
西会津町野沢字大久保甲901-2
　 8：00～16：00 　 6月のみ営業
  　 大久保周辺

旭屋 あさひや

　0241-45-2565 　 〒969-4406 
西会津町野沢字原町乙2240 　 
　 11：00～14：00 　  日・祝
  　  野沢周辺 B-3

　0241-45-2852 　 〒969-4406 西会津町野沢原町乙2168
　11：00～19：00 　 第3水曜    　  野沢周辺 B-3

朱泥庵 しゅでいあん

　0241-49-2131  　 〒969-4734
西会津町奥川大字飯里字中町1526
　 11：00～13：30　   毎週月曜
　　奥川周辺

さかや食堂 さかやしょくどうどうき
しょくどう

地元民に愛されるソウルフード

　0241-47-2555 　 〒969-4512
西会津町上野尻字下沖ノ原2661-8 
 　10：00～14：00　   毎週火曜
（臨時休業有）  　   上野尻周辺

むらおか食堂 むらおかしょくどう

代　表　斎藤　フミ子 さん

太陽のレストラン

キッチン 清月亭

0241-45-4105
〒969-4406
西会津町野沢字北
山乙839-43
11：30～20：00 　 
無休
野沢周辺 A-2

［どらいぶいんしばくさ］ドライブイン 芝草
0241-45-2371 
〒969-4406
西会津町野沢字如
法寺乙3595-3 　 
10：00～16：00
1月～3月は予約以
外休業
野沢周辺 B-4

［かんのんちゃや］観音茶屋

0241-45-3155 
〒969-4406
西会津町野沢字大
久保甲915　 
8：30～16：30（6月）
9：00～16：00（6月以外）
12月～3月休業　
大久保周辺

［こうせいかん］光盛館

0241-45-4098 
〒969-4406
西会津町野沢字如
法寺乙3527 　 
10：00～15：00
12月～3月休業
野沢周辺 B-4

［におうちゃや］仁王茶屋

0241-45-2466 
〒969-4406
西会津町野沢字上
原乙2461 　 
17：00～22：00
毎週日曜
野沢周辺 B-3

［しゅていなかがわ］酒亭なか川

0241-45-3377 
〒969-4406　西会津町野沢
字大久保甲916-1 　 
8：30～16：30
不定休
大久保周辺

［さくらや］さくらや

090-8781-4458 
〒969-4406  西会津町野沢字大久保
大山祇神社御本社前 
8：00～15：00
（6月の土日祝のみ営業）
※6月以外は
　予約のみの営業です。
大久保周辺

［いわねかん］岩根館

0241-45-3113 
〒969-4406
西会津町野沢字上
原乙2450　 
17：00～22：00
毎週水曜日
野沢周辺 B-3

［わすい］

0241-45-4107 
〒969-4406
西会津町野沢字上
原乙2319-7 　 
18：00～23：00
毎週日曜
野沢周辺 B-3

［やきとりとりじゅう］

0241-45-3031 　 
〒969-4406
西会津町野沢下條
乙1969-15
11：30～13：30
17：00～22：00
毎週月曜
野沢周辺 B-3

［こうずし］幸寿司

和粋

やきとり鳥重

0241-45-2732
〒969-4406 
西会津町野沢字原
町乙2226 　 
17：30～22：00　
毎週月曜
野沢周辺 B-3

［すいげつ］酔月

090-7524-9244 
〒969-4406
西会津町野沢字上
條道北甲366-1
17：00～22：00 　 
毎週日・月曜　 　
野沢周辺 B-2

［いざかや いっぷく］居酒屋 一福

同気食堂

　0241-45-2702 　 〒969-4406 西会津町野沢字浦道添甲34-1
　 11：00～15：00・17：00～19：30 　 毎週月曜　　　野沢周辺 A-2

おおやま
どらいぶいん大山

ドライブイン

会津若松で修行したのち、20年前に西会津町でえちご家
を開業。今では町内外からお客さんが押し寄せる人気店
に。常に研究を怠らず、美味しさを追い求めている。

店　主　古俣　卯佐利［こまた　うさとし］ さん

　「お客様と同じ気持ちで」と
いう意味で「同気」。野菜たっ
ぷりのみそラーメンや馬刺し定
食など豊富なメニューが魅力。
写真はとんかつ味噌ラーメン。

　昭和 47年から続く老舗
の食堂。シャキシャキの
野菜と甘辛く奥深いスー
プがやみつきになります。

　0241-45-3248 　 〒969-4406 西会津町野沢字上原乙2431-1　  
　11：00～14：00・17：00～19：00 　  毎週木曜　　　野沢周辺 B-2

えちご家えちごや

　創業20年の行列のできるラーメン店。こだわりぬいた３種類
の味噌をブレンドし、厳選素材から取るスープと、のどごしの良
い麺が絶妙なハーモニーを奏で、何度でも食べたくなる味です。

　郷土食に薬膳の考え方を加えた「ふる
さと薬膳」や、そそりたつ天丼などがあり
ます。化学調味料を使わず、天然だし、ミ
ネラル野菜を存分に使った、体にやさしい
レストラン。ミネラル野菜と米粉のバンズ、
車麩のパティで作ったベジメルバーガーも
人気。道の駅にしあいづ内にあります。

惰性では作らず、一杯一杯気持ちを入れて作っています。
作る基本がそれぞれの店で異なり、違った美味しさが味
わえます。ぜひその味を味わってください。

レストラン櫟

　0241-48-1512
　〒969-4406 西会津町野沢字下條乙
1969-26 （道の駅にしあいづ内）
　 11:00～19:00（LO18:30）　　年末・年始
　　野沢周辺 B-3

　野菜ソムリエ木村正晃氏プロデュースで、
ミネラル野菜を活かした地産地消のレスト
ラン。ビュッフェスタイルで並べられた料理
は、素材の持ち味を最大限に引き出され、
野菜の本来のおいしさを発見できます。

　 0241-45-2900 　 
　 〒969-4401 西会津町登世島字下小島187 
　 11：30～14：00 　 毎月第4月曜    　 野沢周辺 
B-2　　http://www.lotosinn.com/

西会津みそラーメン

いちい たいよう

洋食 寿司 定食

そば 0241-45-2204
〒969-4406
西会津町野沢字原
町乙2161-5
11:00～20:15
毎週水曜

野沢周辺 Ｂ-3

［くらどっと］KURA.

イタリアン

090-8781-4458
〒969-4406
西会津町野沢字大久保885
11:00～14:00
毎週水曜・木曜（11月～3月休業）
※前日20:00まで要予約、限定10食
大久保野沢周辺

［そばや］そばや

そば

居酒屋 居酒屋

居酒屋居酒屋 居酒屋

そば

和食 和食

和食

おいし
い

お店が

いっぱ
い !
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おいしい野菜、米、きのこ
すべてが揃う！「ミネラル野菜の家」

｛おみやげ・特産品｝

とっておきのおみやげ、見つけました。
栄養たっぷりの土から生まれる農産物、手間ひまかけた地酒や加工品、匠の技が光る工芸品。
一級品の数々があなたをお待ちしています。

起き上がりウルトラマン
野沢民芸さんのオリジナル商品。倒されても、倒
されても、必ず起き上がるスピリットを、永遠の
ヒーロー「ウルトラマン」に重ね合わせ、可愛ら
しい姿に強さを秘めた起き上がり小法師です。
※本商品の売上の一部は、ウルトラマン基金を通じて子供たち
　の未来を創るための活動に役立てられます。
www.ultraman-kikin.jp

んめぇ宅配便
野菜や漬物など、春夏秋冬、四季折々
の特産品を全国へ発送しています。
●各季節限定　50個
　　　　１個　4,500円（送料込）
●お申込み先：NPO西会津ローカル
　　　　　　  フレンズ事務局

☎0241-45-3820　

 桐下駄 
｛きりげた｝

作り手の紹介

　会津の特産である最高級品質の
桐から生み出される桐下駄は美し
い光沢と柔らかい肌触り。使い込
むほどに愛おしくなります。

　飯豊山の清冽な雪解け水と最高
品質のお米と作り手の情熱で作ら
れる逸品の数々。受け継がれた伝
統の味わいをお持ち帰りください。

軽くて美しい会津の桐にこだわ
り、１つ１つ丹念な手仕事で作り
続けています。関東や関西からも
オーダーメイドの依頼が舞い込
み、品質の高さがうかがえます。

西尾桐材
［にしおきりざい］

　 0241-45-2439
　 〒969-4406 西会津町野
沢字上原乙2700-1
　　野沢周辺 B-2

桐の木地を様々な刃物で下
駄に加工したり、タンスなど
を作る桐材店。桐の良さを存
分に活かした高級品の数々を
作り出します。

西形桐材店
［にしかたきりざいてん］

　 0241-45-2833
　 〒969-4406 西会津町野
沢字上條道東甲213　  
　　野沢周辺 B-3

52 年前から張り子を作り続
けている老舗の工房。今では
会津地域で会社として営むの
はこちらだけ。見学や絵付け
体験もできます。

野沢民芸
［のざわみんげい］

　 0241-45-3129
　 〒969-4406 西会津町野沢字
上原下乙2704-2　  9：00～17：
00　  土・日・祝　　  野沢周辺 B-2
http://www.nozawa-mingei.com/

200 年の歴史を誇る老舗の
造り酒屋。量よりも質にこだ
わり、伝統を守り続けていま
す。酒蔵の見学もできますよ。

栄川酒造
［さかえがわしゅぞう］

　 0241-45-2013
　 〒969-4406 西会津町野
沢字本町甲1184　 8：30～
18：00　  不定休
　　野沢周辺 B-3

３代目となるご主人が早朝３
時から炭をおこし、焼き麩を
作り続ける老舗。変わらぬ味
わいを守っています。お麩作
りの現場も見学できます。

丸十製麩本舗
［まるじゅうせいふほんぽ］

　 0241-45-3428
　 〒969-4406 西会津町野
沢字原町乙2161-2　  8：00～
18：00　  　野沢周辺 B-3

道の駅にしあいづ

　 0241-48-1512
　 〒969-4406 西会津町野沢字下條乙1969-26
　 9：00～19：00　  年末・年始　　 野沢周辺B-3
http://www.w-aizu.jp/yorisse/

　西会津町観光の拠点となる道の駅。おみやげ
品や農産物・民芸品など、西会津町の逸品の数々
が勢ぞろい。店内のレストラン櫟（P20）でお食
事も可能です。

会津張り子
｛あいづはりこ｝

　今から 400 年前、蒲生
氏郷公の産業奨励により会
津で盛んに作られるように
なった張り子。優しく愛ら

しい表情の郷
土玩具は、手
作りの温かみ
と素朴さが感
じられます。

　大山祇神社まいりのお
みやげの定番中の定番。
こしあんを柔らかな生地
で包んだ、歴史を超えて
変わらぬ味の、山の神の
まんじゅうです。

　霊峰・飯豊山の伏流水と肥沃な土地、
さらには寒暖差が大きい西会津町の米の
食味は全国でもトップクラス。平成 26
年度米食味分析鑑定コンクールで日本一
の「金賞」を受賞した生産者も。ぜひ一
度食べていただきたい西会津産米。

ミネラル野菜
｛みねらるやさい｝

　「健康な体は健康な食べ物から、健康な食べ物
は健康な土づくりから」との理念のもと、土壌
分析を行ない、その結果に基づいて適正に堆肥
や有機質肥料、ミネラル資材を施した「健康な
土づくり」により栽培されたのが「ミネラル野
菜」。ミネラルは健康な体を維持するために欠か
せない栄養素であり、体の成長発育を助けたり、

諸機能が正常になるよう調整してくれる働きが
あります。健康な土づくりにより栽培されたミ
ネラル野菜は、野菜本来の栄養素や甘さがあり
ます。生産団体の「にしあいづ健康ミネラル野
菜普及会」は、平成 26 年度豊かなむらづくり
顕彰で農林水産大臣賞を受賞。

山菜加工品
｛さんさいかこうひん｝

　山菜や野菜、きのこ
をご飯のおかずやお酒
の肴に加工した産品。
商品は車麩、そうめん
かぼちゃの甘酢漬け、たまねぎのピクルスなど。
中でも舞茸ご飯の素は１番の人気商品。

菌床しいたけ・きくらげ

大山まんじゅう

西会津産米

｛きんしょうしいたけ・きくらげ｝

｛おおやままんじゅう｝

国産の本葛のみを使用し
たこだわりの逸品。弾力
のある口当たりは他には
ない味わい。遠方からも
お取り寄せの注文がくる
人気商品です。

くず湯
｛くずゆ｝

｛にしあいづさんまい｝

　菌床づくりからキノコの生産まで、全て生産者達が行っている安全・
安心なキノコ。生産しているしいたけときくらげは、これまでのキノ

コの常識を覆す肉厚感とプリ
プリ感。きのこ嫌いな人も食
べられると評判。平成 26年に
開催された「全国キノコ食味
＆形のコンテスト」では菌床
しいたけの部で日本一を受賞。

地酒
｛じざけ｝

　炭火で焼く昔ながらの製
法にこだわったお麩。もち
もちっとした食感が人気で、
煮物・汁物・和え物などな
ど様々な料理に使えます。

焼き麩
｛やきふ｝

★ ★

大規模な農家で働く若いチカラ。生産現場
だけでなく、営業から販売までをこなす。
「ミネラル野菜の美味しさが口コミで広
がり、認められてきました。首都圏
にも少しずつ出荷していて、これ
からもっと普及させていき

たいです。」

渡部農園
渡部佳菜子 さん

ミネラル野菜普及会の皆さんです！
頑張る

若いチカラ♪

ド
ッ
グ
ラ
ン
も

　
あ
り
ま
す
♪

ベ
ジ
ベ
コ
が

お
出
迎
え
♪

 野沢周辺B-2

©円谷プロ

ここですべて買えます♪

電
気
自
動
車
用
の

急
速
充
電
器
も

あ
り
ま
す
！

　平成 28 年 8 月、道の駅にしあいづ・交流物産館よりっせ
脇にオープンした「ミネラル野菜の家」は、にしあいづ健康
ミネラル野菜、きのこ、米、加工品など盛りだくさんの品揃え！
　また、フードコートには地元で人気のグルメが勢揃い。西
会津の味をお楽しみください。
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おいしい野菜、米、きのこ
すべてが揃う！「ミネラル野菜の家」

｛おみやげ・特産品｝

とっておきのおみやげ、見つけました。
栄養たっぷりの土から生まれる農産物、手間ひまかけた地酒や加工品、匠の技が光る工芸品。
一級品の数々があなたをお待ちしています。

起き上がりウルトラマン
野沢民芸さんのオリジナル商品。倒されても、倒
されても、必ず起き上がるスピリットを、永遠の
ヒーロー「ウルトラマン」に重ね合わせ、可愛ら
しい姿に強さを秘めた起き上がり小法師です。
※本商品の売上の一部は、ウルトラマン基金を通じて子供たち
　の未来を創るための活動に役立てられます。
www.ultraman-kikin.jp

んめぇ宅配便
野菜や漬物など、春夏秋冬、四季折々
の特産品を全国へ発送しています。
●各季節限定　50個
　　　　１個　4,500円（送料込）
●お申込み先：NPO西会津ローカル
　　　　　　  フレンズ事務局

☎0241-45-3820　

 桐下駄 
｛きりげた｝

作り手の紹介

　会津の特産である最高級品質の
桐から生み出される桐下駄は美し
い光沢と柔らかい肌触り。使い込
むほどに愛おしくなります。

　飯豊山の清冽な雪解け水と最高
品質のお米と作り手の情熱で作ら
れる逸品の数々。受け継がれた伝
統の味わいをお持ち帰りください。

軽くて美しい会津の桐にこだわ
り、１つ１つ丹念な手仕事で作り
続けています。関東や関西からも
オーダーメイドの依頼が舞い込
み、品質の高さがうかがえます。

西尾桐材
［にしおきりざい］

　 0241-45-2439
　 〒969-4406 西会津町野
沢字上原乙2700-1
　　野沢周辺 B-2

桐の木地を様々な刃物で下
駄に加工したり、タンスなど
を作る桐材店。桐の良さを存
分に活かした高級品の数々を
作り出します。

西形桐材店
［にしかたきりざいてん］

　 0241-45-2833
　 〒969-4406 西会津町野
沢字上條道東甲213　  
　　野沢周辺 B-3

52 年前から張り子を作り続
けている老舗の工房。今では
会津地域で会社として営むの
はこちらだけ。見学や絵付け
体験もできます。

野沢民芸
［のざわみんげい］

　 0241-45-3129
　 〒969-4406 西会津町野沢字
上原下乙2704-2　  9：00～17：
00　  土・日・祝　　  野沢周辺 B-2
http://www.nozawa-mingei.com/

200 年の歴史を誇る老舗の
造り酒屋。量よりも質にこだ
わり、伝統を守り続けていま
す。酒蔵の見学もできますよ。

栄川酒造
［さかえがわしゅぞう］

　 0241-45-2013
　 〒969-4406 西会津町野
沢字本町甲1184　 8：30～
18：00　  不定休
　　野沢周辺 B-3

３代目となるご主人が早朝３
時から炭をおこし、焼き麩を
作り続ける老舗。変わらぬ味
わいを守っています。お麩作
りの現場も見学できます。

丸十製麩本舗
［まるじゅうせいふほんぽ］

　 0241-45-3428
　 〒969-4406 西会津町野
沢字原町乙2161-2　  8：00～
18：00　  　野沢周辺 B-3

道の駅にしあいづ

　 0241-48-1512
　 〒969-4406 西会津町野沢字下條乙1969-26
　 9：00～19：00　  年末・年始　　 野沢周辺B-3
http://www.w-aizu.jp/yorisse/

　西会津町観光の拠点となる道の駅。おみやげ
品や農産物・民芸品など、西会津町の逸品の数々
が勢ぞろい。店内のレストラン櫟（P20）でお食
事も可能です。

会津張り子
｛あいづはりこ｝

　今から 400 年前、蒲生
氏郷公の産業奨励により会
津で盛んに作られるように
なった張り子。優しく愛ら

しい表情の郷
土玩具は、手
作りの温かみ
と素朴さが感
じられます。

　大山祇神社まいりのお
みやげの定番中の定番。
こしあんを柔らかな生地
で包んだ、歴史を超えて
変わらぬ味の、山の神の
まんじゅうです。

　霊峰・飯豊山の伏流水と肥沃な土地、
さらには寒暖差が大きい西会津町の米の
食味は全国でもトップクラス。平成 26
年度米食味分析鑑定コンクールで日本一
の「金賞」を受賞した生産者も。ぜひ一
度食べていただきたい西会津産米。

ミネラル野菜
｛みねらるやさい｝

　「健康な体は健康な食べ物から、健康な食べ物
は健康な土づくりから」との理念のもと、土壌
分析を行ない、その結果に基づいて適正に堆肥
や有機質肥料、ミネラル資材を施した「健康な
土づくり」により栽培されたのが「ミネラル野
菜」。ミネラルは健康な体を維持するために欠か
せない栄養素であり、体の成長発育を助けたり、

諸機能が正常になるよう調整してくれる働きが
あります。健康な土づくりにより栽培されたミ
ネラル野菜は、野菜本来の栄養素や甘さがあり
ます。生産団体の「にしあいづ健康ミネラル野
菜普及会」は、平成 26 年度豊かなむらづくり
顕彰で農林水産大臣賞を受賞。

山菜加工品
｛さんさいかこうひん｝

　山菜や野菜、きのこ
をご飯のおかずやお酒
の肴に加工した産品。
商品は車麩、そうめん
かぼちゃの甘酢漬け、たまねぎのピクルスなど。
中でも舞茸ご飯の素は１番の人気商品。

菌床しいたけ・きくらげ

大山まんじゅう

西会津産米

｛きんしょうしいたけ・きくらげ｝

｛おおやままんじゅう｝

国産の本葛のみを使用し
たこだわりの逸品。弾力
のある口当たりは他には
ない味わい。遠方からも
お取り寄せの注文がくる
人気商品です。

くず湯
｛くずゆ｝

｛にしあいづさんまい｝

　菌床づくりからキノコの生産まで、全て生産者達が行っている安全・
安心なキノコ。生産しているしいたけときくらげは、これまでのキノ

コの常識を覆す肉厚感とプリ
プリ感。きのこ嫌いな人も食
べられると評判。平成 26年に
開催された「全国キノコ食味
＆形のコンテスト」では菌床
しいたけの部で日本一を受賞。

地酒
｛じざけ｝

　炭火で焼く昔ながらの製
法にこだわったお麩。もち
もちっとした食感が人気で、
煮物・汁物・和え物などな
ど様々な料理に使えます。

焼き麩
｛やきふ｝

★ ★

大規模な農家で働く若いチカラ。生産現場
だけでなく、営業から販売までをこなす。
「ミネラル野菜の美味しさが口コミで広
がり、認められてきました。首都圏
にも少しずつ出荷していて、これ
からもっと普及させていき

たいです。」

渡部農園
渡部佳菜子 さん

ミネラル野菜普及会の皆さんです！
頑張る

若いチカラ♪

ド
ッ
グ
ラ
ン
も

　
あ
り
ま
す
♪

ベ
ジ
ベ
コ
が

お
出
迎
え
♪

 野沢周辺B-2

©円谷プロ

ここですべて買えます♪
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　平成 28 年 8 月、道の駅にしあいづ・交流物産館よりっせ
脇にオープンした「ミネラル野菜の家」は、にしあいづ健康
ミネラル野菜、きのこ、米、加工品など盛りだくさんの品揃え！
　また、フードコートには地元で人気のグルメが勢揃い。西
会津の味をお楽しみください。
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ブロンズ像
さゆり公園の敷地内には 1989 年か
ら10年間に渡って設置されたブロン
ズ彫刻27作品が点在しています。国
内外の第一線で活躍する作家たちの
作品が緑あふれる野外で一同に会し
ている様は必見です。

野沢周辺 B-2

　オートキャンプ場　　初心者でも手軽にキャンプができる施設が充実。
　コテージ
　　エアコン、テレビ、冷蔵庫、シャワー、調理器具が備え付けてあり、気軽に別
荘気分を味わえます。
　バーベキューハウス
　　雨の日や夜間でも利用可能。赤れんがで造られた炉は鉄板焼きや網焼きが
楽しめます。食材や飲み物、木炭はロータスインで販売しているので、手ぶら
で来ても楽しめます。
　にしあいづ花見山
　　ユキヤナギやレンギョウ、河津桜、東海桜、おとめゆりなど季節の花が楽し
めます。

丞神デナーの出演情報などの最新情報はコチラから！　丞神デナー公式サイト：http://cho-kimitsu-pj.com/

お問い合わせ：
さゆり公園
☎0241-45-4317
　西会津町登世島字西林乙2529-10
　  野沢周辺 B-2

オトメユリの妖精  こゆりちゃん

キャラクター紹介

　「丞神デナー」は東日本大震災からの福島復興
を目指し、「地域の子どもの育成」と「地域 PR」
を目的としたご当地ヒーロー。モチーフは「会津
赤べこ」の張り子と会津西方の霊場「大山祇神社」。

特筆すべきは「誰でも丞神デナーというヒーロー
になれる」という設定。地域の子どもたちが明る
い未来を自分のチカラで切り開けるようにという
願いが込められています。

♪名前…こゆりちゃん
♪性別…女の子
♪生まれた日…こゆり暦 2105年３月 18日
　　　　　（偶然にも飯豊山の標高（2,105ｍ）と
　　　　　　　　同じ年生まれ）
♪年令…不詳（知能レベルは人間でいうと５歳くらい）
♪性格…山育ちなので平地での事は何もかも刺激的。

とにかく何でもやりたい。（＝好奇心旺盛）
子どもが大好き。子どももこゆりちゃんが大
好き。

♪趣味…西会津町のＰＲ。人と触れ合うこと。そし
て友達になること。

♪特技…「桐下駄マラソン・桐下駄投げ・桐下駄飛
ばし！」（…と言いたい）

♪好きな食べ物…西会津のものは何でも好き。特に
西会津産の米・ソバ・野菜・きのこ・山菜。
最近では味噌ラーメン、ベジメルバーガー、
ミネラル野菜スイーツもお気に入り。

♪PR ポイント…霊峰・飯豊山からの使者でオトメ
ユリの妖精です。頭の触角で楽しいことを
探し、背中の葉っぱでできた羽根で飛び回
ります。西会津町で生活するうちに、町や
そこに暮らす人々が大好きになり、すっか
り居ついてしまいました。町の特産品「桐
下駄」をはいています。ひそかに“ゆるきゃ
ら全国No.１”を目指しています。

プロフィ
ール

誰でもなれるヒーロー　丞神デナー
しょう じん

コンセプ
ト
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鬼
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　通常時は「赤べこ」の
形態で独自の意志を持つ
生命体。山の神様のチカ
ラを借り人間とフュージョ
ン（融合）した際に闘神
「丞神デナー」の頭部と
なる。

さゆり公園

公式野球場（ナイター設備付き）
全天候テニスコート
体育館
屋外プール
屋内温水プール
陸上競技場
散歩道
フレンズワールド
（フィールドアスレチック施設）
ミルトン・ミニチュアゴルフ場
ミニカーカフェ
室内ゲートボール場（すぱーく西会津）  他

おもいっきりアウトドアを楽しむなら

さゆりオートパーク

主な施設

広大なスペースのスポーツ施設

ツリーハウス

で遊ぼう！ フレンズワールド

で満喫しよう！

たのしー♪温水プール！

　ベナーが山の神様のチカラを借りて
人間とフュージョン（融合）した闘神。
　必殺技「デナ・クラッシュ」で悪を
浄化する。
　ベナーは誰とでもフュージョンでき、
フュージョン前がどんな体型であろう
と闘神となった姿は戦闘体型とし
て最適化されどんなにチカラ
がなくとも、戦闘能力もパ
ワーアップされる。

丞
神
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ー

お問い合わせ：　ロータスイン　☎0241-45-2900
　　　　　　　　  西会津町登世島字下小島187　      野沢周辺 B-2

妖精とヒーローがいる町。
町を盛り上げる妖精・こゆりちゃんと、子どもたちの未来を守るヒーロー・デナー。
町のどこかであなたに会えることを二人とも楽しみにしています。

大空の下、
思いっきりアクティブに。
様々なアクティビティを楽しめる充実の施設の数々。
時間を忘れて思いっきり遊ぼう。

おもいっきり体を動かそう♪

デナーの敵

「ゴシャゲラー軍団」
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邪
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ブロンズ像
さゆり公園の敷地内には 1989 年か
ら10年間に渡って設置されたブロン
ズ彫刻27作品が点在しています。国
内外の第一線で活躍する作家たちの
作品が緑あふれる野外で一同に会し
ている様は必見です。

野沢周辺 B-2

　オートキャンプ場　　初心者でも手軽にキャンプができる施設が充実。
　コテージ
　　エアコン、テレビ、冷蔵庫、シャワー、調理器具が備え付けてあり、気軽に別
荘気分を味わえます。
　バーベキューハウス
　　雨の日や夜間でも利用可能。赤れんがで造られた炉は鉄板焼きや網焼きが
楽しめます。食材や飲み物、木炭はロータスインで販売しているので、手ぶら
で来ても楽しめます。
　にしあいづ花見山
　　ユキヤナギやレンギョウ、河津桜、東海桜、おとめゆりなど季節の花が楽し
めます。

丞神デナーの出演情報などの最新情報はコチラから！　丞神デナー公式サイト：http://cho-kimitsu-pj.com/
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を目指し、「地域の子どもの育成」と「地域 PR」
を目的としたご当地ヒーロー。モチーフは「会津
赤べこ」の張り子と会津西方の霊場「大山祇神社」。

特筆すべきは「誰でも丞神デナーというヒーロー
になれる」という設定。地域の子どもたちが明る
い未来を自分のチカラで切り開けるようにという
願いが込められています。

♪名前…こゆりちゃん
♪性別…女の子
♪生まれた日…こゆり暦 2105年３月 18日
　　　　　（偶然にも飯豊山の標高（2,105ｍ）と
　　　　　　　　同じ年生まれ）
♪年令…不詳（知能レベルは人間でいうと５歳くらい）
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大空の下、
思いっきりアクティブに。
様々なアクティビティを楽しめる充実の施設の数々。
時間を忘れて思いっきり遊ぼう。

おもいっきり体を動かそう♪

デナーの敵

「ゴシャゲラー軍団」
幹部

邪
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｛歳時記・イベント｝
出戸岩屋まつり

出戸の岩屋虚空蔵尊で毎年９月13日に行わ
れる祭礼。500年以上綿々と守り継がれてい
る伝統文化です。105段の石段を登ると社が
あり、中には虚空蔵菩薩坐像が安置されてい
ます。おみくじを引いたり、豆腐汁のふるま
いをいただきながら無病息災を願います。

歳ノ神
毎年小正月に各地区で行われ
る伝統の火祭り。五穀豊穣と
無病息災を願い、しめ飾りや
お供え物を燃やします。その
火にあたると、病気にならな
いといわれてます。

いつ来てもワクワクがある。
クラッシックカーイベントに美術展覧会、神事やスポーツイベント、桐下駄飛ばし大会などなど、
あらゆるジャンルの個性あるイベントが目白押し。（※各イベントの開催時期は予定ですので、変更になる場合があります。）

西会津ふるさと
なつかしCarショー

西会津国際芸術村
公募展

鳥追観音
若葉祭
　若葉が萌える中で鳥追観音が特別
御開帳されます。

５～６月

とりおいかんのんわかばさい

鳥追観音
紅葉祭

10～11月

とりおいかんのん
こうようさい

心と身体の
健康ウォークin大山

大山祇神社 秋の例祭
紅葉ウォーキング

緑に囲まれた大山祇神社本社までの
約４㎞の杉並木参道を散策。

　一般公募による絵画作品を展示。約
200 点ほどが出品される。入賞作品に
ついては 11月に東京巡回展にて展示。

五穀豊穣と商売繁盛
を願う。山車や神輿
が練り歩き、町内を
まつり一色にします。

　2014 年で 11 回目を数え、参加車両 300 台・来場者２万
人のビッグイベント。1960～1970年代のなつかしの名車・
スーパーカーやバイクが大集合し、全国各地からクラシック
カーマニアが駆けつけます。クラシックカーだけでなく、バ
ンドによるライブ演奏やヘリコプター体験、フリーマーケッ
トなど盛りだくさん。

9月下旬～10月中旬9月下旬

こころとからだの
けんこううぉーく いん おおやま

おおやまづみじんじゃ あきのれいさい こうよううぉーきんぐ

フォルクス
ワーゲン大集合

　世界の名車フォルクスワーゲンが勢ぞろい。ミニ
イベントやフリーマーケットも開催されます。

5月下旬

ふぉるくすわーげんだいしゅうごう

にしあいづこくさいげいじゅつむら
こうぼてん

のざわれいさい

11月中

５月下旬

10月中旬

6月中

6月中旬

7月下旬

西会津
ふるさとまつり

　桐ゲタ飛ばし全国大
会、紅葉ウォークなど
多彩なイベントを開催。

11月上旬

にしあいづふるさとまつり

西会津
雪国まつり

　桐ゲタ飛ばし全国大
会、雪上運動会、スノー
モービル乗車体験など雪
国ならではのイベント。

2月

にしあいづゆきぐにまつり

そばまつり
 ｛各地区｝
西会津の各地区で新そ
ばを味わうそばまつり
が開催されます。

9月中旬
野沢祭礼

奥川健康
マラソン大会
　新緑の奥川路を大勢の
ランナーが駆け抜けます。

おくがわけんこうまらそんたいかい

いいでの集い
　弥平四郎登山口から２
泊３日の行程で飯豊本
山・大日岳をめざします。

いいでのつどい

 大山まつり
｛大山祇神社
　春の例大祭｝

　「一生に一度はどんな願
いも聞いてくださる」と
いうことで県内外から大
勢の参拝者が訪れます。

おおやままつり  おおやまづみじんじゃ
はるのれいたいさい

にしあいづふるさとなつかしかーしょー

西会津クラシックカーで
元気な町へ実行委員会事務局　　齋藤　麗央 さん
なつかしCarショー、フォルクスワーゲン大集合を開催する実行委員会
事務局スタッフ。両イベントとも多くの来場者との交流、触れ合いを楽
しみに開催しています。

西会津町広域MAP

なつかしCarショーは、クラシックカーをあまり知らない人でもピク
ニック気分で1日中楽しめるイベントです。是非家族連れでおいでくだ
さい。お待ちしています。
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Ｎ
光盛館

大山祇神社（拝殿）

至西会津 IC・野沢町内

至大山祇神社御本社・奥ノ院
至岩根館

至安座
至おとめゆり群生地

339

さくらや

旭屋
神境館
そばや

上野尻
発電所

至銚子の口

群岡保育所

かみのじり

群岡郵便局

Ｎ

民宿とくべえ

むらおか食堂

治右衛門

いろり庵

上野尻発電所の桜

伊勢屋商店

諏訪神社

奥川郵便局 361

383
Ｎ

龍泉寺

石竹花

グリーン奥川

みちのく山菜の宿

奥川こらんしょ村

さかや食堂

民宿 元んち

かたくり

459

奥川のカタクリ

奥川みらい
交流館

49

49

49
400

339

339

16

西会津高校

至会津若松

至会津若松
至円満寺観音堂

至三島町

野沢局

セブンイレブン
かわちや

コメリ

鳥追観音
至新潟

至安座
至おとめゆり群生地

至大山祇神社

西会津中学校

西会津小学校
野沢駅

西会津 I.C

ブロンズ像
さゆり公園

至喜多方

道の駅
にしあいづ

ドライブイン芝草

栄川酒造

代官清水

キッチン清月亭

諏訪の森カフェ

清水屋製菓舗

菓子竹

大山ドライブイン

居酒屋 一福

ミニカーカフェ
ライダーズピット

太陽のレストラン
ロータスイン

亀屋

民宿 小島民宿「四季庵」

酒亭なか川

やきとり鳥重

酔月

和粋

リ
オ
ン・ド
ー
ル

朱泥庵
朱泥庵旅館

ひまわり

観音茶屋

仁王茶屋

幸寿司

KURA.

丸十製麩本舗

ふるさと自慢館
うえの菓子店

西形桐材店

レストラン櫟

同気食堂
仙台屋

パンと洋菓子のイシイ

えちご家

はまや旅館
十一塩屋

ラーメンハウスいわはら

野沢民芸
西尾桐材

さゆりオートパーク

ほていや旅館

Ｎ

ロータリー車
・ラッセル車

阿賀川と飯豊山

菜の花と飯豊山

西林の竹林

下小島さゆり農園

戸中のコスモス・そば・
稲のグラデーション

さゆり公園の桜

松尾のひまわり

雷山公園の紅葉

西会津町役場

道の駅にしあいづ
にしあいづ観光交流協会

A B C

1

2

3

4

459

49

400

361

339

338

383

睦合地区

三島町

柳津町

喜多方市

新潟県

金山町

Ｎ

円満寺観音堂

上野尻周辺

奥川周辺

▲
飯豊山
2105m

▲
疣岩山
1653m

▲
鏡山
1339m

▲
高陽山
1126m

▲
冨士山
509m

とくさわ

かみのじり

のざわ

おのぼり
▲
須刈岳
438m

鳥屋山580m
▲

▲
竜ヶ岳
532m

▲
大倉山
950m

台倉山
863m
▲ ▲

赤羽根山
671m

▲
飯谷山
783m

奥川地区

新郷地区

野沢地区

下谷地区

群岡地区

宝坂地区

登世島地区

尾野本地区

縁側カフェ

みちのく
山菜の宿

陣ヶ峯

冨士の郷

岩屋虚空蔵尊

大阪屋旅館

きんもくせい
松尾神社

西会津国際芸術村

西会津 I.C

大久保周辺

おとめゆり群生地

阿賀川

天空の郷
程窪の山ゆり

岩根館

西会津国際
芸術村
桜ライトアップ

水仙ロード
銚子の口の紅葉

弥平四郎登山口

大山祇神社御本社

奥川周辺

上野尻周辺

大久保周辺

野沢周辺西会津広域MAP

● 凡例 ●

JR磐越西線
高速道路
神社
寺
学校
郵便局
ガソリンスタンド
駐車場
ビューポイント
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寺
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中央IC

常磐富岡IC

会津坂下IC

野沢駅

｛アクセス｝ 西会津町年間イベント・野沢初市

・大山祇神社旧暦元旦二年詣り

・西会津雪国まつり

・渓流釣り解禁

・カタクリ鑑賞会

・須刈岳山開き

・鳥追観音若葉祭

・高陽山へ登ろうよ

・菜の花まつり

・心と身体の健康ウォークin大山

・鏡山山開き

・西会津フォルクスワーゲン大集合

・長桜観光わらび園開園

・大山まつり（大山祇神社の春の例大祭）

・おとめゆり祭り

・奥川健康マラソン大会

・蛍まつり

・ブルーベリー狩り

・冨士山山開き

・黒地蔵尊例祭

・いいでの集い

・お能化様

・七夕まつり

・福祉会盆踊り

・ふるさと奥川盆踊り大会&ビアガーデン

・野沢夏まつり

・岩屋虚空蔵尊祭礼

・野沢祭礼

・西会津国際芸術村公募展

・西会津ふるさとなつかしCarショー

・秋の釣り大会

・鳥追観音紅葉祭

・大山祇神社秋の例大祭

・大山祇神社秋の例祭　紅葉ウォーキング

・西会津ふるさとまつり

・奥川新そばまつり

・橋屋そばまつり

・「安座おとめゆりの里」新そばまつり

・束松峠ウォーキング

はまや旅館 〒969-4406 西会津町野沢字下小屋乙 3176-2
 ☎0241-45-2105
十一塩屋 〒969-4406 西会津町野沢字上原乙 2404
 ☎0241-45-2015
ほていや旅館 〒969-4406 西会津町野沢字原町 2011
 ☎0241-45-2011
朱泥庵旅館 〒969-4406 西会津町野沢字原町乙 2240
 ☎0241-45-3747
神境館 〒969-4406 西会津町野沢字大久保甲 900
 ☎0241-45-3460
岩根館 〒969-4406 西会津町野沢字大久保　大山祇神社御本社前
 ☎0241-45-2604
大阪屋旅館 〒969-4731 西会津町奥川大字飯根字弥平四郎 731
 ☎0241-49-2933
その他農家民宿 P14をご参照ください。

JR野沢駅 （野沢） ☎0241-45-2112
JR上野尻駅 （群岡） ☎0241-47-2044
会津バス野沢営業所 （野沢駅前） ☎0241-45-3130
西会津タクシー （野沢駅前） ☎0241-45-3126
西会津町商工会 （野沢） ☎0241-45-3235
さゆり公園管理棟 （登世島） ☎0241-45-4317
道の駅にしあいづ （野沢・下條） ☎0241-48-1512

お問い合わせ先

西会津交番 （野沢） ☎0241-45-2049
西会津消防署 （野沢） ☎0241-45-3119
西会津診療所 （野沢） ☎0241-45-4228
群岡診療所 （群岡・上野尻） ☎0241-47-2025
NEXCO西会津IC料金所 （野沢） ☎0241-45-2588
JAFプッシュ回線 （地域へ接続） ☎＃8139
JAF会津基地 （若松） ☎0242-32-0110

ロータスイン

列車・バスでお越しの方

東京駅
東北新幹線
1時間20分 JR磐越西線

1時間20分
JR磐越西線
50分

仙台駅
東北新幹線
40分

新潟駅 新津駅
JR信越本線
20分

JR磐越西線
2時間

新宿駅
高速バス
4時間30分

郡
山
駅

会
津
若
松
駅

西
会
津
（
野
沢
駅
）

飛行機でお越しの方

札幌（新千歳）

森と水とロマンの鉄道
JR磐越西線で

新潟県新潟駅ー西会津町野沢駅ー福島県会津若松駅
SLばんえつ物語号　片道4時間127㎞×1往復!

4月～11月 ➡ 土・日運行！
SLに乗ろう。

JR磐越西線
2時間10分

タクシー
バス

大阪（伊丹）

新潟空港

福
島
空
港

郡
山
駅

町内の移動について

お車でお越しの方

東　京
東北自動車道
3時間

仙　台
東北自動車道
1時間30分

新　潟
磐越自動車道
1時間

磐越自動車道
1時間20分

磐越
自動車道
30分

磐越
自動車道
20分

郡
山
Ｊ
Ｃ
Ｔ

会
津
若
松

西
会
津
Ｉ
Ｃ循環バス

デマンドバス

野沢町内を中心に循環バスが運行されています。（料金／100円）

循環バス運行地区以外にお出かけのときは
予約が必要なデマンドバスをご利用ください。
●料金／町外の方　500円
●予約センター／☎0241-48-1300 （受付時間　8：00～17：00）

西会津タクシー
●西会津タクシー ☎0241-45-3126

無料レンタサイクル
●はまや旅館 ☎0241-45-2105

2月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

1月

〒969-4495
福島県耶麻郡西会津町登世島字下小島 187
☎0241-45-2900

交通アクセス・観光手段
西会津町までのアクセス情報と、町中を観光するのに便利な情報の紹介です。

　  野沢周辺 B-2

　  野沢周辺 B-2

　  野沢周辺 B-2

　  野沢周辺 B-3

　  野沢周辺 B-3

　  大山周辺

　  大山周辺

　  西会津町広域MAP

西会津町役場  （野沢）  ☎0241-45-2211　  http://www.town.nishiaizu.fukushima.jp
にしあいづ観光交流協会 （野沢）  ☎0241-48-1666　  http://nishiaizu-kanko.org

宿泊施設

天然温泉やジャグジー、ミネラル野菜を使った
「太陽のレストラン」など多彩な施設があります。

※イベントの詳細は町またはにしあいづ
観光交流協会のHPでご確認下さい。
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）
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・束松峠ウォーキング

はまや旅館 〒969-4406 西会津町野沢字下小屋乙 3176-2
 ☎0241-45-2105
十一塩屋 〒969-4406 西会津町野沢字上原乙 2404
 ☎0241-45-2015
ほていや旅館 〒969-4406 西会津町野沢字原町 2011
 ☎0241-45-2011
朱泥庵旅館 〒969-4406 西会津町野沢字原町乙 2240
 ☎0241-45-3747
神境館 〒969-4406 西会津町野沢字大久保甲 900
 ☎0241-45-3460
岩根館 〒969-4406 西会津町野沢字大久保　大山祇神社御本社前
 ☎0241-45-2604
大阪屋旅館 〒969-4731 西会津町奥川大字飯根字弥平四郎 731
 ☎0241-49-2933
その他農家民宿 P14をご参照ください。

JR野沢駅 （野沢） ☎0241-45-2112
JR上野尻駅 （群岡） ☎0241-47-2044
会津バス野沢営業所 （野沢駅前） ☎0241-45-3130
西会津タクシー （野沢駅前） ☎0241-45-3126
西会津町商工会 （野沢） ☎0241-45-3235
さゆり公園管理棟 （登世島） ☎0241-45-4317
道の駅にしあいづ （野沢・下條） ☎0241-48-1512

お問い合わせ先

西会津交番 （野沢） ☎0241-45-2049
西会津消防署 （野沢） ☎0241-45-3119
西会津診療所 （野沢） ☎0241-45-4228
群岡診療所 （群岡・上野尻） ☎0241-47-2025
NEXCO西会津IC料金所 （野沢） ☎0241-45-2588
JAFプッシュ回線 （地域へ接続） ☎＃8139
JAF会津基地 （若松） ☎0242-32-0110

ロータスイン

列車・バスでお越しの方

東京駅
東北新幹線
1時間20分 JR磐越西線

1時間20分
JR磐越西線
50分

仙台駅
東北新幹線
40分

新潟駅 新津駅
JR信越本線
20分

JR磐越西線
2時間

新宿駅
高速バス
4時間30分

郡
山
駅

会
津
若
松
駅

西
会
津
（
野
沢
駅
）

飛行機でお越しの方

札幌（新千歳）

森と水とロマンの鉄道
JR磐越西線で

新潟県新潟駅ー西会津町野沢駅ー福島県会津若松駅
SLばんえつ物語号　片道4時間127㎞×1往復!

4月～11月 ➡ 土・日運行！
SLに乗ろう。

JR磐越西線
2時間10分

タクシー
バス

大阪（伊丹）

新潟空港

福
島
空
港

郡
山
駅

町内の移動について

お車でお越しの方

東　京
東北自動車道
3時間

仙　台
東北自動車道
1時間30分

新　潟
磐越自動車道
1時間

磐越自動車道
1時間20分

磐越
自動車道
30分

磐越
自動車道
20分

郡
山
Ｊ
Ｃ
Ｔ

会
津
若
松

西
会
津
Ｉ
Ｃ循環バス

デマンドバス

野沢町内を中心に循環バスが運行されています。（料金／100円）

循環バス運行地区以外にお出かけのときは
予約が必要なデマンドバスをご利用ください。
●料金／町外の方　500円
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☎0241-45-2900

交通アクセス・観光手段
西会津町までのアクセス情報と、町中を観光するのに便利な情報の紹介です。

　  野沢周辺 B-2

　  野沢周辺 B-2

　  野沢周辺 B-2

　  野沢周辺 B-3

　  野沢周辺 B-3

　  大山周辺

　  大山周辺

　  西会津町広域MAP

西会津町役場  （野沢）  ☎0241-45-2211　  http://www.town.nishiaizu.fukushima.jp
にしあいづ観光交流協会 （野沢）  ☎0241-48-1666　  http://nishiaizu-kanko.org

宿泊施設

天然温泉やジャグジー、ミネラル野菜を使った
「太陽のレストラン」など多彩な施設があります。

※イベントの詳細は町またはにしあいづ
観光交流協会のHPでご確認下さい。
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