
加藤夏希
私が生まれ育った由利本荘市は、鳥

海山麓にたたずむ自然豊かな地。そ

して、たくさんの歴史や文化が息づ

く街でもあります。中でも私のおすす

めは、日本古来の伝統美を表した本

荘ごてんまりです。色鮮やかな糸で

作られる美しい本荘ごてんまりは、

贈り物やお土産にぴったり。模様も

たくさんあるので、ぜひお気に入り

のものを探してくださいね！

わたしの街、由利本荘市へようこそ

(女優、由利本荘市出身)

●JR羽越本線

●由利高原鉄道鳥海山ろく線

←観光情報の
  詳細はココ
  にアクセス！

由利本荘市HP 観光協会HP
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約50分
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約2時間45分
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約1時間15分

約1時間

約1時間

●バス

●レンタカー

象潟合同タクシー 0184-43-2030(エアポートライナー)

ニッポンレンタカー羽後本荘駅前営業所 0184-24-0919

光タクシー 0184-22-1111

本荘タクシー 0184-22-2236

ハートワン交通 0184-23-3333

●タクシー

●予約制乗合タクシー(秋田エアポートライナー)が
　ご利用いただけます。
　象潟合同タクシー　0184-43-2030

エクスプレス鳥海号

●空港からはレンタカーがご利用いただけます。
　高速道路利用で秋田空港から車で約40分。

各種交通機関等問い合わせ

●公共交通機関の情報は、R01.9月現在のものです。変更となる場合がありますので、ご了承ください。



鳥海山を登る

鳥海山は標高2,236メートル、秋田県と山形県の県境に位置し、一帯

は国定公園に指定されています。

独立峰のため、山頂からの眺めが素晴らしく、朝日が昇ると、日本海

に三角形の影を映す「影鳥海」は、鳥海山ならではのもの。また、平地

から眺めると裾が美しく大地に広がっており、その姿から「秋田富

士」とも呼ばれています。

由利本荘市内には、矢島・猿倉・百宅の3ヶ所の登山口があり、それぞ

れの登山道で特徴が異なります。

高山植物も多く、この山でしか見ることのできない花々も鳥海登山の

魅力の一つ。無理をせずに自分の体力に合わせて登山を楽しみましょう。

秋田富士　鳥海山

独立峰ならではの雄大なパノラマ

高山植物との出会い

竜ヶ原湿原

鳥海山の登山ルート･矢島口の車道終点、五合目･祓川にある高層湿原。五合目には、祓川ヒュッテ

やキャンプ場､展望台などがある。湿原はヒュッテのすぐ前。珍しい植物も含め、多くの高山植物が

見られる。湿原の散策路を進むと冷泉の湧く池があるが、昔は登山者が祓川神社に祈願してここで

身体を浄めて登山したという。

イワカガミ
花の時期 6月上旬～7月中旬

チョウカイアザミ
花の時期 7月～8月

チョウカイフスマ
花の時期 7月下旬～8月上旬

コバイケイソウ
花の時期 7月～8月

日本海に映しだされる「影鳥海」

●５月／冬装備が必要です　※初心者注意
●６月／ピッケル・アイゼンが必要です　※初心者注意
●７月下旬～８月下旬／夏山登山のピーク

国指定史跡

国指定史跡　鳥海山

Mt.Chokai

●帽子･･･日差しが強い場合があります。必需品です
●シャツ･･･気温差があるので、重ね着できるように準備が必要です
●パンツ･･･動きやすいもの
●靴･･･靴底のしっかりしたトレッキングシューズ
●雨具･･･フード付の上下　※必需品です

矢島口を歩く

山頂から見た景色 七高山頂上

鳥海山

3四 季 彩
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山小屋情報
●祓川ヒュッテ(矢島口5合目)
4月下旬～10月中旬(宿泊可、63人収容)
(問)矢島総合支所産業課　0184-55-4953
●山頂御室小屋
7月上旬～9月上旬(宿泊・食事可　※要予約)
(問)鳥海山大物忌神社　0234-77-2301
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広大な敷地を有する親水公園。無料で使

用できるキャンプ場があることも魅力で

す。滝の上流に向かう散策路も整備され

ています。

法体園地キャンプ場

●開設期間／6月上旬～10月下旬
●フリーサイト／100張り程度
●施設／炊事場、トイレ
●料金／無料
●問い合わせ／0184-57-2205（鳥海総合支所産業課）

玉田渓谷・渓流釣り

玉田渓谷

法体の滝
秋田県の名勝及び天然記念物に指定され、「日本の滝百選」にも

選ばれた流長100m、落差57mの大滝。約10万年前の鳥海山噴

火で流れ出た一枚岩の溶岩が、川をせき止めてつくった滝は、全

国でも珍しく山頂方向に向かって流れ落ち、自然が作り出した

造形が体感できるジオサイトとなっています。法体の滝を間近に

見られる法体園地は、新緑の春から紅葉の秋まで、キャンプやな

べっこを楽しむ観光客で賑わいます。映画「釣りキチ三平」のロ

ケ地としても有名です。

鳥海の郷を
訪ねる

鳥海山3合目付近に位置する湿原。6月上旬頃になると

白い小さな綿帽子をつけたワタスゲ、鮮やかなオレンジ

色のレンゲツツジが群生する。ほかにもリンドウやミズ

バショウなどの草花やミズゴケなどが生息。鳥海山と大

自然の共演を存分に楽しめる秘境の地です。

桑ノ木台湿原

広大な敷地

用できるキ

園

国指定史跡　鳥海山

Mt.Chokai

桑ノ木台湿原

善神沼

祓川ヒュッテ

木境大物忌神社

由利高原鉄道

レンゲツツジ
花の時期 5月下旬～6月上旬
レンゲツツジ
花の時期 5月下旬～6月上旬

●トレッキングするには県道入口から徒歩で往復約4時間かかります。
県道58号の入口から湿原の入口まで約3.3km。
湿原を一周するには木道を歩いて約90分かかります。

鳥海山エリアガイド・・・・・・鳥海山案内人の会
【案内料】　桑ノ木台湿原周辺案内ガイド1名・6,000円
【申込受付】　8：30～17：15（平日のみ）
【問い合わせ】　観光振興課内　鳥海山案内人の会　
                                         TEL0184-24-6346

至本荘地域
至仁賀保高原

至湯沢市

法体園地駐車場から、法体の滝

上流まで約20分。法体の滝上流

から片道約45分の散策コース

は、ブナ林の中に「甌穴（おうけ

つ）」など変化に富んだ渓谷美が

展開されます。

ワタスゲ
花の時期 6月
ワタスゲ
花の時期 6月

リンドウ(リンドウ科)
花の時期 9月～11月
リンドウ(リンドウ科)
花の時期 9月～11月

法体園

法体の滝

大清水園地
キャンプ場

道の駅
「清水の里・鳥海郷」

【申込受付】　8：30～17：15（平日のみ）
【問い合わせ】　観光振興課内　鳥海山案内人の会
                                         TEL0184-24-634

ワタスゲワタスゲ
花の時期 6月花の時期 6月月月

鳥

白

色

バ

自

桑

●
県
湿

鳥

（おうけつ）

法体の滝
日本百名滝

民俗芸能伝承館
まいーれ
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花立牧場公園

南由利原
青少年旅行村

天体観察施設コスモワールド

大谷地池周遊サイクリングロード

花立牧場では、鳥海山の麓でのびのび育ったジャ

ージー牛の「乳しぼり」や「えさやり体験」を受け付

けています。また、近くの花立クリーンハイツでは、

ジャージー牛乳を使ったアイスクリーム作りも楽

しめます。

恵まれた景観に囲まれたキャンプ場。鳥

海登山や、海水浴場まで車で30分ほどの

距離なので、ベースキャンプとしてご利用

いただけます。

●開設期間／4月～11月
●施設／ケビン、バンガロー、テントサイト、
オートキャンプサイト
●問い合わせ／0184-53-2126

●開設期間／5月～10月の土曜・日曜・祝日
●開館時間／午後1時～午後5時
　※夜間天体観測日（不定期）は要問合せ
●問い合わせ／0184-53-2008

600ｍｍジンデン式反射望遠鏡を備えた本格

的天体ドームをはじめ、40人収容のリクライ

ニング椅子付プラネタリウム、貸出用天体望

遠鏡などを完備しています。ドラマチックで美

しい星空の世界をお楽しみいただけます。

青少年旅行村キャンプ場

国指定史跡　鳥海山

Mt.Chokai

鳥海高原

鳥海山を望む大谷地池を中心としたフィールド。大谷地池を巡るサイクリング

ロードでは、高原の空気と森の風を感じながらのさわやかなアウトドアライフ

が楽しめます。高精度の反射望遠鏡を備えた天体観察施設「コスモワールド」

では、ロマンいっぱいの星空の世界に浸れます。

公園内には、子どもだけでなく家族でも楽しむことのできる「子どもの国」のほか、鳥

海山を望むコテージやキャンプ場などもあります。ぜひ、鳥海山レジャーの拠点にご

利用ください。

「牧場体験」

桑ノ木台湿原●

●Mt.鳥海バイシクルクラシック・・7月下旬

●鳥海高原由利原まつり・・・・・・・・・8月上旬

●コスモスまつり・・・・・・・・・・・・・10月上旬

●法体の滝紅葉まつり・・・・・・・・・・10月中旬

花立牧場公園

花立クリーンハイツ
レストランやミルジー直売店、体

験スペースや観光案内所を設け

た高原の駅。鳥海高原のドライブ

や観光の休憩に最適です。

直売店のヨーグルトやチーズケ

ーキは、濃厚で風味豊かなジャ

ージー生乳を、100％使用して

おり、大好評です。夏は、バーベキ

ューランチや、ジャージーソフト

クリームが人気です！

「星のきれいな町全国第２位」にランクインされたこともある矢島地域。

特に、観測の地点となった花立は、標高が高いため星が大きく、まるで

降り注ぐような満天の星が望める場所です。

●ミルジー
●コテージ
●こどもの国
●花立クリーンハイツ

鳥海高原のイベントを楽しむ

●宿泊・体験予約の問い合わせ
花立クリーンハイツ　0184-56-2408

Mｔ.CHOKAI EVENT
鳥海高原南由利原にあるスノーモビルランドでは、大人も子供

も、スノーモビルのスピード感を味わえます。初めての方にはイ

ンストラクターが指導するので、気軽にトライできます。他にも、

歩くスキーなどのスノーレジャーを楽しむことができます。

【住所】由利本荘市南由利原　【電話】0184-53-2126　【交通】国道108号より12km

標高差400メートル、6種類ものゲレンデコースをもち、最大全長1,300メートルの豪

快なダウンヒルを楽しむことができます。高速クワッドリフトで待ち時間も少なく、快適

にご利用できます。全コースともスノーボード滑走可能。また、スノーパークを常設し、多

彩な滑りが可能です。雪質の良さは県内屈指。ゲレンデにはキッズランドを、施設内に

はキッズルームを設けているため、小さなお子様も安全に快適に楽しむことが出来ま

す。16:00～21:00の時間帯はナイタースキーを楽しめます。

ウィンタースポーツ
を楽しむ

南由利原スノーモビルランド

鳥海高原矢島スキー場 MAP D-2

豊富なコースで豪快なダウンヒル

MAP D-2

冬を本気で楽しむなら！

【住所】由利本荘市矢島町荒沢字長保田6
【電話】0184-56-2182
【交通】国道108号より9km
　　　国道7号、西目から約30km
　　　象潟から約30km ●レストランは、水曜日休み（ただし、8月は休

まず営業）
●開設期間／4月下旬～11月上旬

撮影:小川 惇



鳥海山の歴史
独立峰として　東北で最も高い山　鳥海山

古くは　北の山　飽海岳

近世は　出羽の富士　と慕われ

現代に息づいている

森子大物忌神社境内

本山派滝沢修験組織の活動拠点であり、鳥海山遙拝所として大物忌神を祀る地。一ノ

鳥居から社殿まで三百段の急な石段が築かれている。境内は秋田杉に囲まれ昼でも

薄暗く、修験の聖地としての雰囲気に満ちている。例大祭は毎年4月第3日曜日に古式

に則って行われている。米俵十俵分といわれる重さの御輿を背負い、参道を一気に登

りきる姿は勇壮である。

鳥海山麓は、獅子舞・番楽の宝庫

江戸時代初期、本海行人から伝承されたといわれる本海番楽。鳥海

各地の神社祭典や虫追い、盆獅子、作祭り(秋祭り)などで舞われる番

楽は、代々地域の先代から若者へと伝えられてきました。お盆になる

と各集落の番楽講中が一堂に集結し、かがり火を焚いて勇壮な獅子

舞が盛大に催されます。「本海獅子舞番楽」として本市では初の国指

定重要無形民俗文化財に指定されています。

●鳥海　8月16日鳥海獅子まつり
素朴なユーモアに溢れる庶民の芸

明治時代のはじめ、鳥海地域の池田与八によっ

て考え出され、県無形民俗文化財に指定される

人形芝居。人形師がひとりで老若男女を演じ分

け、時には秋田弁で笑いを誘います。

本荘地域の「木内勇吉一座」が継承し、芝居の面

白さはもちろん、身近な座敷での上演が親近感

を誘います。

猿倉人形芝居

国指定史跡　鳥海山

Mt.Chokai

鳥海山麓の豊富な観光資源

本海獅子舞番楽をはじめ、市内で継承されて

いる民俗芸能に触れることができる施設。第3

日曜日（8月・12月を除く）の10：30～12:00

には定期公演が行われている。

民俗芸能伝承館「まいーれ」

秋田県と山形県の県境に位置する大型成層火山の鳥海山は、標高

2,236mの独立峰として東北で最も高い山である。その雄姿と度重

なる火山活動が、不安定な治安と重なって古代から神階奉授が繰り

返され、大物忌神社として崇拝されてきた信仰の山である。古代には

国家の守護神として、中世には出羽国の中心的な信仰の山として崇

敬され、近世にはさらに農業神として崇敬された結果、おそれられな

がらも一方では「出羽の富士」として親しまれ、人々の生活や精神的

な支えとして重要な位置を占めてきた。

中世には修験道の霊場として、近世には独自の鳥海山信仰を推し進

めた。鳥海山を取り巻く各地には、修験衆徒がそれぞれ活動拠点を設

け独自の登拝道を確立している。そして現在も重要な文化遺産として

守られている。

史跡「鳥海山」概要

1254年に鳥海山を祀る神霊を勧請し、矢島領

の総鎮守として五穀豊穣、国家安穏を祈念した

社であり、明治時代以前には「薬師堂」と呼ばれ

ていた。女人禁制であった藩政期においても、

ここまでは参拝できるとされ、「女人堂」とも言

われた。

木境大物忌神社境内
約800mの登拝道は、往事の面影を良く残して

おり、山頂の大物忌神社本殿と遙拝所である木

境大物忌神社を結ぶ貴重な遺構である。近世、

木境周辺では春や秋の入峰や諸行事が一年を

通じて行われていた。このうちの「虫除け祭り」

は現在も7月8日に行われており、秋田県の無

形民俗文化財に指定されている。

矢島口登拝道（道者道）

YURIHONJO8 四 季 彩

●営業時間／午前9時～午後5時
●休館日／月曜日（祝日の場合は翌日）、年末年始（12
／29～1／3）
●料金／展示室入館料200円、公演入場料500円、高
校生以下無料
●問い合わせ／0184-44-8556
●住所／由利本荘市鳥海町伏見字久保135-9

MAP D-2MAP D-2

MAP D-3

木造校舎でおもちゃを創る、遊ぶ、学ぶ、楽しむ

趣のある木造校舎である「旧鮎川小学校（国登録有形文化財）」が、子

どもから大人まで楽しめる多世代交流・木育体験ミュージアムとして

生まれ変わりました。地元産の木を使ったおもちゃや遊具はもちろ

ん、工芸品の「本荘こけし」や各種木工品を扱うトイショップ、特産品

の「本荘うどん」や「羽釜炊きおむすび」が食べられるカフェなどもあ

ります。木工ワークショップの開催や、民具の展示など、様々な工夫を

凝らしたイベントも行われています。

由利高原鉄道鳥海山ろく線「羽後本荘駅」から「鮎川駅」まで木のイン

テリアが施された「おもちゃ列車」に乗って、ノスタルジックな雰囲気

も楽しめます。

鳥海山木のおもちゃ美術館

●営業時間／カフェタイム　午前10時～午後4時
　　　　　　ランチタイム　午前11時～午後2時

●開館時間／9時～16時(最終入館15時30分)
●休館日／毎週木曜日（祝日の場合は翌日）、年末年始
●料金／大人800円、小学生以下600円　
※団体15名以上１人につき100円引き
※けが防止と、施設保全のため、上履きの持参をお願いしております
●問い合わせ／0184-74-9070(鳥海山木のおもちゃ美術館)　
●住所／由利本荘市町村字鳴瀬台65-1
●アクセス／由利高原鉄道鳥海山ろく線「鮎川駅」よりシャトルバスで約５分
※本格的な木質なインテリアによる「おもちゃ列車」も運行中

ミュージアムショップの「トイショップtocca（ト

ッカ）」には、子どもから大人まで楽しめる、様々

なおもちゃやアクセサリーなど、木の素材を活

かした素敵な商品が並びます。秋田のお土産も

購入できます。

トイショップ tocca(トッカ)
2歳以下の赤ちゃん専用のお部屋ですので、安

心して遊んでいただけます。床は秋田杉板が敷

かれ、柔らかく温かみのある風合いです。木の

ぬくもりあふれる空間をお楽しみください。

ハイハイひろば

地元産米をかまどで炊いたおにぎりやうどんな

どを鮎川のお母さんたちが調理するお食事ス

ペースです。地元の素材を用いた、優しい味わい

が特徴。スイーツやコーヒー・ハーブティーなど

のドリンクも人気です。

キッチンカフェ kino(キノ)
東京おもちゃ美術館が毎年認定する「グッド・

トイ」を集めた部屋には、100種類以上のおも

ちゃが並び、実際に触れて楽しむことができ

ます。様々な思考を凝らした木のおもちゃで大

人も子供も夢中になれます。

グッド・トイサロン

※入館料無料で利用可能

羽後本荘駅

子吉川

鮎川駅

至JR秋田駅

至矢島駅

至JR酒田駅

由利高原鉄道鳥海山ろく線

木のおもちゃ美術館

至秋田

至酒田

至横手

黄色の看板が目印

至湯沢

MAP C-2

※入館料無料で利用可能

薬師堂駅

本荘IC

至秋田空港IC

至象潟IC

子吉駅

TDK

■

日本海東北自動車道



猿倉温泉
鳥海山麓の名湯　猿倉温泉

自然を満喫し　大地の恩恵に浸かる

心も体も癒される旅が　ここにある

ブナ林に囲まれた高原リゾート

すべての客室から、鳥海山を展望できるリゾ

ートホテル。天然温泉は美肌の湯として知ら

れ、大浴場、露天風呂、家族風呂と旅の疲れを

心地良く癒してくれます。

ホテル フォレスタ鳥海

【泉質】ナトリウム-塩化物･炭酸水素塩泉
【効能】切り傷、やけど、慢性皮膚病、慢性婦人病
【入浴】10:00～20:00
【住所】由利本荘市鳥海町猿倉字奥山前8-45
【問い合わせ】0184-58-2888

秋田由利牛と美肌作用が魅力の猿倉温泉

鳥海山麓唯一の高温泉で、美肌作用が魅力の

猿倉温泉。鳥海山を眺めながらの露天風呂、

圧注浴、寝湯、サウナなどが楽しめる。鳥海山

の探勝の基地として、保養、長期滞在での湯治

もおすすめ。

休養宿泊施設 鳥海荘

【泉質】ナトリウム-塩化物･炭酸水素泉
【効能】切り傷、やけど、慢性皮膚病、慢性婦人病
【入浴】7:00～21:00　
【住所】由利本荘市鳥海町猿倉字湯ノ沢103-1
【問い合わせ】0184-58-2065

国指定史跡　鳥海山

Mt.Chokai

鳥海高原

MAP D-2

MAP D-3
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サーフィン

岩城温泉　港の湯

ゆっくりと
温泉で癒す

海水浴場のすぐそば

本荘マリーナまで車で2分ほどの、松林の中

にある温泉休養施設。木の温もりが感じられ

る雰囲気は、気軽に入りやすいと老若男女問

わず人気があります。

【泉質】ナトリウム-塩化物強塩泉　【効能】切り傷、や
けど、慢性皮膚病、慢性婦人病、冷え性、疲労回復　
【入浴】9:00～21:00  　　
【休館】第2･4火曜日、12/29･12/30
【住所】由利本荘市石脇字田尻30番地12
【問い合わせ】0184-28-1661

ぱいんすぱ新山 MAP B-2

城址公園に湧く天然温泉

本荘公園・御手作堤のほとりにたたずむ、城

造りの外観が特徴の温泉・露天風呂はもちろ

ん打たせ湯や気泡温泉、サウナなども完備す

る浴場で、ゆとりある入浴を楽しめます。

【泉質】ナトリウム-塩化物泉　
【効能】切り傷、やけど、慢性皮膚病、慢性婦人病　
【入浴】8:00～21:00　【休館】第3木曜日
【住所】由利本荘市西小人町23番地1　
【問い合わせ】0184-23-7227

温泉休養施設　鶴舞温泉
MAP C-2

木の温もりと安らぎ

心と体の健康と、様々な年代の交流をテーマ

に「木の持つ効果」をふんだんに活かした入

浴施設。開放的な大浴場、木の香りが漂う空

間で、ゆったりとくつろぐことができます。

【泉質】天然カルシウム原石使用　
【入浴】8:30～20:30　
【休館】第1･3火曜日、12/31
【住所】由利本荘市前郷字御伊勢下39番地2　
【問い合わせ】0184-53-2651

ゆりの里交流センター ゆりえもん
MAP C-3郷土料理も楽しめる温泉施設

黄桜温泉は、道の駅東由利と併設された、弱

アルカリの天然温泉。のびのびと入れる大浴

場、泡風呂、サウナを完備。地場産品を取り入

れた、レストランの郷土料理も好評です。

【泉質】弱アルカリ性泉　
【効能】切り傷、やけど、慢性皮膚病、慢性婦人病　
【入浴】10:00～21:00　
【休館】第1･3月曜日
【住所】由利本荘市東由利老方字畑田29番地
【問い合わせ】0184-69-2611

黄桜温泉 湯楽里 MAP C-4

ぼけよけ地蔵尊のある閑静な温泉

「釜さの湯っこ」と地域住民に親しまれている

かしわ温泉は、自然豊かで閑静な環境とよく

温まる温泉が自慢です。サウナもあり、汗を流

すには最適。家族連れなどが大勢訪れます。

【泉質】鉱泉　【効能】一般適応症　
【入浴】9:00～20:30
【休館】第1･3水曜日、12/31・1/1
【住所】由利本荘市西目町西目字釜ケ沢96番地5
【問い合わせ】0184-33-2259

かしわ温泉 MAP C-2

宿泊もできるターミナル温泉施設

ＪＲ羽後岩谷駅と道の駅おおうちに連結して

いる、アクセス便利な温泉施設。露天風呂や

気泡風呂、サウナがあり、広々とした清潔感の

ある明るい浴場です。

【泉質】弱アルカリ鉱泉　
【効能】高血圧症、動脈硬化、リウマチ、婦人病
【入浴】9:00～21:00　【宿泊】あり　【休館】なし　
【住所】由利本荘市岩谷町字西越36番地
【問い合わせ】0184-62-1126

総合交流ターミナル ぽぽろっこ
MAP B-2 夕日を眺めながら入浴ができる

道の駅岩城にあり、ドライブ客に人気の温泉

施設。展望露天風呂からは日本海が一望でき、

沈む夕日を眺めながらの入浴は野趣満点。オ

ートキャンプ場も隣接しています。

【泉質】ナトリウム-塩化物強塩泉　
【効能】切り傷、やけど、慢性皮膚病、慢性婦人病　
【入浴】9:00～22:00　
【休館】4月～10月第2水曜日(7,8月無休)、11月～3
月第2･4水曜日
【住所】由利本荘市岩城内道川字新鶴潟192番地43
【問い合わせ】0184-73-3789

岩城温泉 港の湯 MAP A-2

フォレスタ鳥海

鳥海荘



咲き、誇る、花々
長い長い冬を乗り越えて　迎える春の喜び

千本の桜と　一万株のつつじが魅せる

鮮やかな色彩が　本荘公園を彩る

城址公園に咲く桜とつつじ

本荘城が築城された本荘公園は、約1,000本のソメイヨシノが満開になる

と、山いっぱいが桜色に包まれます。5月上旬には、約10,000株のつつじが、

赤、白、紫など色とりどりに咲き誇り、花の名所として広く市民に親しまれて

いる憩いのスポットです。園内には、本荘の歴史と文化に触れる「修身館」

と「本丸の館」があります。

本荘公園　桜とつつじ

●桜開花／4月中旬～下旬　
　開花中は「本荘さくらまつり」を開催
●つつじ開花／5月中旬～下旬
●交通[鉄道]JR羽後本荘駅から徒歩10分 [車]国道7号から5分
●駐車場／100台
●問い合わせ／由利本荘市観光振興課　0184-24-6349

旧亀田小学校跡地から天鷺村へ続く沿道に

咲く桜のトンネル。岩城地域の桜の名所とし

て花見客が多く訪れます。

天鷺郷の桜［岩城］
東由利原「ゆり高原ふれあい農場」の近辺に

咲く桜は、高原の風景や鳥海山の遠望とあ

いまって美しい景観を作り出しています。

東由利原の桜［由利］

黄桜が織りなす色彩の共演

遅咲きの観桜会として行われる「黄桜まつり」は、会場周辺に咲く約

2,100本の桜のうち、淡黄色に咲く400本ほどの黄桜が鮮やかに彩

ります。期間中は、「健康ウォークマラソン」や「パークゴルフ大会」な

どのイベントが行われます。

八塩いこいの森の黄桜

●桜開花／4月下旬～5月中旬　開花中は「黄桜まつり」を開催
●駐車場／270台　●交通[車]国道107号から10分
●問い合わせ／東由利総合支所産業課　0184-69-2116

●ゴールデンウィークフェア／4月下旬～5月上旬　春の花を楽しむ　
●ラベンダー開花／6月上旬～7月中旬　ラベンダーの摘み取り体験など
●ぶどうまつり／8月下旬～9月下旬　様々な品種のぶどうを味わえる
●収穫感謝祭／10月上旬　新米のきりたんぽや季節のフルーツなど味わえる

潮風通りのハーブ園

ハーブワールドAKITAは観光農園として約2万平方メートルの広大なガー

デンを有します。初夏には、色とりどりのハーブが咲きそろいます。特に初

夏の午前中は一年で最もすばらしい香りに包まれるときです。ラベンダー

もこの時期に開花し、摘み取り体験には多くのハーブファンが集まります。

春の花を楽しめるゴールデンウィークフェアや、秋のぶどうまつり、また収

穫感謝祭など、多種多様なイベントで、市内で人気の観光スポットです。

ハーブワールドAKITA　

シーズン中は辺り一面が黄色く染まり、広

大な菜の花の迷路が観光客を楽しませてく

れます。

折渡千体地蔵へ行く途中、目を楽

しませてくれるあじさいロード。鮮

やかなあじさいの花々が咲き誇る。

2haの花畑にひまわりが咲き誇ります。 「ひま

わり大迷路」も大人気で、たくさんの観光客が

訪れます。

さつきをハウスで栽培・販売してお

り、さつきまつりの期間中は展示会

や講習会も行われます。

コスモワールド前の畑一面が秋に

は彩り豊かなコスモス園となりコ

スモスまつりも開催されます。

菜の花 道の駅にしめ周辺

あじさいロード　折渡峠

ひまわり　道の駅にしめ周辺

さつき栽培センター コスモス 鳥海高原南由利原

由利本荘市

Yurihonjo

MAP C-2

MAP D-3

MAP A-2MAP D-2

MAP C-2

MAP C-2

MAP B-2

鳥海山麓で自生していたリンドウを

品種改良して栽培。鳥海地域の道の

駅や直売所で販売しております。

秋田鳥海りんどう　鳥海 MAP D-3

MAP C-2

MAP B-3 MAP D-2

本荘公園
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本荘・大内地域の芋川約10㎞の堤防沿い

に2,001本の桜を植樹。長く続く桜並木の

下を散策できます。

芋川桜づつみ MAP B-2

「ハーブワールドAKITA」前に、桜の名所とし

て人気のスポット。夜間は桜並木がライトア

ップされ、艶やかな夜桜を楽しめます。

ハーブ通りの桜並木［西目］ MAP C-2

季節の花に
癒される

カスミ桜では珍しい400年の樹齢を重ねた

名桜古木。幹周りが5m、樹高約14m。地域で

は神木としても崇められています。

葛岡のカスミ桜［大内］MAP B-3

歳 時 記
【 1月 】
●新山神社裸まいり（本荘）　第3日曜日

【 2月 】
●やしま冬まつり 酒蔵開放（矢島）　中旬

●雪ものがたり（東由利）　上旬

【 3月 】
●長坂稲荷神社梵天まつり（大内）　第2日曜日

●由利本荘ひな街道「町中ひなめぐり」　上旬～下旬

【 4月 】　
●本荘さくらまつり（本荘公園）　中旬～下旬

●桜・菜の花まつり（西目）　中旬～5月上旬

●鳥海山矢島口山開き（矢島祓川）　下旬

●黄桜まつり（東由利）　下旬～5月中旬

●本荘つつじまつり（本荘公園）　下旬～5月上旬

【 5月 】
●さつきまつり（大内）　中旬～6月中旬

【 6月 】
●丁岳山開き（鳥海　大平キャンプ場）　1日

●新緑まつり（鳥海）　上旬

●鳥海山百宅口山開き（鳥海大清水）　第3日曜日

【 7月 】
●旧藩祭（岩城）　中旬

●海開き（本荘・西目・道川海水浴場）　中旬

●折渡地蔵尊例大祭(大内)　24日

●Mt.鳥海バイシクルクラシック（矢島）　下旬

●日本海洋上花火大会（岩城）　下旬

●菖蒲カーニバル（本荘）　下旬

●本荘川まつり花火大会（本荘）　下旬

●ひまわりまつり（西目）　下旬～8月中旬

【 8月 】
●鳥海高原由利原まつり（由利）　上旬 

●屋敷番楽（由利）　16日

●鳥海獅子まつり（鳥海）　16日

●本荘追分全国大会（本荘）　下旬

●赤田長谷寺大仏まつり（本荘）　22日

●岩城ふれあい港まつり（岩城）　下旬

【 9月 】
●八朔まつり（矢島）　第2日曜日　前日宵宮

●健康マラソン（西目）　上旬

●りんごまつり（西目）　上旬～11月中旬

●八幡神社祭典大名行列（本荘）　敬老の日前日

【 10月 】
●由利高原コスモスまつり（由利）　上旬

●法体の滝紅葉まつり（鳥海）　中旬

●全国ごてんまりコンクール（本荘）　下旬

【 12月 】
●スキー場オープン（矢島）　中旬

由 利 本 荘 市 の
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由利本荘市観光振興課  …………………0184-24-6349

観光情報案内コーナー(カダーレ内)……0184-22-2660

矢島総合支所産業課（商工観光班）  ……0184-55-4953

岩城総合支所産業課（商工観光班）  ……0184-73-2014

由利総合支所産業課（商工観光班）  ……0184-53-2114

大内総合支所産業課（商工観光班）  ……0184-65-2216

東由利総合支所産業課（商工観光班）  …0184-69-2116

西目総合支所産業課（商工観光班）  ……0184-33-4615

鳥海総合支所産業課（商工観光班）  ……0184-57-2205

花立クリーンハイツ   ……………………0184-55-3400

●鳥海高原花立牧場

にしたきさわ

キャンプ場●

●望海りんご園

鳥海グリーンライン

●センターハウス

象潟IC

西目PA

木境大物忌神社●

●そば処ももや
●民俗芸能伝承館まいーれ

花立クリーンハイツ●

　　　　●
森子大物忌神社

　　●　 鳥海山 木のおもちゃ美術館

鳥海山麓 大地のめぐみ

日本海に面し、三方を丘陵地帯に囲

まれた岩城地域は、夏暖かく、冬は

冷たい季節風を受けます。この寒暖

の差がはっきりとした四季の変化が、

色・味ともに優れたプラムを育てま

す。主な品種はビューティ、ソルダム、

スターキングデリシャスなどで、太

陽の光をいっぱい浴びたプラムは、

さわやかで気品のあるワイン、ブラ

ンデー、シャーベット、ゼリーなどに

加工されます。

プラムの香り豊かなワイン

天鷺ワイン

「花立牧場工房ミルジー」では、鳥海

高原の牧場で作ったジャージー牛

のミルクを使った乳製品を製造・販

売しています。ジャージー牛は英国

王室御用達のミルクを作るために

生まれた品種といわれており、高原

の空気と牧草で育ったジャージー

牛からとれた牛乳を味や栄養価を

壊さずに低温殺菌し、濃厚なコクが

あり、地域のみならず観光客にも好

評を得ています。

鳥海高原の牧草で育まれる

ジャージー乳製品
丹精込めて育てた故郷ブランド

鳥海山麓に広がる高原では、良質

で豊富な水・牧草により黒毛和種

「秋田由利牛」が飼育されています。

肥育農家の優れた技術のもと、自

然豊かな環境でのびのびと育った

秋田由利牛は、きめ細かくサシ(霜

降り)が入った肉質の良さや、すっ

きりした脂にするため「米」を食べ

させていることから、県内はもとよ

り、全国からも注目されています。

秋田由利牛

南由利原青少年旅行村（キャンプ場）……0184-53-2126

風土が育む、地元の銘酒たち

日本酒

清水が清酒を育み、旬の味覚が清酒

を育んできた鳥海山麓に点在する酒

蔵の銘酒は、全国的な人気を誇り、し

っかりと深い味わいで本物の酒を教

えてくれます。

●齋彌酒造店(由利本荘市石脇）

●秋田誉酒造(由利本荘市砂子下)

●天寿酒造（由利本荘市矢島町）

●佐藤酒造店(由利本荘市矢島町)

ナイスアリーナ
　　　　　●

鳥海山木のおもちゃ美術館………………0184-74-9070

ナイスアリーナ……………………………0184-22-0001

鳥海山木のおもちゃ美術館………………0184-74-9070

民俗芸能伝承館「まいーれ」………………0184-44-8556
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