
栗原

15

県北エリア

世界谷地
原生花園

栗駒山の中腹に広がる湿地
帯。5月から9月はさまざまな
高山植物が咲き誇る。

P.127

くりでん
ミュージアム
2007年に廃線となったくり
はら田園鉄道の貴重な資料
やジオラマなどを展示する。

P.128

栗駒山の
紅葉

9月中旬から10月中旬にかけ
て山々が紅葉。頂上からの大
パノラマは必見。

P.127
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自然 栗駒山
緑も、紅葉も、雪形も美しい

MAP P.116
栗原市

　栗駒山南麓に広がる、尾瀬や八幡
平に並ぶ大湿原。ブナの原生林に囲
まれ多くの高山植物が群生する。6月
中旬〜下旬のニッコウキスゲは特に有
名で、湿原一面に咲きほこる。緑の季
節に栗駒山頂を眺めながら木道を歩く
のも爽快だ。
★園内自由 P 50台 交149P参照 ☎0228-
25-4166（栗原市観光物産協会）

●世界谷地原生花園■栗駒山麓の高山植物カレンダー

　栗駒山麓は登山の人気スポット。いわかがみ平を登山口とした、中央コース（約3km・上り
1時間30分、下り1時間）と、東栗駒コース（約4km・上り2時間30分、下り1時間30分）の
ほかに4つのコースで登山ができる。ただし、県道築館栗駒公園線の一部は冬期通行止。
P 100台 交149P参照 ☎0228-25-4166（栗原市観光物産協会）

●いわかがみ平

自然 藍染湖ふれあい公園
国内最大級の地すべりを一望
　平成20年の岩手･宮城内陸地震で発生した

「荒砥沢地すべり」を眺められる公園。地震被
害の大きさと脅威を知る上でも貴重な景観とい
える。日本ジオパークにも認定されている栗駒
山麓の重要ポイントのひとつ。
交 150P参照 ☎ 0228-24-8836（栗原市ジオパーク推
進室）

MAP P.116
栗原市

歴史・文化 仙台藩花山村寒
ぬる

湯
ゆ

番所跡
かつての番所が残る史跡
　湯温山荘の隣には、江戸時代、仙台藩と秋田
藩の境を守るために設けられた関所が残ってお
り、鬱蒼と茂る林の中の総ケヤキ造りの由緒ある
建物が美しい。

9〜16時30分 休 12〜3月休 料入場料210円 
P 30台 交 149P参照 ☎ 0228-56-2040（花山温泉
湯湯山荘） 

MAP P.116
栗原市

自然 国立花山青少年自然の家
自然の中で学びながら遊ぼう

MAP P.116
栗原市

　栗駒山麓をフィールドとした多彩なアウトドア
ができるスポット。
キャンプができるほか、自然観察、沢遊び、農園
活動、登山、野外炊飯などの野外学習活動メニ
ュ−もある。
交149P参照 ☎0228-56-2311

自然 花山青少年旅行村
澄みきった自然の中で思いっきり深呼吸

MAP P.116
栗原市

　花山湖畔の美しい自然環境を活かしたレクリエ
ーション施設。キャンプ場やバンガローの他、各
種スポーツが楽しめる充実した運動広場がある。
秋には芋煮会場としても人気。
休11月16日〜3月31日 料180円（入村料１日） 交149P
参照 ☎0228-56-2101（冬期休業中は0228-56-2040
[ゆめぐり温湯山荘]へ）

栗原市レジャー・ショッピング 栗原市観光物産協会ツアー
オーダーメイドの受注型企画旅行
　栗原市には、国定公園の栗駒山やラムサー
ル条約登録湿地の伊豆沼・内沼、栗駒山麓ジ
オパークをはじめとする豊かな自然や歴史、伝統
芸能、特産品など多くの観光資源がある。自然
に癒され、おいしい食材に出会うツアーに出かけ
てみよう。
☎ 0228-25-4116

MAP P.116
栗原市レジャー・ショッピング くりはらツーリズムネットワーク

さまざまな体験プログラムで栗原を知る
　地元食大学や農村サイクリング・手作り教室
など、年間通しさまざまな体験プログラムを実
施。体験を通し、栗原の良さを知ることができる。
交 150P参照 ☎ 090-4889-5310

MAP P.116
栗原市歴史・文化 栗駒山麓ジオパークビジターセンター

ジオパークを学び、体感し、楽しむ展示施設
　栗駒山麓ジオパークの活動拠点施設となる

「ビジターセンター」は、パネルや映像、航空写真
などをとおしてジオパークの魅力に触れ、楽しみな
がら学ぶことが出来る。

9〜17時（12〜翌2月は〜16時） 休火曜休（祝日の
場合は翌平日休） 料無料 P 65台 交150P参照 
☎0228-24-8836

MAP P.116
栗原市自然 花山湖

湖畔にはキャンプ場もある
　花山の中心にあるダム湖。湖中央に吊橋がか
かり、小高い丘の展望台から湖全体が見渡せる。
湖畔には花山青少年旅行村があり、キャンプもで
きる（4月1日〜11月15日。入村料180円。0228-
56-2101）。
交149P参照 ☎0228-56-2114（花山総合支所）

MAP P.116
栗原市歴史・文化 細倉マインパーク

鉱山跡がテーマパークに大変身
　鶯沢地区の大自然に囲まれた細倉鉱山は、
1200年にわたる歴史ある鉱山だった。1987年に
閉山され、その歴史を体感できるテーマパークとして
建てられたのが細倉マインパークである。当時の様
子を再現した鉱山坑道跡を探検気分で楽しめる。

9時30分〜17時（12〜2月は〜16時） 休火曜休（祝
日の場合は翌日休、GW、夏休みは無休） 料500円 
P 430台 交150P参照 ☎0228-55-3215
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128 栗原

歴史・文化 築館鉄魚愛友館
珍しい鉄魚の展示施設
　鉄魚とは羽衣のようなヒレが特徴のコイ科の淡
水魚の一種。国の天然記念物にも指定されてい
る。鉄魚愛友館では常時約500匹以上の鉄魚
を展示しており、一部販売も行っている。

10〜17時 休 第1日曜、第3日曜、1月1日 料 無料 
P 5台 交 150P参照  ☎ 080-1695-3269（事務局：
村田）

MAP P.116
栗原市

歴史・文化 くりでんミュージアム
くりでんの歴史を伝える
　1921年に栗原軌道としてスタートし、2007年
に廃線となったくりでん。多くの資料や大型工作
機械、沿線を再現した精巧なジオラマを展示して
いるのがくりでんミュージアム。本物の車両運転
席で、運転シミュレーターを体験できる。

10〜17時 休火曜休（祝日の場合は翌平日休） 
料510円 Pあり（無料） 交150P参照 ☎0228-24-7961 

MAP P.116
栗原市

栗原市

自然 山王史跡公園あやめ園
初夏にはあやめ祭りが開催
　初夏、アヤメ、カキツバタ、ハナショウブなど約
300種、22万株が咲く。6月中旬〜7月上旬には
あやめ祭りがある。

8時30分〜17時 休無休 料入園無料（あやめまつり
期間中のみ入園520円） P 150台 交 150P参照 
☎ 0228-52-2114（一迫総合支所）

MAP P.116
栗原市

歴史・文化 金成ハリストス正教会
栗原市指定有形文化財の第1号
　金成の洒落た外観の教会。明治初期、ロシア
の宣教師ニコライから洗礼を受けた金成出身の
医師であり、神父の酒井篤礼の遺志により、昭
和9年に川股松太郎により建てられた。
P 3台 交 150P参照 ☎ 0228-42-1004（教会執事長 
川股氏）

MAP P.116
栗原市

レジャー・ショッピング 六日町通り商店街
レトロな街並みをまち歩き
　昔ながらのお店が元気に営業している商店
街。新しいお店が続 オ々ープンし活気にあふれて
いる。様 な々お店が並ぶ六日町で、食事や買い
物で街歩きを楽しもう。
交 150P参照 ☎ 0228-25-4166（栗原市観光物産協
会）

MAP P.116
栗原市

MAP P.116
栗原市レジャー・ショッピング 宮城県こもれびの森 森林科学館

森林の仕組みや楽しさを知る
　館内には周辺の山野で見られる植物や小動
物、野鳥、きのこなどの写真とともに、生き物のつ
ながりをわかりやすく説明。また、ネイチャークラフト
コーナーが常設されており、子どもから大人まで楽
しむことができる。森林科学館の背後には、県内
で最も広い県有林である「こもれびの森」がある。

9時〜16時30分（11月は〜16時まで） 料無料 休12〜
3月 Pあり 交149P参照 ☎0228-56-2330 

MAP P.116
栗原市レジャー・ショッピング 山の駅くりこま

栗原市内のおいしいものが一堂に
　地場産の野菜や旬の食材などを豊富に揃え
た産直施設。また、１つ１つが大きなまぼろし饅頭
や上新粉とこしあんがマッチしたしんこもち、栗原
ブランドの酒ケーキなど、グルメ土産が充実。栗
駒に行った際はぜひ立ち寄りたいスポットである。

9時30分〜18時 休1月1日 P 115台 交 149P参照 
☎ 0228-24-8161

レジャー・ショッピング 道の駅 路田里はなやま 自然薯の館
名物の自然薯が味わえる
　花山ダム近くには道の駅があり、花山名物の
自然薯やマイタケなど季節の特産品が豊富に並
ぶ。レストランでは、自然薯定食やそばだんごが
名物になっている。

9時30分〜18時（12〜翌2月は〜17時） 休 年末年
始 交149P参照 ☎0228-56-2265 

MAP P.116
栗原市

歴史・文化 長屋門
農村風景の中の歴史的建造物
　門の両側を長屋にした、武家屋敷の門構えの
一形式である長屋門。栗原市では今も500軒以
上残っており、カフェとして利用されるなど立ち寄り
スポットになっている場所もある。
☎0228-22-1151（栗原市田園観光課）

MAP P.116
栗原市

栗駒山麓の温泉で、体も心もぽかぽかに
温泉 くりこま高原温泉郷ほか温泉

☎ 0228-43-4100
●ハイルザーム栗駒

☎090-8925-0204（冬期：0228-52-4396）
●湯浜温泉三浦旅館

☎0228-56-2040
●花山温泉温湯山荘

☎0228-46-2036
●新湯温泉くりこま荘

☎0228-46-2220
●山脈ハウス

☎0228-46-2110、090-8781-9685
●駒の湯温泉（日帰り温泉）

☎0228-24-7161
●天然温泉たかもりの湯

☎0228-42-1121
●金成温泉 金成延年閣

☎0228-56-2251
●温湯温泉 佐藤旅館

　花の百名山のひとつでもある、標高1626mの栗駒山の麓には、個性派の温泉が点在。
温泉を利用した流水プールのある施設や、開放的な露天風呂を楽しめる施設、秘湯と呼
ばれる宿など、さまざまな場所で温泉を満喫できる。
☎0228-25-4166（栗原市観光物産協会）

栗原市レジャー・ショッピング 果物摘み
旬のフルーツ狩りにチャレンジ
　いちごやブルーベリーなど、栗原の豊かな自然
が育んだフルーツの摘み取り体験を開催。旬な
らではのフレッシュな味わいが魅力だ。

コースにより異なる 料コースにより異なる P 要問い合
わせ ☎0228-25-4166（栗原市観光物産協会）
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