
 ０９０－４８８９－５３１０ ※受付時間：火～土曜日（祝日を除く）の９：００～１７：００【申込み・問い合わせ先】

栗原市農泊推進協議会【主催】 【後援】

／ ホットサンドはじめます ＼

０９０－４８８９－５３１０
（栗原市スワントピア交流館）※こんちゅう館となり
〒987-2224 栗原市築館横須賀養田１８

１０１６（日）オープン
リニューアル

２０２２年１０月１６日（日）大安～１２月２８日（水）大安

【あらかじめご了承願います】

□各プログラムは、定員に達した時点で申込受付を終了します。
□催行人数に満たない場合や天候その他の理由で、中止または内容を変更することがあります。
□各プログラムの開催６日前以降にキャンセルした場合、参加費相当のキャンセル料をいただ
く場合があります。

□各プログラムの様子を写真や動画で撮影しＰＲに利用します。

□マスク等を着用して参加してください。
□当日、検温に御協力をお願いします。検温等の結果で参加を見合わせていただくことがありま
す。

□発熱等で体調がすぐれない方は参加を見合わせてください。

【新型コロナウイルス感染症の感染防止の御協力をお願いします】

【申込方法】

□電話またはメールでお申し込みください。
　＜必要事項＞ 氏名（ふりがな）・郵便番号・住所・電話番号・生年月日
【申込み・問い合わせ先】

〒989-5504 宮城県栗原市若柳字上畑岡敷味４５番地

　 090-4889-5310　  kur ihara .tn@gmai l .com

※受付時間：火～土曜日（祝日を除く）の９：００～１７：００

■集合時間／８：５０　　
■集合場所／栗原市金成総合支所萩野出張所

（〒989-4806 栗原市金成館下２９）
■参加費／２，０００円（昼食代含む）
■定員／１５人（８人以上で催行）
■持ち物／動きやすい服装、履きなれた靴、
　帽子、レインウェア、飲み物、タオル 等
■歩く距離／約６．５ｋｍ　■昼食有り

　トレイルハイキング

旧奥州街道有壁宿

旧奥州街道八十二番
街道として栄え風情
を色濃く残す「有壁
宿」。「新鹿野一里塚」
から「十万坂」を越
え、「肘曲り坂」まで
約６．５ｋｍを地元の
人とウォーキング。

№８

【日時】１１/５（土）９：００～１５：３０
【場所】 旧奥州街道有壁宿 周辺
　　　（〒989-4806 栗原市金成有壁地区）

（主管：ＮＰＯ法人旧奥州街道有壁宿 助郷の会）

歩が
いん

■集合時間／１３：２０

■参加費／３，０００円

■定員／１２人（６人以上で催行）

■持ち物／エプロン、三角巾、調理に適した服装

■作ったタルト１ホールは持ち帰り

　暮らしの手作り教室

りんごのタルト
やってみらいん

地元産のりんごを材
料にして、タルト生
地から手作りし、一
人１ホールの「りん
ごのタルト」を作り
ます。誰かに自慢し
たくなるなるような
お菓子が出来ます♪

№６

（主管：てから ～焼菓子と料理の店～　高橋幸代）

【日時】１０/２８（金）１３：３０～１６：３０
【場所】 この花さくや姫プラザ
 （〒989-5615 栗原市志波姫沼崎南沖４５２）

伊豆沼・内沼には、投棄されたり、上流から流
れてきたゴミがたくさんあります。毎月１回の
ゴミ拾いで伊豆沼・内沼をキレイにする活動
です。一緒にゴミを拾いましょう！

■集合時間／９：２０　■参加費／２，５００円
■定員／６人（３人以上で催行）
■持ち物／手拭きタオル、筆記用具
■蒸留したハーブウォーター約１００ｃｃを持ち
　帰り
■ハーブティーでティータイムあり
■植物の状態によりハーブが変更になること
　があります

　ハーブの蒸留

ハーブウォーター作り

自家栽培のハーブ
「月桃（げっとう）」を
使い、ハーブウォー
ターを蒸留します。
アロマ・化粧水・ハー
ブティーなど、潤い
や癒しを与えてくれ
ます。

№２

【日時】１０/１９（水）９：３０～１２：００
【場所】 ひしの実（栗原市スワントピア交流館）
　　　（〒987-2224 栗原市築館字横須賀養田１８）

（主管：Ｃａｆｅ　ＨＥＲＢ　ＮＯＴＥ　佐々木るり子）

やってみらいん

■集合時間／各回１０分前　■参加費／３，５００円
■定員／各回５人（３人以上で催行）
■持ち物／汚れてもよい服装、エプロン、防寒着
■使用する粘土は、焼き上がりが違う２種類の
土から１種類選び、一人約 800g（例：大きめの
マグカップ１個、大きめのごはん茶碗１個、大
きめの湯のみ１個、ぐい呑み２個）
■来年３月の窯焚きで焼成、３月末以降にお渡し。

　陶芸教室

世界に一つだけの作品作り
やってみらいん

紐状にした粘土で成
形する「ひも作り」と
いう技法と手回しロ
クロで陶器を制作し
ます。釉薬を使わな
い「焼〆」という方法
により穴窯で３日間
焼成します。

№１

【日時】 １０/１６（日）①１０：００～１２：００　②１３：３０～１５：３０
 １０/１７（月）③１０：００～１２：００　④１３：３０～１５：３０

【場所】 座主窯
　　　（〒987-2511 栗原市花山字本沢稲干場 33）

（主管：座主窯 工藤修二）

トレイルハイキング

復活した白糸の滝への道
№５

■集合時間／８：２０
■参加費／２，５００円（昼食代・温泉入浴料含む）
■定員／各回１０人（４人以上で催行）
■持ち物／動きやすい服装、防水性能のある靴とゲ
　イター ( スパッツ）または長靴、帽子、レインウェ
　ア、防寒着、手袋、飲み物、タオル、行動食 等
■歩く距離／約１３ｋｍ　■昼食有り

白糸の滝や削沢の
滝、湯ノ倉を目指し、
平成２０年岩手・宮
城内陸地震から復活
した遊歩道を歩きま
す。①は秋の紅葉、②
は冬を迎えた森を散
策します。

【日時】 ①１０/２６（水）８：３０～１６：３０
 ②１１/２６（土）８：３０～１６：３０

【場所】 温湯温泉 佐藤旅館
 　　  （〒987-2511 栗原市花山字本沢温湯８番地１）

（主管：（一社）KuriharaOutdoorLifeLab）

歩が
いん

【期間】 ２０２２年１０月中旬～１２月中旬
　　　まで随時開催
 ①飛び立ち…５：３０ごろから約２時間

 ②ねぐら入り…１６：００ごろから約２時間 
【会場】 伊豆沼・内沼
【参加費】 ２～１０人 ２,７５０円／人 

 １１～２０人 ２,２００円／人
 ２１人以上 １,６５０円／人

【服装】 防寒対策をしっかりしてご参加く
 ださい。受付時に詳しくお知らせ
 します。

　国内有数のマガンの越
冬地「伊豆沼・内沼」で、
早朝の飛び立ちや夕方の
ねぐら入りを観察し、自
然と人の暮らしの関係を
考えるプログラムです。

マガン
伊豆沼・内沼エコツアー

早朝の飛び立ち

夕方のねぐら入り

観察
日曜日のごみ拾い日曜日のごみ拾い

【開催日時】 ※参加無料、申込不要

２０２２年１１/６（日）、１２/４（日）
２０２３年１/８（日）、２/５（日）、３/５（日）
 毎回９：００～１０：３０

【集合場所】 こんちゅう館
（〒987-2224 栗原市築館字横須賀養田２０－１）

【持ち物等】 汚れてもよい服装・靴（長靴など）、  
　帽子、手袋、飲み物、長靴、レインウェアなど

※ごみバサミ（トング）、ゴミ袋は貸し出します

伊豆沼・内沼を清掃

■集合時間／９：２０

■参加費／２，０００円

■定員／１２人（８人以上で催行）

■持ち物／エプロン、三角巾、調理に適した服装

■自分で作ったがんづきは持ち帰り

　昔ながらのおやつ作り

がんづき
やってみらいん

「がんづき」は、田植
の時の小昼やお茶う
け、おやつなどで食
べられてきた地元
食。「めかご」を型に
使い、直径約２５ｃｍ
の大きさの「がんづ
き」を作ります。

№７

（主催：（一社）くりはらツーリズムネットワーク）

【日時】１１/２（水）９：３０～１２：００
【場所】 この花さくや姫プラザ
 （〒989-5615 栗原市志波姫沼崎南沖４５２）

アドベンチャーサイクリング

晩秋の花山・紅葉ライド
№３

■集合時間／７：２０　■定員／６人（２人以上で催行）
■参加費／３，５００円（昼食代、希望者には E-BIKE レンタル含む）
■持ち物／未舗装路を走行可能な自転車（スポーツ
　バイク）、ヘルメット、厚手のグローブ、レインウェア、
　飲料水、マスク（または代替品を着用） 、防寒着、行動食 等
■走る距離／約８５ｋｍ（累積標高約７００ｍ）
■レンタサイクルＥ－Ｂｉｋｅ（電動アシストグラベル）の
　レンタル可能（先着４台）　※ヘルメット付属

色とりどりに紅葉し
た晩秋の花山を目指
して、自転車で走り
ます。舗装路・未舗
装路を走り、一部険
しい林道もあり。秋
の深まりを体感する
冒険の旅です。

【日時】 ①１０/２２（土）７：３０～１８：００
 ②１０/３０（日）７：３０～１８：００

【場所】 こんちゅう館（栗原市サンクチュアリアセンターつきだて館）

　　 （〒987-2224 栗原市築館字横須賀養田２０－１）

（主管：（一社）KuriharaOutdoorLifeLab）

走
らいん

【日時】 ①１０/２３（日） ②１０/２５（火） ③１１/６（日）
 ④１１/１０（木）１４：３０～１８：００

【場所】 こんちゅう館（栗原市サンクチュアリアセンターつきだて館）

 　　  （〒987-2224 栗原市築館字横須賀養田２０－１）　

走
らいん

（主管：（一社）KuriharaOutdoorLifeLab）

■集合時間／１４：２０
■参加費／２，０００円（希望者にはE-BIKEレンタル含む）
■定員／各回５人（２人以上で催行）
■持ち物／自転車、ヘルメット、厚手のグローブ、
　レインウェア、飲料水、防寒着
■レンタサイクルＥ－Ｂｉｋｅ（電動アシストグラベル）の
　レンタル可能（先着５台）　※ヘルメット付属

№４ アドベンチャーサイクリング

マガンのねぐら入りライド

伊豆沼・内沼はマガ
ンなどの渡り鳥が飛
来する季節。枯れハ
スやレンコンの収穫
を眺めながら自転車
で沼を一周し感動的
なマガンのねぐら入
りを観察します。

夢中になれる音楽
遊び！

（申込先） ０９０－４８８９－５３１０

こんちゅう館（栗原市サンクチュアリセンターつきだて館）【場所】

ほのぼの（菅原紀子さん、佐々木きみ子さん）【講師】

乳幼児（０才からＯＫ！）と保護者 （ペア）【対象】

ペア（乳幼児と保護者）で５００円【参加費】
※お子さんが複数人の場合、２人目から１人２００円追加

１０組または２０人 ※定員になり次第締切【定員】

１２/１５（木）１１：００～１１：４０
クリスマスコンサート

おやこで

おんがくたいけ
ん

【日時】
１１/１７（木）１０/２０（木）２０２２年

２/１６（木）３/１６（木）１/１９（木）２０２３年

１０：００～１０：４０※毎月第３木曜日

金・土・日曜日１１：００～１５：００営業日

＊写真はイメージです

コーヒー・ホットサンド   などメニュー

＊テイクアウトのみ



 ０９０－４８８９－５３１０ ※受付時間：火～土曜日（祝日を除く）の９：００～１７：００【申込み・問い合わせ先】

栗原市農泊推進協議会【主催】 【後援】

（主管：大場寿樹、協力：二階堂 旭）

やってみらいん

■集合時間／各回１０分前　■参加費／２，５００円
■持ち物／汚れてもよい服装（長袖・長ズボン、防寒着）

■定員／各回６人（３人以上で催行）
■作ったしめ飾りは持ち帰り

しめ縄用の青い藁を
使って、年神様を迎
える「しめ飾り」を作
ります。藁をより合
わせる「綯う」作業を
実践します。手づく
りのしめ飾りで新年
を迎えましょう。

№２１ 　　藁文化ワークショップ

しめ飾り
【日時】 １２/２５（日） ①１０：００～１２：３０
  ②１４：００～１６：３０
 １２/２８（水） ③１０：００～１２：３０
  ④１４：００～１６：３０

【場所】 こんちゅう館（栗原市サンクチュアリアセンターつきだて館）

 　　  （〒987-2224 栗原市築館字横須賀養田２０－１）　

№１９

自家栽培したライ麦
の麦わらを材料に、
星型の「ストロース
ター」というオーナ
メント作り。専用の
型を使い、麦わらを
並べて糸で編み込み
ます。

【日時】１２/１１（日）９：３０～１２：００
【場所】 こんちゅう館（栗原市サンクチュアリアセンターつきだて館）

 　　  （〒987-2224 栗原市築館字横須賀養田２０－１）　

　麦わらオーナメント

ストロースター

（主管：むげよすざ　狩野洋美）

■集合時間／９：２０

■参加費／２，０００円

■定員／６人（３人以上で催行）

■作ったオーナメント２個（大小）は持ち帰り

やってみらいん

【日時】１２/１８（日）１０：３０～１３：００
【場所】 この花さくや姫プラザ
 （〒989-5615 栗原市志波姫沼崎南沖４５２）

■集合時間／１０：２０

■参加費／２，５００円

■定員／１２人（４人以上で催行）

■持ち物／エプロン、三角巾、調理に適した服装

　同じそばの実から田舎・藪・更科

三種のそば食べ比べ
食べ
らいん

「そば」と一口に言っ
ても、田舎そば・藪
そば・更科そばで、
粉や打ち方、味わい
が違います。そば屋
の主人から三種のそ
ばを解説してもら
い、実際に食べ比べ。

№２０

（主管：山菜茶屋ざらぼう 伊藤廣司）

■集合時間／９：５０

■参加費／４，０００円

■定員／６人（３人以上で催行）

■持ち物／エプロン、三角巾、調理に適した服装、上履き

■自分で打ったそばは持ち帰り、主管が打った
　そばの試食あり

花山の２軒のそば屋
の主人から、少人数
制でじっくりとそば
打ち、ゆで方、つゆ作
りを教わります。自
分で打ったそばは持
ち帰り。そばの試食
有り。

【日時】１２/１０（土）１０：００～１３：３０
【場所】 花山農山村交流センター
 　　　（〒987-2511 栗原市花山字本沢北ノ前１３３）

№１８ 打ち方、ゆで方、つゆ作り

本格そば打ち体験

（主管：農場蕎麦 坊の蔵 後藤正幸、
山菜茶屋ざらぼう 伊藤廣司）

やってみらいん

■集合時間／１３：２０

■参加費／４，０００円

■定員／１２人（８人以上で催行）

■持ち物／エプロン、三角巾、調理に適した服装

■作ったおせち料理（３品）は持ち帰り

　暮らしの手作り教室

おせち料理
やってみらいん

おせちに活用できる
３品の料理を手作り
します。調理の手順
や盛り付けの仕方も
含めて、見た目が華
やかで美味しいおせ
ち料理をみんなで作
りましょう。

№１７

（主管：てから ～焼菓子と料理の店～　高橋幸代）

【日時】１２/９（金）１３：３０～１６：３０
【場所】 この花さくや姫プラザ
 （〒989-5615 栗原市志波姫沼崎南沖４５２）

やってみらいん

№１２

自家栽培・製粉の蕎
麦屋の女将さんに教
わりシフォンケーキ
作り。挽きたてのそ
ば粉の風味と食感が
お い し い ケ ー キ。
作ったケーキはホー
ルでお持ち帰り。

（主管：農場蕎麦 坊の蔵 後藤菊子）

■集合時間／１３：５０
■参加費／２，５００円
■定員／６人（４人以上で催行）
■持ち物／エプロン、三角巾、調理に適した服装、
　　　　　  ハンドミキサー（お持ちの方のみ）
■自分で作ったシフォンケーキ１ホールは持
　ち帰り
■そば粉の販売あり

【日時】１１/１７（木）１４：００～１６：００
【場所】 この花さくや姫プラザ
 （〒989-5615 栗原市志波姫沼崎南沖４５２）

花山産そば粉１００％

そばシフォンケーキ
やってみらいん

№１３

原木と菌床の違いな
どを椎茸農家に教わ
りながら、菌床椎茸

（しいたけ）を収穫
し、５００ｇ持ち帰り。
美味しい食べ方など
を話題に、椎茸を試
食しましょう。

（主管：（同）くりはらファーマーズラボ　伊藤秀太、
協力：ねほりばーらんど　中條友紀）

■集合時間／１３：４０　■参加費／２，０００円
■集合場所／草木コミュニティセンター駐車場
（〒987-2512 栗原市花山草木沢原井田 40-1）

■定員／１０人（６人以上で催行）
■持ち物／汚れても良い服装、手袋、長ぐつ
■自分で収穫した菌床椎茸５００ｇは持ち帰り
■集合場所から各自の自家用車で移動します

【日時】１１/１９（土）１４：００～１６：００
【場所】 ねほりばーらんど
 （〒987-2512 栗原市花山字草木沢芦ノ口５３）

農家と菌活

菌床椎茸の収穫と試食

№１５

自家栽培のひょうた
んを材料に、オリジ
ナルのひょうたんラ
ンプを作ります。
好きなモチーフを鉛
筆で下書きし、丸キ
リで穴をあけて模様
を描きます。

【日時】 １１/２９（火） ①　９：３０～１２：００
  ②１３：３０～１６：００

【場所】 こんちゅう館（栗原市サンクチュアリアセンターつきだて館）

 　　  （〒987-2224 栗原市築館字横須賀養田２０－１）　

　癒しの灯り

ひょうたんランプ

（主管：ひょうたん丸括瓠　三浦浩子）

■集合時間／各回１０分前

■参加費／２，０００円

■定員／８人（３人以上で催行）

■持ち物／軍手、鉛筆、消しゴム

■作ったひょうたんランプ（高さ約１２ｃｍ）は
　持ち帰り

やってみらいん

（主管：ルーラルガイド 千葉優子）

№１６

■集合時間／９：５０　■参加費／２，０００円

■定員／１０人（５人以上で催行）

■持ち物／エプロン、三角巾、調理に適した服装、

　　　　　ゴム手袋

■自分で作ったコンニャクは試食した後、一人
　約５００ｇを持ち帰り

■生芋の販売あり

食育・食農の実践者
から教わり、生芋か
らコンニャクを作り
ま す。手 作 り コ ン
ニャクは喉越しが良
く、煮物などの定番
料理はもちろん、刺
身がおすすめ。

やってみらいん

【日時】１２/１（木）１０：００～１２：３０
【場所】 この花さくや姫プラザ
 （〒989-5615 栗原市志波姫沼崎南沖４５２）

　　生芋から作る

コンニャク作り

　　幸運を呼ぶ香りのお守り

オレンジポマンダー
やってみらいん

№１１

■集合時間／９：５０

■参加費／２，０００円

■定員／６人（３人以上で催行）

■持ち物／エプロン、手拭きタオル

■仕込んだポマンダー 1 個持ち帰り

オレンジにクローブ
を刺し、スパイスの
粉をまぶして乾燥さ
せた香り玉。仕込ん
だポマンダーは持ち
帰り乾燥して完成。
インテリアやリラッ
クス、消臭などに。

【日時】１１/１６（水）１０：００～１２：００
【場所】 こんちゅう館（栗原市サンクチュアリアセンターつきだて館）

 　　  （〒987-2224 栗原市築館字横須賀養田２０－１）

（主管：Ｃａｆｅ　ＨＥＲＢ　ＮＯＴＥ　佐々木るり子）

■集合時間／１３：２０

■参加費／３，０００円

■定員／７人（４人以上で催行）

■持ち物／エプロン、三角巾、調理に適した服装

■作ったプレーンベーグル（６個）とあんバ　
　ターベーグル（６個）は持ち帰り

　暮らしの手作り教室

ベーグル
やってみらいん

ベーグルは独特の風
味と噛み応えがある
ヘルシーなパン。今
回は引きの強い食感
が特徴のベーグルを
手ごねで作ります。
いろんなものを挟ん
で食べられます。

№１０

（主管：てから ～焼菓子と料理の店～　高橋幸代）

【日時】１１/１２（土）１３：３０～１６：３０
【場所】 この花さくや姫プラザ
 （〒989-5615 栗原市志波姫沼崎南沖４５２）

内沼を出発し舗装路
を経由しながら栗原
市内の農道、林道な
どのグラベルを自転
車で走ります。自然
の美しさと厳しさを
体感しながら走る冒
険イベントです。

アドベンチャーサイクリング

冬の栗原グラベルライド
№１４

■集合時間／７：２０　■定員／６人（２人以上で催行）
■参加費／３，５００円（昼食代、希望者には E-BIKE レンタル含む）
■持ち物／未舗装路を走行可能な自転車（スポーツ
　バイク）、ヘルメット、厚手のグローブ、レインウェア、
　飲料水、マスク（または代替品を着用） 、防寒着、行動食 等
■走る距離／約８０ｋｍ（累積標高約７００ｍ）
■レンタサイクルＥ－Ｂｉｋｅ（電動アシストグラベル）の
　レンタル可能（先着４台）　※ヘルメット付属

【日時】 ①１１/２０（日）７：３０～１８：００
 ②１１/２３（水・祝）７：３０～１８：００

【場所】 こんちゅう館（栗原市サンクチュアリアセンターつきだて館）

 　　  （〒987-2224 栗原市築館字横須賀養田２０－１）

（主管：（一社）KuriharaOutdoorLifeLab）

走
らいん

オススメ情報

【日時】１１/２３（水・祝）・２６（土）・２７（日）
　　　　　　　　　　９：００～１５：００

【場所】 休－Ｑ－
  （〒989-5333 栗原市栗駒片子沢杉屋敷１６－２）　

【定員】１０人（要申込）　※申込先：くりはらツーリズムネットワーク
【参加費】５，０００円 （全日程・傷害保険料含む）
　　　　※１日のみ参加の場合２，０００円

【持ち物・服装】野外活動に適した服装（長袖、長ズボン）、
　軍手、タオル、着替え、防寒着、レインウェア、昼食、
　飲料水、マスク等　 （主催：一迫林業研究会）

ログハウスの壁組の
の講習会です。ノッ
チ加工を終えたログ
を本組み、チンキン
グ（ログの隙間埋め）
します。基礎・屋根
組みの作成は行いま
せん。

第３９回一迫林間学校

ログハウスセミナー

【日時】１２/３（土）・４（日）１０：００～１７：００
【場所】 てから ～焼菓子と料理の店～

  （〒987-2308 栗原市一迫真坂字町東１２４－１）　

「てから」の焼き菓子・パンと「白鶯窯」の器、「若
柳地織」の商品、店主セレクトの手作り小物を
販売します。

問 てから ~ 焼菓子と料理の店~
０８０－２８３５－４２１４

お菓子と器の販売会

サロンドテクリハラ５周年・カーザムジカ音楽教室３５周年

民話の音色 ～ヒンメリが紡ぐ祈りの響き～

【日時】１１/２７（日）１４：００～１５：００
【場所】 サロン・ド・テ・クリハラ
  （〒989-5501 栗原市若柳川北大袋前１６－１）　

【入場料】３，０００円（事前予約制）

北欧の美しい自然と
そこに暮らす人々の
想いがつまった音楽
を、千石史子さんの
歌、菅原紀子さんの
ピアノでお楽しみい
ただきます。お菓子
付き。

問 サロン・ド・テ・クリハラ
０２２８－３２－３９１６

№９

採れたての伊豆沼レ
ンコンをはじめとし
た栗原の秋の農産物
を使った特別な会席
料理。
華が咲いたような地
産地消の料理を味わ
います。

（主管：会席料理 丸勝 阿部 朗）

■集合時間／１８：２０　

■参加費／４，６００円（飲み物代別）

■定員／１０人（５人以上で催行）

■みやぎ飲食店コロナ対策認証店

【日時】１１/８（火）１８：３０～２０：３０
【場所】 会席料理 丸勝
　　（〒987-2308 栗原市一迫真坂字町東１８１－２）

地元食の博覧会
地産地消の美食会

食べ
らいん

問 栗原市農泊推進協議会
０９０－４８８９－５３１０

宿泊業（民泊・旅館業）の開業相談

【対象】栗原市・登米市で宿泊業の開業を検討し
　　　ている方

宿泊事業（旅館業法
や住宅宿泊事業法）
の開業の相談を承り
ます。まずはお問い
合わせください。




