
栗原手づくり市「十文字商店」は、栗原に息づく「まで」な暮らしの魅力を伝える
イベント型のお店です。栗原市民が自分で作ったモノだけを販売します。

１日限定の商店！
手づくり

手づくり

手づくり

手づくり

伊豆沼 ・内沼エコツアー
マガンの飛び立ち観察
№１

■集合時間／４：５０
■集合場所／受付時にお知らせします。
■参加費／１，５００円
■人数／６人（２人以上で催行）
■持ち物／防寒対策をしっかりしてご参加
ください。受付時に服装をお知らせします。
■その他／当日の天候により観察できる内
容が異なります。悪天候の場合、中止します。

伊豆沼・内沼は日本
で有数のマガンの越
冬地。数万羽のマガン
が空を覆う早朝の飛
び立ちを観察し、自然
と人の暮らしの関係
を考えるプログラム
です。

【日時】

【場所】伊豆沼・内沼
１０/１５（土）５：００～８：００

（主管：大場寿樹）

２０１６年１０月１５日（土）・大安～１１月２９日（火）・大安

　「くりはら博覧会“らいん”」は、一定期間内に、栗原市内の各地を会場にして、複数の
体験プログラムを実施するイベントです。

【主催（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

Tel/Fax 0228-24-8588
Ema i l kur ihara .tn@gmai l .com   U R L  http://ktnpr.com/

【共催】

【後援】

○電話またはメール、ＦＡＸでお申し込みくだ
さい。

　※必要事項：氏名・住所・電話番号・生年月日

○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都合
で中止することがあります。

【申込方法】※受付時間：平日の午前９時から午後６時まで

（栗原市築館または若柳）

食べらいん
観

らいん
伊豆沼 ・内沼エコツアー

マガンのねぐら入り観察
№２ 観

らいん

■集合時間／１５：５０
■集合場所／受付時にお知らせします。
■参加費／１，５００円
■人数／６人（２人以上で催行）
■持ち物／防寒対策をしっかりしてご参加
ください。受付時に服装をお知らせします。
■その他／当日の天候により観察できる内
容が異なります。悪天候の場合、中止します。

朝、伊豆沼・内沼から
飛び立ったマガンは、
夕方になるとねぐら
になる沼へ帰ってき
ます。数万羽のマガン
がねぐら入りする光
景を観察するプログ
ラムです。

（主管：大場寿樹）

れんこんを使った季節の味
蓮根づくし会席
№３

■集合時間／１１：２０

■参加費／２，５００円

■人数／１０人（３人以上で催行）

採れたての伊豆沼産
れんこんを使った地
産地消の料理を味わ
いながら、れんこんを
始め地元食材の魅力
を学びます。意外に多
いれんこん料理の種
類を体験できます。

（主管：会席料理丸勝 阿部 朗）

【日時】

【場所】

１０/１５（土）１６：００～１８：００

伊豆沼・内沼
（栗原市築館または若柳）

【日時】

【場所】

１０/１９（水）１１：３０～１３：００

会席料理 丸勝
（〒987-2308 栗原市一迫真坂字町東１８１ー２）

歩が
いん

■集合時間／１０：１０　※初心者向け講習（無料）
を受ける場合は９：３０　■参加費／１，０００円
■集合場所／栗原市一迫総合支所
■人数／８人（２人以上で催行）
■持ち物／運動に適した服装・靴、雨具、帽
子、飲料水、手袋、タオル、着替え、ポール ( お
持ちの方 )　※ポールの無料貸出有り
■オプション／食事処縁の昼食（別途１，３００円）

【日時】

【場所】

１０：２０～１２：００

地元をおいしく歩こう

ノルある部一迫清水目編
№４

ノルディックウォー
キングで、栗原の「イ
イトコロ」を探す部活
動。田園風景が広がる
一迫清水目を約４ｋｍ
歩きます。初心者向け
講習、食事処縁での昼
食のオプション有り。

食事処 縁（えにし） 周辺

（協力：食事処 縁　佐藤 貢・弘子）

（栗原市一迫清水目地区）

１０/２０（木）

■集合時間／９：２０
■参加費／３，０００円
■人数／１０人（５人以上で催行）
■持ち物／汚れても良い服装、厚手のゴム手
袋、手拭き用タオル、ビニール袋
■その他／染めた木綿生地のストール（５０
ｃｍ×１８０ｃｍ）を染めてお持ち帰り。

やってみらいん

【日時】

【場所】

　９：３０～１２：００

秋の枝葉で染めよう

草木染めワークショップ
№７

草木染めは、身近にあ
る植物を煮だして染
色します。植物によっ
て染色できる素材や
季節、色素の料が違う
ので、自分だけの作品
を染め上げる楽しみ
があります。

栗原市一迫埋蔵文化財センター山王ろまん館

（主管：Ｃａｆｅ ＨＥＲＢ ＮＯＴＥ　佐々木るり子）

（〒987-2308 栗原市一迫真坂字鎌折４６ー２）

１０/２６（水）

■集合時間／９：５０
■参加費／２，０００円
■人数／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）
■その他／作ったシフォン１ホールはお持
ち帰り。試食有り。

やってみらいん

【日時】

【場所】

１０：００～１２：００

花山産そば粉１００％
そば粉のシフォン作り
№６

自家栽培・製粉にこ
だわる蕎麦屋の女将
さ ん か ら、そ ば 粉
100 ％ の シ フ ォ ン
ケーキの作り方を学
びます。自分で作った
シフォンはホールで
お持ち帰り。

農場蕎麦 坊の蔵

（主管：農場蕎麦 坊の蔵 後藤菊子）

（〒987-2511 栗原市花山字本沢大田 7ー１）

１０/２２（土）【日時】

【場所】

№５

■集合時間／９：３０
■集合場所／宮城県伊豆沼・内沼サンクチュアリセ
ンター（〒989-5504 栗原市若柳上畑岡敷味１７－２）
■参加費／２，０００円　
■人数／１０人（３人以上で催行）
■持ち物／汚れても良い服装（長袖）、レイン
ウェア、防寒着、タオル、帽子、飲み物、着替え
■その他／れんこん１本お持ち帰り。

やってみらいん

１０：００～１２：３０

伊豆沼で泥んこ作業
れんこん掘り体験

伊豆沼の特産品「れん
こん」の収穫を体験し
ます。胴長靴を履い
て、れんこん農家の指
導を受けながら、畑の
泥深く埋まったれん
こんを掘り出します。

伊豆沼第二工区れんこん畑

（主管：栗原伊豆沼レンコン育成協議会　鈴木一征）

（栗原市若柳畑岡）

１０/２２（土）

食べらいん

【日時】

【場所】

№８

■集合時間／９：２０
■参加費／２，５００円　
■人数／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、タッパ（持ち帰り用）
■その他／れんこんの甘辛煮、れんこんのた
らこ和えなどの調理を予定しています。試食
のほか、持ち帰りあり。

やってみらいん

　９：３０～１３：００

野菜料理教室
毎日食べたい蓮根レシピ

野菜料理教室
ひと手間かけて野菜料理

農家民宿の女将さん
に教わり、伊豆沼の特
産品の「れんこん」で
毎日のお惣菜の一品
になる料理を数品作
ります。作った料理は
試食のほか、１品をお
持ち帰り。

この花さくや姫プラザ

（主管：有賀の里たかまった　千葉静子）

（〒989-5615 栗原市志波姫沼崎南沖４５２）

１０/２７（木） 【日時】

【場所】

№９

■集合時間／１３：５０
■参加費／３，０００円　
■人数／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
■その他／作ったタルト１ホールはお持ち
帰り。てからのタルトの試食あり。

やってみらいん

やってみらいん

１４：００～１６：３０

暮らしの手作り教室
りんごのタルト

地元産のりんごを材
料にして、一人１ホー
ルの「りんごのタル
ト」を作ります。きっ
と誰かに自慢したく
なるなるようなお菓
子が出来ますよ♪

この花さくや姫プラザ

（主管：てから ～焼き菓子と料理の店～　高橋幸代）

（〒989-5615 栗原市志波姫沼崎南沖４５２）

１０/２８（金） 【日時】

【場所】

№10

■集合時間／１８：２０

■参加費／４，０００円　

■人数／１５人（５人以上で催行・２０歳以上）

■その他／参加費は飲酒代を含む。お酒を飲

まない方は１,０００円引き。

１８：３０～２１：００

挽きたて、打ちたて、茹でたて

日本酒を楽しむ蕎麦会席

花山産の挽きたて、打
ちたて、茹でたての蕎
麦とオーナーが選ん
だ日本酒を味わいま
す。自家栽培、自家製
粉のそば屋さんで「ま
で」な手打ちそばを味
わう会席。

農場蕎麦 坊の蔵

（主管：農場蕎麦 坊の蔵、協力：山菜茶屋ざらぼう）

（〒987-2511 栗原市花山字本沢大田 7ー１）

１０/２８（金） 【日時】

【場所】

№11

■集合時間／９：２０
■集合場所／宮城県伊豆沼・内沼サンクチュアリセ
ンター（〒989-5504 栗原市若柳上畑岡敷味１７－２）
■参加費／１，３００円　
■人数／１０人（５人以上で催行）
■持ち物／汚れても良い服装（長袖）、帽子、
剪定ハサミ、柄の長い鎌、飲み物、軍手、タオ
ル、レインウェア

　９：３０～１１：３０

つる細工入門

編みかご教室

材料の採取から基本
的な編み方までを学
べます。つる性の植物

「クズ」で、果物カゴを
編みます。「クズ」は見
つけやすく、簡単に編
めるので、初めての方
におススメです。

伊豆沼周辺

（主管：つぐんべえの会 佐藤 貢）

（栗原市若柳畑岡）

１１/１（火）

やってみらいん

【日時】

【場所】

№12

■集合時間／１２：４０
■集合場所／大川口下コミュニティセンター

（〒987-2301 栗原市一迫字大川口清水沢４-６）
■参加費／３，０００円 ( 用具貸出代含む）　
■人数／１５人（５人以上で催行）
■持ち物／野外活動に適した服装（長袖、長
ズボン）、軍手、タオル、着替え、飲み物

１３：００～１５：００

木の上から地球を眺めよう

ツリークライミング

ツリークライミング
は、ロープを使って木
登りするスポーツで
す。自分の体とロープ
だけで、大きなケヤキ
の木に登ります。木に
登って新鮮な景色を
眺めましょう。

むげよすざ

（主管：一迫林業研究会 会長 高橋勇記）

（〒987-2301 栗原市一迫字大川口向芳沢５０）

１１/３（木）

やってみらいん

【日時】

【場所】

№13

■集合時間／９：４０
■集合場所／栗原市一迫総合支所

（〒987-2308 栗原市一迫真坂清水田河前５）
　※集合場所から自家用車で移動
■参加費／２，０００円 ( 昼食有り）　

■人数／８人（２人以上で催行）
■持ち物／裁縫道具、ハサミ

１０：００～１５：３０

チクチクと針仕事
つるしびな作り

昔ながらの針仕事の
体験です。手縫いで

「つるしびな」の「椿」、
「さるぼぼ」を作りま
す。昼食は食事処「縁」
の軽食。

食事処 縁（えにし）

（主管：つぐんべえの会 佐藤弘子）

（〒987-2307 栗原市一迫清水目日照２１）

１１/４（金）

やってみらいん

【日時】

【場所】

№14

■集合時間／９：２０

■参加費／３，０００円

■人数／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

■その他／作った料理の一部をお持ち帰り。

　９：３０～１３：００

地元産の野菜を使っ
たおもてなし料理を
学びます。野菜が持つ
本来の美味しさを引
き出す調理法です。
作った料理は、昼食と
して試食のほか、お持
ち帰り。

農家民宿 有賀の里たかまった

（主管：有賀の里たかまった　千葉静子）

（〒989-5507 栗原市若柳有賀字峯６）

１１/７（月）

ワラニオは、脱穀後の
藁を積み上げて保存
する方法で、数十年前
まで当たり前にあっ
た景観。刈り取った稲
を脱穀し、ワラニオを
作り、昔ながらのワザ
を体験します。

懐かしい農村景観を再現
ワラニオづくり体験

やってみらいん

【日時】

【場所】

№15

■集合時間／８：５０
■集合場所／高橋下集会所

（〒987-2200 栗原市一迫字宮前４５）
■参加費／５００円（昼食代含む）
■人数／１５人（１０人以上で催行）
■持ち物／汚れても良い服装、帽子、軍手、長
靴、飲み物、タオル、レインウェア
■その他／天候不良の場合は順延します

　９：００～１４：３０

齋藤政憲さん宅の田んぼ

（主管：栗原市有機の会 齋藤 政憲）

（〒987-2326 栗原市一迫字山崎地内）

１１/８（火）

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
ちを教わります。ゆで
方とつゆの作り方も
学べます。自分で打っ
たそばは持ち帰り。そ
ばの試食有り。

打ち方、ゆで方、つゆ作り

本格そば打ち教室
やってみらいん

【日時】

【場所】

№16

■集合時間／９：２０

■参加費／４，０００円

■人数／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

■その他／自分で打ったそばはお持ち帰り。

　９：３０～１３：３０

花山ふるさと交流館
（〒987-2511 栗原市花山字本沢北ノ前１３３）

１１/９（水）

（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）

「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２５ cm の大きさ
の「がんづき」を作り
ます。

昔ながらのおやつ作り

めかごでがんづき
やってみらいん

【日時】

【場所】

№17

■集合時間／１３：２０

■参加費／２，０００円

■人数／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

■その他／作った「がんづき」はお持ち帰り。

１３：３０～１５：３０

この花さくや姫プラザ
（〒989-5615 栗原市志波姫沼崎南沖４５２）

１１/１０（木）

（主管：くりはら食ツーリズム研究会 会長 小野寺麗子）

塩麹を自宅で作る方
法を学びます。自家製
塩麹と甘さけを使っ
た料理を食べながら、
発酵食品の魅力を学
べるプログラムです。

学んで食べる発酵食
塩麹と甘さけ

やってみらいん

【日時】

【場所】

№18

■集合時間／１０：２０

■参加費／２，０００円

■人数／６人（２人以上で催行・高校生以上）

■持ち物／エプロン、三角巾、調理に適した
服装

■その他／自分で作った塩麹はお持ち帰り

１０：３０～１３：３０

カントリーストア
（〒987-2245 栗原市築館荒田沢４１－９３）

１１/１１（金）

（主管：カントリーストア 広田久美）

出店
シマス！！

出店
シマス！！

こだわりは

「手づくり」と
「地元のモノ」

※出し者・商品を変更する場合があります。
　どうぞご容赦をお願い申し上げます。
※出品者・商品を変更する場合があります。
　どうぞご容赦をお願い申し上げます。
※出し者・商品を変更する場合があります。
　どうぞご容赦をお願い申し上げます。
※出品者・商品を変更する場合があります。
　どうぞご容赦をお願い申し上げます。

<< 主な出品者 >>

・てから ～焼き菓子と料理の店～ 高橋幸代
　　　　　　　　（焼き菓子・パン等）

・農場蕎麦 坊の蔵 後藤菊子
　　　　　　（そばシフォンケーキ 等）

・山菜茶屋 ざらぼう 伊藤廣司（そばクッキー 等）

・会席料理 丸勝 阿部 朗（弁当 等）

・千葉優子（手づくりコンニャク）

・自家焙煎珈琲まめや 菅原亜希（コーヒー豆）

・千葉孝機業場 千葉孝順（若柳地織）

・千葉まつ江（正藍冷染）　ほか

<< 主な出品者 >>

・てから ～焼き菓子と料理の店～ 高橋幸代
　　　　　　　　（焼き菓子・パン 等）

・農場蕎麦 坊の蔵 後藤菊子
　　　　　　（そばシフォンケーキ 等）

・山菜茶屋 ざらぼう 伊藤廣司（そばクッキー 等）

・会席料理 丸勝 阿部 朗（弁当 等）

・千葉優子（手づくりコンニャク）

・自家焙煎珈琲まめや 菅原亜希（コーヒー豆）

・千葉孝機業場 千葉孝順（若柳地織）

・千葉まつ江（正藍冷染）　ほか

旧花山中学校
（〒９８７－２５１１宮城県栗原市花山字本沢久保３）

【場所】

焼き菓子・パン・そばシフォン・
コーヒー・若柳地織・正藍冷染 等

【品ぞろえ】

１１月６日（日）１０：００～１４：３０
２０１６年

【日時】

くりはらマルシェ

栗原市立若柳中学校 特設会場
（〒989-5502 栗原市若柳川南袋２５）

【場所】

焼き菓子・パン・コーヒー 等【品ぞろえ】

１１月１３日（日）９：００～１３：３０
２０１６年

【日時】

第２回栗原ハーフマラソン大会
おもてなし物産市

座主窯
（〒987-2511栗原市花山字本沢稲干場33）

【場所】

焼き菓子・パン・コーヒー 等【品ぞろえ】

１０月２３日（日）１０：００～１６：００
２０１６年

【日時】

座主窯 秋展

旧花山中学校
（〒９８７－２５１１栗原市花山字本沢久保３）

【場所】

焼き菓子・パン・そばシフォン・
コーヒー・若柳地織・正藍冷染 等

【品ぞろえ】

１１月６日（日）１０：００～１４：３０
２０１６年

【日時】

くりはらマルシェ

栗原市立若柳中学校 特設会場
（〒989-5502 栗原市若柳川南袋２５）

【場所】

焼き菓子・パン・コーヒー 等【品ぞろえ】

１１月１３日（日）９：００～１３：３０
２０１６年

【日時】

第２回栗原ハーフマラソン大会
おもてなし物産市

座主窯
（〒987-2511栗原市花山字本沢稲干場33）

【場所】

焼き菓子・パン・コーヒー 等【品ぞろえ】

１０月２３日（日）１０：００～１６：００
２０１６年

【日時】

座主窯 秋展

【主催（申込み・問い合わせ先）】

Tel/Fax 0228-24-8588
Ema i l kur ihara .tn@gmai l .com 

【主催（申込み・問い合わせ先）】

Tel/Fax 0228-24-8588
Ema i l kur ihara .tn@gmai l .com 

秋展座主窯
築窯２５周年

【期間】 ２０１６年

　        １０月２１日（金）～２５日（火）
  １０：００～１６：００

【会場】 座主窯

花山に築窯しあっという間に２５年が
過ぎました。２度の大地震に見舞われ
ながらも、どうにか焼き物屋の仕事を
続けてまいりました。
２５周年の記念に花山で展示会を開催
いたします。
紅葉に染まる里山を楽しみながら、
「秋展」にお出かけください。



【主催（申込み・問い合わせ先）】

Tel/Fax 0228-24-8588
Emai l kur ihara .tn@gmai l .com 

やってみらいん
生芋から作る

コンニャク作り教室
№19

■集合時間／９：２０
■参加費／１，８００円
■人数／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
■その他／作ったコンニャクは試食した後、
一人あたり約５００ｇをお持ち帰り。

【日時】

【場所】

　９：３０～１２：００

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。喉越しの良い手作
りコンニャクは絶品。
昼食にコンニャクを
使った家庭料理を試
食します。

この花さくや姫プラザ

（主管：ルーラルガイド 千葉優子）

（〒989-5615 栗原市志波姫沼崎南沖４５２）

１１/１５（火） 【日時】

【場所】

№20

■集合時間／９：２０
■参加費／１，０００円
■人数／１０人（５人以上で催行）
■持ち物／動きやすく汚れても良い服装、斧

（持っている方）、雨具、手袋、タオル
■その他／割った薪は定量（一人約３束分）
をお持ち帰り。

やってみらいん

　９：３０～１１：３０

森の宝物で暖まろう

薪割 り体験

斧や機械を使った薪
の割り方を教わりま
す。材料は雑木。薪ス
トーブを使っている
人はもちろん、スロー
ライフを実現したい
方におススメ！

齋藤政憲さん宅

（主管：一迫林業研究会 会長 高橋勇記、
協力：齋藤政憲）

（〒987-2326 栗原市一迫字山崎２１）

１１/１７（木） 【日時】

【場所】

№21

■集合時間／９：５０
■参加費／１，５００円
■人数／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、防寒着
■その他／うどん約５００ｇ（約３～４人前）
はお持ち帰り。うどんの試食有り。

やってみらいん

１０：００～１３：３０

家庭でできる
手打ちうどん

家庭でできる「手打ち
うどん」の作り方を学
びます。自分で作った
うどん（３～４人前）
はお持ち帰り。生地を
寝かせる間に「つゆ」
の作り方を体験しま
す。

一迫公民館

（主管：蕎麦くろさわ 黒澤征男）

（〒987-2308 栗原市一迫真坂字清水田河前５）

１１/１８（金）

やってみらいん

【日時】

【場所】

№23

■集合時間／９：４０　■参加費／２，１００円
■集合場所／宮城県伊豆沼・内沼サンクチュアリセ
ンター（〒989-5504 栗原市若柳上畑岡敷味１７－２）
■人数／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
■その他／作った干し大根（２連程度）は持
ち帰って自宅で乾燥させます。

１０：００～１２：３０

保存食の作り方と食べ方
ジャバラ切り干し大根

食育・食農の実践者
から、見た目が不思議
な切り干し大根の作
り方を学びます。ま
た、保存食を使った家
庭料理を学び、試食し
ます。干し大根（２連
程度）は、持ち帰り。

くりはらツーリズムネットワーク事務所

（主管：ルーラルガイド 千葉優子）

（〒989-5504 栗原市若柳字上畑岡敷味４５）

１１/２３（水） 【日時】

【場所】

№24

■集合時間／１３：２０
■参加費／３，０００円　
■人数／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
■その他／作ったグラタン（約４人分）と丸
パン５～６個はお持ち帰り。試食有り。

やって
みらいん

１３：３０～１６：３０

暮らしの手作り教室
グラタンと丸パン

一迫・小山牧場の自
家産牛乳１００％の

「小さな牧場の牛乳」
を使った濃厚なグラ
タンと、国産小麦を
使った丸パンを作り
ます。寒い季節にピッ
タリの料理です。

この花さくや姫プラザ

（主管：てから ～焼き菓子と料理の店～　高橋幸代）

（〒989-5615 栗原市志波姫沼崎南沖４５２）

１１/２５（金）

【日時】

【場所】

№2２

■集合時間／１２：５０
■参加費／２，５００円　
■人数／１８人（１０人以上で催行）
■持ち物／エプロン、三角巾、調理に適した
服装
■その他／作った花寿司はお持ち帰り。試食
有り。

やってみらいん

１３：００～１６：００

花咲くご飯
花寿司作り教室

太巻にかわいらしい
花を咲かせる花寿司
を作ります。ご飯の炊
き方から酢飯の作り
方、巻き方まで、名人
から教わります。１種
類の巻き方を実践し
てお持ち帰り。

この花さくや姫プラザ

（主管：お食事処 四季味 鈴木春江）

（〒989-5615 栗原市志波姫沼崎南沖４５２）

１１/２２（火）

【場所】くりはらツーリズムネットワーク事務所
（〒989-5504 栗原市若柳字上畑岡敷味４５）

やってみらいん

【日時】

№26

■集合時間／９：２０　■参加費／１，５００円
■集合場所／宮城県伊豆沼・内沼サンクチュアリセ
ンター（〒989-5504 栗原市若柳上畑岡敷味１７－２）
■人数／１０人（５人以上で催行）
■持ち物／汚れても良い服装、軍手、防寒着、
飲み物
■その他／作ったミニコースターとタペス
トリーはお持ち帰り。

　９：３０～１２：００

伊豆沼・内沼ワイズユース
ヨシ細工体験

自然を賢明に利用す
るワイズユースの考
え方を学びながら、伊
豆沼・内沼に自生す
るヨシを使って、ミニ
コースターとタペス
トリーを作ります。

（主催：一般社団法人くりはらツーリズムネットワーク）

１１/２７（日）

【日時】

№27 大切にしたい藁のチカラ
稲ワラでミニほうき

【場所】くりはらツーリズムネットワーク事務所
（〒989-5504 栗原市若柳字上畑岡敷味４５）

やってみらいん

■集合時間／９：２０

■参加費／１，５００円

■人数／６人（３人以上で催行）

持ち物／ハサミ、汚れても良い服装、防寒着

■その他／作ったミニほうきはお持ち帰り。

　９：３０～１２：００

農家から教わり、家具
や机、機械のほこりを
払うのに便利な稲わ
らの「ミニほうき」を
作ります。様々なモノ
ゴトに使われてきた
稲わらの魅力を体験
しましょう。

（主管：小野寺 敬）

１１/２８（月）

食べらいん
１５０年前の栗原の食を体験

朱塗りの器で江戸会席
【日時】

【場所】

№28

■集合時間／１８：５０

■参加費／５，０００円

■人数／１０人（６人以上で催行）

■その他／飲み物（お酒・ソフトドリンク）
は別料金

１９：００～２１：００

江戸時代の料理書『大
秘方萬料理方全』から
復元した料理を、会席
仕立てで堪能する「た
かまった」の特別コー
ス。代々受け継いだ器
に盛り付けた料理を
お楽しみください。

農家民宿 有賀の里たかまった

（主管：有賀の里たかまった　千葉静子）

（〒989-5507 栗原市若柳有賀字峯６）

１１/２９（火）

【主催（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

Tel/Fax 0228-24-8588
Emai l kur ihara .tn@gmai l .com   U R L http://ktnpr.com/

○電話またはメール、ＦＡＸでお申し込みください。
　※必要事項：氏名・住所・電話番号・生年月日
○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都合で中止することがあります。

【申込方法】※受付時間：平日の午前９時から午後６時まで

マガンマガン
観察観察早朝の飛 び 立 ち

夕方のねぐら入り

伊豆沼 ・内沼エコツアー伊豆沼・内沼エコツアー

ラムサール条約登録指定湿地の伊豆沼・内沼には、
冬になるとたくさんの渡り鳥が越冬に訪れます。
特にマガンは、日本で有数の越冬地になっています。

早朝の飛び立ち、夕方のねぐら入りは、
数万羽のマガンが一斉に空を覆う圧巻の光景です。
伊豆沼・内沼の自然環境と人の暮らしの結果として

生み出される感動のシーンを観察するプログラムです。

２０１６年１０月中旬～２０１７年１月中旬
【開催期間】

【集合時間】  飛び立ち／５：００～６：００、ねぐら入り／１５：００～１６：３０
【解散時間】  飛び立ち／７：００～８：３０、ねぐら入り／１７：３０～１９：００
 ※時期によって集合時間、解散時間は異なります
【集合場所】  次のいずれかの場所を指定します。
　①宮城県伊豆沼・内沼サンクチュアリセンター
　　　（〒９８９－５５０４ 宮城県栗原市若柳上畑岡敷味１７－２）

　②サンクチュアリセンターつきだて館（昆虫館）
　　　（〒９８７－２２２４ 宮城県栗原市築館横須賀養田２０－１）

【参 加 費】 １，５００円（傷害保険料を含む）　【移動手段】 集合場所から各自の自家用車
【内 容】 マガンの飛び立ちまたはねぐら入り観察　　【定 員】 各回６人
【申込期限】 観察日の３日前の正午まで

しっかりと防寒対策をしてご参加ください。
□耳が隠れる帽子や耳当て　□マフラーやネックウォーマー
□インナーを重ね着して防寒着を着るかスキー、　スノーボードウェア着用
□厚手のタイツ等をインナーに履き厚手のパンツ□厚手の手袋
□厚手の靴下を二重に履く □防寒の靴や長靴　　□レインウェア
□懐炉（かいろ）

※当日の天候により観察できる内容が異なります。
※悪天候の場合、中止または延期することがあります。

飛び立ち（早朝） ねぐら入り（夕方）

仙台・栗原
発着

+ + × ｅｔｃ．

ツアープログラム
（一社）くりはらツーリズムネットワークが（一社）栗原市観光物産協会、栗駒山麓ジオパーク推進協議会

と連携して、さらにいろいろな団体とコラボレーションし開催するツアープログラム！！

くりはら博覧会“らいん”２０１６秋 特別企画

申込みは
コチラ！

総合旅行業務取扱責任者　高橋 義明
総合旅行業務取扱者とは、お客様の旅行を取り扱う店での取引
に関する責任者です。この旅行契約に関してご不明な点があれ
ば記載の取り扱い管理者にお尋ねください。

【主催（申込み・問い合わせ先）】

TEL.０２２８（２５）４１６６　FAX.０２２８（２５）４１８２
〒989-5612 宮城県栗原市志波姫新熊谷２８４－３（ＪＲくりこま高原駅内）

Email kurihara-kb@grace.ocn.ne.jp　URL http://kurihara-kb.net/　Facebook ページ https://www.facebook.com/kurihara.kb

□この旅行は、一般社団法人栗原市観光物産協会（以下「当社」という）が企画・実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社
と募集型企画旅行契約を締結することになります。
□旅行代金は旅行日当日ご持参下さい。旅行代金には行程に明記された交通費、消費税が含まれます。
□最少催行人員に満たない場合、当社は旅行の催行を中止する場合があります。この場合、旅行開始の前日から起算してさかのぼって３日
より前に連絡させていただきます。

森林からの贈り物♪
特用林産体験ツアー

【料金】３，９００円 【定員】４０人（最少催行人員２０人）

【申込締切】旅行日の１週間前まで（定員になり次第締切）

（日）

１０
３０

　特用林産とは、森林にまつわる様々な生産物のこと。キノコや炭、樹実など、た
くさんの種類があります。日ごろ、食べているあの食べ物も特用林産物！？　特
用林産物の生産現場を見学するツアーです。

８：３０ 仙台駅 出発 ⇒ ９：４０ 　栗原市築館総合支所 出

発 ⇒ 【ぎんなんの収穫見学】かんなり銀杏生産組
合 ⇒ 【直売所で買い物】わかやなぎ農産物直売所
くりでん ⇒ 【昼食】 農家の手料理 ⇒ 【しいたけ
生産の見学・収穫体験】農事組合法人 水鳥 ⇒ 【温
泉入浴】天然温泉たかもりの湯 ⇒ １６：１０　栗原市築
館総合支所 解散 ⇒ １７：３０ 　仙台駅 解散

最盛期を迎えたぎんなん
の収穫の見学としいたけ
の収穫体験が楽しめます

ぎんなんとしいたけのお土産

くりはら大収穫祭り
生産現場スタディツアー

【料金】３，９００円 【定員】４０人（最少催行人員２０人）

【申込締切】旅行日の１週間前まで（定員になり次第締切）

（日）

１１
２０

　仙台市の飲食店で開かれている「くりはら大収穫祭り（10/28 ～ 11/26）」で提供
された食材の生産現場を巡るツアー。栗原市の特産品「れんこん」と水耕栽培を
見学、様々な農産物が並ぶ地方の直売所を巡ります。

８：３０ 仙台駅 出発 ⇒ ９：４０ 　栗原市築館総合支所 出
発 ⇒ 【れんこん掘り見学】栗原伊豆沼レンコン育
成協議会 ⇒ 【直売所で買い物】わかやなぎ農産物
直売所くりでん ⇒ 【餅つき体験・昼食】 古民家
岩松 ⇒ 【水耕栽培の見学・収穫体験】有限会社
耕佑 ⇒【直売所で買い物】くりはら直売館よさこ
い ⇒ １５：３０　栗原市築館総合支所 解散 ⇒ １７：００ 　

仙台駅 解散

泥深く埋まったレンコン
と水耕栽培の野菜。２つの
特徴的な農法から、現代の
農業を学べます

昼食はもちつき体験！

× 宮城県特用林産振興会

ジオガイドと巡る
栗原の暮らしをのぞき見！ツアー

【料金】３，９００円 【定員】２０人（最少催行人員１０人）

【申込締切】旅行日の１週間前まで（定員になり次第締切）

（土）

１１
１２

　２０１５年度に「日本ジオパーク」に認定された「栗駒山麓ジオパーク」。平野部
の形成と自然災害を学び、ジオサイトを巡りながら平野部で暮らす動植物やヒ
トとの繋がりを辿るツアーです。

８：３０ 仙台駅 出発 ⇒ １０：００ 栗原市築館総合支所 出

発 ⇒【屋敷林】⇒【伊豆野せせらぎ公園】⇒【金

成総合支所屋上展望台】⇒【昼食】⇒【もぐり

橋】⇒【長屋門と舟】⇒【洪水標柱】⇒【サンク

チュアリセンター鳥館】⇒１５：３０ 栗原市築館総合

支所 ⇒１７：００ 仙台駅 解散

見慣れた場所でもジオガ
イドの案内で巡ると新し
い発見があります

ジオガイドが御案内

× 栗駒山麓ジオガイド × くりはらを地元にしようプロジェクト × 東北食の力プロジェクト

有壁宿古道の歴史探訪
奥州街道ウォーキング

【料金】３，９００円 【定員】２０人（最少催行人員１０人）

【申込締切】旅行日の１週間前まで（定員になり次第締切）

× 旧奥州街道有壁宿 助郷の会

（土）

１１
５

　旧奥州街道八十一番街道として栄え、風情を色濃く残す宿場町「有壁宿」を探
訪する旅。「新鹿野一里塚」から「十万坂」を越えて、「肘曲り坂」までの約６．５キロ
を地元の人やジオガイドと一緒にウォーキングします。

８：３０ 仙台駅 出発 ⇒ １０：００ 　栗原市金成総合支所 

出発 ⇒ 【奥州街道ウォーキング（新鹿野一里塚

～十万坂～肘曲り坂）】旧奥州街道有壁宿 助郷の

会 ⇒ 【昼食】 ⇒ 【直売所で買い物】あぐりっこ金

成 ⇒ １５：３０　栗原市金成総合支所 解散 ⇒ １７：００ 　

仙台駅 解散

国指定史跡「旧有壁宿本
陣」をはじめ、街道の雰囲
気を遺す有壁宿

昔の旅人気分で古道を歩こう

やって
みらいん

【日時】

【場所】

■集合時間／９：５０
■参加費／１，８００円　
■人数／１０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
■その他／自分で作ったピザを食べます。お
好みの材料の持ち込みＯＫ。

１０：００～１３：００

薪を焚く石窯でピザ
を作ります。自分で生
地をこね、自家製トマ
トソースと野菜など
をのせた本格的なピ
ザ。お好きなトッピン
グを持参してもＯＫ！

山菜茶屋ざらぼう

（主管：山菜茶屋ざらぼう 伊藤廣司）

（〒987-2511 栗原市花山字本沢猪ノ沢６－６）

１１/２６（土）

№25 ３５０℃の石窯で焼く

ピザ作り体験


