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恋する鹿角新聞
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スポーツのまち・鹿角
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鹿角市

ス ポ ー ツのまち・鹿角 。
そ の 歴 史と思いを探る 。

東京五輪追加種目の新たなスポーツも、鹿角で始まっています。
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ある夏の日の放課後、秋田県立花輪高等学
校、
通称「花高」の陸上グラウンドを訪ねた。
着替えを済ませてグラウンドにやってきたの
は、とても礼儀正しい陸上部やスキー部の
面々だ。西陽を背に輝く汗と弾ける笑顔、元
気ハツラツ、眩しすぎて、ちょっぴり切ない。
花輪高校は今年で創立 91 年を迎えるス
キーと駅伝の強豪校だ。鹿角は「スキーと駅
伝のまち」というスローガンを掲げるほど、
古くからスポーツ振興に力を入れてきた。卒
業生には、女子マラソンで日本人初の世界
チャンピオンに輝いた浅利純子選手がいる。
スキーもアルペンだけでなく、ノルディック
スキーやジャンプ、クロスカントリー競技の
選手もいるのが特長である。バンクーバー五
輪、トリノ五輪、ソルトレークシティ五輪に
日本代表として出場したノルディック複合の
小林範仁選手も卒業生の一人だ。そんなアス
リート養成地鹿角で、スポーツ振興の歴史と
そこにある人々の思いを掘り下げてみよう。

平日にも関わらず鹿角人がこぞって通うジ
ムがあると聞いて立ち寄ったのは、ボルダリ
ングジム「アンロシェ」だ。都内のボルダリ
ングジムで知り合ったというオーナーの伊藤
しのぶさんと奥様の栞里さん。結婚して子ど
もが生まれ、環境の良いところで生活したい
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と考え、ご主人・しのぶさんの地元鹿角に程
近い小坂町へ移住した。
「花輪にボルダリングができる場所を作った
のは、
天候に左右されずにできるスポーツで、
雪が多い秋田では需要があるだろうと思った
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から。でもこれだけ賑わってもらえるとは
思っていませんでしたね。ありがたいです」
。
ボルダリングは本来、運動が苦手な人がハ
マりやすいスポーツだという。
「ボルダリングはチームワークとかトレーニ
ングが苦手な人がハマりやすい。体幹が鍛え
られるスポーツなのですが、トレーニングで
はその体幹がなかなか鍛えられず、登ること
が一番のトレーニングということもひとつの
要因かもしれません」と栞里さん。
スポーツが苦手な人がハマる新たなスポー

アンロシェ 〒 018-5201 鹿角市花輪字下夕町 100 電話 0186-25-8778 月～金 13:00 ～ 22:00 土日祝 11:00 ～ 21:00 木曜定休 www.un-rocher.com

ツが鹿角にも根付き始めている。

秋田県立花輪高等学校 〒 018-5201 鹿角市花輪字明堂長根 12 電話 0186-23-2126

鹿角観光ファン、
募集中！

ボルダリングとカフェが融合した鹿角の新たなスポット

UN ROCHER -アンロシェ-

登録すればお得な特典が受けられる
「鹿角観光ファン」は、
「鹿角が好き！」
「鹿角を深く知りたい！」

店内に入ると、
ウッディな雰囲気のカフェ空間が出迎えてくれるアンロシェ。

「鹿角のために何かしたい！」
という鹿角市外に在住の方を対象とした制度です。鹿角の観光情報や、

一方、
カウンター脇の扉をあけると、広々としたボルダリングジムが広がる。

お得な旅情報などを定期的にお知らせするほか、鹿角にいらしたときにさまざまな特典がうけられますよ！

初心者でもスタッフが教えてくれるので、安心してチャレンジできるのが嬉しい。

あかね会員（無料会員）

小さい子ども向けのボルダリングスペースもあり、家族連れでも楽しめる。
初回登録料：1,000円
利用料金：大人1,600円

中高生1,200円

※小学生は保護者同伴（保護者入場料+300円）

UN ROCHER

｜

特典

特典

観光パンフレットや
各種イベント情報の提供（鹿角観光ファン通信など）

特典

特典

クライミングシューズ：300円 チョーク：200円

〒018-5201 鹿角市花輪下夕町100 TEL：0186-25-8778
営業時間 13：00〜22：00（土日祝は11：00〜21：00）木曜定休

観光施設などの各種割引が受けられる
ファンパスポートのプレゼント ※有効期限あり

2

毎週水曜日はレディースデーで女性1,300円

レンタル

特典

１

小学生500円

3

鹿角市内の宿泊施設が
独自に規定する特典（記念品など）のプレゼント

詳しくはWebサイトをご覧ください。

https://www.un-rocher.com/

お問い合わせ

左記、
あかね会員の
特典に加えて…

｜ （株）かづの観光物産公社 〒018- 5201

4
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特典

6

新むらさき会員（有料会員）

新登場

3,000円の市内宿泊割引券+２回目以降もしくは同伴者
利用分の宿泊に使える宿泊割引券2,000円分をプレゼント
市内観光施設などで使える
1,000円分の利用券（500円 ２枚組）をプレゼント
市の指定する案内人付旅行商品を
宿泊者限定で500円引きで提供

http://www.ink.or.jp/~antler/kankofan.html

鹿角市花輪字新田町11- 4

TEL：0186- 22-0520

FAX：0186-22-4020
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鹿角で駅伝が始まったきっかけには「アスリート養成」というイメージとは異なる、あ

スキーといえば、鹿角。駅伝といえば、鹿角。このイメージはなぜ、根付いたのだろうか。

鹿角のコミュニティーの
礎を築いた「スポーツの力」
。
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まったというから大変だ。黒澤さんのかつての情熱が

経験、しかしなんと、その子が市の大会で優勝してし

と頼まれて指導することに。指導者としては全くの未

したが、
職場の同僚に『娘にハードルを教えてほしい』

は、花輪高校陸上部出身だ。卒業後、地元企業に就職

鹿角でスポーツトレーナーをしている黒澤正幸さん

子どもたちの身体能力の高さに
受け継がれてきたものが表れている

る理由が隠されていた。鹿角の歴史を紐解く上で大切なものが、鉱山の他にもある。

鹿角市民に根付いたスローガン
「スキーと駅伝のまち・鹿角」
鹿角市花輪にある、
東北随一のスポーツ複合施設
「ア
ルパス」
。高さの異なる４つのジャンプ台、クロスカ
ントリーコースを備えた花輪スキー場、宿泊施設を備
えたトレーニングセンター、陸上競技場やテニスコー
ト、スケートボードパークなどを備えた総合運動公園
など、
その施設の充実度合いは目を見張るものがある。
再沸してしまった。

「本気でスポーツトレーナーとしてチャレンジしたい

「スキーと駅伝のまち」というスローガンを掲げ、ス
ポーツ振興に力を入れている鹿角市。
秋田県内でも
〈バ
と思うようになりました」
。

ドなどに代表される スポーツやボルダリングなど、

最近では、
スキーと駅伝だけではなく、
スケートボー

られる環境を整えていきたいと思いますね」
。

的な役割なんです。全体として、生涯スポーツを続け

大きく掲げているのは、あくまでも『アドバルーン』

ションの大切さを知ることができる。スキーと駅伝を

「スポーツを通じて、人とのつながりや、コミュニケー

葉が印象的だった。

が鹿角のまちづくりを支えてきたという田口さんの言

成に携わるような流れができている。スポーツこそが

ニティーが生き続けている。自然と経験者が後世の育

生、高校生にかかわらず、成人してからもそのコミュ

などなど。そして、そのスポーツを通じて、小・中学

キーはもちろん、野球やサッカー、バスケットボール

ポーツを長く続けている人が多いことだ。陸上やス

実際、鹿角の人と接していて思うことは、何らかのス

ためのひとつのツールであったことは先にも述べた。

それ自体がまちづくりであり、コミュニティー形成の

鹿角にとってスポーツが盛んになったきっかけは、

アスリートを育てる一方、
鹿角市民の絆を育てたスポーツの力

ポーツは相変わらず盛んだと感じますよ」
。

たいという子が減ってきていて寂しいですけど、ス

子が多いなと感じています。ただ、最近は陸上をやり

ています。実際、鹿角の子どもたちは運動能力が高い

この部分の筋肉を使えるか、ということを一緒に考え

するのではなく、どうしたら速くなるか、どうしたら

で、能力はぐんと伸びるんです。何も考えずにトライ

「実際、体の動かし方のアドバイスをしてあげるだけ

ナー業務を行っている。

現在は小学生から成人まで幅広い人に向けたトレー

るために猛勉強し、
黒澤さんは再び鹿角に帰ってきた。

ることなど決してできない。上京してトレーナーにな

そう繰り出された例の同僚は、黒澤さんを引き止め

スケの能代〉と匹敵するほど〈スキー・駅伝の鹿角〉
というイメージが浸透している。なぜ鹿角でこの２つ
のスポーツが盛んになったのだろうか。
「鹿角には『花輪町廻り駅伝』という駅伝大会がある
のですが、今年で 回目を迎えます。駅伝文化が根づ
いた背景には、この大会の存在が欠かせないですね」
と教えてくれたのは、鹿角市体育協会会長を務める田
口將さんだ。田口さん自身も幼いころからこの大会に
参加していたそうだ。
「町廻り駅伝は終戦の２年後から始まりました。毎年
８月 日の終戦記念日に開催されています。開催した
目的は戦没者の慰霊、戦後の復興と若者たちの連帯意
識の醸成でした。敗戦によって身も心も打ちひしがれ
て戦場から戻った人たちは、食料も職もなくふらふら
していたといいます。これではいけない、と青年会を
中心に各町内に呼びかけ、町内対抗の駅伝大会が始ま
りました。町を再び元気にするためには、スポーツの
力が必要だったんです」
。
駅伝を通して、人々は絆を強めていった。小学生か
ら大人まで参加する大会だったこともあり、幼いころ
から「駅伝に親しむ」という風土を作り上げた。どこ

の家庭でも駅伝に参加することが習慣であり、そんな
町で育った子どもたちがスポーツに慣れ親しむように
なるのは、自然の流れなのだろう。
「鹿角の人たちにとって、駅伝はとても身近な存在で
す。幼いころから駅伝に出た経験を持っている人が多
く、それをきっかけに陸上をやる人口も増えたと思い
ます」と田口さん。スポーツの力が、鹿角地域の元気
を取り戻していったのは間違いない。一方で、スキー
文化はどうなのだろうか。
「まぁ、冬は雪にヌカって走れないからね（笑）
。冬は
スキーか雪カキというのが普通です。
昔は、
陸上をやっ
ている選手が冬になればスキーをやるというのが割と
当たり前でした」と田口さんがざっくばらんに話して
くれた。肩透かしをくらったような感もあるが、当た
り前かもしれない。
鹿角で盛んなスキー競技のなかにはアルペンだけで
はなく、ジャンプやクロスカントリーがある。
「昔、
鉱山が盛んな時期に尾去沢鉱山にスキー部があっ
思わず、また鉱山！ と荒げてしまった。なんと、

たんですよ。尾去沢鉱山にジャンプ台もありました」
。
スキーが根付いた理由のひとつにも、尾去沢鉱山の存
在があったというのだ。それによりノルディックス
キーも自ずと盛んになったのだろう。

新たなスポーツも盛り上がりつつある鹿角。復興と平
和を叶えたいという、先人たちの思いが、今の鹿角を
確かに支えていた。

菅原涼介さん（1992 年
生まれ）
。現在は自動車
整備会社の営業および作
業員。陸上競技の長距離
種目経験者。競技に携
わってからは 10 年ほど。

橋場一秀さん（1969 年
生まれ）
。現在は株式会
社村山事務器にお勤め。
長年携わっている競技は
サッカーで、競技を始め
てから 33 年。

板橋知也さん（1985 年
生まれ）
。鹿角市役所産
業活力課勤務で鹿角市役
所野球部員。野球歴は
22 年。最近、小学校野
球部のコーチに就任。
開催日：2017 年 10 月 13 日（金）〜 15 日（日）
サマーノルディックの聖地「花輪スキー場」で開催
される今回で 11 回目を迎える大会。ローラース
キー競技は商店街の道路で開催する。

田口將さん（1953 年生
まれ）
。現在、秋田県ス
キー連盟競技本部長であ
り NPO 法人鹿角市体育
協会会長。クロスカント
リースキー歴 50 年。

X

浅利純子さん（1969 年
生まれ）
。日本人女子と
して初の世界一に輝いた
伝説のマラソン選手。現
在は鹿角市スポーツ推進
委員。競技歴は 38 年！
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サマーノルディックスキー大会
2017

「尾去沢鉱山スキー部は、尾去沢中学校のグラウンド

全日本
ローラースキー選手権大会

黒澤正幸さん（1979 年
生まれ）
。現在は
「スポー
ツコンディショニングト
レーナー」
。小学 4 年生
から陸上を始めた。競技
に携わって 28 年ほど。
開催日：2017 年８月 15 日（火）
今年で 71 回目を数える伝統ある町内対抗の駅伝大
会。毎年必ず終戦記念日に開催される。小学生の部
と、中学生・一般の部を開催。

に手作りでジャンプ台を作り、指導を行っていたんで

第 71 回
花輪町廻り駅伝

71

す。そういうことも、ここでジャンプが盛んになった

開催日：2017 年８月 11 日（金）～ 12 日（土）
男女それぞれ小学生、中学生、少年、青年の部が設
けられたローラースキーの大会。会場は花輪スキー
場ローラースキーコース。

大勢の人で賑わう商店街で開催する「花輪町廻り駅伝」
。
応援する沿道には、笑顔と明るさが溢れる。
「旧花輪図書館」前で行われる表彰式。
昭和 55 年の開会式。この中に浅利純子さんもいたという。

15

きっかけなのでしょうね」
。

開催日：2017 年８月７日（月）
十和田湖休屋から八幡平大沼までを結ぶ５区間全長
73.7km、標高差 818m と起伏に富んだコースを駆
け抜ける真夏のレース。

今年度鹿角市で行われる主なスポーツイベント

第 70 回記念
十和田八幡平駅伝競走全国大会
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残らなくてはという気持ちがありまし

継ぐことも考えると、地元に残りたい、

には手伝っているのですが、やはり家を

両親は農業を営んでいます。私も繁忙期

「 私の家は、わりと大きな専業農家で、

決めていたという。

高校時代から、鹿角に残って働くことを

坂直紀さんは、鹿角市十和田の生まれ。

邪魔した。ここで入社６年目を迎えた赤

製造を行っている株式会社青山精工へお

な環境の中で、精密機器の部品

角市十和田地区にある自然豊か

４～５台の機械のオペレーションができ

精密部品を製造する仕事に従事。今では

ひとつひとつの部品を正確に削り出し、

いて図面から必要な情報を機械に入力。

在は、クライアントからのオーダーに基

卒業後、株式会社青山精工に入社。現

職が可能になるのではと考えました」
。

いので、技術を身につければ地元での就

を行ったり。鹿角には製造業の企業が多

金属の特性を学んだり、簡単な機械操作

専門的な勉強ができたんです。例えば、

く、厚生労働省管轄の学校で、工業系の

しました。ここは文部科学省管轄ではな

ので、それは不便だなと思いますが、空

「もちろん車がないとどこにも行けない

ころか？ という質問をぶつけてみた。

そんな赤坂さんに鹿角は住みやすいと

きたいと考えています」
。

神を、自分も下の世代に伝えて繋げてい

学ばせてもらった技術やものづくりの精

持てていませんが、自分が先輩たちから

がいに繋がりますね。まだ直属の部下は

ることも増えました。やはりそれはやり

とは思いますが、上司や先輩から頼られ

が増えて来たと思っています。まだまだ

スをもらいながら、少しずつできること

「長年の経験を持つ先輩たちにアドバイ

くの可能性を秘めている。

愛し、家族を思う若者の未来は、まだ多

いきたいです」と語る赤坂さん。地元を

「今はここで技術を磨き、経験を積んで

しょうね」と、笑顔で応えてくれた。

とっては住みやすいということなんで

で考えたこともなかったですが、私に

ので、鹿角に住むのが当たり前で。今ま

か憧れとかはもともと持っていなかった

と思っています。他の地域に住みたいと

い物はお店もいっぱいあるので、充分だ

気がキレイで、静かなのが良いです。買

鹿

た。そこで高校を卒業し、隣の大館市に
るまでになった。

価値の高いワインの開発に日々取り組ん

化を目指したいという熱い思いで、付加

代表の三ヶ田さんは鹿角産ワインの特産

小公子」はまだ若干ある状態です。この

が、その味わいを十分に閉じ込めた「鴇

濾過バージョンは完売してしまいました

採用されています。残念ながら、この無

の結論は出ていないという。

今のところ、農家を継ぐべきかどうか

ある秋田職業能力開発短期大学校に進学

ルーズトレイン「ＴＲＡＩＮＳＵＩＴＥ

年５月より豪華観光列車ク

ちなみに私のオススメは「鴇小公子」
。

ナリーを案内してくれますよ！

関小市商店・美人唎酒師に聞く

今宵 の
一献

前号でも紹介した「ワイナリーこのは
な」はとても新しい醸造所で、２０１１
年に鹿角市花輪のアーケード商店街の真
ん中にあったパチンコ店として使われて

でいます。鹿角生まれ鹿角育ちで、地元
ワインは繊細な日本料理にもほどよく融

いた店舗を利用してオープンしました。 四季島」にこの「鴇小公子」の無濾過が

料理にもとても合う日本ワインです。

角市民に大人気の「菓子工房
芳徳庵 」
。こ こ の 名 物 は ワ ッ

フルだ。ふわふわの生地と、中に包
まれたクリームとの相性はバツグ
ン。人気商品は「クリーム」と「抹
茶あずき」
。定番商品のほかにも季
節限定で旬のメニューも多い。たと
えば、春先なら「さくら」や、夏で
あれば「レアチーズ」などが展開さ

いたい、と保存料は不使用だ。
また、今回掲載した写真は「りん
ごどら」という商品。柔らかい生地
の間に挟まれたリンゴフィリングに
はカットリンゴも含まれていて、リ
ンゴの香りや甘み、酸味、そしてシャ
キシャキ感が味わえる。実は「第

回全国菓子大博覧会・広島 ひろし
ま菓子博」で全菓博会長賞を受賞し
ている。鹿角の特産であるリンゴを

ると思いますよ！

れるので、通年さまざまなメニュー

しいというのが現実。私は起業や就

合し、濃厚かつ柔らかなタンニンとしっ

角にあるもの」の方が、価値があ

ぶどう畑は鹿角郡小坂町の「鴇（とき

通に就業するだけではなかなか厳

使 っ た「 り ん ご ど ら 」、ぜ ひ 一 度

もの」よりも「都市圏に無くて鹿

かりした酸味やミネラルを感じられま

しでも月に 23 万円が必要です。普

ご賞味あれ！

係性が良いなと思いますね。

と）地区」にあります。１０００年前の

26

い。
「鹿角に無くて都市圏にある

を楽しめる。安心・安全に子どもか

活の一部としてあるように感じます。その関

実家が八幡平だったこともあり、以前から訪

ら大人まで幅広い人に楽しんでもら

テンシャルを感じて移住を決めました。妻の

す。赤ワインと合わせるのが難しいと言

仙台にもたくさんありましたが、鹿角では生

われる寿司や刺し身（うに、マグロ、イ

に、これからの日本で生きるために必要なポ

十和田湖大噴火の際に積もった火山灰が

鹿角の好きなところは、
山と温泉。私の地元・

堆積し、ぶどう作りに適した土壌。ワイ

株式会社青山精工 〒 018-5337 鹿角市十和田末広紀ノ国平 42 TEL0186-35-3350 FAX 0186-35-4887 http://www.aoyama-pi.co.jp
鹿角市十和田毛馬内城ノ下 18 -1
☎ 0186-35-4398
営業時間 9:00 ～ 19:00
定休日 水曜

a

独立しようと考えて改めて鹿角を訪れたとき

クラ）にもよく合いますよ！

スとなれるよう努力したいと思っています。

せきこいち

ンのためのぶどう作りには土壌（ テロ

活を見直す転機となり、勤めていた会社から

芳徳庵

ここで生活するためには、一人暮ら

★

ko
sei

ています。まずは、
自分が率先して、
モデルケー

am
aoy

a

ki
nao

（166 円・税込）

て消し飛んでしまいました。それが自分の生

ワール）がとても大切なんです！
また、樽を使わず、ステンレスタンク
での醸造・熟成により、
ぶどう本来のピュ
アな果実味をストレートに感じられるワ

今 宵 の 一軒

れてはいたのですが、それまで移住
鹿角は、純粋に人が人として生
OV E ♡
を考えたことはありませんでした。 山 と 温 泉 、L
きるために必要なものがそろって
実は、鹿角に縁のない移住者が
いて、かつそのクオリティーが高

a

を解決するためにさまざまな分野で働きかけ

鹿角の企業と、そこで働く元気なワカモノたち。
鹿角の魅力は尽きることがない。やっぱり鹿角いいね！

ak
kas

それまであった人の繋がりが一瞬にし

株式会社関小市商店

を教えてくれた。なるほど。さすが寿賀婆。

芳徳庵のりんごどら

農、兼業、コストカットなど、多面的に問題

赤坂直紀さん（26 歳）

インに仕上がっています。ワイナリーは

を包丁でザクザク切って叩くと粘りがでる」というポイント

愛されグルメ
0 11年、東北大震災の中心部にいて、

頼られるのがやりがいです。

見学可能。気さくな三ヶ田ご夫妻がワイ

とか、水の近くのものがいい。根のほうから10センチくらい

※「 鴇 小 公 子 」720ml
2,500 円（税抜）
ワイナリーこのはな
〒 018-5201
鹿角市花輪字下花輪 171
電話 0186-22-2388
http://www.mkpaso.jp/

椒がアクセント。酒が飲みたくなる。
「みずは湧き水のそば

K AZU NO
早川隊員 報告

鹿角のワイン！
ワイナリーこのはな

いな」と言いながら出してくれた寿賀婆のみずたたきは、山

〒 167-0053 東京都杉並区西荻南 3-12-1 日伸西荻プラザ A8-1
電話：03-4283-3369

お題
「みずたたきといえば、秋田の中でも味付けがまちまちらし

鹿

地域おこし協 力 隊

2
0
1
7

鹿角市花輪字中花輪 132
☎ 0186-22-1255
営業時間 9:00 ～ 20:00
年中無休

株式会社青山精工
［ 本日のレシピ］みずたたき

店主の石田さん（静岡出身）の奥様が尾去沢出身。鹿角で
食べたホルモンに惚れた店主が、2015 年 11 月に西荻窪に
お店を構えました。
「幸楽」から取り寄せたホルモンのほか、
かづの銘酒（千歳盛）は、ほぼ全酒類揃っています。ふらっ
と 1 人で行っても大丈夫。都内で鹿角が満喫できますよ。
レシピ
皮をむいたみずを根本から 10 センチほ
どカットし、塩ゆでする。山椒の実はビ
ニール袋に入れて叩く。茹でたみずを包
丁で細かく叩き、途中で味噌を加える。
山椒の実と合わせてできあがり。

上司や先輩たちから

たっふり

「秋田ほるもん酒場」（東京・杉並区西荻窪）
場所は花輪・親不孝通り。御年
80 歳を超えた寿賀婆（本名：浅
石シガさん）が織り成す、めくる
めく寿賀ワールドへようこそ。
鹿角市花輪字堰向１１
☎ 0186-23-3192
営業時間 17:00 〜 23:00
定休日 不定休
湧き水の近くで取ったみず
調味料
塩、味噌、山椒の実 適量

少しずつでも経験値が上がって

めざせ！

1933 年創業の「関小市商店」は
花輪アーケード商店街にある酒販
店。店内には全酒類を網羅してお
り、地元の酒販店として親しまれ
ている。５代目にあたる看板娘の
佐藤景子さんは、母である現社長
と二人三脚で経営。

寿賀
おふくろの味

赤坂さんの所属は、製造部第３
班。そのほかに、クライアント
の要望から図面を起こす開発課
や、生産管理を行う資材課など
がある。設立は平成２年。

寿 賀 婆を
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KAZUNO-de oshigoto
kazuno
job
Good

koisuru-KAZUNO-shinbun

kazuno

鹿角で
待ってるよ♥

information

鹿角のおいしいもの、おもしろいもの。鹿角への思いを馳せるモノ。

ぞれ
それ
る！
が光
個性

光栄堂
鹿角郷「きんつば」３色＋桃きんつば

石川菓子店 大直利（おおなおり）

かつて鉱山の街として栄えていた鹿角。それをモ
チーフにした「黄鉱」
「黒鉱」
「尾去沢」という３
色のきんつばに、特産の北限の桃を使った「桃」
のきんつば。優しい味わいのきんつばです。

ゆべしの上に大粒のクルミが贅沢にトッピングさ
れた懐かしいお菓子。ボリュームもあるので、小
腹が空いたときにオススメです。
「大直利」
には
「鉱
石の多い部分」という意味があるのだとか。

道の駅鹿角

ミご
懐か ろころ
しい
。
味

あんとらあ

超常現象

クル

直売所情報

古代遺跡

言霊

鹿角不思議研究所
鹿角不思議研究所

未確認生物

鹿

使い

な
プル
シン しさ
美味

角には、昔から語り継がれてきた民話や昔話などが
多数ありますが、中にはキツネにまつわるものがあ

道色

々！

道の駅かづの あんとらあ

ります。例えば、酒に酔った男性が女性に化けたキツネに
騙される話や、キツネ火などの怪火現象も昔は実際にあっ
たと聞いています。さて、鹿角市八幡平のある神社には今
も伝わる珍しいキツネの「ゆで玉子」占いがあります。そ
こには白いおキツネ様が住んでおり、お参りする人が「ゆ

田代せんべい店

で玉子」と油揚げを祠にお供えして、願い事を書いた紙を

鹿角は旧南部藩のため、南部せんべいも実は特産
品なのです。上質な素材にこだわった胡麻せんべ
いは、後味まで胡麻の風味が感じられる一品。パ
リッとした食感と優しい味わいが感じられます。

置き、翌朝にはゆで玉子に「お印」をつけてくれるかどう
かで占うものです。昔は、行方不明者探しや男女の産み分

南部せんべい

光栄堂

麦飴

昔懐かしい甘味料。まろやかな甘味が感じられ
ます。そのままでも、
煮物などの料理やコーヒー、
紅茶などにも使えます。大麦の麦芽を使った自
然の甘み。南部せんべいにつけてもおいしい！

国道 282 号線沿い、十和田湖と
八幡平を結ぶ観光拠点「道の駅か
づの あんとらあ」
。祭り展示館で
は、今回特集でご紹介した「花輪
ばやし」の豪華絢爛な屋台が勢ぞ
ろい。祭りの賑やかさがいつでも
体験できます。また、手作り体験
館では、きりたんぽや南部せんべ
い、組み木細工作りの体験ができ
ます。
このあんとらあ内にある
「観
光物産プラザ」の直売所でおすす
めの商品４アイテムをご紹介！

けなどのほか、近年では受験合格の合否や商売繁盛なども
良く当たると密かに評判です。──８月の鹿角不思議研究

KAZUNO EVENT

の番組月間テーマは、
「心霊」をテーマにお送りいたします。
※「鹿角不思議研究所」は鹿角きりたんぽ FM で毎週月曜午後１時から
議体験など、メッセージを募集しています。

鹿角不思議研究所、放送のご案内
鹿角の元気にスイッチオン !

秋田

◇お問い合わせ先
鹿角市役所（観光担当）
TEL.0186-30-0248
秋田県鹿角市花輪字荒田 4-1
http://www.city.kazuno.akita.jp/
（株）かづの観光物産公社
TEL.0186-22-0555
秋田県鹿角市花輪字新田町 11-4
http://www.ink.or.jp/~antler/
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青森

東北新幹線
2 時間 11 分

※最速の時間を表示（要時刻表参照）

盛岡

奥羽本線

大館

「あすなろ号」

盛岡

1 時間 31 分

小坂

池袋

発行：鹿角市役所産業活力課

花輪線

鹿角
花輪

1 時間

※最速の時間を表示（要時刻表参照）
1 時間 13 分

青森

「みちのく号」
56 分

1 時間 20 分

仙台

東京
（羽田）

2 時間

1 時間 10 分

高速バスを利用する場合

3 時間 45 分
夜行バス
「ジュピター号」
8 時間 30 分

鹿角
花輪

航空機を利用する場合

車を利用する場合

※便によっては運休期があります

花輪線

奥羽本線
1 時間 33 分

8 月 21 日（月）～ 23 日（水）毛馬内の盆踊【国重要無形民俗文化財】
開催場所：毛馬内こもせ通り
開催時間：18:30 ～ 21:30（21 日は 17:30 ～）
問い合わせ先：毛馬内盆踊り振興会事務局
花輪ばやし
電話 0186-30-3939
た・の・し・み ♪

８月７日（月）～８日（火） 花輪ねぷた
開催場所：花輪町内
開催時間：７日 18:30 ～ 24:30 ８日 18:00 ～ 25:00
問い合わせ先：花輪ばやし祭典委員会
電話：0186-30-0500

列車を利用する場合
東京

８月 19 日（土）～ 20 日（日）花輪ばやし【ユネスコ無形文化遺産】
開催場所：花輪町内
開催時間：19 日 12:00 ～翌 6:00、20 日 14:00 ～翌 3:40
問い合わせ先：花輪ばやし祭典委員会
電話：0186-30-0500

８月６日（日）登山 秘湯「湯ノ沢」へ行こう！地熱エネルギー体感ツアー
【参加費 2,000 円 定員 12 名】
開催場所：東北電力 澄川地熱発電所 PR 館集合
開催時間：9:30 ～ 15:00
問い合わせ先：八幡平ビジターセンター
電話：0186-31-2714

鹿角きりたんぽ FM（79,1MHz）毎週月曜午後１時から放送
再放送：水曜午前 9 時～、木曜午後２時～、土曜夜７時～
番組 blog：http://fusigikenkyujyo.blog.jp/
facebook：https://www.facebook.com/kazunofusigi/

Access

８月 15 日（火）大湯大太鼓まつり
開催場所：ホテル鹿角前路上
開催時間：11:30 ～ 22:00
問い合わせ先：大湯大太鼓保存会
電話：0186-37-2165

８月５日（土）八幡平で昆虫体験 !! 大沼周辺昆虫探検
【参加費 500 円 定員 12 名】
開催場所：八幡平ビジターセンター集合
開催時間：午前の部 9:30 ～ 12:00 午後の部 13:30 ～ 16:00
問い合わせ先：八幡平ビジターセンター
電話：0186-31-2714

放送している番組での架空の研究所です。番組では、皆様からの不思

8 月〜 9 月

スケジュール

大館

56 分
2 時間 15 分

制作・著作：ノリット・ジャポン株式会社

能代

札幌
（新千歳）

ANA

65 分

大館能代

リムジンバス
（大館まで）

JAL・ANA 50 分

東京
（羽田）

JAL

75 分

名古屋
（小牧）

JAL

85 分

大阪
（伊丹）

JAL

95 分

札幌
（新千歳）

JAL

55 分

名古屋
（小牧）

FDA

85 分

いわて

大阪
（伊丹）

JAL

90 分

花巻

JAL

125 分

福岡

〒 010 -0061 秋田県秋田市卸町一丁目 3-2 1F

☎ 018-874-7547

相乗りタクシー
（要予約）

青森

盛岡IC
八戸IC
仙台宮城IC

車で 60 分
車で 60 分

◆ 鹿角八幡平 I Cを利用した場合

浦和本線
鹿角

青森IC

3 時間
6 時間 30 分

40 分

十和田 IC

1 時間

◆ 国道 7号または285号経由、
103号を利用した場合
秋田市

http://www.norit.jp

鹿角
八幡平 IC

1 時間

◆ 十和田 IC を利用した場合
大鰐弘前IC

車で 80 分

1 時間

2 時間 30 分
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鹿角市

http://takayukiryujin.com

