秋葉山本宮秋葉神社 上社
秋葉神社は、標高 866m の秋葉山
の山頂付近にある神社です。
日本全国に存在する秋葉神社の総
本宮で、火災防止(火防せ：ひぶせ)の
神として広く信仰を集めています。
上社の境内は、天竜奥三河国定公園
に指定され、杉の古木が林立し、遠州
平野や遠州灘のすばらしい眺めも楽
しめます。
写真は、平成 5 年に建立された黄
金に輝く「幸福の鳥居」。くぐると幸
せになれるそうです。
食堂や売店もあり、「もみじ田楽」
「大椎茸そば」
「黄金らすく」
「御利益
だんご」などがお勧めです。
冬期の朝晩は、道路の凍結等もあり
ますので、運転には細心の注意を払っ
てお越しください。

～ 食も景色も魅力満載の冬の北遠へ
ぜひお越しください ～
● 花桃の里新春感謝祭

1 月 3 日(木) 10 時から 14 時まで

新年 3 日に、感謝祭を開催します。秋葉神社等への初詣の際、お立ち寄り
ください。しし汁サービスあり。花桃の里が自信をもってお届けする、御贈
答セット（新そば、干椎茸、緑茶粉末、炊込みご飯の素、杉箸）などもご用
意しています。
【問合せ】道の駅 花桃の里 電話 053（923）2339、天竜区大川 31-10

● 佐久間○
新 そばまつり

1 月 19 日(土)～1 月 20 日（日）各日 9 時から 15 時まで

地元佐久間町をはじめ、福島県など、県内外のそばどころの
味が楽しめる「そばの味くらべ広場」、会津若松のそば打ち名人
による「そば打ち実演」や「そば打ち体験コーナー」
、各地の名
産品を集めた「物産展」などを予定しています。ぜひご来場くだ
さい。会場は、佐久間歴史と民話の郷会館、旧佐久間協働センタ
ー駐車場です。
なお、詳細は下記まで、お問合せください。
【問合せ】NPO 法人 がんばらまいか佐久間 電話 053（965）1100

● 北条峠在来そばフェア

２月限定

10 時から 16 時まで（土、日、祝日 営業）

北条峠にて昔から作り続けられている、とっておきの在来種のそばを特別メニューでご提供します。
香り高い昔懐かしい在来そばをご賞味ください。

【問合せ】佐久間民俗文化伝承館・北条峠 電話 053（987）1888、天竜区佐久間町佐久間 1832-1

● もちつき体験と草もち販売

2 月 3 日(日)

10 時から 15 時まで

「もちつき体験」は当日受付。参加費無料。1 臼(うす)3 人程度で、
5 臼(うす)つきます。つきたての草餅は、1 個 150 円で販売します。
(草餅は予約注文も受け付けます。)
詳細は、下記までお問合せください。
【問合せ】いっぷく処横川 電話 053（924）0129、天竜区横川 3085

● ドラゴンママの「食」体験

2 月 17 日（日）10 時から 15 時まで

旧暦の五節句に食されてきた郷土料理を味わってみませんか? 今回は、
「人日の節句」にちなんで
「七草がゆと味噌づくり体験会」を実施します。北遠の自然の中で、季節の節目を楽しむ行事を体験
してみてください。

申し込み及び体験会の詳細は下記までお問合せください。

参加費：1,500 円（別途、昼食代 1,000 円） 定員:20 人(催行人数 5 名～) 先着順
【問合せ】ドラゴンママ 電話 053（968）0011、天竜区龍山町瀬尻 930-11

● くんま大寒謝祭

2 月 17 日（日）10 時から 14 時 30 分まで

串芋・五平餅などの物産販売はもちろん、
そばの早食い競争などのアトラクションも充実。
さらに、しし鍋、そばちゃんこ無料サービスも
あります。
「お箸とお椀をご持参ください。」
【問合せ】くんま水車の里 電話 053（929）0636、天竜区熊 1976-1

● 第 3 回湖畔の家囲碁大会

2 月 20 日(水)

9 時 30 分から 15 時まで

囲碁愛好家(一般参加)によるトーナメント戦。3 位まで、賞状・賞品あり。参加費 1,000 円(昼食
代含む)。申込方法等詳細は、下記までお問合せください。
【問合せ】湖畔の家

電話 053（923）0319、天竜区月 963-1

● 花桃まつり

3 月上旬(予定)

甘酒や豚汁のサービスあり。五平餅、串芋(各 300 円)も販売します。
施設周辺の満開の「花桃の花」
「花桃の花」をお楽しみください。
開催日等は、2 月中旬以降、下記にてご確認ください。
【問合せ】道の駅 花桃の里 電話 053（923）2339、天竜区大川 31-10

● 春のしいたけ祭り

3 月 9 日(土)、10 日(日) 10 時から 15 時まで

生椎茸の網焼きを無料サービスします。(先着順)
原木椎茸の菌打ち体験も予定。(当日受付、定員 30 名程度)
詳細は、下記にて、ご確認ください。
【問合せ】いっぷく処横川 電話 053（924）0129、天竜区横川 3085

● 「手作りこんにゃく」お試しください。
北遠支部の会員施設の中で、「手作りこんにゃく」を
販売している 6 施設をご紹介します。
各店とも、地元で採れた「こんにゃく芋」から手作り
で作っています。
田舎の素朴な「こんにゃく」ですが、ぜひお試しください。
施設名

内

容

こんにゃく芋を杵でつき、歯ごたえのある食感が特長です。
くんま水車の里

11 月から期間限定で販売。
【連絡先】天竜区熊 1976-1 ℡053-929-0636
龍山のお母さんたちが、手作りしたこんにゃくです。独特

ドラゴンママ

の食感をお試しください。
【連絡先】天竜区龍山町瀬尻 930-11 ℡053-968-0011
地元でつくられたぷりぷりとした食感の、美味しい手作り

春野いきいき天狗村

こんにゃくです。冬期限定。
【連絡先】天竜区春野町堀之内 1454-2 ℡053-985-0501

佐久間民族文化伝承館
北条峠

佐久間で採れたこんにゃく芋から手作りした地こんにゃく
を販売しています。10 月から 5 月の期間限定。
【連絡先】天竜区佐久間町佐久間 1832-1 ℡053-987-1888
地元の主婦たちの手作り地こんにゃく。農産加工品のため

みさくぼ路の里

入荷状況により売り切れの場合があります。
【連絡先】天竜区水窪町地頭方 248-1 ℡053-987-1921

金額
1玉
170 円
1玉
100 円
1玉
150 円
2玉
330 円
1玉
150 円

地元の主婦たちの手作り地こんにゃくは、刺身で食べるの 2 玉
が美味しい。11 月から期間限定販売。
国盗り

320 円

米山こんにゃく店のこんにゃくは、平と丸あり。ぷりぷり 2 個
感をお楽しみください。
【連絡先】天竜区水窪町奧領家 3281-8 ℡053-987-1212

324 円

● 「北遠そば巡り」を開催中です。

10 月 1 日～2 月 28 日

北遠地域の蕎麦の魅力を紹介したガイドマップを作成しました。協力店舗を食べ歩いていただく
スタンプラリーも開催中です。全店制覇された方には「全店制覇証明書」を発行します。店ごとに
違う蕎麦を堪能してください。マップは、支部のホームページ(http://ten01g.webcrow.jp/)から
ダウンロード可能です。

【問合せ】道の駅 花桃の里 電話 053（923）2339、天竜区大川 31-10
西部農林事務所天竜農林局 電話 053（926）2139、天竜区二俣町鹿島 559

お隣の西部支部からも、情報が入っていますので、ご案内します。
● 「一生健命セミナー」開催します。

12 月 6 日(木)

10 時から 11 時 30 分まで

イベントホールで、三方原にある社会福祉法人聖隷福祉事業財団の健康運
動指導士を講師に招き、腰痛・膝痛の予防に関するセミナーを開催します。
参加費無料（先着 30 名）。動きやすい服装でお越しください。
申し込み方法等の詳細は、下記にて、ご確認ください。
【問合せ】国民宿舎奥浜名 電話 053-522-1115
浜松市北区細江町気賀 1023-1

● 2018-19 フルーツウィンターイルミネーション

2 月 24 日(日)まで 17 時～21 時

光の果樹園。フルーツをテーマに、約 300 万球の電球が輝く
夜のフルーツパークへぜひお出掛けください。
日本最大級の噴水ショーをはじめ、全長 150m の光のトンネル
高さ 15m の樹木ツリーなど、幻想的なイルミネーションが満載！
12/9（日）、12/16 日（日）は「打ち上げ花火・手筒花火のコ
ラボレーションイベント」を開催します（18:00 頃～19:00）
。
料金：大人 1,000 円（入園料+噴水ショー）
子供（小学生以上）500 円（入園料+噴水ショー）
未就学児（6 歳未満）無料
詳細は、http://www.tokinosumika.com/hamamatsufp/eventinfo/details.php?id=262
【問合せ】浜松フルーツパーク時之栖

電話：053-428-5211 浜松市北区都田町 4263-1

● 鎮玉和紙をつくろう!

1 月 19 日(土) 9 時 30 分から 16 時まで

紙すきに関する話を聞いて、実際に紙すきを体験します。紙すきが行われていた鎮玉の郷も散策で
きます。講師：太田和好氏。 要予約
参加費：1 人２，０００円
対象：小学生以上

定員：３０名（先着順）

【問合せ】NPO 法人ひずるしい鎮玉 電話：053-544-1045

● 花のウォーキング

毎月第 2・4 土曜日

浜松市北区引佐町四方浄 78-9

10 時から 12 時まで

ボランティアガイドによる、園内季節のスポット案内
・事前申し込み不要
・定員 先着 30 人
・当日、フラワーパーク正面ゲートに御集合ください。
【問合せ】浜松フラワーパーク 電話：053-487-0511 浜松市西区舘山寺町 195

● 早春チューリップの展示

1 月 1 日(火)から 2 月上旬
正面ゲート内広場に色とりどりのチューリップを、ハボタンや

早咲きのナバナとともに装飾展示します。新年最初の‘春’を
お楽しみください。
※天候等の影響により、開花が遅れる場合があります。
【問合せ】浜松フラワーパーク 電話：053-487-0511 浜松市西区舘山寺町 195

● 花の苗はいかがですか?
ショップでは人気の花苗を販売しています。ぜひお出掛けください。
・ポインセチア（12 月中旬まで）
・シクラメン（12 月から正月まで）
・クリスマスローズ（２月）
【問合せ】浜松フラワーパーク 電話：053-487-0511 浜松市西区舘山寺町 195

● 季節限定アイスクリームはいかがですか? 竜ヶ岩洞マテリア
売店「竜ヶ岩洞マテリア」では、地域ブランド牛乳浜松地域ブランドやらまいか認定商品「いなさ
牛乳」を使用たアイスクリームのシリーズが大人気です。
「都田産ピオーネのアイス
都田産ピオーネのアイス」を今季も作りました。きれいな
薄い紫色。慌ただしい日々を忘れてゆっくり食べていただき幸
せを感じられる上品な味に仕上がっています。他にも、冬限定
のアイス「焼き芋」もあります。是非お越しください。
※アイスの種類はその日により違います。お問い合わせください。
【問合せ】 竜ヶ岩洞マテリア 電話：053-543-0884 浜松市北区引佐町田畑 217-1

「チャレンジ北遠スタンプラリー2018」は、12 月 2 日で終了します。
12 月末の賞品発送をもって当選者の発表とさせていただきます。
たくさんのご応募ありがとうございました。
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