
東堂山満福寺　鐘楼・昭和羅漢

●問合わせ／小野町観光協会
TEL.0247-72-6938

史跡名勝天然記念物に指定
されている杉並木の表参道を
抜けると、巨大な自然石の上
に建つ近世木造建築の粋を
集めた東堂山鐘楼にたどり着
きます。観音堂の脇には羅漢
様が奉安されており、現在
440体以上のさまざまな表情
をした個性あふれる羅漢様を
見ることができます。

観光｜小野町

観光｜小野町・田村市高柴山

●問合わせ／小野町観光協会
TEL.0247-72-6938

毎年5月下旬に、約3
万株のヤマツツジが
咲き競う名スポット。登
山口は、浮金登山口
（小野町）・牧野登山口
（田村市大越町）・門沢
登山口（田村市船引
町）の３カ所があり、そ
れぞれ約３０分で山頂
にたどり着きます。

観光｜小野町矢大臣山

●問合わせ／小野町観光協会
TEL.0247-72-6938

福島県の中部に位置
し、小野町で一番高い
山として知られていま
す。山頂では、5月中旬
から6月上旬にかけて
アズマギクやヤマツツ
ジが咲き誇り、秋には
紅葉も楽しめます。

観光｜小野町こまち湖（こまちダム）

●問合わせ／こまちダム管理所
小野町大字菖蒲谷字堂田46-21　TEL.0247-71-0380

小野町の豊かな暮らし
をともに考え、美しい自
然環境をともに育んで
いくことを目的として建
設されたダム。小野小
町生誕伝説が残ること
から、ネーミングされま
した。毎年、初夏には
「こまちダムまつり」が
開催されます。

観光｜小野町ふるさと文化の館

●問合わせ／ふるさと文化の館
小野町大字小野新町字中通２　TEL.0247-72-2120

図書館、美術館、郷土
史料館とさまざまな形
で楽しめる施設です。
このほかにも、小野町
出身の作詞家・丘灯
至夫氏の記念館もあ
ります。
開館時間／
9:30～18:30
※ただし、美術館・郷土資料
館は午後5時までの入館とな
ります。

観光｜小野町小野小町伝説

●問合わせ／小野町観光協会
TEL.0247-72-6938

小野篁が小野町にやってきた際
に、愛子(めずらこ)という美女と
結ばれ、授かった娘がかの有名
な小野小町という伝説が小野町
には伝えられています。小町縁の
地も全国各地に点在しており、小
野小町とはどんな人物であった
のかその本当のところは今もって
歴史の謎とされています。

観光｜田村市入水鍾乳洞

●問合わせ／入水鍾乳洞管理事務所
田村市滝根町菅谷字大六89-3　TEL.0247-78-3393

全長約900mの洞内
は入口から奥まで Ａ, 
Ｂ, Ｃの3つのコースに
分かれており、冒険家
の気分を味わえます。
B,Cコースは濡れても
よい格好が必須です。
照明器具や、ゴムぞう
りなども準備いただく
ことをお勧めします。

観光｜田村市星の村天文台

●問合わせ／星の村天文台　
田村市滝根町神俣字糠塚60-1　TEL.0247-78-3638

阿武隈高原一帯の澄みきった空
から、満天の星空や月を観察で
きる施設です。県内最大の口径６
５cm反射式天体望遠鏡から見る
夜空は圧巻。施設内ではプラネ
タリウムも楽しむことができます。
開館時間／
10:00～17:00(4月～9月)
10:00～16:00（10月～3月）
休館日／毎週火曜日(4月～9月)
毎週火曜日・水曜日（10月～3月）

観光｜田村市牧野の白鳥

●問合わせ／田村市商工観光課
TEL.0247-81-2136

田村市大越町牧野地区の水田
に冬の渡り鳥ハクチョウが飛
来します。十数羽が雄大な山を
バックに優雅に泳ぐ姿を見るこ
とができます。

観光｜田村市

●問合わせ／田村市商工観光課
田村市大越町下大越字中ノ目130-1
TEL.0247-81-2136

高さ31メートル、幹回り約8メート
ルもの大いちょうは、樹齢約400
年を誇る古木です。市指定の天
然記念物。
秋には思わず見とれてしまうほど
の姿を見せてくれます。

長源寺の大いちょう

観光｜田村市グリーンパーク都路

●問合わせ／グリーンパーク都路
田村市都路町岩井沢字北向185-1 　TEL.0247-67-3002 

平成26年4月より営業
を再開。高原の大自然
の中でキャンプや散
策など、ゆっくりと流れ
る時間を体感できま
す。会議室などの施設
も併設されています。

営業時間／
9:00～21:00
定休日／毎週水曜日

観光｜田村市桧山高原風力発電所

●問合わせ／田村市商工観光課
TEL.0247-81-2136

田村市と川内村の境
に位置する桧山高原
に造られた風力発電
所です。2,000kWを発
電する風車発電機14
基を間近で見ることが
できます。また、遊歩道
や池なども整備されて
おり、散策コースにも
適しています。

観光｜田村市

●問合わせ／田村市商工観光課
TEL.0247-81-2136

身の丈は4メートル。なぎなたや
刀を持ち、両手を広げて通せんぼ
のしぐさをし、外から悪いものが
入ってこないよう、睨みをきかせて
います。屋形と朴橋（ほおのきば
し）、堀越の3ヵ所にあり、毎年４
月には衣替えが行われます。 

お人形様

観光｜田村市堂山つつじ公園

●問合わせ／堂山つつじ公園
田村市船引町門沢字大旦4　TEL.0247-85-2152

田村市船引町の名所・
堂山王子神社のそば
にあり、５月の上旬か
ら下旬にかけて約
4,000株のツツジが
咲き誇ります。堂山王
子神社のしだれ桜と併
せて、ご覧ください。

あぶくま高原散策
小野町と田村市で形成される阿武隈高原中部地域。
豊かな自然が作る四季折々の風景を感じながら、
食・歴史・文化と触れあえます。

❺❻



食｜小野町仙台屋食堂

●問合わせ／仙台屋食堂
小野町大字小野新町字本町33-5　TEL.0247-72-2628

メニューは「中華そば」のみ！（大盛り
あり）チャーシューの煮汁を使ったしょ
うゆ味のラーメン。実に素朴な昔味の
ラーメンこだわりの自家製麺が器から
あふれるほどのボリュームで提供され
ます。お昼時には店内が満席で、行列
ができるほど賑わう創業１００年を越
えるラーメン店です。
営業時間／10：30～16：00
（売り切れ次第終了）
定休日／日曜日

食｜小野町若嶋屋

●問合わせ／若嶋屋
小野町大字小野新町字丹後坂2
TEL.0247-72-2420

創業120年の老舗の逸品は、うな重。
蒲焼は、焼きたての鰻にほのかに炭
の香りが漂い、昔ながらの秘伝のタ
レの風味が、口の中でフワッとほぐれ
ます。注文を受けてから焼き上げるた
め、事前予約での注文がお勧めです。
営業時間／
10:30～14:00、17:00～22:00
定休日／不定休

食｜小野町すずき屋食堂

●問合わせ／すずき屋食堂
小野町大字小野新町字中通33-3　TEL.0247-72-5252

お店は、リカちゃんキャッスル前。
肉厚でジューシーなカツ丼がこの
店の大人気メニュー！やわらかい国
産豚肉にこだわって使用していま
す。美味しいことはもちろん、大盛り
であることも魅力の一つです。他に
定食やラーメンなどのメニューが
豊富で、なかでも味噌ラーメンと焼
肉ラーメンは注目です！
営業時間／11:00～19:00
定休日／月曜日

食｜小野町レストラン志木

●問合わせ／レストラン志木
小野町大字谷津作字谷津79-5　TEL.0247-72-2921

人気№１は、手作りにこだわるハン
バーグ。国産の上質な牛肉と豚肉を
独特な比率で混ぜ合わせています。
ハンバーグまたはステーキとガーリ
ックピラフが一緒になったワンプレ
ートディッシュも人気で、丁寧に作ら
れた料理がお腹も心も満たしてくれ
る「町の洋食屋」さんです。
営業時間／
11:30～14:00、17:00～21:00
定休日／不定休

●問合わせ／チルコロ・イル・ピッコロ・カンポ
小野町大字飯豊字五反田63　TEL. 0247-61-5505

食｜小野町

イタリアなどで修行を積んだシェフが
故郷にオープンした本格イタリア料理
店です。石窯焼きピッツァは外がカリッ
と中はもっちりした食感。ピッツァの種
類は日々変わるので、訪れるたびにさ
まざまな味を楽しめます。
営業時間／11：00～22：00（ラストオー
ダー21：00）11：00～14：00（ランチ）、
14：00～17：00（カフェ）、17：00～22：
00（ラストオーダー21：00）（ディナー）
定休日／月曜日

チルコロ・イル・ピッコロ・カンポ

宿泊｜小野町小町温泉　廣太屋

●問合わせ／小町温泉　廣太屋
小野町大字谷津作字小治郎82　TEL.0247-72-2819

昔ながらの旅館の伝
統を残す、老舗旅館
です。そのたたずまい
は、日ごろの生活から
離れ、どこか懐かしい
温もりを感じさせてく
れます。

宿泊｜小野町湯沢温泉　新富館

●問合わせ／湯沢温泉　新富館
小野町大字湯沢字舘ノ越１３　TEL.0247-72-2933

矢大臣山の南麓にあ
る素朴な湯治場。400
年もの昔から人々のか
らだを癒し、そして親し
まれてきた、歴史ある
温泉です。

食｜田村市割烹 加賀

●問合わせ／割烹 加賀
田村市大越町上大越字久保田45-3
TEL.0247-79-2469

新鮮なネタで握るお寿司や、季
節の野菜を使用した煮物など、
手作りの味をゆっくりと楽しむこ
とができます。お近くにお越しの
際は、ぜひお立ち寄りください。
営業時間／
11:30～14:30
17:00～22:00
定休日／不定休

食｜田村市

●問合わせ／滝根農産物等処理加工場
TEL.0247-78-1050

モンド・セレクションで7年連続大金賞
を受賞した名水。「あぶくま洞・入水鍾
乳洞」というふたつの鍾乳洞の元となっ
ているカルスト台地の石灰岩層を長い
年月をかけ浸透してきた地下水をくみ
上げたミネラルウオーターで、カルシウ
ムなどの天然ミネラル成分をバランス
よく含んでおり、まろやかな口当たりが
特徴です。

あぶくまの天然水

食｜田村市

●問合わせ／ふねひきアンテナシ
ョップ
田村市船引町船引字五升車69-13
TEL.0247-82-5603

ラベルに田村市ゆかりの画家
「竹久　夢二」の絵をあしらい、
田村市が誇るあぶくまの天然水
を原料の一部に使用した、昔懐
かしい味のするオリジナルサイ
ダーです。

夢二サイダー食｜田村市ハム工房都路

●問合わせ／ハム工房都路
田村市船引町船引字源次郎218　TEL.0247-61-5686

厳しい生産管理で育った”
やまと豚”を100％使用し、
ハム・ソーセージの本場ド
イツの伝統的な製法で作
られるおいしさは他では味
わえません。DLG（ドイツ農
業協会）食品協議会でも連
続金賞を受賞しています。
営業時間／
10:00～18:00
定休日／毎週水曜日

食｜田村市練じゅうねん

●問合わせ／滝根農産物等処理加工場
TEL.0247-78-1050

田村市滝根地方では
「エゴマ」のことを「じゅ
うねん」と呼びます。ビ
タミンやα‐リノレン
酸などの栄養が満点
で、あえ物やそうめん
などのつけだれに使う
など、使用方法はさまざ
まです。

食｜田村市お肴どころ御代田

●問合わせ／お肴どころ御代田
田村市船引町字北町通45-2　TEL.0247-82-0034

四季折々の旬の味覚を盛り込
んだ日本料理を堪能できるお
店です。落ち着いた清潔感あ
ふれる店内、昼食は江戸時代よ
り受け継がれてきた庭園を眺
めながら自慢のみよた弁当・
国産うなぎ等が楽しめます。
営業時間／18:00～22:30
(ラストオーダー22:00)
ランチ11:30～14:00（月～金）
定休日／昼：土、日曜祝日　夜：日曜日

食｜小野町おのまち小町アイスバーガー

●問合わせ／小野町商工会青年部
小野町大字小野新町字中通35　TEL.0247-72-3228

カリッと香ばしく焼けたハンバ
ーガーのパンにひんやりとし
たアイスがとろける食感の相
性は抜群です。
ソースやトッピングなど、お店
により異なる味わいをお楽し
みください。

食｜小野町黒にんにく

●問合わせ／生産組合ペル サルーテ
TEL.080-1843-7851

「ミネラル栽培」によって作ら
れたにんにくを、小野町のミ
ネラル野菜農家でつくる生産
組合「ペル サルーテ」が６次
化商品として開発した新たな
特産品。乾燥・発酵などの加
工を行い、糖度が高くプルー
ンのような味が特徴です。
2014年現在、町内２店舗、
田村市の１店舗で販売され
ています。

食｜小野町おのっこ一笑漬

●問合わせ／ 直売所 エプロン館　TEL.0247-72-2001
 直売所 おのげんき　TEL.0247-72-5511

シソの実、米麹、しょう
ゆを一升ずつ漬け込
んだ昔ながらの伝統
の味。ごはんや漬物、
豆腐などと相性抜群！
小野町にお越しの際は
ぜひお試しを。

❼❽


