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いわかがみ平、花山：JR東北新幹線くりこま
高原駅下車、車で1時間15分／いわかがみ
平：東北自動車道若柳金成ICから車で1時間10
分／花山：東北自動車道築館ICから車で1時間

【いで湯と自然薯の里・栗原】

10月4日
放送

紅葉が美しいことで知られる
栗駒山。岩手宮城内陸地震の
被害を乗り越え、いわかがみ平
までの道も全面開通しました。
国道398号沿いには、花山温
ぬる ゆ

泉郷のひとつである温湯山荘
も営業を再開しています。柔
らかな手触りのお湯は、肌が
スベスベになる美肌の湯とし
て好評。また、近くにある道
ろー た りー

の駅「路田里はなやま」では、
栄養たっぷりでおいしい特産
の自然薯が味わえますよ。
栗原市ホームページ http://www.kuriharacity.jp/
たこんな人

くりこま温泉郷

宮城であっ

栗 駒 山 の 登 山 口 近 く に位置す
るくりこま温泉郷では、2つの
温 泉 宿 が 営 業 し て い ます。ハ
イ ル ザ ー ム 栗 駒 は 温 泉プール
も あ り 、 家 族 や 友 人 同士で楽
し む の に も ぴ っ た り 。くりこ
ま 荘 は ま た ぎ 料 理 が 自慢の宿
で 、 ブ ナ 林 に 囲 ま れ た貸切露
天風呂の雰囲気も格別です。

温湯山荘 三浦 夏希さん
栗原市花山で生まれ育った三浦さ
んは、今年の4月から温湯山荘の
受付をしています。「遠くから来
ていただくお客様、地元のおじい
ちゃん、おばあちゃんたちにも、
ここへ来たら楽しい気分で帰って欲しい。地元にい
る者としてこの温泉を大切にしていきたい」と地元
への思いも語ってくれました。新しい力が栗駒を盛
り上げています。

花山湖
国道398号沿いにあり、吊橋のかかる
ダム湖。紅葉、雪景色、桜、新緑など
が湖面に映りこみ、四季折々の美しさ
が楽しめます。近くには青少年旅行村
（〜11月15日）があり、テニスコート
やキャンプ場も整備され、自然が満喫
できるレジャースポットです。
栗駒山麓で栽培されたそば粉を使って、地元

プラス で作られているのがそばだんご。市内にはそ
ワン！ ばだんごが味わえる店が多くあります。
デザイン・編集・TBSビジョン
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三陸自動車道

仙台

仙台港北IC

JR仙台駅から仙石線快速で17分の
本塩釜駅下車／三陸自動車道利府中
ICから車で10分

が ま

【塩竈で魚三昧 】

10月11日
放送

塩釜水産物仲卸市場には、塩竈港
に水揚げされる豊富な魚介類が
並んでいます。ここで注目したい
のが、秋から旬を迎える「三陸塩
竈ひがしもの」というブランドマ
グロ。天然メバチマグロの中でも
鮮度、色つや、脂、旨みに優れ、
仲買人の厳しい目にかなったも
のだけが、そのブランド名を与え
られます。人口あたりの寿司屋が
日本一多いといわれている塩竈
市で、魚三昧してみませんか。
塩竈市ホームページ
http://www.city.shiogama.miyagi.jp/
たこんな人

宮城であっ

目利き 武田 健司さん
親子2代でマグロの目利きをして
いる武田さん。ノンコという道具
を使って品定めするとき、「三陸
塩竈ひがしもの」が獲れる時期は
特に、マグロの肉質の良さを感じ
るのだそう。モチモチとした肉質は、旨みや甘みに
つながると教えてくれました。「三陸塩竈ひがしも
の」は、目利きイチオシのブランドマグロなのです。

しおがま・まちの駅
今年9月、塩竈市本町にある
壱番館1階に、新たな観光拠
点が生まれました。「しおが
ま・まちの駅」では、地域の
お土産品、野菜などの物産が
買えるほか、フリースペース
で観光途中に一息つくことも可
能。観光パンフレットやイベ
ント情報も提供しています。

マリンゲート塩釜
塩竈から松島をめぐる観光船
などが発着するターミナルビ
ル。土産店のほか、海を眺め
ながら食事が楽しめるレスト
ランもあり、観光拠点として
も利用できます。

プラス 門前町として栄えただけに、塩竈市
ワン！ には3つの酒造店が残っています。
塩竈を訪れたら海の幸とともに地酒
も味わってみてはいかがでしょう。
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仙山線

秋保温泉

山形自
動車道

仙台

仙台宮城IC
仙台南IC

JR仙台駅西口バスプールから宮城交通
バス秋保温泉行きで55分、秋保温泉湯
元下車。またはJR仙山線愛子駅から仙
台市営バス二口温泉行きで15分、秋保
温泉湯元下車／仙台南ICから車で15分

【体に優しい温泉郷・仙台秋保温泉】

10月18日
放送

古墳時代の帝が、皮膚病をた
ちどころに全快させたという
逸話が残る名湯・秋保温泉。
ここではいま、健康にこだ
わった街づくりに取り組んで
います。ノルディックウォー
キングに使用するポールを温
泉街の各所に置き、ウォーキ
ングを推進。また、秋保で育
てた米を旅館の朝食で提供す
るという取り組みも。秋保温
泉は今も昔も体に優しい温泉
郷です。
秋保・里センターホームページ http://akiusato.jp/
たこんな人

宮城であっ

岩沼屋 女将 橘 眞紀子さん
温泉入浴指導員の資格を持つ橘
さん。「お風呂に入る前に、しっ
かりかけ湯をすることが大切。一
番良いのは、頭からザブザブとお
湯をかぶり、体温とお湯の温度を
調整していただくのが正しい入浴方法だと思いま
す」と教えてくれました。秋保を訪れた人に温泉の
魅力と、入浴法を伝えています。

秋保大滝周辺を歩こう
秋保温泉の奥には、自然美が楽し
める「秋保大滝」があります。国の
名勝にも指定されている名瀑で、
その迫力と美しさは必見です。そ
のすぐそばには、家内安全や商売
繁盛などにご利益のある「秋保大滝
不動尊」や、四季折々の植物が見ら
れる「仙台市秋保大滝植物園」など
の見どころも。イタリアンレスト
ランや茶屋に寄りながら、ゆっく
り過ごすのがおすすめです。

仙台市秋保大滝植物園

秋保大滝

秋保大滝前の茶屋の竹豆腐と湯葉

プラス 秋保温泉の中心に位置する秋保・里セン
ワン！ ターは、観光情報の発信地。日曜手作り
教室のほかさまざまなイベントを開催。
4月から11月までは足湯も楽しめます。
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松島町

仙台

JR仙台駅から仙石線快速で24分、
松島海岸駅下車／三陸自動車道松島
海岸ICから車で5分

【魅力再発見！夜の松島】

10月25日
放送

松島では、紅葉の季節になると円通
院をはじめとするさまざまな場所が
ライトアップされ、幻想的な景色が
みられます。グリーンのライトで照
らし出された島々を、海の上から観
賞できる松島ライトアップクルーズ
も見どころ。松尾芭蕉が旅の目的の
一つとしていたのは、月が浮かぶ松
島の夜の風景を眺めることだったそ
う。夜の松島にはさまざまな楽しみ
方がありそうですね。
● 松島紅葉ライトアップ

10月30日（土）〜11月28日（日）
17：30〜21：00

松島観光協会ホームページ
http://www.matsushima-kanko.com/

たこんな人

宮城であっ

円通院 副住職 天野 晴華さん
紅葉ライトアップの楽しみ方を教
えてくれたのは天野さん。下から
ライトを当てることによって、モミ
ジが水面に映りこみ、美しい風景
を作るのだそう。また、夜になると
心地ヶ池は、漆黒の池となり深さが20〜30メートルあ
るように見えるのだとか。満月が浮かぶ松島の風景な
ど、松島のすばらしさを多くの人に伝えています。

松島で体験も楽しもう
好きな珠を選んでオリジナルの数珠を作る円通院の体験のほ
か、瑞巌寺で毎週木曜に体験できる写経などが人気。長い歴史
を持つマリンピア松島水族館で
は、アシカの握手など体験型の
イベントも行われています。ま
た、ベルギーオルゲールミュー
ジアムでは、手作りオルゴール
体験も。ライトアップを楽しん
だ後は、体験で思い出を作って
円通院の数珠作り
みてはいかがでしょう。

マリンピア松島水族館

プラス 今年10月、松島の新しい観光スポットとし
え と
ワン！

て「松島十二支記念館」が開館しました。
十二支の守り本尊など、大きく美しい仏
像を鑑賞できます。
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