まるもり

vol.2
t a n s a ku

MAP
丸森野菜の
カフェが充実 !

阿武隈渓谷と雄大な阿武隈川を持つ自然豊かな宮城県南部の丸森町。その地で地

AREA
MAP

元農家さんが太陽の恵の中、大切に育てた野菜たちです。自然からいただく宝物、
どうぞご堪能ください。

9
丸森駅

2
1

3
11

あぶくま駅

齋理屋敷

産業伝承館

1
3

8
9

12 5

7

まるもりを
よう
もっと 見 て み

7

4

8

不動尊公園
キャンプ場

4
6

10

6

2

5

北丸森駅

10
11
12
1

2

季節の味こよみ

干し柿

4月〜5月

12月中旬
〜3月下旬

marumori seasonal vegetables

へそ大根

1月〜通年

たけのこ
4月中旬
〜7月中旬

春

冬

夏

秋

とうもろこし
7月〜9月

自然アクティビティ

1年間の楽しみを探索してみましょう。

山菜

耕野地区では
たけのこ掘りの
体験もできます

丸森町で体験できる

水と緑に囲まれて、大切に育てられた季節の味わい。

竹林さんぽ

ころ柿づくり体験会 in 丸森

手入れされた竹林を、爽やかな風を浴びながら
散歩します。竹やタケノコの不思議な生態の話
を聞きながら、竹林浴を楽しめます。タケノコ
掘りはありませんが、タケノコが益々好きになる
こと間違い無しです。

ころ柿のカーテンは丸森町の初冬の風物詩です。
農家直伝のころ柿（干し柿）づくりの体験会です。
集中して皮をむくのが楽しい、とリピーター続
出。2ヶ月後の1月には綺麗でフワフワのころ柿が
ご自宅へ届きます。

時期 4月から6月まで（要予約）
問合せ いなか道の駅やしまや
電話 0224 - 75 - 2111

丸森のイベント
たけのこ・山菜まつり

自然薯
11月〜 3月

たけのこやこごみ・たらの芽・わらびなど
春の味わい販売します。

清滝ぶどうまつり

甘い「清滝ぶどう」を販売します。
（ 品種
名：シャインマスカット、藤稔、その他）

新米まつり

丸森自慢の新米を販売します。

大収穫祭

トマト
7月〜8月

3

時期 11月中旬
問合せ 丸森町観光案内所
電話 0224 - 72 - 6663

ぶどう

掘りたて採りたてで、丸森産の自然薯を
特別価格で販売します。

9月〜10月

イベントの詳細や日程は
観光案内所のwebを確認
※都合により内容を変更する場合があります。

へそ大根づくりボランティア
冬の寒さと天日で大根の旨みを凝縮する伝統の
保存食。地域の方々と一緒にへそ大根づくりの
お手伝いができます。へそ大根作りを通して、
筆甫地区の豊かな自然と伝統の食文化に触れて
みてください!

時期 1月
問合せ 筆甫まちづくりセンター
電話 0224 - 76 - 2111
4

1

3

町の中心から国道349号線を西へ12km、ミニ道の駅がコンセプト
の当店。2階が干柿の干場、隣は手入れされたタケノコ畑。親子三代
の家族経営です。広い駐車場に、直売所・トイレ・無料休憩所と軽食
ができるウッドデッキを備えています。店主
が4種類のタケノコを育て、干柿を作り、両
方の本当の美味しさをお客様に伝えるのが当
店のミッションです。時期にはタケノコランチ
も好評です。
いなかの空気と時間を感じにおいでください。

丸森町中心部、齋理屋敷向かいにある「八雄館」。店内に入る
と四季折々の野菜や果物、工芸品が所狭しと並んでおり圧巻
です。農家さんが丹精こめて作った、こだわりの野菜はリピー

ターがつくほど人気です。また地元生産者が作る梅干、味噌、
漬物などの加工品は素材の良さが活きて、味わい豊かな商品
となっています。そして八雄館の魅力の一つにもなっている
のが工芸品の数々。ぶどう蔓のバッグや財布、わら細工、丸
森の職人の技が光ります。

住所 丸森町耕野字沼62 -1

住所 丸森町字町東69

営業時間 8：00 〜18：00

営業時間 9：00 〜17：00

定休日 水曜不定休（月2〜3日）
電話 0224 -75 - 2111

FAX 0224 -75 - 2569

季節ごとに
楽しめますよ

に
魅力あふれる丸森
ませ
い
さ
下
け
どうぞおでか

定休日 年末年始
web

電話・FAX 0224 - 72 - 3188

Facebook

2

観光案内所

4
こでも飲んで
うぞお茶っ
ど
がいん
ゆーっくりして

あぶくま川の川の音や風を目の前に感じられるデッキが好評です。地域の方、

私たちの直売所は女性だけの生産者で運営しているアット

の秘伝のレシピを教えてもらえるかも?! お店で知り合ってお友達になり、一緒

ばつぐん。お陰様で毎週行列ができています。加工品の種

お客様とのお茶飲みの場、交流の場でもあります。運が良いと地元のお母さん

ホームなお店です。営業日は土日週末のみなので、鮮度

に買い物に来る . . . そんな出会いも。春には種類豊富な山菜が並び、夏には桃、

類が豊富で美味しく選ぶのが楽しいと好評です。レジも生産者

冬には当店自慢のあんぽ柿など季節の味

のお母さんがお店に出ておりますので、野菜のことはおまかせください! 料理

わいがここにはあります。天日干しの米

はもちろんのこと、欲しい商品の問い合せまでメンバーと共有しながら、で

やもち米、そして杵つき餅など、丁寧に

きる限りお客様のニーズに応えられるよう努力しております。

暮らす里山の魅力が満載です。

住所 丸森町字大古町北27

住所 丸森町耕野字沼77 - 8

（4月 -10月）8：30〜16：00
（11月- 3月）9：00〜15：00
定休日 平日、祝日
営業時間

営業時間 9：00 〜14：00

定休日 木曜日（1月は月・水・金のみ営業）
電話・FAX 0224 -75 - 3175
5

Twitter

Facebook

観光案内所

お漬物や
手作りコンニャクも
おすすめですよ

電話・FAX 0224 - 78 -1840（代表宅）

6

5

7
贈り物や遠方の方に便利な
宅配便や通販もあります

福島県の新地ICに近く、広い駐車場と広い店舗を持つ道の駅

丸森町の南端部の筆甫（ひっぽ）地区にある、地域のお店

のような直売所です。タケノコや山菜、120cm超えの立派な

「ひっぽのお店ふでいち」。地域住民そしてひっぽを応援

軽に食べられるうどんやホットサンド、おにぎりなどもあり

た。筆甫のお宝「ひっぽのへそ大根」やごんぼっぱの凍

自然薯など各季節の新鮮野菜や加工品を販売しています。手

する多くの方のご支援で平成30年5月にオープンしまし

ますよ! また、えごま商品が当店の自慢。えごま油にえごま

み餅、新鮮な山菜や野菜を取り揃えて皆様のご来

ドレッシング、プチプチ食感が楽しいえごまシュークリーム、
商品」が豊富にそろっています。

住所 丸森町大内字町西7
営業時間 9：00 〜16：00

Facebook

定休日 年末年始

電話・FAX 0224 - 79 - 3151

店をお待ちしています。農産物直売だけでなく、お

酒やタバコ、日用品も取りそろえる小さな商店では、

きな すよ
こんなに大
ま
自然薯もあり

えごま食パンといった「えごま

美味しいコーヒーやスムージーも味わえます!

住所 丸森町筆甫字平舘82 -1

（平日）10：00 〜18：00
営業時間
（土・日・祝）
10：00 〜16：00
定休日 水曜日 電話・FAX 0224 - 51- 8969

web

6

online-shop

Facebook

8
家庭的なご飯を
食べるならここですよ

毎年3月〜12月までの土日祝祭日営業。なので新鮮抜群‼ 安心

食事処蔵っこは女性2人で切り盛りする、アットホームな

梅干や味噌漬けなど。その他、おはぎ、おにぎり、お惣菜も人

いと評判です。大きなおにぎりと、カレーうどんがおす

安全、嬉しい価格にて開催しています。加工品には昔ながらの

お店です。煮物や地元のお米を炊いたご飯が大変美味し

気です。隣の不動尊公園にて、のんびり森林浴はいかがですか?

すめです。そして、令和3年1月よりお客様の健康を守る

そして「不動」と言ったら「ぶどう」。秋のシーズンには、

ためにハーブティーを利用して食事を提供しております。

ぶどうを買い求めに大勢のお客様にお越しいただいて

家庭的な雰囲気で心と体をリラックス。健康的な身体づ

おります。生産者とお客様を繋ぐ直売所。鮮度の違いを

くりを目指します。

ぜひ味わってください。

また、作れる範囲でお客さんの注文にも対応い

たしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

住所 丸森町字上滝西35 - 5

住所 丸森町小斎字御手作32 -1

営業時間 8：30 〜14：00

営業時間 10：00 〜14：00

定休日 平日、1月〜2月
電話 0224 - 73 -1150

（クラインガルテン管理棟内）

7

定休日 木曜日 ※農繁期臨時休業あり
観光案内所

電話 090 - 9744 -1221

観光案内所

8

11

9

NEW OPEN!

12時~18時は
カフェ
猫のカタチをしたメニューの数々「猫神様ピザ」「肉球ハン

丸森町中心商店街の空き店舗をリノベーションし、世代や所属を

カリー」など、猫好きならどれにしようか迷ってしまいます。

オープンしました。店舗には①地域の人が立ち寄れるカフェ

バーグのせナポリタン」「猫パンホットサンド」「黒猫神様

超えてたくさんの人が楽しく集える場を目指し、2020年7月に

コーヒーはブレンドコーヒーとモカ、キリマンジャロなど、

②子どもたちの居場所③地域の人が繋がる社交場という３つの

自家焙煎で「阿武隈川」「大張沢尻棚田」など丸森の名所や

機能を持たせ、時間帯によって形態を変えながら営業してい

関わる物をイメージした名前が付けられ、20種類あります。

ます。メニューには、顔の見える生産者さんの丸森産の旬の

ホームメイドの焼菓子はこちらも猫神様がモチーフ。クッ

食材を積極的に使い、季節ごとの限定メニューも用意してい

キー、パウンドケーキ、スコーンなど。イートイン、テイ
クアウト可能です。

ます。ぜひ気軽にお立ち寄りください。

住所 宮城県伊具郡丸森町字町東66

カワヲです

住所 丸森町舘矢間山田字小原瀬西12 -1
営業時間 10：00〜16：00

Facebook

定休日 月曜日、火曜日

電話 0224 - 51- 9195

19時~22時は
スナック

online-shop

（ランチ＆カフェ）
12：00〜15：00
営業時間（放課後フリースペース）
16：00〜18：00
（ソーシャルスナック）
19：00〜22：00
日〜火曜日 電話 0224-86-3824
定休日
木曜日夜

12

10

Instagram

Facebook

NEW OPEN!

多くのお客様にご好評頂いているペルシッカのランチプ
レートにはキッシュ、サラダ、ミニローストポーク、野

いきいき交流センター大内の隣にある当店は、丸森町

菜のつけ合わせ、メインの主食は、トマトソースパスタ

の果物や野菜をメインに使ったフルーツサンドやス

又はカレーからお選び頂けます。大人のお子様ランチの

イーツ、惣菜が人気のお店です。隣の直売所と連携し、

ような心躍る一品です!

朝採れの新鮮野菜を加工しています。食材自体が持つ味

入口入ってすぐの薪ストーブ、冬には外の寒さも忘れて

や香りを生かし、味付けはシンプルに。丸森野菜たっ

しまうほど遠赤外線効果で体の芯から温まります。北欧

ぷりのお弁当も大人気 ! 丸森果実を使ったフルーツ

を感じさせる木のぬくもりあふれる店内は、森林浴の
効果もあり思わず深呼吸したくなります。

住所 丸森町字鳥屋44 -1

そんな空間でホッと
一息してみては
いかがでしょうか

営業時間 8：00 〜19：00

9

やかで、ちょっとした手土産としてもオススメです。

住所 宮城県伊具郡丸森町大内字町西7
営業時間 11：00 〜16：00

定休日 日曜日

電話 0224 - 51- 8677

サンド、丸森野菜を使った瓶詰ピクルスは、目にも鮮

Instagram

定休日 月曜日 ※祝祭日の場合は営業
Facebook

電話 0224-87-8434

Facebook

10

筆甫への迂回路
令和元年の台風19号被害により、通行で
きない道路があります。
筆甫地区（ふでいち）までは地図を参考に、
迂回路をご利用ください。

伊具高校
4駆村

〈迂回路〉

通行止め

（R3.4.1現在）

1. 町内から看板に従って Y字路を右折
2. しばらく道なりに進む
3. 看板に従って左折

4. 太めの道路で看板にしたがって右折
通行止め

右折・左折箇所には

（R3.4.1現在）

ふでいち

この看板があります

6

丸森のおいしいものを、

お取りよせできます!

丸森町の野菜・特産品を配送でも承っています。
配送専用箱もご用意しておりますので、大切な方への
贈り物にも是非ご利用ください !
電話

FAX

オンライン
ショップ

5p いなか道の駅やしまや
5p あがらいん伊達屋
6p 丸森物産いちば 八雄館
6p JA女性部ふれあい農園直売所
7p いきいき交流センター大内
8p ひっぽのお店ふでいち
9p CawaCaffeʼ（カワカフェ）

発行：丸森町農業創造センター

〒981- 2192 宮城県伊具郡丸森町字鳥屋120
TEL：0224 -72 - 3028／ FAX：0224 -72 - 3041
2021年9月 第二版発行

web

「配送用おしゃれ箱」
ありますよー!

