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　今年の４月から私たち「たかはらの森管理グループ」が、山の駅たかは
らの指定管理者となりました。私たちは、県民の森の管理も任されていま
すので、それぞれの施設の持ち味をうまく生かして連携することで、高原
山全体の観光を盛り上げていきたいですね。山全体の観光を盛り上げていきたいですね。
　山の駅周辺には、山登り・ハイキング・サイクリングなど、一日中遊べる
コンテンツが充実しています。また山の駅としてもレストランに新メニュー
を取り入れるなどリニューアルしました。を取り入れるなどリニューアルしました。
　これからは、キャンプ場の開設や新名物の開発などさらに新しいことにも
挑戦し、矢板といえば「山の駅たかはら」と言われるよう成長していきいと
思います。思います。
　ぜひ遊びに来ていただき、ご家族でここを起点に休日を満喫してもらえた
らうれしいです。お待ちしています！らうれしいです。お待ちしています！

白石さんへインタビュー白石さんへインタビュー
　「山の駅たかはら」への想いを話してもらいました！

今こそ、山の駅 たかはらへ。
ここを起点起点に、家族で満喫！

““特集特集””

リニューアルリニューアル
オープン！オープン！
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ープ」が、山の駅たかは
森の管理も任されていまの管理も任されてい森の管理も任されていま
て連携することで、高原て連携することで、高原

ングなど、一日中遊べるングなど、一日中遊べる
レストランに新メニューレストランに新メニュー

などさらに新しいことにも
れるよう成長していきいとれるよう成長していきいと

休日を満喫してもらえたたたた休日を満喫してもらえた

てもらいました！てもらいました！

山の駅たかはら指定管理者山の駅たかはら指定管理者
（たかはらの森管理グループ）（たかはらの森管理グループ）
白石  盛人さん白石  盛人さん

　コロナ禍で、なかなか遠くに出掛けることができない今だからこそ、身近なところで家　コロナ禍で、なかなか遠くに出掛けることができない今だからこそ、身近なところで家
族で楽しんでもらえるよう今号では、リニューアルした「山の駅たかはら」にスポットを族で楽しんでもらえるよう今号では、リニューアルした「山の駅たかはら」にスポットを
あてた楽しみ方をご紹介します。あてた楽しみ方をご紹介します。
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山の駅みやげ

あっぷるカツカレーあっぷるカツカレー
1,200 円／地元矢板高校と連携して1,200 円／地元矢板高校と連携して
考案した、甘さの中に辛さが光る絶妙考案した、甘さの中に辛さが光る絶妙
な味。りんごたっぷりのやみつきカな味。りんごたっぷりのやみつきカ
レーです！ヤシオポークのカツもセッレーです！ヤシオポークのカツもセッ
トでボリューム満点。トでボリューム満点。

おしらじラムネおしらじラムネ
220 円／クリアブルーの220 円／クリアブルーの
きれいな色は、まさに幻のきれいな色は、まさに幻の
滝と称される「おしらじの滝と称される「おしらじの
滝」そのもの。一瞬で爽快滝」そのもの。一瞬で爽快
になれるスッキリした飲みになれるスッキリした飲み
ごたえをぜひ！ごたえをぜひ！

ヤシオポークソテー定食ヤシオポークソテー定食
1,200 円／ブランド豚ヤシオポーク1,200 円／ブランド豚ヤシオポーク
の肉厚でジューシーなポークソテーをの肉厚でジューシーなポークソテーを
ぜひご堪能ください！ぜひご堪能ください！

矢板のりんご＋ヤシオポークのカツ＋カレ―矢板のりんご＋ヤシオポークのカツ＋カレ―
＝あっぷる““カツ””カレーカレー

ホットサンド＆コーヒーホットサンド＆コーヒー
500円／こんがり焼き上ったホットサ500円／こんがり焼き上ったホットサ
ンドは香ばしくサクッとした食感に。ンドは香ばしくサクッとした食感に。
山の駅オリジナルブレンドコーヒーが山の駅オリジナルブレンドコーヒーが
セットで、テイクアウトに最適！セットで、テイクアウトに最適！

TAKE OUTTAKE OUT

New Arrival

した！した！

天ざる生そば天ざる生そば
1,200 円／市内の農家で栽培された1,200 円／市内の農家で栽培された
玄そばを 100％使用。地元野菜を使玄そばを 100％使用。地元野菜を使
用した天ぷらと一緒に、生そばならで用した天ぷらと一緒に、生そばならで
はのコシと香りを楽しんでください！はのコシと香りを楽しんでください！

山の麺山の麺

人気ナンバー１人気ナンバー１

あああああああああああ ぷぷぷぷぷぷぷぷぷぷぷるるるるるるるるるるるああああ ぷる

地元産に地元産に
こだわったこだわった

イマドキイマドキ♪♪
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美しい大自然に囲まれた「山の駅たか美しい大自然に囲まれた「山の駅たか

はら」。ここでは、地元矢板の食材を使っはら」。ここでは、地元矢板の食材を使っ
た料理を楽しむことができます。た料理を楽しむことができます。
　レストランにはウッドデッキが併設され　レストランにはウッドデッキが併設され
ているほか、外にはベンチテーブルもあり、ているほか、外にはベンチテーブルもあり、
天気の良い日は清々しい高原を満喫しな天気の良い日は清々しい高原を満喫しな
がら食事をすることができます。がら食事をすることができます。
　家族で美味しい空気と一緒に山の駅グ　家族で美味しい空気と一緒に山の駅グ
ルメを味わってみてはいかがですか？ルメを味わってみてはいかがですか？

おしらじソフト

スイ～ツ☆スイ～ツ☆

月月月号号号号

おおおおおお
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山 ササイクリングイクリングぐるるっっとと
山山

【左から】【左から】
◆（一社）矢板市観光協会  理事／藤田  佳希さん　◆（一社）矢板市観光協会  理事／藤田  佳希さん　
◆山の駅たかはら指定管理者（たかはらの森管理グループ）／白石  盛人さん◆山の駅たかはら指定管理者（たかはらの森管理グループ）／白石  盛人さん
◆レディオベリー矢板時間  パーソナリティ／くぼた  あやのさん◆レディオベリー矢板時間  パーソナリティ／くぼた  あやのさん

【レンタサイクル料金】【レンタサイクル料金】

◆マウンテンバイク◆マウンテンバイク
　2,000 円／日

◆電動アシスト付クロスバイク◆電動アシスト付クロスバイク
　3,000 円／日　3,000 円／日

◆子ども用自転車
　1,500 円／日

360度の絶景
パノラマ！

矢板のりんご＋ヤシオポークのカツ＋カレ―
＝あっぷる“カツ”カレー

周辺MAP
山の駅にはゆっく

りできる休憩コー
ナーもあります。
　Wi-Fi使えますよ！

山の駅たかはら山の駅たかはら
施設長　田代  武彦さん　施設長　田代  武彦さん　

山の山の に ゆゆゆゆっくっく山の駅にはゆっく
りりりででできるきるるる休休休 コーーコーりできる休憩コー
ナナナーもあもあも りりり す。ナーもあります。

！！WWWW -FF 使使ええますますますすよよ！よWi-Fi使えますよ！

12：00～ 76.4FM12：00～ 76.4FM

　矢板市観光協会は、山の駅で「レンタサイクル」を矢板市観光協会は、山の駅で「レンタサイクル」を
始めました。山の駅を起点に「大間々」や「おしらじ始めました。山の駅を起点に「大間々」や「おしらじ
の滝」など、周辺の観光スポットまでサイクリングをの滝」など、周辺の観光スポットまでサイクリングを
楽しんでみてはいかがですか？楽しんでみてはいかがですか？
　今回、毎週土曜日お昼 12時から、矢板の旬な情報　今回、毎週土曜日お昼 12時から、矢板の旬な情報
をお届けするラジオ番組「矢板時間」とコラボレーショをお届けするラジオ番組「矢板時間」とコラボレーショ
ンして、実際にレンタサイクルを体験してみました！ンして、実際にレンタサイクルを体験してみました！

　木々の合間をぬって日が差し込む午前中、蒼く輝く滝つぼ木々の合間をぬって日が差し込む午前中、蒼く輝く滝つぼ
が姿を現します。普段はあまり流れていませんが、雨上がりが姿を現します。普段はあまり流れていませんが、雨上がり
の翌日など条件が重なると、白糸を引いたまぼろしの滝に出の翌日など条件が重なると、白糸を引いたまぼろしの滝に出
会えるかも！会えるかも！

　　令令令和令和令和令和 3年3年年33 6 月6月6月月月

／／日／日
自転車車転車転自転車
／／／／日日／日

子ども用も子ども用も
あります♪あります♪

　ツツジの群生地として有名な　ツツジの群生地として有名な
大間々。展望台から見える景色大間々。展望台から見える景色
は絶景です！街灯がなく、夜はは絶景です！街灯がなく、夜は
満点の星空を見ることもできます。満点の星空を見ることもできます。

おしらじのおしらじの滝滝
山の駅発　　　で 55分分

にはゆっくっくっにはゆっく

ハイキング初心者ハイキング初心者
でもOK！でもOK！

3636360 度0度のの360度の
パノパパノノノラマラマママパノラマ

大大間々間々
山の駅発　　　で 3030分分でで

の絶絶絶ののの 景景景の絶景
ママ！！！マ！

夜空に映る天の川夜空に映る天の川

P

P

P

P

矢板時間矢板時間
HPはこちらHPはこちら
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咆咆
ホウコウヘキレキホウコウヘキレキ

哮霹靂哮霹靂のの滝滝

とっておきの

準備OK。

アウトドアスタイルアウトドアスタイル＆＆注意点注意点

靴靴／散策路は未舗装なので、トレッキングシューズで。

帽子帽子／紫外線や防寒対策のために帽子／紫外線や防寒対策のために帽子
を着用しましょう。を着用しましょう。

服装服装／虫刺されやケガの予防に、長袖・／虫刺されやケガの予防に、長袖・
長ズボンを着用。防水素材なら雨天長ズボンを着用。防水素材なら雨天
時でも安心です。時でも安心です。

山の天気は変わりやすい！山の天気は変わりやすい！
　天気が急変したら予定を変更して下山しましょう。
熊との遭遇回避に！熊との遭遇回避に！
　鈴やラジオで音を出し、熊に人の存在を知らせましょう。

OK。OK。

で。で。

。

。

Yasushi さんYasushi さん

滝滝
め
ぐ
り
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ッ
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ン
グ
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ぐ
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ッ
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グ

りトレッキング！そのほかにも、見事りトレッキング！そのほかにも、見事
な眺望が楽しめるハイキング、秋の紅な眺望が楽しめるハイキング、秋の紅
葉狩り、冬のスノーシューなどアク葉狩り、冬のスノーシューなどアク
ティビティが盛りだくさん！ティビティが盛りだくさん！
　ぜひ、ご家族で大自然を満喫してく　ぜひ、ご家族で大自然を満喫してく
ださい！ださい！

とっておきのとっておきの

山の駅山の駅から　　　9090分分　　山の駅たかはら周辺は「おしらじの滝」の　山の駅たかはら周辺は「おしらじの滝」の
ほか、数多くの滝が見られるエリアです。ほか、数多くの滝が見られるエリアです。
　ここ山の駅を起点に遊歩道を歩いていくと、　ここ山の駅を起点に遊歩道を歩いていくと、
滝の音、川の流れる音などさまざまな自然の滝の音、川の流れる音などさまざまな自然の
水音に出会え、とても癒されます。水音に出会え、とても癒されます。
　蒸し暑い日が続く夏のお出かけ先にオスス　蒸し暑い日が続く夏のお出かけ先にオスス
メです！メです！
　自然に囲まれ、マイナスイオンたっぷりの　自然に囲まれ、マイナスイオンたっぷりの
滝はまさにパワースポット！リフレッシュし滝はまさにパワースポット！リフレッシュし
に滝めぐりしてみませんか？に滝めぐりしてみませんか？

雷雷
ライテイライテイ

霆霆のの滝滝

周辺MAP

山の駅山の駅から　　　60分分　

家家族で族で楽楽 しめる。しめる。 アウトドアを紹介‼

通行止

P

P

P P
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ミツモチミツモチ山山ハイキング

山山の駅アクティビティの駅アクティビティ

　ミツモチ山は、県民の森の最高峰（標高1,248ｍ）の
山です。新緑やツツジのほか、アカヤシオやシロヤシオの
花々がきれいに咲く春が一番のおすすめですが、山頂から
の眺めもすばらしく、年間を通じて楽しむことができます。
　やしおコース・青空コースがあり、それぞれ違った景
色を楽しめるのでぜひトライしてみてはいかがですか？

8ｍｍ）ｍ）ｍ）ののの8ｍ）の
ヤヤヤシシオのオのオオのオヤシオの
山山山 からからららら山頂から
できでできできますますますできます。
違違っったったっっ違った景
ででですすかすかか？？？ですか？

　山の駅たかはらでは、年間を通じて四季折々の自然に触
れることができるイベントを開催します。れることができるイベントを開催します。
　ご家族で参加して、楽しい思い出づくりしてみませんか？　ご家族で参加して、楽しい思い出づくりしてみませんか？

ススノーシュートレッキングノーシュートレッキング
2月予定2月予定

ツツリークライミングリークライミング
8月、9月、3月予定8月、9月、3月予定

シシャワークライミングャワークライミング
7月予定7月予定

やしおコースやしおコース▶▶

ののの自自然自然に触に触の自然に触

◀青空コース

頂頂上上付近からの絶景付近からの絶景

▲アカヤシオ

景色最高♪景色最高♪
ヤッホー～ヤッホー～

大間々大間々から　　　660分分　

令和 3年 6月号令和 3年 6月号 77

【山の駅たかはら】
◆電話番号：（43）1515
◆営業時間： 4～11月　 9：00～16：00
　　　　　 12～ 3月　10：00～15：00
◆定休日：水曜日

山の駅たかはら山の駅たかはら
HPはこちらHPはこちら

◀◀◀◀ コココーコースス青空コース

▲▲▲▲ア▲ア▲アカヤカカヤヤシ▲アカヤシ

紅葉狩り紅葉狩りハハイキングイキング
10月予定10月予定

家族で楽 しめる。 アアウトドアを紹介ウトドアを紹介‼‼

コースマッ
プは、

コースマッ
プは、

山の駅でＧ
ＥＴ！

山の駅でＧ
ＥＴ！
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