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高根沢町のランドマーク

「行行きたくななる場る場場所、所、所、所、、こここここここ にしにしにしかなかなかない空い空い空空間」間」間」
ををコンセププトトトトにに、に、に、に、グラグラグラグ ンピンピンンピングングング施設施設設施設施設を備を備を備ええええ
たた道の駅の駅駅駅駅ととしとしとして2て2て202022020年0年0年年年4月4月4月にリにリにリにに ニュニュニューアーアーア
ルルオーープープーププー ンしンしンしましましましまま た。た。た グルグルルメ、メ、メ 温泉温泉温泉、体、体、体体
験験なななななどどど、ど、ど、子ど子ど子どもかもかもも ら大ら大ら大人ま人ま人ま人 で1で1で1日中日中日中楽し楽し楽しめめめ
るるスススポッポッポットにトにトにト なっなっなっていていていいいいますますます。。

高根沢町
栃木県のほぼ中央に位置し、県都・宇都
宮に隣接する高根沢町。美しい風景と豊
かな自然が魅力であることはもちろん、皇
室の台所「宮内庁御料牧場」に象徴され
るように、おいしくて安全安心な農産物が
たくさん生産されています。町の地域振興
の核となる「道の駅たかねざわ 元気あっぷ
むら」や家族で楽しめる「鬼怒グリーンパー
ク」など人気スポットも点在しています。

101010:00:000～ 21～ 21～ 21:00:0000: （本館（本館（本館）※店）※店）※店舗によ舗によによ舗により異なり異な異なるるる
公式公式公式公 HP内HP内HP内P内P内の休館のの休館のの休館カレンカレンカレンダーにダーにダーに準ずる準ずる準ずる
02020228-8-68-68-676-76-112112126　66 塩谷塩谷塩谷塩谷塩谷郡高根郡高根郡高根高 沢町大沢町大沢町 字上柏字上柏柏上柏字上 崎58崎558崎5888-18-18-18-1
入館入館入館入館入館無料　無料無料無料　料 東北北北東北自動車自自自動車自動車道「宇道「宇道「宇道「宇宇都宮I都宮I都都都 C」かC」かC」から約ら約3らら約3ら約3ら 000分0分

地元地元地元元地地 産の産の産の産のおいおいおいおいいししいしいしいしいしい野菜野菜野菜野菜野菜や果や果や果果物の物の物の物のののほかほほほかほか、「、「「、「「ここここ
こにこにこにこにこににしかしかしかしかかかかないないないないないいちいちいちちば」ば」ばば の名の名のの のとのとととおりおりおりり、ち、ち、ちょょっょっょっっ
と珍と珍と珍と珍と珍と珍しいしいしいしい野菜野菜野菜菜菜や商や商や商品も品も品も取り取り取り揃え揃え揃えええる直る直直る直る直売所売売所所所売所。
ほかほかほかほかの道の道の道のの道の駅のの駅の駅の駅ではではは手に手に手に入ら入ら入ららないないなな 商品商品商品もももも多
く、く、く、く、く お土お土お土産を産を産を買う買う買うにもにもにもぴっぴっぴったりたたりりた なスなスな ポポポポットく
ですですすす。。

手ぶ手ぶ手ぶらでらでらででら 訪れ訪れ訪れ訪れ訪れてもてもてもてもてもても、豪、豪、豪豪豪、 華な華な華なキャキャキャキ 楽楽ななキャキャキャキャンプンプンプン を楽を楽を楽を楽楽
しめしめしめるグるグるググランランラランンンピピピピンピンング施グ施グ施グ施グ 設設設グ施施施設。設。設。設設設 アメアメアメメリカリカリカカンスンスンススンスタタタタタタタタタタタタタタタタタタタ
イルイルイルの本の本の本の本格的格的格的格的なバなバななババババババーベーベベベーベベキュキュキュキュキュキューでーでーでーでーー こだこだこだこだだこだわりわりわりわりわり
の地の地の地地地地元産元産元産元産元 の素の素の素の素材を材を材を材ををををを味わ味わ味わ味わ味わ味わわわわわ味わわい、い、い、い、秘密秘密秘密秘密密秘秘秘秘秘秘秘 基地基地基地基地基地基地地ののののののの
ようようようようよううなトなトなトななトレーレーレーレ ラーララーラーラ ハハハハハハウハウハウハウスでスでスでスでスでスでスでスでスでスでススでで宿泊宿泊宿泊宿泊宿泊宿泊宿泊宿泊宿泊宿泊宿泊宿泊。非。非。非非非非非日常日常日常常常日常日
な1なな1なな11日を日ををを日を過ご過ご過ご過ごごしてしてしてししてみまみまみまみましししししょしょしょしょしょう。う。う。う。う

【農産物直売所「ここにしかないいちば」】【グランピング】

本館本館本館

高高根沢ジェラート

08 共済だより 2022.11 No.343



スープあり？なし？ どちらも食べたい！

鬼鬼鬼鬼鬼鬼鬼鬼
きぬぐりきぬぐりきぬぐりきぬぐぐぐ ーんぱーーんぱーーんぱーぱ くくく

怒怒怒怒怒グググググリリリーーーンンンパパパーーーククク

大大大大
おおもりおおもりおおもりかじゅえかじかじゅえじゅえんんん

森森森森果果果果果樹樹樹樹園園園園園

TTTT
くりえいくりえいりえいえいたーず たーず たーずたーずでぱーとでぱーとでぱーとでぱーで めんとめんとめんとめんと

HHHHEEEE CCCCCRRRREEEEEAAAAATTTTOOOORRRRSSSS DDDDEEEEPPPPEEEEPPPPPAAAAAAAARRRRRRRTTTMMMMMEENNTTTTTTT

高高高
たかねざたかねざざかね わまちれわまちれわまちれきしみんきしみんしみんぞくしぞくしりくしりょうかんょうかんょうかん

根根根根沢沢沢沢町町町町町歴歴歴歴史史史民民民俗俗俗資資資資資資資料料料料料料料料館館館館館館

水辺でおもいっきり遊ぼう！

心を込めて作られた、こだわりの果実

個性派店舗がズラリと並ぶ

町の歴史について学ぼう

「水「水「水とのとのののとの出会出会出会出会出 い」い」い」い」をテをテをテーマーマーマにしにしにした公た公た公園に園に園に園には、は、は、は、は、ボボーボボ トははは ボボート
やロやロやローラーラーラララースースースケーケーケーート、ト、ト、ト、水遊水遊水遊び広び広び広場な場な場など魅ど魅ど魅力的力的力的力的的力 ななアなな
クテクテクティビィビィビィ テティティテテ がいがいがいっぱっぱっぱぱい。い。い。い なかなかなかでもでもでも水上水上水上アスアスアスアスレチレチチレ ッ
クはクはクはクはク 子ど子ど子ど子どど子 もたもたたももたちにちちにちに大人大人大人大人気で気で気で気で気 す。す。す。ローローロープにプにプににつかつかつかままっままっって
飛び飛び飛び移っ移っ移ったりたりたりたりた 、丸、丸丸、丸太太の太の太の上を上を上ををを落落ち落ち落ち落 ないないないようようよううに渡に渡に渡に ったったたったっ り、
ドキドキドキドキドキドキドキ感満感満感満満満満載！載！載載！濡れ濡れ濡れ濡れてもてもてもて いいいいいいいいいようようようように着に着に着に 替え替え替えを持を持を持持を持っ
ていていていくのくのくのがおがおがおおすすすすすすすすす めでめでめめでです。す。す。す。

エコエコエコファファファファーマーマーマー ーにーにーに認定認定認定認定されされていている果る果果る 樹園樹園樹園。
自然自然自然自 豊か豊か豊かかかな広な広な広大な大な大な敷地敷地敷地で、で、で、有機有機有 肥料肥料料を与を与を与をを
ええなえなえなえ がらがらがら低低農低農低農薬で薬で薬で薬でリンリンリンゴやゴやゴやブルブルルーベーベー リーリー、
イチチチチゴなゴなゴななどをどをどを栽培栽培栽培栽培培してしてしてしていまいまいます。す。す。101010月中月中月 旬か旬か旬かかか
ら1ら 1月月月月下旬下旬下旬旬にはにはにはにはリンリンリンリンゴ狩ゴ狩ゴ狩ゴゴ りをりをりを楽し楽し楽し楽ししむこむこむこむこむことがとががとがと
できできますすすす。や。や。や。やさしさしさしさしい味い味い味わいわいわいわいの手の手の手の 作り作り作りジャジャジャジャムムムム
や果や果汁1汁100000%の%の%の% リンリンリンンゴジゴジゴジゴジューューュースもスもスもお土お土お土産に産に産にいかいかいかがでがでがでしょしょしょょう。う。う。う。

「高「高「高高根沢根沢根沢根沢沢町で町で町で町で創業創業創業業業したしたしたしたい」い」い」い」い といといといという人う人う人人う人に人人人人人人に向に向に向に向に向に向に けけけけてけててててて、
小さ小さ小さ小さなロなロなロなログハグハグハグハグ ウスウスウスウスウ の店の店の店の店の 舗を舗を舗を舗を最大最大最大最大2年2年2年年間貸間貸間貸間貸しし し貸貸貸貸し出しし出し出し出出し しし
ていていていている創る創る創る創業支業支業支業支支支援施援施援施援施援施設。設。設。設設 駅前駅前駅前駅前駅 に人に人に人に人に が集が集が集が集が まるまるまるまるスポスポスポポポスポポスポッッッッッポポポポ
トとトとトとトとト してしてしてしてし 注目注目注目注目注 されされされされていていていていていますますますますます。現。現。現。現現在は在は在は在は、筆、筆、筆、筆筆文字文字文字文字文 アーアーアーアーアーーアア
トのトのトのトトのの講座講座講座講座講座・販・販・販販売を売を売を売を売 行う行う行う行う行 店舗店舗店舗店舗店 などなどなどなどが営が営が営が営営業し業し業し業していていていていいていていい
ますますますますす。。。

高根高根高根沢町沢町沢町沢 の貴の貴の貴貴重な重な重なな歴史歴史歴史史資料資料資料資 を保を保を保保存・存・存存・存・存存・存・・存存存 公公公公公公公
開し開し開していていている資るる資る資料館料館料館料館料館。。明。明明明治時治時治時時治時代の代の代の豪農豪農農豪農農ののののののの
屋敷屋敷屋敷屋屋屋敷をモををモモを デルデルデルルルにしにしにしににしにに た「た「た「蔵」蔵」蔵」「長「長「長屋門屋門屋門門門門門」「」「」「」「本屋本屋本屋本屋」」」
の3のの3の33棟の棟の棟の棟 建物建物建物建 からからからららららは、は、はは、は 農家農家家農家農 住宅住宅住宅住 の様の様の様の様相を相を相を
うかうかうかうかがうがうがうがうが ことことことがでがでができまきまきまきます。す。す。高根高根根根沢町沢町沢町にゆにゆにゆ
かかりかりかりかりのあのあのあのあある芸る芸る芸術家術家術家術術 の作の作作の作品も品も品もも品 展示展示展示展 されされされていていてい
るほほほほか、か、か、か 1年1年年年を通を通を通を通を通じてじてて多彩多彩多彩多 な企企な企画展画展画展画展や展や展や展
示会を実を実を実実施し施し施施 ていていていいますますますます。。

9:00～ 17:7:00000 不定不不定不定不 休　休休　 0202028-68-68-6676-76-76-19719719719 6　6　 塩谷塩谷塩谷郡高根郡高根郡高根高根沢町大沢町大沢町大沢 字下字下字下柏下柏字 崎29崎2929 1-1
りんご狩り体験：：：一人5人一人一人5一人500円000 ～ 60～ 6～ 606 0円（0円（3～ 43～ 4ヶもぎヶもぎり取りり取り）））
 北関東自動車道「宇都宮上三川IC」から約40分北関東自動車道「宇都宮上三川上三川IC」IC」かからから約40分分分

4月4月4月～9月～9月～9月8:08:08:00～ 10～ 10～ 8:08:08:00／ 10／ 10／ 0月～月～月 3月83月8月 :00:000 ～～17～17～ 17:30:30:30※各※各※各施設に施設設に施設に施設により最より最より最より最終受付終受付終受付終受付受 時間が時間が時間が間 異なる異なる異なる
年末年末末年年 年始　年始年始　 0202028-68-68-675-75-75-1901901 9（管9（管理事務理事務理事務所）所）所） 塩谷塩塩谷塩谷塩谷郡高根根郡高根郡高根郡 沢町大沢沢沢町大沢町大町大字宝積字宝字宝積宝積宝積寺86寺86寺86寺8寺 -1-1-1
入園入園入園入園入入 無料（無料（無料（各施設各施設各施設の利用の利用の利用は有料は有料は有料）） 北関北関北関関東自動東自動東自動東自 車道「車道車道「車道「車道車道 宇都宇都宮宇都宮宇都宮都宮宇都 上三川上三川上三川川川IC」IC」IC」C から約から約から約約30分30分0分0

1010100:00:00:00～ 18～ 18～ 18:00:000（移住（移住（移住（移移 ・定住・定・定住定住定住定住住・創業・創業・創業創業・創創 センタセンタセンタセンタンター）※ー）※ー）※）※ー）※各店舗各店舗各店舗各店舗によりによりによりによりり異なる異なる異なる異な 水曜水曜水曜、年末、年末年末年始（年始（（（移住・移住・移住・移住・移 定住・定住・定住・定住 創業創業創業業業
センタセンタセンター）※ー）※）※※各店舗各店舗各店舗舗によりによりりり異なる異異なる異なる異なるなる異なる　　 0202028-68-68-6-612-12-12-2-2 57757755775771（移1（移1（移（ 住・定住・定住・定住・定住・創住住・創住・創創業支援業支援業業支援センタセンター）ー）
塩谷塩谷塩谷谷郡高根郡高根郡高根高 沢町大沢町大沢町大大字宝積字宝積字宝積字宝積積寺23寺23寺2寺23寺23寺2寺2 84-84-884-84-4-884 3131313 JRJRJRRJR東北本東北本東北本東北本東北北本線で「線で「線で「線で 宝積寺宝積寺宝宝 寺」下車」下車」下車、徒歩、徒歩歩徒歩約1分約1分約

9:00～ 17:00 月曜月曜月曜月曜（祝日（祝日（祝日（祝日を除くを除くを除くを除くを除 ）、祝）、祝祝）、祝日の翌日の翌日の翌日の翌日日日日 始始（始（始（始（始（12月12月12月12月12月22228日～1月4日）日（土日（土日（土（土・日・・日・・日・・日・祝日を祝日を祝日を日を祝日 除く除く）除く）除く）除く）、年末、年末年末年末年、年末年 年始年始年始年始年始年始
028-675-7117　  塩谷郡高根沢町大大字石末字石末字石末末182182182182555　55　 無無料無料無 　 宇都宮IC」から約40分東北自動車動車動車動車動車動動車道「宇

高根高根高根高根高根高根高根高根高根高根高根高高根高根根高根高高高根沢町沢町沢町沢町沢町沢沢町沢町沢町沢町沢沢町沢町沢 と長と長と長と長と長と長と長と長と長と長と長と長とと長と長長崎県崎県崎県崎県崎県崎県崎県崎県崎崎県崎県崎県崎県崎崎崎崎崎県崎県県雲仙雲仙雲仙雲仙雲仙雲仙雲仙雲仙雲仙雲仙雲仙雲仙仙仙雲仙仙仙市が市が市が市が市が市が市が市が市が市が市が市が市がが市ががが市がががが市ががががが市ががが2020202020020202022 12121212121212112122222年年年年年年年年年年年年年年年年年
2月2月2月2月2月2月2月22月2月月2月2月2月月月2月に「に「に「に「に「に「に「ににに「に「に「にに 災害災害災害災害災害災害災害災害災害災害災害災災災害災害害災害害害時に時に時に時時に時に時に時に時に時に時に時にに時にににおけおけおけおけおけおけおけおけおおけおけおおけおけおおけおおおおおおお る相る相る相る相る相る相る相る相る相相相る相相相互応互応互応互応互応互応互応互応互応互応応互応互応応互互応互 援協援協援協援協援協援協援協援協援協援協援協援協協協援協援協援協援協協協協協協協援
定」定」定」定」定」定」定」定」定」定」定」定」定」定」を結を結を結を結を結を結を結を結を結を結を結を結を結を結を結を結を結んだんだんだんだんだんんだんだんだんだんだんだんだんだんんだだだんだんんんだんだだんだだことことことことことことことことことことこことこことここことここことこことことこここことこここここここここ をきをきをきをきをきをきをきをきをきををきをきをきをききをきををきをきをををををきをを っかっかっかっかっかっかっかっかっかっかっかっかっかっかけにけにけにけにけにけにけにけにけにけにけにけににけけけけけに開発開発開発開発開発開発発開発開発開発開発発開開開開開開発
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