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潟上市へようこそ！
本誌をご覧いただき、ありがとうございます。
潟上市は県都秋田市に隣接する自然豊かな地で、
昭和・飯田川・天王の３地区で構成されています。
私たち潟上市商工会女性部はこの潟上市で、
それぞれ小さなお店を営んでいます。
パンフレットを片手に、心ゆくままに
“お店巡り・街歩き”を楽しんでみませんか？
潟上市の、そして小さなお店ならではの魅力を
感じていただけると嬉しいです♪
皆さまのお越しを心よりお待ちしております！
令和４年４月

潟上市商工会女性部一同
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大久保サイクル

●住所／潟上市昭和大久保字堤の上 91-94

株式会社
●電話／ 018-877-3252

オススメ
ブリヂストン自転車、HONDA・
SUZUKI のバイク、ストーブの修理

営業時間・定休日
●午前８時 30 分～午後７時
●定休日／不定休

昭和 20 年 10 月に父が開業し、２代目である私たち夫
婦が“あなたの町の自転車とバイクの店”として、お客さ
まとの出会いに感謝し 80 周年を目指して頑張っています。
通学用自転車は TS 保険がついてアフターサービスも万全。
車の免許を返納した方には電動アシスト自転車が人気です。
「いらっしゃいませ！」「ありがとうございます！」の気
持ちを忘れず、電話１本ですぐに伺い修理いたします。手
書きの看板が目印です。お気軽にお立ち寄りください！

●住所／潟上市昭和大久保字片田千刈田 428-3

千田佐市商店

●電話／ 018-877-3208

オススメ
わかさぎ佃煮、わかさぎ甘露煮、かりっ
とわかさぎ、かりっとわかさぎプレミア
ムチーズ

営業時間・定休日
●午前８時30分～午後５時
●定休日／日曜・祝日
水曜不定休

ホームページ

当店は明治 30 年より続く老舗佃煮屋です。
八郎湖で獲れるわかさぎを使用した製品を中
心に、老舗の味を守りながら、新商品の開発
にも力を入れ、こだわりの製品を提供し続け
ています。佃煮・甘露煮といった伝統の味は
もちろん、独自の製法でわかさぎを唐揚げに
した“かりっとわかさぎ”“かりっとわかさ
ぎプレミアムチーズ”はおつまみや洋食との相性もぴったりで、佃煮にあまりな
じみのない若い方にもおすすめです。ぜひ一度ご賞味ください！
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酒田屋菓子店

●住所／潟上市昭和大久保字町後 82-2

●電話／ 018-877-3212

ヤマザキデイリーストア昭和町店

●住所／潟上市昭和大久保字堤の上 91-88

オススメ
バターどら焼き

営業時間・定休日
●月～土
●日曜日
●不定休

午前８時～午後６時
午前８時～ 12 時

創業 100 年以上の歴史ある菓子店です。当店自慢の“バ
ターどら焼き”は「また食べたい」と思っていただけるよ
うに、創業以来味を変えずに作っています。フワフワの生
地に甘さ控えめのあんこ、マーガリンの塩気のバランスが
絶妙だと好評で、県内各地からお客さまがいらっしゃいま
す。事前にご連絡いただければ大量注文も承りますので、
ぜひ一度ご賞味ください。

●電話／ 018-877-4061

オススメ
揚げ物（鳥からあげ、フランクフルト）、
おでん、あつみのかりんとう、名物巨大
だいこん１本 100 円
※価格は参考価格です。

営業時間・定休日
●午前５時～午後 11 時
●年中無休

地域密着型のコンビニとして、日々たくさんのお客さま
を笑顔でお迎えしています。目に留まりやすいレジ前には、
本日のおすすめや新商品を並べており、気軽に手に取って
もらえるようなお店作りを心がけています。お土産として
も人気の“あつみのかりんとう”は３時のおやつにぴった
りですよ。
事前にご連絡いただければ、まとまった量の注文もお受
けできますので、地域の集まりや小学校の行事などに是非
当店をご利用ください。
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大将寿し

合名会社

●住所／潟上市昭和大久保字堤の上 91-57

●電話／ 018-877-3914

オススメ

関富商店

●電話／ 018-877-3214

オススメ

季節の握り、刺身
コースに含まれる肉料理

たばこ、清酒

営業時間・定休日

営業時間・定休日

●午前 11 時～
（終了は予約時間に応じて変わります）
●不定休・予約制

●午前７時 10 分～午後５時
●定休日／日曜日

創業約 50 年。季節の握り、刺身が売りのすし店です。
生魚が得意でないお客さまのことも考え、コースには必ず
肉料理を付けています。メニューについては応相談、出前
も承ります。当店は秋田県新型コロナウイルス感染防止対
策飲食店の認証を受けており、個室・座敷で安心してお食
事を楽しんでいただけます。ぜひ一度お越しください。
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●住所／潟上市昭和大久保字町後 81

昭和元年に創業し、95 年にわたって営業を続けてきま
した。私たちで９代目になります。以前は醤油の製造も行
っておりましたが、現在はたばこと酒類の販売のみを行っ
ております。店内の個性的なポップは当店の手作りで、お
客さんからも好評です。また、お客さんとの対話を大切に
した接客を心掛けておりますので、ぜひご来店ください。
お待ちしております。
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中村薬房

●住所／潟上市昭和大久保字町後 70

●電話／ 018-877-3409

オススメ

菅芳商店

●電話／ 018-877-3414

オススメ

薬、農薬
コーセー化粧品（プレディア店）

潟上産のりんご・梨は
美味しいと評判です。

営業時間・定休日

営業時間・定休日

●午前８時 30 分～午後６時
●定休日／日曜日

●午前８時～午後５時
●定休日／日曜日

美と健康をお伝えしております。
美＝命あるものすべて海から生まれました。
コーセープレディアは肌に安らぎを与え美しく育む
ために必要なミネラルを海洋深層水・スパ水（温泉水）
に注目したブランドです。心をほどく、心地よい感触、
癒される香りで、乾燥や紫外線などの外的ストレスに
負けないすこやかな美しさを引き寄せます。
どうぞお気軽にご来店くださいませ。
只今、シワ改善化粧水、乳液サンプル進呈中！
！
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●住所／潟上市昭和大久保字町後 68

当店は主人が４代目で、創業約 100 年になる昔ながら
の商店です。特に苗植えの時期になりますと、小学生が授
業の一環で自分の好きな野菜の苗を買いに来て、店頭がに
ぎやかになります。当店の苗は丈夫で育ちが良いと評判で、
秋田市飯島や追分方面から毎年買いに来てくれる方もたく
さんいらっしゃいます。
皆さんもぜひ一度、健康のため自分の手で家族の食べる
安全な野菜を作ってみてください。家庭菜園未経験の方に
は、育て方や収穫時期など一から丁寧にアドバイスいたし
ます。
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ドライブインこまち

●住所／潟上市昭和豊川竜毛字開沢 251-1

●電話／ 018-877-5544

オススメ
しょうが焼定食

大清水パーク いろはなわ

●住所／潟上市昭和豊川竜毛字坂ノ下 2 川上設備工業㈱事務所内 ●電話／ 080-2815-6563

オススメ
季節の野菜販売、イベント企画
公式 LINE

営業時間・定休日

営業時間・定休日

●平日
●土日

完全予約制

午前 11 時～午後３時
午前 11 時～午後３時
午後 5 時～午後８時

昭和インター方向から能代方向に向かって５
分、元木山公園を過ぎると左側に通称ドラこま
（ドライブインこまち）の看板が見えてきます。
店内は白を基調とした清潔感のあふれる広い
店内になっております。コロナで密になること
はありませんので、安心してご来店ください。
おすすめの商品は、大きな豚ロースを３～４
枚使った甘辛ダレでやわらかく食べ応えのあるしょうが焼定食で、老若男女

Instagram
@op.irohanawa

みなさん、こんにちは。花育アドバイザーをしている川
上昌子です。保育園を退職し、農家さんに憧れて試行錯誤
しながら畑づくりをしています。イベントでは、草花に触
れながら優しい気持ちが育まれる時間になるように企画し
ています。日々学んでいる途中なので、お時間があった
ら一緒にお話ができると嬉しいです♪ QR コードから公式
LINE 追加、公式 Instagram フォローをよろしくお願いし
ます (^^)/

に好まれる人気メニューとなっております。
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佐福商店

●住所／潟上市飯田川下虻川字屋敷 67

●電話／ 018-877-3246

オススメ

●住所／潟上市飯田川和田妹川字柳田 15-1

三浦酒店

●電話／ 018-877-2408

オススメ

仏用盛籠、酒類、季節に応じた食品
（野菜、魚等）

ババヘラアイス、波せんべい

営業時間・定休日

営業時間・定休日

●午前７時～午後６時
●定休日／無休

●午前６時 30 分～午後８時
●定休日／なし

当店は３代にわたって営業しており、創業約 100 年以
上になります。
地元に密着し、お客様に喜んでもらえるよう心掛けてい
ます。現在は、高齢化に伴い、あまりお店に足を運べない
方のために少量でも配達を承っています。

創業から現在まで 100 年以上、４代にわたり営業を続
けてきました。地域に根差したお店として、お客様との対
話を大切にした接客を心掛けています。
当店では、食料品から雑貨まで幅広く商品を取り揃えて
おり、夏にはババヘラアイスの出店販売も行っています。
60 年以上前にアイスキャンディーの製造・販売を始め、
その後ババヘラアイスへとかたちを変えて現在まで販売を
続けてきました。暑い夏にはぜひ当店自慢のババヘラアイ
スをご賞味ください。
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ｍ’
s collectables

●住所／潟上市飯田川下虻川字道心谷地 48

●電話／ 018-877-4111

●住所／潟上市飯田川下虻川字道心谷地 15

オススメ

オススメ
ＮＺ産マヌカハニー、カナ
ダ製みつろうキャンドル、
エムコレオリジナル雑貨

家族葬、密葬
ホームページ

営業時間・定休日

営業時間・定休日
●午前 11 時～午後５時
●定休日／水・木

南秋葬儀社

●電話／ 018-877-3634

●午前９時～午後７時
●定休日／日曜日
Instagram
@mscollectables

私たちが考える「いいもの」、食
まと
べても、使っても，纏っても“ここ
ちよいもの”を、世界中から集めて
ご紹介しています。
皆様のご来店を心よりお待ちして
おります。

当社は約 50 年にわたり家族葬ルームとして営業を
続けており、現在は２代目が代表を務めています。
一日一家族限定のルームとなっておりますので、他
のお客様を気にすることなく、お送りいただけます。
また、お風呂やトイレ、ふとんセットを完備しており、
ご葬儀までの間ご利用いただけます。「親しい方だけ
でおくりたい」、「密葬で行いたい」など少人数での葬
儀をご希望の方はお気軽にご相談ください。心を込め
て自宅葬価格でお手伝いさせていただきます。
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天茶

●住所／潟上市飯田川下虻川字上谷地 157-17

●電話／ 080-9074-5468

天 王 地 区
Tenno area

オススメ
キッチンカーでの移動販売（お弁当・イ
ベント出店）、オリジナル生地を使用し
た布小物

営業時間・定休日
● SNS で お 知 ら せ（ 出 店
日・出店場所等）

Instagram
@tencha_kitchen

平成 22 年６月に先代である母が亡くなり、事業承継を
して以来、文房具店を営んでおりましたが、闘病中の母の
「喫茶店をやりたかった」という言葉が頭から離れず、思
い切って業態転換をし、ハンドメイド雑貨の並ぶカフェを
オープンしました。コロナの影響を受け、前から欲しいと
思っていたキッチンカーを購入したので、これからはカワ
イイ雑貨たちと一緒にみなさんの元へ伺います！
デザインから制作まで行っているオリジナル生地の布小
物が大人気です！お食事はもちろん、雑貨もぜひお手に取
ってみてください！
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有限会社

三浦醤油店

●住所／潟上市天王字上江川 47-502

そば屋 八兵衛

●電話／ 018-878-2015

●住所／潟上市天王字江川上谷地 109-2 道の駅てんのう内 ●電話／ 018-878-7714

オススメ

オススメ

みそ、しょう油、漬物、お惣菜など

天ぶっかけそばと磯とろそば（温・冷）
が人気です。

営業時間・定休日

営業時間・定休日

●午前８時 30 分～
午後５時 30 分
●定休日／土、日、祝

●平 日
●土日祝
●定休日

ホームページ

昭和９年、初代兼吉が自ら仕込んだお醤油をリヤカーに
積み込んで売り歩いたころより３代続いているお店です。
ごはんのお供になる「みそ漬けがっこ」や、おむすびの
具に困らない「おむすびみそ」など、おすすめの商品をた
くさん取り揃えております。
卵かけごはんにピッタリな、秋田ならではの甘みのある
お醤油「マルカしょうゆ」はリヤカーを引いて売り歩く初
代の姿が目印です。
ぜひ「おいしい」をお手に取って、味わってください。
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11 時～ 14 時
11 時～ 15 時
8/13 年末年始

ホームページ

元は小泉潟公園のすみにあったそば屋から、道の駅てん
のうへと移転して 20 年になります。
天ぷら、小鉢のお野菜の大部分は自家栽培の採れたてを
提供させていただいています。春先はオーナー自身が採っ
てきたおいしい山菜も仲間入り。また１日 15 食のランチ
セットは開店１時間で完売することも。
「旬のものを旬の時期に提供したい」というこだわりが
あります。
美味しいお蕎麦を堪能しにきてください。
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ロン美容室

●住所／潟上市天王字ハラヘ 21-5 ●電話／ 018-878-2877 ●携帯／ 090-3122-5780

オススメ

オススメ

カット＆パーマ、一般着付け、化粧品

森永牛乳、ヨーグルト、デザート、
森永長期保存豆腐 等

営業時間・定休日

営業時間・定休日

●午前９時～午後６時
●定休日／第３日曜日・毎週月曜日
●完全予約制

●午前７時～午後６時
（季節によって変動あり）
●定休日／不定休

安心・安全・清潔をモットーに地域と共に歩み、今年で開業して 46 年にな
ります。
常にお客様のニーズに合わせたスタイル作りを心掛け、いつの時代であって
も女性にはおしゃれを忘れないでほしいと、今でも時代の流れに合ったヘアス
タイルの勉強やデジタル、SNS の勉強もしています。
最近は完全予約制で営業しておりますので、ご来店の際は事前にご連絡を
お願いします。また来ます！あなたの思いやりと笑顔に会いたくて！と言われ
るような美容室です。
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森永牛乳天王販売 鎌慶商店

●住所／潟上市天王字北野 239-19 ●電話／ 018-878-5888

当店は昭和 37 年に創業し、60 周年を迎えます。親子２代
に渡り夫婦二人三脚でお客さまの健康増進のお役に立てるよう
に頑張っております。
主に宅配を中心に森永乳製品やヤクルト製品を取り扱ってお
ります。宅配製品の他にも数多くのお取り寄せ商品を扱い、紀
州南高梅、
梅にんにく、
フリーズドライ味噌汁、
お菓子セット
（森
永製菓）が人気です。季節品ではハムギフト（夏・冬）が特別
価格で好評です。また、店舗では「長期保存とうふ」の看板を
見て森永豆腐を買い求めるお客さまも多くおられます。
天王温泉くららの自動販売機には森永の主力商品を数多く取
り揃えて販売しております。健康維持の温泉で是非湯あがりの
一杯を楽しんでください。
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まるさ商店 株式会社
●住所／潟上市天王字北野 302-9

●電話／ 018-878-4138

●住所／潟上市天王字上江川 47-73

藤原呉服店

●電話／ 018-878-2026

オススメ
季節ごとの小物雑貨、
店主の目で厳選した品
物全部おすすめです。

営業時間・定休日
●午前 10 時～午後５時
●定休日／不定休

大正12年創業、令和４年には初代から続いて100年目とな
ります。運送業から始まり縫製業、衣料品小売とその時その
時の時勢に合わせてお店をやってきました。100年目もその
先もこの場所で、先代の思いを大切に続けていきたいです。
選りすぐりの衣類や雑貨をたくさん取り揃えております
ので、ぜひお越しください。

オススメ
手作り惣菜（焼しょうゆおにぎり、ナム
ル、漬物 他）
、お刺身（食べきりサイ
ズ）、八幡平ポーク、やわらかホルモン
煮込み、ハタハタ寿し

●住所／潟上市天王字二田 150-8

オススメ
髪と地肌にやさしい
白髪染めおすすめで
す。

営業時間・定休日
●午前８時 30 分～午後７時
●定休日／日曜日

創業当時出戸地域に出店し、移動販売と地元スー
パーとしてオープンしました。たくさんの方々から
長年に渡りご愛顧していただき、48 周年を迎える
ことができ心より感謝申し上げます。
当店は、お客さまとの繋がりを大切にしており、
「みんなが楽しみ合える」そんな店づくりを心がけ
ております。種類豊富な手作り惣菜や、新鮮な野菜・
魚が自慢です。是非お気軽にご来店ください。
社員一同お待ちしております！
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美容室パドル

●電話／ 018-878-5820

営業時間・定休日
●お電話いただき相
談の上、予約させて
いただきます。
－パドル－

完全予約でお一人ずつ、時間をいただいてじっくりお話
を聞いています。
カットついでにちょっとした悩みや愚痴を吐き出して、
髪も心も軽くなっていきませんか？
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カラオケ奏音

●住所／潟上市天王字上江川 47-107

●電話／ 090-1525-5491

オススメ
昼カラオケ（ランチ付き） 1,000 円
夜 男性 3,000 円 女性 2,000 円
※価格は参考価格です。

営業時間・定休日
●月・水・金・土

正午～午後４時
午後６時～午後 11 時
●定休日／火・木・日

カラオケ、語り、和み、癒し。
昼はランチ・ドリンク付きで提供して
おります。
お暇なときに一度ご来店なさってくだ
さいませ。

とくはる鍼灸院

●住所／潟上市天王字上北野 76-14 B 棟 ●電話／ 018-853-0477

オススメ
鍼灸マッサージ

営業時間・定休日
●午前９時～午後８時
（最終受付：午後７時）
※土曜日は午前９時～午後１時
●定休日／日曜・祝日

ホームページ

地域の皆さまの健康維持・増進のお手伝いがしたいと思
い、令和２年４月より開業しました。夫婦共に鍼師・灸師・
あん摩マッサージ指圧師の国家資格を持ち、小さな院を経
営しております。
お悩みの症状に寄り添い、ヒアリングすることを心がけ
ております。お身体のお悩みの他に、お顔のたるみ、クマ
など美容に関するお悩みにも対応しております。一人でも
多くの方が、元気になり、好きなことをしてお過ごしいた
だけるようサポートいたします。
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立志塾 RISE

●住所／秋田市金足追分海老穴 262-2

カフェ＆雑貨 メゾンドット

●電話／ 018-893-3232

●住所／潟上市天王字北野 348-4 ●電話／ 018-878-7338

オススメ

サービス・事業形態
個別指導、集団指導、オンライン授業、
映像授業、シェアハウス

営業時間・定休日
●平日 午後３時～午後10 時
※土日、長期休業などは
教室カレンダーによる。

開塾８年目の立志塾 RISE です。令和３年６月10日に法
人化して、株式会社カタリストとなりました。
高校入試をよく知り、主に理系科目に強い学習塾です。
個別授業を中心に、集団授業、オンライン授業、映像授業
も行っております。月二回、土曜日の夜には、生きる力を
育む一騎当千塾も実施しております。現在の課題や先進的
な取り組みを、ネットワークづくりを求める大人の方も参
加して一緒に考えます。大人も子どもも学べる塾で、地域
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Instagram（カフェ）
@maison.515

営業時間・定休日
ホームページ

に密着したイベントや相談会も行っております。

ダッチベイビー（オーブン
でじっくり焼き上げたドイ
ツ式パンケーキ）
季節フルーツ（地元産もあ
り）をふんだんに使ったパ
フェ
●午前 11 時～午後４時
●定休日／月曜・金曜
※不定休

Instagram
（雑貨・洋服の紹介）
@maison.0601

前オーナーより承継し、創業３周年を迎えました。当店
は秋田県内唯一のダッチベイビ―専門店で、お食事系・ス
イーツ系、両方お楽しみいただけます。月替わりランチメ
ニューは、お肉が苦手な方向けに代替ミート（大豆ミート）
を使ってのメニューにも対応しております。家族の一員の
ワンちゃん同伴可能なカフェで、ドッグダッチベイビーも
あります。
ナチュラルウェアや、プレゼントしたくなるようなアイ
テム、ギフトラッピングも好評をいただいており、女性の
暮らしを少しだけ豊かにしてくれるグッズを揃えておりま
す。ゆったりとくつろぎに遊びにいらしてください。
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よもぎ蒸し・温活・妊活サロン よつ葉

中居釣具店

●住所／潟上市天王大崎字野沢 191-174

●住所／潟上市天王字北野 322-231 ●電話／ 080-8218-0824

オススメ

営業時間・定休日

海用毛針

●午前11時～午後5時
●定休日／
第 1・3 水、土曜日

ホームページ

昭和 29 年創業。手作りで海用毛針を製作しております。
令和３年から釣りの経験、知識共に０の３代目へ。釣り
家 Youtuber さんのステッカーやグッズなども置いていま
す。是非遊びにいらしてください！

オススメ
よもぎ蒸し、腸活トリートメント

営業時間・定休日
●午前 10 時～午後５時
●定休日／不定休
（完全予約制）

オススメ

営業時間・定休日

自然食品、輸入
商品、雑貨、ハ
ンドメイド 等

●午前11時～午後5時
●定休日／
第 1・3 水、土曜日

ホームページ

ブログ

自分自身の不妊治療の経験から、女性の心身をサポートした
いと考え令和３年１月にオープンしました。セラピストは元看
護師・保健師です。
妊活中の方、温活や美活をしたい方、子育て中の方、学生さ
ん、子育てが一段落した方など、様々なライフステージの女性
にご来店いただいており、ゆったりとした時間をお過ごしいた
だけるよう心がけております。
・出張託児（事前予約必要）もご利用いただけます。
・よもぎ蒸し、腸活トリートメント、足つぼリフレクソロジー、
骨盤調整から体調やお好みに合わせて組み合わせ可能です。
※ご予約はメール（n.salon.yotsuba@gmail.com）または LINE（ブログ内に載せてあります）
よりお願いいたします。
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山田さんちのおすそわけ

●住所／潟上市天王字北野 322-231 ●電話／ 080-8218-0824

“好きのおすそ分け。みんなのおすそ分け。”で、日
本のものを世界に、世界の物を日本に。店主の独断と
偏見、好みでかわいいものを販売中です。お客さまの
ご要望に合わせて商品が変わるので、毎回来るたびに
同じものがあるとは限らないのが目玉です。
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ＴＲＥＴÅＲ

●住所／潟上市天王字上の台 43-8

戸田釣具店

●電話／ 070-8434-8339

●住所／潟上市天王字蒲沼 137-136 ●電話／ 018-878-9558

オススメ

営業時間・定休日

地域密着店ならでは
●午前 5 時～午後 7 時
の季節の釣りエサ、 （冬は午前6時～午後6時）
釣具、釣り用品
●定休日／年中無休

Facebook

皆様の釣果とともに 52 周年！「釣りって楽しい♪」をモッ
トーに、釣り好きな店主（夫婦）が“釣りの楽しみ方”や“通
な情報”を発信しながら日々営業しております！
自慢の鮮度抜群の活きエサや季節毎の一押し商品などの釣具
を取り揃え、当店独自のイベント「真鯛ダービー」や「鱚ダー
ビー」の開催などで釣りの楽しさを共有させていただいており
ます。初心者からベテランまで、そして女性の方も楽しめるよ
うお手伝いいたしますので、どうぞお気軽にお立ち寄りくださ
い。一緒に釣りを楽しみましょう♪

オススメ
ドライフラワーや流木を使った、ナチュ
ラルだけれど目をひくインテリア雑貨

オススメ

営業時間・定休日
●午前 11 時～午後５時
●定休日／不定休

癒しとくつろぎの
空間の美容室
Instagram

@tretar_2020

雑貨屋トレートールは、ドライフラワーや流木、古道具
が大好きな店主が営んでいます。二坪の小さな小屋の中
に、手作りのインテリア雑貨をぎゅぎゅっと詰め込みまし
た。ゆっくり隅々まで見ても飽きのこない、何度でも足を
運びたくなる、そんな空間づくりを心がけています。
世界にふたつとない、あなたのお気に入りを探しにいら
してください。営業日は月の 1/3 ほど。
お問い合わせはメール（tretar2020@gmail.com）ですと
スムーズです。
※冬期間は休業または時短営業となります。詳細はお尋ねください。
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ヘアサロン 豆の木

●住所／潟上市天王字持谷地 112-13 ●電話／ 018-838-5119

営業時間・定休日
●午前10時～午後3時
●定休日／
不定休・予約制

Instagram
@hairsalonmamenoki

とにかく居心地のよい、くつろぎサロンです♪
日当たりが良く、ぽかぽかの店内、無垢材や
漆喰のナチュラル系の内装がお客さまを癒しま
す。
（ちなみに内装はすべて手作りのセルフビ
ルド）是非ご来店ください♪
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リラクゼーションサロンサニー

●住所／潟上市天王字上北野 48

KATAGAMI

●電話／ 090-2791-5795

観 光 情 報
東湖八坂神社例大祭（統人行事）
７月６日・７日

豊作・豊漁、悪霊退治を祈願する勇壮で
神秘的な奇祭。一年間にわたり諸祭事が
続き、７月７日の本祭では、潟上市天王
地区と男鹿市船越地区でクライマックス
となる神事「牛乗り」「くも舞」が執り行
われます。祭りでは神話の世界「スサオ
ノミコトのヤマタノオロチ退治」を再現。
国重要無形民俗文化財。

新関ささら

５月５日

天保時代から昭和新関地区に伝わる民俗芸能。
獅子ではなく鹿の面を被るのが特徴です。２頭
の雄鹿が１頭の雌鹿をめぐり、角を突き合わせ
て奪い合うさまを表現。

オススメ
ボディケア、オイルケア（リンパドレナ
ージュ）
、痩身

飯田川鷺舞まつり

営業時間・定休日

下虻川神社が建立された折、藩主佐竹義隆公
の御前で舞われた鷺舞が昭和59年より復活。
孫鷺舞・子鷺舞の群舞と鷺舞（親鸞）の優美
な舞いは、観衆を魅了します。

●午前 10 時～午後６時
●定休日／日曜日 完全予約制

平成 27 年起業。
セラピスト歴 13 年。あなたの日々溜まってしまった辛
い肩こり、お疲れに合ったコースを提案いたします。
むくみ、重だるさも解放。フランスのアロマオイル使用。
全身の巡りをアップ！美と真の健康を追及して、一緒に感
動を共有していきましょう。
日々頑張っている貴女が笑顔でいられるお手伝いができ
れば幸いです。
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８月第１日曜日

八郎まつり

８月第３日曜日

八郎湖、
十和田湖、
田沢湖に古くから伝わる「三
湖伝説」を具現化したお祭り。若手衆たちが
体長約64メートルの八郎龍と辰子龍を担いで
町内を練り歩きます。
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てんのう
秋田県内の公共温泉施設では最大級の規模を誇る日帰りの天然温泉。立ち寄りはもちろん、
一日中のんびり、ゆったりとした気分でくつろげる癒しの空間。

営／9：00～21：00
※最終受付20：30（冬期含む）
休／毎月第２月曜日
（祝日の場合は翌日）
問／TEL.018-878-9877
https://www.kurara-spa.co.jp
料／大人500円、小学生200円
小学生未満無料

天王スカイタワー

※価格は参考価格です。

ランドマークの展望台は入場無料。
360度、大パノラマの絶景が広がります。
日本海の夕陽が美しく、夜のライトアップ
も幻想的。１階フロアにはストリートピア
ノが設置しており、誰でも自由に弾くこと
ができます。

なっぱ・はうす

食菜館の新鮮食材を使って作った
美味しいバイキングが人気。
営／11：00～17：00
（L.O.16：30）
休／年末年始
（12月31日、1月1日）
問／TEL.018-878-9873

営／ 9：00～18：00
１月１日は6：30～12：00、
１月16日～３月31日までは9：00～17：00
休／12月31日
問／TEL.018-878-6588

営／9：00～18：00
（冬期は17：00まで）
休／12/31、1/1
問／TEL.018-878-9871
新鮮、安心、そして美味しい！産直センターとレストランが一緒になった
楽しい食のマーケット。店内でつくるスイーツやお豆腐、
お惣菜も人気です。

バーベキュー広場

グランパスくらかけ

野外でわいわい、みんなでバーベキューを楽しもう！
屋根付きの建物や隣接する産直施設がとっても便利。

起伏に富んだ芝生が広がり、ビギナーから愛好者まで幅広くプレー
を楽しめるグラウンドゴルフ場。
（４コース 32ホール）

営／6～10月
10：00～17：00（要予約）
問／TEL．
018-870-6005
（8：30～16：30）
料／ガス炉 1,800円
炭炉
600円
鉄板
400円
網
400円
ガス炉・場所のみ
1,100円
※価格は参考価格です。

潟上市の果物

加賀谷果樹園

潟上市天王字下出戸1-1
営／8月末～11月下旬 問／TEL.018-878-3053

40 小さなお店の魅力発見！

加賀谷農園

潟上市天王字棒沼台254-2
営／8月末～11月下旬 問／TEL.018-878-2279

サモン農園

潟上市天王桃の木台下1-12 営／8月上旬～11月上旬
問／TEL.018-877-3715
（農園・FAX兼用）
TEL.018-878-3281
（自宅・FAX兼用）

営 ／３～12月 天 候 状 況・メン
テナンスにより休む場合有り
６～９月 9：00～19：00
３～５月、10～12月
9：00～17：00
問／ TEL.018-870-6005
（9：00～17：00）
※団体利用要予約
料／一般 220 円、
子供（中学生以下）110 円
※価格は参考価格です。

ファームイン果夢園（舘岡果樹園）

潟上市昭和大久保字北野藤曲小道添74
営／収穫時期８月下旬～10月上旬 9：00～17：00
料／素泊まり4,500円、
１泊朝食付5,500円 ※１日１組限定２～６名まで
問／TEL.090-2025-2192
（要予約）
※価格は参考価格です。
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ギャラリー ブルーホール

大正時代から小玉醸造の清酒貯蔵庫として使われ
てきたレンガ造りの蔵をリノベーションしたギャラ
リー。招待作家の展覧会やアーティストによる講
演会やコンサート等を開催。秋田杉の香り漂うク
ラシカルな蔵の雰囲気に、自然や海の美しい写真
がマッチします。

ブルーメッセあきた

ドイツ語で“花”を意味す
る“Blume”と、
“見本市”
を意味する“Messe”から
名付けられました。

芝生花壇広場

潟上市飯田川飯塚字飯塚 34-1 小玉醸造株式会社内
営／ 10:00～16:30
休／8月13日、12月31日～ 1月3日
問／ TEL.018-877-5772
https://www.kodamajozo.co.jp
料／一般300円、
中高生100円、小学生以下無料

花と緑に溢れる広場（約20,000㎡）には、約3,000㎡の大きな
花壇。季節の花々が咲き
誇る光景は驚きと感動を
与えてくれるはず。

鑑賞温室

※価格は参考価格です。

熱帯植物、花やハーブ類、
コニファー類など、それ
ぞれにテーマの違うガラ
ス張りの鑑賞温室が３棟
あります。クリスマスの
恒例の豪華なポインセチ
アタワーは必見！

小玉醸造株式会社

明治12年（1879年）
に潟上市飯田川に創業し
た小玉醸造。伝統的手法を守り、醸される
「ヤ
マキウ」の味噌醤油、秋田を代表する清酒「太
平山」はここから生まれます。創業当時と変わ
らぬ佇まいのレンガ蔵が風情豊かに建ち並び
ます。

アグリプラザ昭和

潟上市昭和地区で生産された新鮮で丈
夫な草花をはじめ、地域の産直野菜や
特 産 品、秋 田 の お 土 産 を 取り 揃 え た
ショッピングスペース。

お酒や味噌・醤油のほか、米や麹を原料にした加工品もいろ
いろ。酒蔵ならではの「甘酒ソフトクリーム」が人気。お車の運
転がない方（20歳以上）
は、唎き酒や試飲もトライしてみよう。

ab

KooL
蔵ショップ
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潟上市昭和豊川竜毛字山ノ下１番地１
営／ 9:00～18:00
休／ 12月31日、1月1日
問／ TEL.018-855-5041
http://www.blume-messe.com

きれいなお庭を眺めながら、リラックスし
た雰囲気でお茶やお食事を楽しめるレスト
ラン。お洒落なメニューのラインナップは
女性からの支持率もバツグン。
月替わりのシェフこだわりランチ、焼きた
ての季節限定ピザ、そして大きな海老で
食べ応えがたっぷりの「海老フライ定食」
などが人気です。
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ＪＡあきた湖東

緑の市

地元のかあさんが育てた農産物をたくさんそろえてお待ちしています
営業時間等

午前９時～午後６時
年中無休（12 月 31 日、１月１日～２日は休み）

活動の概要

 会員が生産した地場産の新鮮で安全な野菜及び加工品を販売し、農家
経済の安定向上を図るとともに、地域の人々との交流を図ることを目的
としている。
年 間 362 日（12/31、1/1 ～ 2 休業）
定例会 毎月２日（5 月、10 月、1 月休み）
イベント開催等、場合によって変更あり
４ 月 総会 会員募集
７ 月 夏秋蒔き野菜講習会 直売活動研修会
８ 月 なすのいしゃじゃ鍋ふるまい
11 月 視察研修
１ 月 呉汁ふるまい
２ 月 春蒔き野菜講習会

～

お弁当・仕出しのことなら

～

ＪＡあきた湖東のお弁当は管内産「あきたこまち」を使用しております。
尚、料理は季節により内容が変わりますのでご了承下さい。

ＪＡあきた湖東 五城目町字七倉１２３－２( 生活ステーション )
ＴＥＬ ０１８－８５５－１５１６・０１８－８５２－４４５５
生 活 課

ぜひブルーメッセあきた内、緑の市へ足をお運びください

定例会の様子

アグリプラザ昭和敷地内の直売所

あなたも仲間に入ってみませんか？
小さなブーケの会
押し花の技術並びに押し花作品づくり。
会の開催は不定期で、教室開催時に次回の
開催日を決めます。

ばらグループ
もちの加工（アグリプラザ昭和で販売）
月・金、週２回の加工日で、
当番制により作業（もち作り）を行います。

なすのいしゃじゃ鍋振舞の様子
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つるしびな作り
令和２年度より自主的グループとして活動
致します。

新会員

募集

初めての方も大歓迎ですので
是非、お申し込み下さい♪

やってみたい方、作ることが
好きな方をどんどん募集して
おります！！！

不明な点・申込みはＪＡ事務局（生活課）へ

☎ 018-855-1516
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ＪＡ秋田なまはげ

果樹部会員が集まり、摘蕾、摘花の研修会の様子。
果樹部会員が集まり、摘蕾、摘花の研修会の様子。

地元でとれた梨を選果中。
地元でとれた梨を選果中。

県内有数の梨の産地、潟上市天王地区。10
県内有数の梨の産地、潟上市天王地区。10
月には、ゴロンと大きい秋田オリジナル品種「秋泉」
月には、ゴロンと大きい秋田オリジナル品種「秋泉」
が収穫されます。秋が深まれば、旬を迎えるのは「かほり梨」
が収穫されます。秋が深まれば、旬を迎えるのは「かほり梨」
。梨の中でも最大級の大玉品種で
。梨の中でも最大級の大玉品種で
1 1
個 550
個 550
～ 2300g
～ 2300g
と子供の頭くらいあります。梨の中でも最高の甘さでおいしい品種です。果実
と子供の頭くらいあります。梨の中でも最高の甘さでおいしい品種です。果実
はあまり日持ちしないため、店頭には出回りません。
はあまり日持ちしないため、店頭には出回りません。

地元でとれたもち米でちまきを作っています。
秋田なまはげ女性部による、天王つくし苑圃場
秋田なまはげ女性部による、天王つくし苑圃場 地元でとれたもち米でちまきを作っています。
にて小豆収穫の様子。
にて小豆収穫の様子。
梨天王選果場においてパートさんへ
梨天王選果場においてパートさんへ
の集出荷の段取り並びに出荷規格な
の集出荷の段取り並びに出荷規格な
どの説明会の様子。
どの説明会の様子。

ＪＡ秋田なまはげ
ＪＡ秋田なまはげ男鹿地区営農センター
男鹿地区営農センター
〒010-0431
〒010-0431
男鹿市払戸字大堤
男鹿市払戸字大堤
160160

TEL.0185-46-2311
TEL.0185-46-2311
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女性部
活動紹介

潟上市文化祭での
出店の様子

地域の介護施設等へ
介護消耗品を贈呈
地域の海水浴場での
クリーンアップ活動

部員で地域の小さな
お店を巡って賑わい創出

新入学児童へ安全祈願の
手作りお守りを贈呈

潟上市商工会 女性部
秋田県潟上市昭和大久保字元木田12-1

TEL 018-877-3456
小さなお店・地域魅力発信プロジェクト

