
今日のスケジュール
10:30 ゲストハウス発
11:00 大山袛神社
12:00 奥裏磐梯らぁめんや 昼食
12:45 歴史資料館見学
13:30 ゲストハウス着
14:00 講座
15:00 フリートーク
16:00 解散



はじめに

そもそもなぜ神社と 湖底の宿場町を 題材にしたか。
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私はこんなすごいところで
旅を楽しんでいるという写真を撮り、
発信することが主な目的。
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裏磐梯は
シーズン限定コンテンツが主体になる
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裏磐梯でも
和文化や食を少しでもPRできないか



オーストラリアスキーマーケット



オーストラリアスキーマーケット

北米日本アルプス

AUS



オーストラリアスキーマーケット

ニセコ

白 馬

野 沢

AIZU SKI

東 京

蔵 王









立地（自然）

桧原湖とは



立地（自然）

面積 10.7㎢
外周 37㎞
最大深度 30.5m
ランキング 27位
裏磐梯で一番大きい湖



スペック

標高は
6位

【除外】
火口湖、人造湖、4㎢未満、
池と名の付くもの

ちなみに曽原湖 830ｍ



スペック



スペック





立地（文化）

会津若松

喜多方

米沢

桧原宿
大塩温泉

磐梯山



There was a post town (village) in this
area before the eruption of Mount
Bandai in 1888.
It was an important place for travelers
who moved from Aizuwakamatsu to
Yonezawa because the village was
located between these two castle
towns, so people used this village as a
rest stop.



立地（自然）

磐梯山
山頂 1816ｍ
噴火 1888年7月15日
死者 470名









The eruption of Mount Bandai was a
huge eruption that caused many rocks,
mud and ash to cover this area. Only one
river was in this area before the
eruption, but 300 lakes, ponds and
swamps were born after the eruption
because of the river being dammed. In
1888 when Mount Bandai erupted, many
settlements sank to the bottom of Lake
Hibara.



スケジュール
10:30 ゲストハウス発



Luckily, Oyamazumi Shrine escaped being
submerged and to this day it still stands
quietly beside the lake. However, the
approach road and the torii gate have sunk.
The village is under water, at the bottom of
Lake Hibara. The only thing that you can see
is the shrine and the torii gates which still
remain on the lakeside because it was built
on the hill before the eruption.



山塩ラーメンの得意技



山塩ラーメンをムスリム対応食としてPR！



Yamajio ramen means mountain salt ramen.
It is a salt based soup ramen. It is a clear
soup and the taste is quite simple.
It is also recommended for vegetarians and
Muslim tourists because the soup doesn’t
contain any other ingredients like pork,
chicken or beef.





Generally, salt is produced from sea
water, but in the mountains of Urabandai,
salt-making was carried out by boiling
down the hot spring water of Oshio area.
At one point this traditional salt making 
process had died out. However, village 
volunteers came together to revive this 

legendary salt making process.
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Kitakata is famous for its Kitakata
Ramen Noodles these days but
traditionally the town carried out very
important duties for Aizuwakamatsu, the
castle capital town of this region. The
salt taken from the mountain was kept
in many storehouses in Kitakata to
supply salt to the capital town. That is
why you can still see many storehouses
in Kitakata today.



おまけ
山
川
湖
沼
滝
湿原
渓谷
峠



おまけ
山 Mount Bandai, Mt Bandai
川 Azuma River
湖 Lake Hibara
沼 Rurinuma Pond
滝 Onogawafudotaki Falls
湿原 Oguninuma Marsh
渓谷 Nakatsugawa Valley
峠 Sakuratoge Pass





きょうはここまで


