令和元年度体験メニュー

玉ねぎ収穫体験
【日時】６/27（木）9：30 〜 11：30
【場所】移山寮

にんにく掘り体験
【日時】６月下旬〜７月上旬
10：00 〜 13：00
【場所】越掛沢地区

五戸町字正場沢長根 8-1

寒〜い冬をのりこ
えた玉ねぎはとっても
おいしいよ！
収穫のあとは玉ねぎ
を使った料理講習会も
あります。

■体験料/1,500円（お土産付）
■定 員/10名
■持ちもの/農作業できる服装（帽子、長靴、
タオル、手袋）・水分補給用の飲み物
■申込先/ＴＥＬ 0178−62−6500
（大西又は小泉）
ＦＡＸ 0178−62−4996
■その他/雨の場合は中止です。

ももでまんぷく

（桃でまんぷくぷく食べ放題）

生！きくらげ収穫体験
【日時】７月中旬 10：00 〜 12：00

【日時】７/21（日）11：00 〜 14：00

【場所】伝法寺
（十和田）

【場所】ふれあい市ごのへ

十和田市伝法寺字荊窪 57-48

健康野菜の王様
に んにくの 掘り取り
体験を行います。
なんと、お土産は
にんにく１キロ！
にんにくを使った
料理講習会もあります。

■体験料/大人2,000円（お土産付）
小学生以下無料
■定 員/15名
■持ちもの/農作業できる服装（帽子、長靴、
タオル、手袋）・水分補給用の飲み物・おにぎり
■その他/雨の場合は中止です。

豆腐と豆しとぎづくり

ドラム缶ピザ焼き体験

五戸町大字豊間内地蔵平 1-1059

海のもの？

五戸グリーン・ツー

山のもの？

リズムの目玉、ドラ

きくらげには、不思

ム缶ピザ釜のピザ焼

議なパワーがありま

きを体験です。

す。一緒に収穫して

自分で作ったピザ

みませんか？

きくらげを使った

料理講習会もあります。

■体験料/大人2,000円（お土産付）
小学生以下無料
■持ちもの/おにぎり・エプロン・三角巾

続・
干柿作っちゃうぞ！

はおいしいよ〜。

■体験料/大 人1,500円
小学生 500円
■定 員/先着15名
■その他/焼いたピザ１枚はお土産とし
て持ち帰りできます。

紅玉アップルパイ作り

【日時】９/７（土）10：00 〜 12：00

【日時】10/27（日）13：00 〜 16：00

【日時】11/10（日）10：00 〜 13：00

【日時】11/17（日）10：00 〜 13：00

【場所】倉石又重地区

【場所】カマラードの家

【場所】ごのへ郷土館

【場所】カマラードの家

五戸町大字倉石又重字山田（国道454沿）

観光もも園で桃の

五戸町大字倉石又重字下モ平43-2

地元の豆を使って、

もぎとり体験です。

豆腐とまめしとぎ

熟した桃は食べ放題！
！

づくりに挑戦！
！

桃ピザも用意して
います。

■体験料/大 人1,500円 お土産付
小学生 500円 桃３㎏
■定 員/先着30名
■その他/もぎ取った桃はお土産用に１個
100円でお持ち帰りできます。
■申込先/0178−77−2032（竹洞）

五戸伝承の味・すまし！
！
そば打ち体験

むかし懐かしいまめ
しとぎでみんなでやす
みこするべし。

■体験料/2,000円
■持ちもの/エプロン・三角巾・スリッパ

赤〜い
梅干しづくり

五戸町大字豊間内字五ヶ久保1-3

五戸町大字倉石又重字下モ平43-2

ばあちゃんの智恵

まっ赤な紅玉りんご

はそのまま食べてみる

袋！カキはそのまま

と、すっぱいけど・・・

で食べると渋いけど

パイの生 地に煮た

皮をむき干して食べ

紅玉を山盛りに入れて

ると甘〜くなるよ。

やさし〜く包み 焼き

干柿を使った料理

あげると最高のパイが

講習会もあります。

■体験料/１組2,000円
■定 員/８組
■持ちもの/果物ナイフ・エプロン・三角巾・
新聞紙６枚・ゴミ袋（大）３枚

お正月門松づくり

できるよ。

■体験料/2,000円
■定 員/先着20名
■持ちもの/エプロン・三角巾・スリッパ

手作りこんにゃくと
漬物づくり

【日時】11/24（日）10：00 〜 14：00

【日時】12/１（日）10：00 〜 14：00

【日時】12/22（日）9：00 〜 16：00

【日時】１/19（日）10：00 〜 13：00

【場所】ふるさと味の伝承館

【場所】倉石石沢地区

【場所】北市川自治会館

【場所】町立公民館

五戸町大字倉石又重上川原110-2

五戸町のある地域で
受け継がれている郷土
のダシ。（ちなみに伝
承者はあと１人）
そば打ち体験して
郷土のダシでそばを
食べてみましょう。

■体験料/大人2,000円（お土産付）
■定 員/先着15名
■持ちもの/エプロン・三角巾

五戸町大字上市川字家ノ後4-1

梅をシソの葉でくる

ん だものを 梅 干しと
いいます。

大人気の梅 干しを

自分でくるんで味付け

しましょう。

作った梅干しは持ち

帰ります。

■体験料/大人2,500円
■定 員/先着15名
■持ちもの/おにぎり・容器

五戸町字下モ沢向8-2

門松は、お正月に家

おでんや田楽に

するとお いし いこん

の門の前に飾り、神様

にゃく。

が家に来てもらうため

す

ね

擂る→練る→固める→

の目印。

湯がく。

縁 起のいい門松を

一緒に、こんにゃく

作ってみましょう。

■体験料/13,000円
■定 員/先着５名
■持ちもの/弁当・手袋・剪定ばさみ
■申込先/090−7075−8300（佐々木）

こんにゃく芋から→

作り体験しましょう。

■体験料/1,500円
■定 員/先着10名
■持ちもの/容器

五戸町の
ソウルフードと言えば

なんばんみそ

県外の人がもらって
食べ方がわからない
！
確率No.１！
ごはんにのせて、
冷ややっこにのせて、
食べ方はあなた次第！
町内小売店にて販売中。

五戸町に来たら

馬肉 汁

馬食文化が盛んな五戸町
自慢の馬肉鍋。店々で違った
表情を見せる鍋料理。比べて
みるのもまた一興。

尾形精肉店

営業時間：精肉 8：00〜22：00
飲食 11：00〜21：00
Tel：0120−118−290
〒039−1558 五戸町字博労町18−1

佐々木精肉店

営業時間： 8：00〜20：00
Tel：0178−62−2413

〒039−1518 五戸町字下モ沢向13−129

なぜか冬になると食べたくなる！！

普段の晩酌は

㈱菊駒酒造

100年以上の
五戸地域のお父
さんの「晩酌」を
支えてきた銘酒。

むぎかっけ そばかっけ
お湯に湯通ししてつる
りと食す、むぎかっけ・
そばかっけ。

営業時間
8：00〜17：00（平日のみ）
Tel：0178−62−2323
〒039−1554
五戸町字川原町12

ねぎ味噌・にんにく味噌で
めしあがれ！
！

五戸の温泉もいいよ。入ってみでけで。
五戸まきば温泉

のんびりと温泉気分を堪能
できるお宿。
営業時間：5：00〜22：00（年中無休）
Tel：0178−62−5511
〒039−1522 五戸町字苗代沢３

五戸温泉

営業時間：8：00〜18：00
年中無休（12月31日、１月１日〜３日を除く）
施設です。毎月第３日曜日は、限定100個で50円のお得な商品 住 所：〒039−1524
青森県三戸郡五戸町豊間内地蔵平 1−1059
をGetできるサービスデイ開催中です！是非お越しください！ ＴＥＬ：０１７８−６２−６９６２

五戸産の農産物を中心に、加工品や菓子も充実している産直

昔から たんぼのゆっこ で
親しまれ広々とした田園地帯
の中に温泉があります。

営業時間：8：00〜22：00（第一水曜定休）
Tel：0178−62−2271
〒039−1522 五戸町筒口川原８−２

ごのへまち歩き
農作業体験料

１名：7,000円（１泊２食）
４

ももや
竹洞兼雄 tel:0178 − 77 − 2032
〒039 − 1703
五戸町大字倉石又重字山田100 − 1
おと

みず

こ

や

音水小屋
佐藤美穂子 tel:090 − 2796 − 9974
〒039 − 1703
五戸町大字倉石又重字上坪16 − 2

