No.11

てくてく温泉場

No.8

あるく駅・加沢

あきうの石満載

No.17

足軽集落野尻を歩く

山歩き

あきうの滝めぐり

藩政時代、二口街道警備に携わった野尻
足軽集落周辺の史跡や景勝地を廻る旅を紹
介。
街道に並んだまち並みや名取川清流の天
神渕、高原特有の棲みきった空
気で育つ特産のそば畑の風景な
どを体感してください。

No.26

秋保の古道

あきうの滝めぐり

No.30

No.30

No.33

No.10

No.24

No.25

No.24

−大行沢編−

錦秋のあきう

No.5
No.35

No.6

No.14

No.16

No.21

No.12

湯元〜境野編

道ばたの神々Ⅱ

舘・竹の内・石神・国久編

道ばたの神々Ⅲ

No.25

No.1

No.3

No.31

No.34

No.8

No.9

No.11

No.18

秋保の川で遊ぶ

No.21

田園ハーフマラソン

No.19

長袋の民話

東西に長い秋保街道を走る路線バス（約
20㎞区間）を使った小さな歩き旅を紹介。
運行間隔時間が長い路線バスの特徴を生
かし、エリアごとに分けて名所やお店を歩い
て巡る。秋保郷でのバス旅の魅力
を発見することができます。

No.28

No.11

No.19

No.20

No.28

No.29

秋保 de アート

馬場の民話

秋保にある美術館や秋保温泉のホテ
ル・旅館、カフェなどに展示してある
絵画をはじめ、各地に点在する趣ある
アート作品を見て廻る旅を紹介。
温泉、自然、グルメ、そし
てアートに気軽に触れて、心
地よい秋保の魅力を再発見。

No.29

こけしと工人

二口の民話

秋保温泉の地で創作されている「こ
けし」と「工人」を巡り、その歴史や
ルーツを知る旅を紹介。
個性豊かな表情とやさしい眼差しに
出会い、癒されながら、こ
けしに込めた先人たちの想
いを感じることができます。

No.32

秋保おやつ街道

磐司磐三郎伝説をたどる
狩猟民族の歴史や文化を伝える古代秋保の
伝説の雄、磐司磐三郎伝説の地を訪れる旅を
紹介。
長袋から二口、山寺へとその物語は広がり、磐
司岩に感ずる偉大さや誇りを醸し出し
ています。二口山塊に君臨したマタギ
の境地や風景を想像してみませんか。

秋保にあるカフェやお店の、おス
スメのスイーツを巡る旅を紹介。定
番から季節限定まで秋保ならではの
スイーツの食べ歩きを楽しめます。
秋保のスイーツマスター
を目指して何度もリピー
トしたくなります。

No. タイトル
1 二口峠越え
2 湯元の民話
3 てくてく磊々峡
4 写経で自分回帰の旅
5 境野の民話
6 天空の城跡「楯山」
7 ヨガで自分回帰の旅
8 あきうの石 満載
9 御朱印めぐり旅
10 秋保郷サイクリング
11 てくてく温泉場
12 こけしと巡る カメラ女子♡歩き旅
13 長袋の民話
14 水神・戸神山
15 あるく 駅・加沢
16 巨岩と羽山信仰 大倉山
17 山歩き 大磐司・望洋
18 馬場の民話〜大滝周辺〜
19 路線バス 歩き旅
20 足軽集落野尻を歩く
21 二口の民話
22 あきうの滝めぐり−大行沢編−
23 磐司磐三郎伝説をたどる
24 道ばたの神々 湯元〜境野編
25 秋保の川で遊ぶ
26 あきうの滝めぐり−大滝から二口沢編−
27 道ばたの神々Ⅱ 館・竹の内・石神・国久編
28 秋保 de アート
29 こけしと工人
30 錦秋のあきう〜紅葉めぐり〜
31 あるく野口・森安
32 秋保おやつ街道
33 道ばたの神々Ⅲ 舘・野中・加沢編
34 秋保の古道
35 田園ハーフマラソン

● ●
●
●
●

●

秋保の魅力を発信するとともに、秋保の地域づくりに関わる人材
育成を目的に 2012 年７月結成。秋保の多様な地域資源に魅了され
た約 20 名のメンバーが、豊かな自然や風景に触れたり、神社やお
寺を巡って歴史を学んだり、秋保の隅々まで歩き回り、資源調査を
実施。掘り起こした資源を活用して、秋保を東西に貫通
する県道 62 号線にちなんだ 62 コースのツアーパンフレッ
ト作成を目標に活動しています。

●
● ● ●
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歩いて巡り辿ることをテーマにシリーズ化を進めていま
す。秋保は西側が山形県に接する東西にとても長い地域です。
自動車や自転車と組み合わせていただくことにより便利だと
思います。

総 合 版
No.1〜No.35

−その他このカテゴリーのシリーズ No.（再掲）−
No.32

●
●

どうぞ四季折々の秋保を実体験してください。

いってみっぺ秋保（秋保地域資源活用委員会）

−その他このカテゴリーのシリーズ No.（再掲）−
No.15

路線バス 歩き旅

二口の昔話の地を巡る小さな旅。
山寺立石寺を開いた慈覚大師円仁や二口越
え、磐司岩や二口山塊の豊かな自然物などに
まつわる深いやまならではの物語や逸話など
を紹介。
二口峡谷の美しい風景や歴史、景
観の魅力を感じることができます。

No.23

境野地区から森安地区にかけての大
水田地帯をぐるっと走り廻る全長約
21km のハーフマラソンコースを紹介。
水田と里山が織りなす美しい風景を
体全体で感じながら、爽快
に走ってみませんか。

大胆かつ流暢な筆使いが魅力となってい
る社寺の御朱印、秋保郷における御朱印ゲッ
トのポイントを紹介。
二口街道を基軸に平安期頃からの歴史を
伝える秋保の社寺を巡り、巡礼や
講の参詣往来、古よりの人々の願
いが体感できます。

馬場の昔話の地を巡る小さな旅。
大滝不動堂を創建再興した上人や野尻
集落手前で清らかな名取川の景観を見せ
る釜淵などにまつわる物語や逸話を紹介。
美しい里山の風景や歴史、景
観の魅力を感じることができま
す。

名取川上流部に架かる橋を中心に夏の川
遊びのポイントや体験の魅力を紹介。
二口峡谷や野尻周辺など綺麗な名取川上
流の川風景や澄んだ流れの中で遊ぶ面白さ
など、本物の川の楽しさを感じ
ることができます。

−その他このカテゴリーのシリーズ No.（再掲）−
No.23

境野の民話

カテゴリ別早見表

御朱印めぐり旅

長袋の昔話の地を巡る小さな旅。
落人伝説や源義経妃静御前の碑、
長袋と馬場に架かる小滝沢橋などに
まつわる物語や逸話などを紹介。
美しい風景の中に中世の
出来事など、歴史の魅力を
感じてみてください。

こけしと一緒に秋保温泉を巡り、お気に入
りのスポットで写真を撮ってもらう女子にお
ススメの歩き旅を紹介。こけしを添えた可愛
いショットは、インスタ映え間違いなし！
SNS で発信したくなるあきうの魅
力を発見してみませんか。

No.35

町・野中・加沢編

No.13

こけしと巡るカメラ女子♡歩き

長袋町からの加沢にかけて建立された先
人たちの祈りや願いが込められた道ばたの
神々を巡る旅を紹介。
普段は気に留めることもない石碑の数々
ですが、落人伝説や「講」信仰
など、人々の暮らしや心を感じ
ることができます。

−その他このカテゴリーのシリーズ No.（再掲）−
No.27

道ばたの神々

No.9

秋保温泉から秋保西部の秋保ビジター
センターまでの約 20㎞の自転車の旅を
紹介。
豊かな水田地帯に映える山々、奇勝や
石碑など快心の風景が広がる
ポイントを巡り自転車の爽快
さ里山の魅力を体感できます。

舘から国久、竹ノ内、そして石神にかけて
建立された石塔や祠など、道ばたにある神々
を巡る旅を紹介。
珍しい養蚕業の安定を願った石碑など、素
朴な信仰心、安心な暮らしを願い祀
られた人々の心に触れることができ
ます。

No.33

−紅葉めぐりー

秋保郷サイクリング

湯元の民話

乗り物も併用 観る巡る歩き旅

境野の昔話の地を巡る小さな旅。
修験の歴史を伝える大倉山や名取川に架
る羽山橋付近の羽山七社、境野を代表する
古街道の峠「板颪峠」などにまつわる人々
の暮らしや逸話などを紹介。
美しい里山の風景や歴史、景観
の魅力を感じることができます。

名取川の河畔や温泉、広い芝生や森林地帯
など、景観豊かな秋保郷でのヨガ体験、体感
スポットを紹介。
季節や澄んだ空気を感じながら、自分と向
き合う最高の時間を過ごす、素の自
分を取り戻す、身も心もリフレッ
シュできます。

No.10

歩き旅

秋保温泉の昔話の地を巡る小さな旅。
名取川の断崖、東西 2㎞に渡る「磊々峡」
にまつわる物語や秋保温泉の逸話などを紹
介。
民話に込められた人々の暮らし
や歴史、四季折々の景勝地の魅力
を歩きながら感じてみてください。

No.5

ヨガで自分回帰の旅

湯元から境野の古道沿いの辻などに、五穀豊穣や家内安全、無病
息災を祈って建立された石塔や社など、道ばたにある神々を巡る旅
を紹介。
磊々峡や橋本の石塔群など昔の
暮らしや人々の心に想
いをはせてみませんか。

No.27

−大滝から二口沢編−

No.7

大倉山

No.2

秋保大滝エリアを巡る自分回帰の旅を
紹介。
大滝を見て心を清め、大滝不動尊の凛
とした空気の中で、無心に一字一字を追
う自分と向き合う最高の時間
を味わってみませんか。

修験の歴史を伝える大倉山羽山権
現社参道と神ケ根温泉、名取川に架
かる羽山橋一帯の史跡や景観を巡る
旅を紹介。
古来からの深い祈りに満
ちたエリアの奥深さを体感
してみてはいかがですか。

秋保を象徴する紅葉期における景観ポイ
ントを廻る旅を紹介。
二口峡谷を皮切りに秋保大滝、白岩、羽
山橋、そして磊々峡と約一か月に渡る紅の
共演、観たり、撮ったり、癒され
たり、秋は秋保で散策三昧でリフ
レッシュ。

−その他このカテゴリーのシリーズ No.（再掲）−
No.6

巨岩と羽山信仰

秋保大滝をスタートに名取川の本流を上流
へ進み、源流部となる二口沢までの美しい滝
を巡る山旅を紹介。
姉妹滝や白糸の滝など、二口谷の自然が生
んだ水と光の冷涼なアートを体感し
てみてください。

旧二口街道や脇街道など古道の雰囲
気が今でも残っている山道を訪ねる旅
を紹介。
川越え・山越えの難所にまつわる旅
人や人々の暮らしを想像し、
山寺へとつながる古道の趣
を体感してみてください。

No.4

水神・戸神山

伝説のロマンを感じる

写経で自分回帰の旅

秋保郷最大の長袋水田地帯を潤す水
神として祀られてきた戸神山周辺を巡
る旅を紹介。
釣鐘型で南に溶岩の岩肌を露出させ
る山容は、里山の守護神その
もの、懐深い里山の参詣路の
魅力を体感してみませんか。

No.16

秋保を貫流する名取川の支流、大行沢に名
滝あり。大東岳登山道直下の大行沢の滝を巡
る山旅を紹介。
奥深い峡谷の静けさの中で、時を刻むかの
よ う に 流 れ 落 ち る 個 性 豊 か な 滝。
人を簡単には寄せ付けない絶景の
数々です。

秋保大滝の手前、山に囲まれた野口・森
安地区の山際の道を散策する旅を紹介。
山麓の家々と田園風景の間をゆっくりと
進みます。静かなたたずまいと澄んだ空気、
黄金色の豊穣の秋、お薦めです。

No.34

No.14

大磐司・望洋

No.4

中世秋保史の象徴である標高 334m の
楯山城跡と、家中集落「舘」周辺の歩き
旅を紹介。
かつて秋保郷を治めた秋保氏の痕跡や
史跡をたどりながら、中世の武
士や人々の暮らしぶりに思いを
はせてみてはいかがでしょうか。

二口峠から糸岳、そして白糸の滝を
つなぐ快心の景観が臨める二口山塊の
山歩きの旅を紹介。
雄々しくそそりたつ国指定名勝磐司
を真西から臨む絶景など、日
常とはかけ離れた山岳観光の
魅力にあふれています。

No.22

No.31 あるく野口・森安

楯山

国指定名勝磐司や磊々峡をはじめとする大
自然の作り上げた奇岩・怪石。この秋保の財
産ともいえる石（岩）たちを巡る旅を紹介。
石（岩）は伝説を生み、信仰の対象とも
してきました。類まれなる景観
と人々の祈り、物語に触れてみ
てください。

秋保西部の駅・加沢の自然景観、
城跡、昭和の歴史資産などを巡る
歩き旅を紹介。
いつもは通り過ぎるような場所
に実は隠れた名所があ
るかも、歩いてその魅
力を探ってみましょう。

No.20

天空の城址

仙台山形間を結ぶ街道最大の難所二口峠。
活況を呈したというその昔を偲びつつ山寺
へと向かう約 20㎞の峠越えの旅を紹介。
かつての主要街道として先人が行き来し
た二口峠は、今も大自然の中に
あります。爽快感間違いなしです
が、健脚の方向きのコースです。

大正から昭和期にかけての秋保
温泉のレトロな風景と、今を比べ
ながらの歩き旅を提案。
歴史ある温泉場の今と昔。タイ
ムスリップした気持ち
で散策、新たな発見が
あるかもしれません。

No.15

No.6

遊び・癒し・体験 巡り旅

乗り物も併用 観る巡る歩き旅

二口峠越え

歩き旅

伝説のロマンを感じる 歩き旅

No.1

千年越えの歴史を伝える秋保温泉の景勝
地「磊々峡」の歩き旅を紹介。
奇勝磊々峡の伝説の淵などの景観を訪ね
ながら、その周辺の歴史に触れ、温泉観光
のハイライトを満喫してみません
か。

先人の軌跡を巡る

遊び・癒し・体験 巡り旅

てくてく磊々峡

山々歩き旅

先人の軌跡を巡る 歩き旅

自然を体感する

自然を体感する 山々歩き旅

No.3

まち歩き旅

地域を感じる まち歩き旅

地域を感じる

掲載されている情報は令和３年３月現在のものです。

見る、訪ねる

