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THE STANDARD BAKERS
ISLAND STONE COFFEE ROASTERS
ROCKSIDE MARKET
宇都宮ブリッツェンファーム
NPO 法人大谷石研究会
宇都宮共和大学都市経済研究センター
宇都宮商工会議所

宇都宮市福岡町 386
宇都宮市大谷町 691-3
宇都宮市古賀志町 286
宇都宮市田野町 915
宇都宮市古賀志 762
宇都宮市古賀志町 2012-1
宇都宮市田下町 563
宇都宮市田野町 885　
宇都宮市大谷町 909
宇都宮市大谷町 1088
宇都宮市大谷町 209
宇都宮市大谷町 568-1
宇都宮市大谷町 565
宇都宮市田下町 729-2
宇都宮市田下町 455　
宇都宮市福岡町 1086
宇都宮市大谷町 1160-3
宇都宮市西川田 6-4-37
宇都宮市下戸祭 1-9-16
宇都宮市中央 1-5-12
宇都宮市大谷町 1165
宇都宮市宝木本町 1474
宇都宮市大谷町 565
宇都宮市大谷町 819　
宇都宮市下荒針町 3485
宇都宮市大谷町 1159
宇都宮市大谷町 1172
宇都宮市大谷町909 大谷資料館内
宇都宮市福岡町 1317-2

℡028-652-0364
℡028-652-5069
℡028-652-0665
℡028-652-1482
℡028-652-0379
℡028-652-1626
℡028-652-1488
℡028-652-6360
℡028-652-1232
℡028-652-0531
℡028-678-8802
℡028-652-5516
℡028-652-0999
℡028-652-0297
℡028-652-0865
℡028-652-4411
℡028-652-0111
℡028-658-9111
℡028-643-3377
℡028-635-0030
℡028-652-0355
℡028-665-0567
℡028-652-0721
℡028-680-5177
℡028-648-2311
℡028-652-5588
℡028-688-0467
℡028-688-8604
℡028-652-1777

大谷グリーン・ツーリズム推進協議会　構成員一覧

大谷グリーン・ツーリズム推進協議会
〒321-0345 栃木県宇都宮市大谷町1249  ℡028-678-2720  Fax028-678-2740

https://oya-gt.jp　Mail：info@oya-gt.jp

ウォーキング
５コース

大谷石
体験

大谷 GT では、城山地区
一帯の多彩なウォーキ
ングコースを用意して
います。 ゆっくりと歩き
ましょう！

おおや秘密基地と
　　　旧東武鉄道立岩線

ガキの頃遊んだ小さ
な冒険心をかき立て
る秘密基地的山道を
行く。今は無き大谷
石積み出しの東武鉄
道立岩線の田舎風景を歩きましょう。※オプション
で大谷石細工・農業体験も

大谷GT事務局集合～大谷秘密基地～立岩延命地蔵
尊～池田緑石材～半田農園～陶遊舎～大谷GT事務局

［時間］約7km　約5時間コース
［人数］8～40名
［参加費］1,700円～

古賀志ふるさとウォーキング

古賀志南駐車場集合～男滝～女滝～荒沢の滝～北條
栗園～フルーツパーク古賀志～古賀志南駐車場

［時間］約7km　約5時間コース
［人数］8～40名
［参加費］1,000円～

古賀志山に由緒ある三
滝と三窟を訪れる。 古
賀志の本当の由来。西
小学校庭の孝子桜を外
から眺める。栗 · 梨 ·りんご · ぶどう畑等を眺めなが
ら、ゴジラの背中を遠望します。
※オプションでフルーツ狩りも

［時間］1時間　［人数］３～10名
［参加費］2,000円～
［会場］OYA体験工房

大谷石鉢作り体験
大谷石で植木鉢をつくろ
う！苔を入れて楓や紅葉を
植えて楽しみませんか！

［時間］1時間　［人数］３～10名
［参加費］1,500円～
［会場］OYA体験工房・大谷GT事務局

大谷石キャンドルシェード作り
温かみのある大谷石を自由
に重ね合わせて、キャンドル
シェードを作りませんか。
ソーラーライトを入れて庭
に置いても美しいです。

大谷石と糸の壁飾り作り

［時間］1時間　［人数］３～10名
［参加費］1,500円～
［会場］大谷GT事務局

大谷石のプレートに様々な糸を
織り込んで、自分だけの壁飾りを
作ります。贈り物にもおすすめ。

多気山持宝院不動寺＜商売繁
盛＞、天開山千手院大谷寺＜
開運招福＞、龍虎山明星院能
満寺＜学業成就＞
それぞれこの地の古刹名刹を
歩いて健康増進を図ります。

おおや三山〈ご利益〉めぐり

大谷GT事務局集合～大谷奇岩群～多気不動尊
～大谷寺～能満寺～大谷GT事務局

［時間］約8km　約6時間コース
［人数］8～40名
［参加費］1,500円～

里山
　　　体験

文化
体験

多気山持宝院で
写経・説法・御護摩祈願体験

お箏体験
自然に囲まれ箏の音に親しんでみませんか。優美な
ひとときを過ごせます。初めての方でも丁寧にお教え
しますので、「さくら」をマスターすることができます。

多気山持宝院でお経
を書き写す「写経」
体験をしませんか。
写経に願い事を込め
て、真言密教に伝わ
る秘術である御護摩
祈願に参加します。
炉に立ち上る炎は圧
巻。その後はありが
たい説法を！

野外炊飯に挑戦
城山のおいしい野菜
を使って、自分たち
で火を起こしておい
しいごはんを作ろう。
協力して作るごはん
は格別だよ！

［体験内容］野外で火を起こして調理します
［時間］2～4時間　［人数］8～20名
［会場］多気山わくわく広場

大谷GT
農業体験

菜の花摘みしませんか！

菜の花摘みを楽しみませんか。まるで子どもに
戻ったような、無心になれますよ！オプションで
焼き芋体験も！（９月までに予約）

［時期］４月15日ごろ～５月上旬ごろ　［時間］1時間　
［人数］20～40名　［参加費］1,200円～

自然農法の畑で甘～い
　　　にんじん収穫体験

［時期］10月末～2月
［時間］1時間　
［人数］20～40名
［参加費］1,200円～

自然農法で育てた甘い人
参。草が自生している中に、
人参の葉っぱを見つけて
掘ってね。この人参 100％
のジュースは絶賛！

田んぼで田植え・稲刈り体験

実際に田んぼに入って手で苗を植える田植え体験で
す。まっすぐに植えてね。稲刈りはカマを使って刈って
いきます。植える米の品種「ゆうだい21」は、「ブリッツェ
ン米」のブランドで販売される美味しいお米！

［時期］田植え５月中旬～
稲刈り：10月上旬～　
［時間］２時間　
［人数］15～40名
［参加費］各1,500円～
（米のお土産付き）

大谷グリーン・ツーリズム推進協議会（大谷 GT) 事務局では、大谷を
訪れる皆さまに、城山地区などで採れる農産物や大谷石の加工品を
PRする目的で大谷マルシェを開催します（雨天中止）。
〈会場〉宇都宮市大谷町1249   （株）とちぎテラス

大谷マルシェ　毎月第３日曜日AM10:00~PM15:00

サツマイモを掘って
　　おいしい焼き芋つくり体験！

どんな大きさのサツマイモが土の中から出てくるか、
掘ってみてのお楽しみ！芋づる式に出てくるよ～。収
穫したら移動して、焼き芋つくり体験を行います。甘く
ておいしい、ホックホクの焼き芋をみんなで食べよう！

［時期］10月中旬～11月中旬　
［時間］1時間　［人数］20～40名
［参加費］1,500円～

Marushe

畑や田んぼの体験は、
忘れられない思い出
になるよ！子供も大
人も楽しんでね

玉ねぎ収穫体験＆丸焼き体験
玉ねぎがどう育つか知っ
てますか？ 玉ねぎを抜い
て茎を切って収穫します。
掘ったばかりの玉ねぎを、
大谷石の囲炉裏で丸焼き
にして食べてみよう！ 甘く
てとってもおいしいよ！

［時期］５月中旬～６月中旬　［時間］1時間　
［人数］6～40名　［参加費］1,500円～

［時期］６月中旬～６月末［時間］1時間　［人数］10～40名
［参加費］1,200円～

じゃがいも収穫とポテチ作り体験
手で土をどんどん掘ると、
じゃがいもがいっぱい出て
くるよ。残さずにしっかり
掘ってね。その後はポテト
チップスを作って食べよ
う！

［里山体験の参加費］
2,000円～（保険代含む）

［体験内容］写経・説法・護摩祈願
※オプションで座禅（月輪観の瞑想）　　
［時間］２時間半　［人数］4～40名
［参加費］2,500円～　［会場］多気山持宝院

〈問い合わせ・申し込み〉
大谷グリーン・ツーリズム推進協議会

世界で一つしかない大谷石
の作品を作りませんか！

城山地区で農業体験しませんか。私たち農
家が、楽しい農業体験を企画して待ってい
ます！自然の中でのんびりしましょう！　

トウモロコシを収穫して食べよう！
トウモロコシ畑で、おいしそ
うなトウモロコシを選んで収
穫しよう！  実はこれ、生で食
べておいしいトウモロコシな
んです。畑で、採れたてのト
ウモロコシを生で食べてみ
て。野菜は鮮度で味が違うの
はもちろんですが、畑で食べ
るのは特に格別です！

［時期］７月中旬～10月中旬　［時間］1時間　
［人数］20～40名　［参加費］1,500円～

竹林整備体験プログラム
どんどん育ち、どんど
ん広がる竹の生命力
はすごい！おいしいタ
ケノコも魅力的。です
が、各地で竹林の荒廃
が問題になっていま
す。楽しくおいしく竹
林を整備しましょう。

［体験内容］竹の伐採体験、たけのこ掘り
［時間］2～3時間　［人数］8～15名
［会場」多気山わくわく広場・竹林

里山づくりプログラム
里山の自然は、人の
手が入ることで豊か
さが維持できます。
里山づくりの方法を
体験します。里山と
人の暮らしの関わり
も学べます！

［体験内容］下草狩り、しの竹の除去作業、低木の
除伐、遊歩道づくり、オブジェづくり等
［時間］2～3時間［人数］8～15名
［会場］多気山登山道付近

大谷の自然に囲まれた
場所に、竹のドームの
秘密基地をつくろう。
大人も子供も、完成す
るまでワクワクドキド
キ！完成の達成感を！

バンブードームをつくろう

［体験内容］みんなで協力してバンブードームの組み
立て、カバー貼り、カバーデザインなどをします
［時間］4～6時間　［人数］8～20名
［会場］多気山わくわく広場

大谷の自然をたっぷ
り楽しむ時間です。
大谷の森、里山の中
で体を使って思いっ
きり自由に楽しく遊
びましょう。森での遊
びの中に様々な学び
と発見があります。

森で遊ぼう

［体験内容］宝探しなど森遊びプログラムや、自由に
遊ぶ時間も
［時間］1～3時間［人数］8～20名
［会場］多気山わくわく広場

夏野菜の収穫体験！
夏野菜を代表するトマト
やナス、オクラなどの収
穫体験。なにを収穫する
かは、畑に行ってからの
お楽しみ。新鮮な野菜を、
畑で食べてみよう！ オプ
ションで、収穫した野菜
の大谷石窯ピザ焼き体験
もできますよ。

［時期］７月上旬～８月下旬　［時間］1時間　
［人数］6～40名 　［参加費］1,２00円～

多気山城跡と
　　　お不動様ウォーキング

大谷GT事務局集合～多気不動尊～多気山御殿平～
愛宕神社～小野口家住宅～大谷GT事務局

［時間］約7km　約5時間コース
［人数］8～40名
［参加費］1,000円～
多気山の参詣道を大
谷から本堂へ。七曲
り道を土塁や曲輪な
どを見て多気山城址
へ登り、宇都宮市を
眺望します。その後、
小野口家住宅を見学。
トレッキングシュー
ズ が お 勧 め。※オ プ
ションで昼食も

石の里大谷の文化と観光

城山地区センター～
屏風岩石材店～
大谷資料館～
ホテル岩～
カネホン採石場～
大谷GT事務局

明治の石蔵、奈良・平安・
鎌倉の大谷寺摩崖仏、
地下採掘場跡地、陸の
松島と云われる景勝地、
現在でも露天掘りの地
カネホン。大谷の醍醐
味を満喫していただく
コースです。

［時間］約7km　約5時間コース
［人数］8～40名
［参加費］3,000円～

Tel028-678-2720
info@oya-gt.jp 

各種体験・ウォーキングなどは全て予約が必要です。
詳細はお問い合わせください。（個人旅行・教育旅行ご相談ください。）

宿泊体験
できます
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大谷グリーン・ツーリズム推進協議会

栃木県宇都宮市
日本遺産・大谷
を中心とした
城山地区を紹介

見る・食べる・体験　いっぱい遊ぼう！

農産物直売所■JR
　東京から宇都宮（東北新幹線）：約 50 分
　東京から宇都宮（上野東京ライン）：約1時間50分
　仙台から宇都宮（東北新幹線）：約 1時間 10 分
■東武鉄道
　浅草から宇都宮（日光・宇都宮線）：約 2時間
■バス
　□JR 宇都宮駅西口6番乗場から「立岩」行き約30分
　□東武駅前バス停から「立岩」行き約 20 分

■高速道路
　東京から宇都宮（東北自動車道）：約 130km
　仙台から宇都宮（東北自動車道）：約 250km
　□宇都宮 IC から車で約 12 分（8km）
　□鹿沼 IC から車で約 20 分（13km）
　水戸から宇都宮上三川（北関東自動車道）：約80km
　□壬生 IC から車で約 30 分（18km）
■宇都宮市営大谷駐車場 ( 無料） 111 台

大谷町までの交通手段

食べる

■高橋餃子店（餃子）
宇都宮市田下町455
℡028-652-0865　㊡ 月曜日（祝日の場合は翌日、イベント時は休日）

■桃畑茶屋（郷土料理・甘味）
宇都宮市田下町729-2
℡028-652-2192　㊡木曜日（１・28日、祝日の場合は営業）

■ステーキ宮　田下店（ステーキ）
宇都宮市田下町145-1
℡028-652-3815　㊡ 無休

■うおえい（定食・魚介料理・海鮮料理）
宇都宮市田下町815-7
℡028-652-2621　㊡ 月曜日

■茶房 越路 さいかち庵（カフェ・創作和食）
宇都宮市田下町16-2
℡080-5893-9771　㊡ 木曜日

■あわの家（そば）
宇都宮市田野町645-5
℡028-652-5262　㊡ 木曜日

■たけし（とんかつ・定食）
宇都宮市田野町636-2
℡028-652-0552　㊡ 火曜日

■天ざる（そば）
宇都宮市田野町719-1
℡028-652-0039　㊡ 火曜日

■太鼓番（中華・居酒屋）
宇都宮市田野町313-5
℡028-652-4465　㊡ 水曜日

■カトマンズキッチン（インド・ネパール料理）
宇都宮市田野町559-6
℡028-612-4417　㊡ 無休

■漁美鮨（寿司）
宇都宮市田野町471-5
℡028-652-4892　㊡ 月曜日（祝日の場合は翌日）

■象の家（タイ・ベトナム料理）
宇都宮市大谷町1092
℡028-652-1422　㊡ 月曜日（日・月連休の場合火曜）

■Punto　大谷町食堂（イタリアン）
宇都宮市大谷町1152
℡028-908-8055　㊡ 水曜日、第３火曜日、不定休

■THE STANDARD BAKERS（パン・レストラン）
宇都宮市大谷町1159
℡028-652-5588　㊡火曜日（祝日の場合は営業） 

■大谷そば（そば）
宇都宮市大谷町1157-1
℡028-652-1420　㊡ 不定休

■ISLAND STONE COFFEE ROASTERS（カフェ）
宇都宮市大谷町1172
℡028-688-0467　㊡ 無休

■OHYA FUN TABLE（創作料理レストラン）
宇都宮市大谷町1240
℡028-688-8409　㊡ 火曜日、第１・３水曜日（祝日の場合営業）

■蕎麦倶楽部　稲荷山（そば）
宇都宮市大谷町1128-3
℡028-612-5380　㊡ 火曜日

■ROCKSIDE MARKET（カフェ）
宇都宮市大谷町909 大谷資料館内
℡028-688-8604　㊡ 大谷資料館の休日と同じ

■佐源太商店（仕出し）
宇都宮市大谷町1085-5
℡028-652-0161　㊡ 水曜・日曜日

■レイクランドCCレストラン（和食・洋食）
宇都宮市福岡町1086
℡028-652-4411　㊡ 月曜日（祝日の場合翌日）

■美智都ラーメン（中華料理）
宇都宮市駒生町1819
℡028-652-0891　㊡ 火曜日

■吞食処　澁谷（居酒屋）
宇都宮市駒生町2287
℡028-652-0129　㊡ 木曜日

■金田屋（魚介料理・海鮮料理・天ぷら・うなぎ）
宇都宮市駒生町1765-2
℡028-652-1037　㊡ 火曜・第1・3水曜日

こだわりの 味自慢が
そろっていますよ！

見る

■大谷資料館
（巨大地下空間の見学）
宇都宮市大谷町909　℡028-652-1232
入場料 /大人800円・子供400円（小・中学生）
４月～11月　9:00～17:00（最終入館16:30）
12月～３月　9:30～16:30（最終入館16:00）
㊡ ４月～11月は無休
12月～３月は火曜日休館（祝日の場合は翌日）

■カネホン採石場（採石場見学・体験）
宇都宮市大谷町209　℡028-678-8802
採石場探索(入場料) /700円（40分）

（長靴、ヘルメット貸出あり）・体験（石窯ピザ焼き体験・
大谷石端材袋詰め・大谷石ものづくり・宝さがし等は
別途料金）　㊡月～金曜日（祝日は営業）

■屏風岩（栃木県指定有形文化財）
宇都宮市大谷町1088
大谷石造りの石蔵（西蔵・東蔵）。個人宅にて蔵内部は非
公開。道路側からの見学のみ

■大久保石材店
宇都宮市大谷町1132
自然の大谷石を刳り貫いて、母屋の離れとして屋敷の入
り口に造られた部屋。道路側からの見学のみ

■小野口家住宅（国登録有形文化財）
宇都宮市田野町885　℡028-652-0407
江戸時代より名主を務めた旧家で「前の蔵」「裏の蔵」「旧
酒蔵」「長屋門」「堆肥舎」「旧乾燥小屋」の大谷石造りの建
造物が６棟。個人宅にて外側からの見学

■多気山持宝院（多気不動尊）
宇都宮市田下町563　℡028-652-1488　
御護摩祈願/毎日9:30・10:30・11:30・13:00・
14:00・15:00  北関東36不動尊霊場第18番所

■高橋恒夫果樹園直売所（梨・りんご）
宇都宮市福岡町1474（8月中旬～12月中旬）
℡028-652-2768　㊡ 不定休

■フルーツパーク古賀志直売所（梨・りんご・ぶどう）
宇都宮市古賀志町286（8月中旬～12月中旬）
℡028-652-0665　㊡ 不定休

■ファームおのぐち直売所（野菜）
宇都宮市岩原町224
℡028-652-1482　㊡ 月・火曜日

（トウモロコシ・サツマイモ・他野菜　6月末～8月末/10月末～3月末）

■大谷寺（大谷観音）
（国指定 特別史跡・重要文化財・名勝）
宇都宮市大谷町1198　℡028-652-0128
参拝料/大人500円 ・中学生200円・ 小学生100円
4月～9月8:30～17:00/10月～3月9:00～16:30
※受付は20分前終了㊡12月～3月の木曜日、
毎年12月21日～31日（詳しくはHPで確認）
日本最古の石仏「大谷観音」　　坂東19番札所

■平和観音
宇都宮市大谷町　
高さ役27mの大谷石の岩壁に彫られた観音様

■ROCKSIDE MARKET
宇都宮市大谷町909 大谷資料館内
℡028-688-8604　
㊡ 大谷資料館の休日と同じ

■Lapis08
宇都宮市大谷町1159-4
℡090-1102-0824　㊡ 火曜・水曜日

■飯田屋菓子店
宇都宮市大谷町1059-23
℡028-652-0106　㊡ 水曜日

■菊地酒店
宇都宮市大谷町1085-5
℡028-652-0105　㊡ 第1・第3月曜日

■アトリエ森野（ブックカフェ）
宇都宮市大谷町1297-1　㊡ 不定休

■大谷石ふかし焼き本舗
宇都宮市大谷町1158
℡090-3142-0997　㊡ 月～金曜日（祝日は営業）

■大室石細工店
宇都宮市大谷町1196
℡028-652-0667　㊡ 不定休

■岩下屋石細工店
宇都宮市大谷町1261-1
℡028-652-0117　㊡ 不定休

■器とギャラリー さんて
宇都宮市大谷町1174
℡028-652-1183　㊡ 不定休

■BOULANGERIE POSTE DE BLE  ポスト ド ブレ（パン）
宇都宮市大谷町1426-8
℡028-666-0027　㊡ 月曜・火曜日（不定休あり）

■THE STANDARD BAKERS（パン）
宇都宮市大谷町1159
℡028-652-5588　㊡火曜日（祝日の場合は営業） 

※営業時間、臨時休業
などがあります。
事前に各所へご確認ください。

※営業時間、臨時休業などがあります。
事前に各所へご確認ください。

買う

大谷石の奇岩群に囲
まれた、他に類のな
い景観をぜひ楽しん
でください！

※営業時間、臨時休業
などがあります。
事前に各所へご確認ください。

私たち生産者が
心を込めて育てた
果物や野菜を
味わってください

大谷の思い出に、
ぜひお土産を！

新鮮野菜・
果物・加工

品の販売

大谷石窯ピザ
焼き体験・大

谷石土産品

　　　　　　
　大谷石体験

 ほか


