長野原情報誌

~経営計画書で未来を目指す企業~

お問合せ先

長野原町商工会
TEL：0279-82-2208
FAX：0279-82-2782

経営発 達支援 計画で
販路開 拓・認知 度向上

長野原町商工会がサポートした

未来に羽ばたく22事業者紹介

伴走型小規模事業者支援推進事業

発行元

長野原町商工会

設備改善によるリピーターの獲得事業
各

ハコニワ食堂

位

飲 食 業

経営計画作成事業所（小規模事業者持続化補助金採択事業所）

北軽井沢

当店は日本有数のリゾート地「軽井沢」の隣接地域である北軽

紹介パンフレットの発行について

井沢にて洋食を中心にしたレストランを営み肉・魚は、より厳選
日頃より、長野原町商工会の運営についてご理解とご協力をいただき厚く御礼申し上げます。

された物を使用し、野菜類は、農産物直売所が隣接しており朝採

長野原町商工会では、現在、群馬県商工会連合会と連携し、本年度から小規模事業者の経営力向上をサポ

り野菜を提供して拘った食材でお客様から好評を戴いています。

ートする事を目的に「経営発達支援計画」を推進しており、当計画の販路開拓事業として、地域事業者の皆

特に、季節によりサラダｏｒスープ（野菜の前菜料理）がお勧め

様の販路開拓や商品認知度向上に向け、情報誌「山水鳥」を発行する事となりました。情報誌「山水鳥」は

です。小規模事業者持続化補助金を活用し、より自然にとけこむ

地域住民の皆様に向けて毎戸配布を行い、新聞・テレビ等に対するプレスリリース等を通じて広く情報を発

ような雰囲気店舗に改修しました。テラス席も増設しましたので

信していきます。

木陰で気持ち良く高原の風を感じながら幸せなひと時を是非お楽
しみ下さい。来店をお待ちしております。

経営発達支援計画（伴走型小規模事業者支援推進事業）の概要
小規模事業者の事業の持続的発展を支援するため、商工会及び商工会議所が、小規模事業者による事業計
画の作成及びその着実な実施を支援することや、地域活性化にもつながる展示会の開催等の面的な取組を促
進するため、商工会及び商工会議所が作成する支援計画のうち、小規模事業者の技術の向上、新たな事業の
分野の開拓その他の小規模事業者の経営の発達に特に資するものについての計画を経済産業大臣が認定する
仕組みを導入しました。（中小企業庁ＨＰより）

昼 11：30〜14：30
夜 18：00〜21：00
不定休
090-9328-5476

長野原町商工会は平成２８年７月に認定を受けました。
群馬県吾妻郡長野原町大字北軽井沢 1988-75-108

長野原町商工会の実施目標

茅葺屋根修繕による古民家の保存と経営持続化事業

【新商品・新サービスの開発に向けた小規模事業者支援と観光地ブランド化の推進】
（１）経営革新の推進

（２）後継者の育成

（３）女性・シニアによる起業の推進

（４）中小企業支援施策の普及

（５）関係機関との連携強化

（６）経営支援体制の強化

水車小屋
飲 食 業

『主な取組み』

大 津

当店は、草津温泉に向かう国道２９２号線沿いに立地し茅葺屋

１．地域の経済動向調査

２．経営状況の分析

３．事業計画策定支援

４．事業計画策定後の実施支援

５．需要動向調査

６．新たな需要の開拓に寄与する事業本

根で造られた古民家の建物で、地元で採れた粉を使った「十割そ
ば」・「うどん」と地域で採れる季節野菜、きのこ等を主な食材に

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取り組み

した「てんぷら料理」・「田舎鍋」等を提供しています。座席数は、
テーブル４人 ×２席・座席４人 ×６卓・囲炉裏テーブル６席の
計３８席を設けています。店主の拘りは蕎麦のつなぎにオヤマボ

今回掲載事業所（敬称略）
① ハコニワ食堂

② 水車小屋

⑥ 蕎麦茶寮ｎａｎａｋｕｓａ

クチを使用し、食感と麺の艶などに表現されそば好きなお客様よ
③ ペンションエデン

⑦ カフェドフルミエール

⑩ 浅間高原ファミリーオートキャンプ場
⑬ 旬菜レストランほたる
⑰ どさん子与喜屋店

④ パンカーラ

⑪ 浅間とり牧場

⑭ お食事処こづまや

⑱ うどん専科麦の香り

㉑ キッチン赤いえんとつ ㉒ レストラン

り興味を誘って好評を得ています。小規模事業者持続化補助金を

⑤ パスタＤＥマンジャーレ

⑧ 珈琲工房須田

活用して古民家風店舗の茅葺屋根を改修し雨漏り防止及び成形の

⑨ 食彩こぐれ

整備を図りお客様の目を楽しませています。店主の拘りが沢山詰

⑫ 有限会社かみゆい（高崎店）

⑮ Princess Color
⑲ ＢＲＥＺＺＡ

⑯ 有限会社

まった美味しい「十割そば」と「季節野菜」を召し上がって下さい。

大矢工務店

⑳ もり亭
11：00〜17：00

ソニアン

水曜日
長 野 原 町 商 工 会

0279-82-3464

会

http://www.wind.ne.jp/naganohara/kaiin_001_suishagoya.html

長

吉

澤

良

夫

群馬県吾妻郡長野原町大字大津 1291

ペット同伴娯楽施設改善によるリピーター獲得事業
ペンションエデン

草津・軽井沢・嬬恋の行き帰りの観光客獲得のための看板設置事業
パスタＤＥマンジャーレ

ペンション

北軽井沢

飲 食 業

大 津

当地北軽井沢地域内にてペンションを営み総部屋数１５室、避

地域内でパスタ店は当店だけです。そして、地元食材（ズッキ

暑やテニスなどを目的とする観光客、合宿目的の学生などが主に

ーニ、モロインゲン、嬬恋キャベツ、トマトなど）のを用いたオ

訪れています。又、ペット同伴の施設としてペット同伴旅行のお

リジナルパスタもあります。手作りのトマトソースを使った料理

客様も多く、ドッグランやカラオケなども好評で良質なサービス

が特に好評！！ほとんどのお店は、パスタが運ばれてきた時点で

も提供しています。小規模事業者持続化補助金の活用により通信

食べやすい温度になっているが、当店は熱々のパスタを提供して

カラオケシステム入替え工事を実施して「家族同然のペットと一

いるため、美味しさを逃がさず、お客様の好みのタイミングで召

緒に豊富な曲数で選曲もし易く家族全員で楽しめた」との声も聞

し上がることができます。今回持続化補助金の採択を受け看板を

かれており館主・従業員一同嬉しく思っています。皆様のご宿泊

設置したことで、より一層当店をアピールすることが出来ました。

をお待ちしております。

皆様のお越しをお待ちしております。

チェックイン 15：00
チェックアウト 10：00

昼 11 ：00〜15：00
夜 17：30〜21：00

なし

月曜日 / 第３火曜日

0279-84-2105

0279-82-3608

http://eden.c.ooco.jp/

http://www.wind.ne.jp/naganohara/kaiin_003_manjare.html

群馬県吾妻郡長野原町大字北軽井沢 1988-400

群馬県吾妻郡長野原町大字大津 239-1

新規顧客獲得のためのトイレ改修事業

テラス新設によるキャパシティーの増加で売上拡大
蕎麦茶寮ｎａｎａｋｕｓａ

パンカーラ
飲 食 業

北軽井沢

当店は、北軽井沢地区、国道１４６号沿いに位置し飲食業（洋
食・和食）を営んでいます。地元野菜を使い、手作り感一杯の料
理を提供しています。避暑地である事より別荘客・観光客など多
く来店されています。座席数３０席（４人 ×７テーブル・カウン
ター２席）で店内は民族音楽（フォルクローレ）の演奏が、聴け、
定期的に民族楽器（ケイナ）プロ・アマ演奏者を招致して音楽を
聴きながらの食事が楽しめます。小規模事業者持続化補助金の活
用によりトイレのウォシュレット設置工事を実施し、より衛生環
境を充実して、リピーターの増加にも繋がりました。おいしい食
事と音楽を楽しみに是非ご来店ください。お待ちしています。

飲 食 業

大 津

『笑顔で食と心地よい時間を提供致します。』質と味に徹底的に
こだわっています。蕎麦は石臼挽き粉を使い、水のみで打ち上げ
るこだわりの本物の手打ち十割そばで、３種類のそばをご用意し
ています。（石挽き十割、挽きぐるみ [ 田舎 ]、更科）本山葵をお
客様自らすりおろしていただきます。お食事をオーダーのお客様
には、もれなく旬の素材を使った手作りの「前菜３点盛り」のサ
ービスがあります。定番のメニューに加え、一品料理もあり「す
ずしろ味噌」（大根の卸し汁に焼き味噌を加えたつけ汁）、「淡雪」
や「湯葉とじ」、ジビエ料理等他店にはない、趣向を懲らしたオリ
ジナリティー溢れるメニューも好評です。デザートも、そば茶の
ジェラート、蒸しプリン、揚げみたらし団子など、大変充実して
います。小規模事業者持続化補助金でテラスと内装工事を実施い
たしました。皆様是非一度当店にご来店ください。

昼 11：30〜14 ：00
夜 18：00〜22：00

11：00〜15：00

月曜夜 / 火曜日

0279-82-0793

0279-84-3848

http://sobasaryo-nanakusa.com/

http://pankara.sakura.ne.jp/main.html

夜は、当日 15 時までの電話予約で営業 (17:00~20:00)

群馬県吾妻郡長野原町大字北軽井沢 1353-1939

木曜日 / 第３水曜日

群馬県吾妻郡長野原町大字大津 1061-3

買い物弱者スイーツお届便及び通年売上安定事業
カフェド

食彩こぐれ

フルミエール
飲 食 業

お座敷席リニューアル「あったかいんだから」リピーター獲得事業

飲 食 業

北軽井沢

北軽井沢

小規模事業者持続化補助金を活用して、車輌に店舗カラーと同

北軽井沢の高原野菜（朝採り野菜）を毎日仕入れ、幅広いメ

様の色にペイントし、地域のシンボルである浅間山のイラストを

ニューに地元食材を豊富に使用しています。鳥肉、豚肉も市場か

描き、パティシエ自身のシルエットがケーキを持つデザインを施

らの直送です。小規模事業者持続化補助金を活用して店内の内装

した宅配車を導入いたしました。この車を見たら、是非皆様お声

改修をいたしました。皆様のご来店をお待ちしております。

かけください。６次産業の生産農家加工品アドバイザーとして独
自加工教室も開催しています。北軽井沢にはケーキ専門店が当社
のみで、経験豊かなパティシエによる商品の製造、開発で地元食
材を使用し四季折々の商品を提供いたします。バースデーケーキ
の予約も承っております。

平 日 10：30〜17：30
土日祝 10：00〜18：00

昼 11 ：30〜14 ：00

水曜日

夜 17：00〜22：00

0279-82-1181

月曜日

https://www.yuji-ichida.com/

090-2150-7758

繁忙期は無休

http://www.kitakaruizawa.net/kogure/
群馬県吾妻郡長野原町大字北軽井沢１９２４

群馬県吾妻郡長野原町大字北軽井沢 1988-75

喫茶事業を変革するための内装工事

炊事場給湯設備の改善による新規顧客とリピーター獲得事業
浅間高原ファミリーオートキャンプ場

珈琲工房須田
食料品小売

サービス業

北軽井沢

小規模事業者持続化補助金で看板の設置と内装工事をおこない

北軽井沢

小規模事業者持続化補助金で炊事場の給湯設備も改善しました。

ました。対面式抽出で店主が直接応対する昔ながらの喫茶店の良

当キャンプ場は浅間山の裾野に広がる森林豊かな嬬恋村鎌原地内

さを残しつつ、高級なコーヒー豆を十分な説明を受けて購入する

にコテージとテントサイト、シャワー施設、薪焚きによる風呂場、

ことができる店になりました。希少な豆を１年通して販売してお

ランドリー、炊事場を備えた自然を満喫できるオートキャンプ場

ります。（全国でも数十店舗しか手に入れることができない希少

です。（野鳥や動植物が身近に観察できます）新緑の季節から夏

品種を、現状入手することができます）当店は「静か」な場所に

休み、紅葉シーズンまで営業しておりバンガローも３タイプあり、

あるので、ゆっくりおくつろぎ頂けます。幸せなひと時を是非お

ペット同伴可能タイプもあります。施設内には他にも薪で焚く五

楽しみ下さい。

右衛門風呂もあり、家族そろって数多くの初体験を満喫できる仕
組みが整備されています。是非ご来場ください。

10：00〜18：00
水曜日

4 月〜11 月上旬

0279-84-6642

営業期間内は無休

http://www.sudacoffee.com/

0798-84-2068

１月から３月まで火曜 / 水曜定休

http://www9.wind.ne.jp/AFA/open.html

群馬県吾妻郡長野原町大字北軽井沢 1990-5086

群馬県吾妻郡長野原町大字北軽井沢 1988-287

来店客増加のため浅間とり牧場ブランドに合わせた店内改装
浅間とり牧場

インバウンドツーリズムに対応したメニュー作成事業
旬菜レストラン ほたる

飲 食 業

与喜屋

飲 食 業

林

当店は軽井沢へ向かう幹線道路国道１４６号線沿いの観光食堂

当レストランは、道の駅：八ッ場ふるさと館内にあり日本で有

で、食堂裏手が放し飼いの鶏舎と鶏の運動場になっています。そ

名な草津温泉へ向かう国道１４５号線沿いに立地している為、近

こで飼育されている鶏（ボリスブラウン）５，０００羽を見なが

年外国人観光客の増加も感じられます。当店は中華料理一筋で培っ

ら食事を楽しめます。小規模事業者持続化補助金を活用して浅間

たオリジナル看板商品もありお客様より好評を戴いています。小

高原の自然な環境で伸び伸び育った健康鶏が産んだ浅間とり牧場

規模事業者持続化補助金によりインバンドツーリズムに対応した

卵の高級・高品質なブランドイメージに対して、店舗の老齢化が

メニューを作成しました。これにより外国人観光客の対応も「お

進みブランドミスマッチが発生している為、居心地の良い雰囲気

もてなし」精神でやっています。自然環境の中での食事をお楽し

を演出する店舗内装の改修工事を行いました。皆様のご来店お待

み下さい。ご来店を従業員一同お待ちしております。

ちしております。

9：00〜16：00
火曜日

9：00〜20：00

0279-82-2282

なし

http://www12.plala.or.jp/toribokujyou/

0279-82-1546

年末年始休業

http://michinoeki-guide.ciao.jp/yanba2.html
群馬県吾妻郡長野原町大字林 1567-4

群馬県吾妻郡長野原町大字応桑 802-1

感動を与えるシャンプー台で行う癒しシャンプー

お食事処

有限会社 かみゆい（高崎店）
美 容 業

顧客満足度向上並びにリピート率増加のための店内照明改修工事
こづまや

長野原

飲 食 業

北軽井沢

当サロンは、高崎市飯塚町にてヘアーサロンを経営、予約制に

当店は、軽井沢へ向かう国道１４６号線から１つ入った場所に

てお客様の対応をしています。当サロンは、研究開発したオリジ

あり北軽井沢地域内にて飲食店を経営、主に「蕎麦・うどん」を

ナルトリートメントシステム・イチゴカラー・快感シャンプーシ

中心に最上級の国内産そば粉を使用してこだわりの食物を提供し

ステム・オリジナル商品を使用したストレートパーマなど、髪を

ています。又、ご飯はお釜で焚いています。補助事業により顧客

傷めず、美しい髪になる技術を提供して好評を得ています。小規

満足度向上並びにリピート率向上の為、店内照明改修工事を行い

模事業者持続化補助金を活用して顧客向上満足度向上の為、感動

お客様より好評をいただいております。店主、こだわりのおいし

を与えるシャンプー台で行う癒しシャンプーを購入しお客様に負

い蕎麦を是非食べてください。皆様のご来店お待ちしております。

担なく高齢者にも優しい環境改善を図りました。癒しの空間に是
非一度ご来店してみてください。

昼 11 ：00〜14：00
10：00〜19：00

夜 17：00〜21：00

月曜日

水曜日

0279-82-2330

0279-84-5208

隔週火曜日定休

http://kozumaya5208.com/index.html

群馬県吾妻郡長野原町大字長野原 150

群馬県吾妻郡長野原町大字北軽井沢 1990-4614

来店客増加のための店舗改装及び新規事業の周知と店舗存在向上事業

座敷とトイレ改修による新規顧客及びリピーター獲得事業
どさん子与喜屋店

Princess Color
専門サービス

大 津

飲 食 業

与喜屋

当店は、カラーコーディネーターによるファッションスタイル

当店は、長野原町与喜屋地区の長野原バイパスにて飲食業（ラー

のアドバイスを行い、色を中心にお客様に一番似合うファッショ

メン店・カラオケ店）を営んでいます。どさん子チェーン店では、

ンスタイル、アクセサリー、メイク等、又は食べてやせる無理の

ラーメンに添える具が食べ放題であり子供連れ家族客などに好評で

ない食事スタイル、生活スタイルなどその人に合うようトータル

あります。小規模事業者持続化補助金を活用しトイレの改修工事と

にコーディネートをする事業を展開しています。補助金事業によ

座敷の改修を図り座敷での鉄板焼きも対応可能としてグループ客、

り来店客増加の為の店舗改装事業及び新規事業の周知と店舗向上

リピーター獲得に繋げる為の環境改善を図りました。おいしい料理

事業を図りました。県内にあまりないサービスなので是非ご来店

を提供していますのでご来店をお待ちしております。

してみてください。

10：00〜18：00
金曜日
11：00〜22：30

0279-82-3475
携帯：090-5194-9742

月曜日

予約制。休日でも対応可。

0279-82-3843

群馬県吾妻郡長野原町大字大津 143-1

群馬県吾妻郡長野原町大字与喜屋 137-2

伐採事業拡充のための顧客獲得に向けた自社ホームページ作成事業
有限会社 大矢工務店
職別工事業

店舗看板設置による新規顧客獲得事業
うどん専科麦の香り

大 津

飲 食 業

川原畑

当社は開業以来、無事故による支障木の伐採技術の実績あり、

小規模事業者持続化補助金を活用して店舗看板を設置しました。

地元建築事業者に評価されています。当社は数年前から公共工事

当店は草津温泉・万座温泉・軽井沢に向かう国道１４５号線沿いの

として県道、町道の支障木伐採事業を手掛けてきた実績を活かし、

八ッ場ダム建設地域である『やんば展望台』前で営業しています。

庭木伐採事業の推進のためにも持続化補助金を２回活用し、当社

居ながらにして四国さぬきうどんの食事メニューを提供し上州を自

の事業内容を広範にＰＲする宣伝活動を行うためのホームページ

然とともに満喫していただいております。四国香川うどん専門店と

の開設とポストカード作成並びに新しい機器の導入を行いました。

して是非一度ご来店お待ちしています。

小規模な土木工事や庭木・一般道の支障木伐採事業をお受けいた
します。庭の木１本からでも大歓迎です。お気軽にご相談くださ
い。当社は、皆様から常に頼られる企業を目指して日々業務を行っ
ています。
不特定
不定休

11：00〜14：30

0279-82-3587

水曜日

http://www.008-oyakoumuten.com

0279-82-1109

作業日程等は要相談。柔軟に対応できます。

昼のみ営業

群馬県吾妻郡長野原町大字大津 97

群馬県吾妻郡長野原町大字川原湯 994-11

顧客満足度の向上と作業能率改善による顧客獲得事業
ＢＲＥＺＺＡ

誘導看板設置による新規顧客獲得事業
キッチン赤いえんとつ

配達飲食

北軽井沢

飲 食 業

川原湯

当店は、国道１４６号線沿いの北軽井沢地域にてピザ・弁当の

小規模事業者持続化補助金により看板及び駐車場照明工事をお

テイクアウト店を営み天気の良い日に利用できる屋外席１６席を

こないより一層当店をアピールすることができました。当店は川

設けています。ピザは約３０センチと大きめなので贅沢なランチ

原湯温泉地区内にて飲食業を営み座席数２２席・テーブル１２席

として好評をいただいています。小規模事業者持続化補助金で豊

・カウンター１０席にて営業し八ッ場ダムのダムサイト近くで自

富なメニューに対応する為の食材冷凍ストッカーと大量注文に対

然環境に恵まれている事から野菜生産農家が多く、農産物直売所

応する調理作業台、雄大な浅間山を望みながら地域食材を使った

から仕入れた新鮮な朝採り野菜を定食などに使用してお客様に好

お弁当を食べてもらうパラソル付テーブル・椅子を購入し顧客満

評を戴いています。皆様のお越しをお待ちしています。

足度の向上を図っています。高原の風を感じながら食事をお楽し
みください。ご来店お待ちしております。

11：00〜21：00

昼 11 ：00〜14 ：00
夜 17：00〜20：00

木曜日

火曜日

0279-83-2552

0279-82-1377

15〜17 時まで OFF

群馬県吾妻郡長野原町大字北軽井沢 2032-1594

群馬県吾妻郡長野原町大字川原湯 454-109

顧客満足度の向上とコスト削減を目的とした厨房設備改善事業
もり亭

高原の風と食事が一緒に楽しめる中庭整備による顧客獲得事業
レストラン ソニアン

飲 食 業

長野原

当店は、長野原町と草津温泉、万座温泉、長野県軽井沢を結ぶ
国道１４６号線沿いに位置し「とんかつ専門店」を開業、オープ
ン当初より食材は地産地消に拘り「肉・米・野菜・パン粉」は群
馬県産を使用、近隣の飲食店では使用されていなかった水を利用
して揚げ油の劣化を防ぐ揚げ物装置を導入し「とんかつ」の味と
食感に拘って営業しています。小規模事業者持続化補助金により
劣化したウオーターフライヤーを交換しクオリティの高い料理
「とんかつ」を継続してお客様に提供していますので皆様のご来

飲 食 業

当店は北軽井沢地域内にてレストランを営んでおり近くに高原
野菜農家が多いため、地元野菜を使ってフランス料理の特性を生
かした、パスタ・ハンバーグ・ステーキの人気が高くお客様に好
評を得ています。小規模事業者補助金で来店していただくお客様
に屋外での快適な飲食環境を提供する為、大型パラソル・テーブ
ル・椅子を設置しましたので快適な食事を楽しんでください。皆
様のご来店をお待ちしています。

店お待ちしています。

昼 11 ：30〜14：30
昼 11 ：00〜14：30
夜 17：00〜21：00
月曜日
0279-82-2911
群馬県吾妻郡長野原町大字長野原 1572-1

北軽井沢

夜 17：00〜21：00
火曜日
0279-84-6565
夏季は２２時まで延長
群馬県吾妻郡長野原町大字北軽井沢 1990-422

長野原町商工会

長野原町商工会では、地域観光産業等の地域活性化
にも力を入れております。

企画提案型地域経済活性化事業

事例

2

観光資源を活用した根付けの開発・販売

今回、過去実施した事業を２事例ご報告いたします。
町内の特徴ある岩山「丸岩」と吾妻渓谷に存在する「樽沢ト
ンネル」をグッズ化し、観光イベントのノベルティに活用する

事例

1

長靴飛ばし大会の開催

ことで地域の魅力を広範にＰＲできることから当町のイメージ
アップに繋がる効果的な事業を実施することが出来ると思います。

長野原町が長靴を逆さまにした形をしていることをヒントに、
長野原町商工会青年部が中心となり、浅間酒造観光センター駐車
場にて第１回長靴飛ばし大会が開催され、今年は北軽井沢総合グ

開運

ランドにおいて第２回長靴飛ばし大会を実施致しました。

悩み、心配、不安・・・
「日本一短いトンネル」が
あなたを明るい未来に導きます。

大会両日共に、長靴が主役となる雨天・・・ではなく、晴天に

樽沢トンネル（たるさわトンネル）は JR 東日本吾妻線の岩

恵まれ、園児からお年寄りまで幅広い年齢層の参加者が長靴飛ば

島駅〜川原湯温泉駅間の旧線上に存在したトンネルです。全長

しに挑戦しました。参加者の中には、力が入り過ぎて後ろに飛ん

約 7.2m の日本一短い鉄道トンネルとされていましたが、八ッ

でしまう人もいて、笑いの絶えない楽しい大会となりました。

場ダム建設に伴う切換工事により 2014 年 9 月 24 日をもって
旧線での営業運転を終了しました。

参加賞として配布した〝ぐんまちゃん入りのファイルケース〟
【右】は県外からの参加者にも大変喜ばれ、高校一般男子の部で
は最長飛距離２９ｍ８０㎝の記録が誕生しました。
この大会が新たな地域観光産業等の活性化に繋がる地域行事
になればと思います。

経営指導員の小林さんが
最初紙粘土を使って作成しました。

開運

丸岩（標高 1130m）
天に向けてそびえ立つ” 奇岩の山” 丸岩・・・
” 祈願の山” として祈れば願いが叶います。

ん ?
国道 145 号線（八ッ場バイパス）「茂四朗トンネル」を抜け
て長野原町に入ると奇妙な丸い岩山が見えてくる。岸壁に帽子
を被せたような形で、標高は 1130m。八ッ場ダム湖面三号橋を
渡る際は真正面から岩肌を見ることが出来る。国道 406 号線か
ら丸岩に向かう登山道もあり、登ることも可能。かつて丸岩の
上には山城が築かれていたという史実から、「丸岩城跡」とも
呼ばれている。

経営指導員の小林さんが
最初紙粘土を使って作成しました。

