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みちのく民俗村

四季

それぞれの

美しさがある

展勝地

●北上市立博物館
TEL0197‒65‒1808
開館時間／午前10：00～午後4：00
　　　　　（入館は3：30まで）
観覧料／一般300円、高校生120円
　　　　小・中学生60円、小学生未満無料
　　　　さくらまつり期間中入館無料
休館日／12月1日～3月31日（4月～11月は無休）

TEL0197‒65‒1808
開館時間／午前10：00～午後4：00
　　　　　（入館は3：30まで）
観覧料／一般300円、高校生120円
　　　　小・中学生60円、小学生未満無料
　　　　さくらまつり期間中入館無料
休館日／12月1日～3月31日（4月～11月は無休）

展勝地レストハウスから歩いて約10分

お問い合わせ

さくらまつり臨時案内所
展勝地公園内（サトウハチロー記念館前）
TEL 0197-64-5020（さくらまつり期間中）

一般社団法人
北上観光コンベンション協会
〒024-0061 岩手県北上市大通り1-3-1 
おでんせプラザぐろーぶ 1F
TEL 0197-65-0300　FAX 0197-88-3002
http://www.kitakami-kanko.jp/

北上市商工部商業観光課
〒024-8501 岩手県北上市芳町1-1
TEL 0197-64-2111  FAX 0197-64-2171
http://www.city.kitakami.iwate.jp
E-mail shokan@city.kitakami.iwate.jp

桜の紅葉 （11月上旬～中旬）ツツジ （5月中旬～下旬）

展勝地の楽しみは桜だけではありません。5月には10万
株のツツジが咲き、秋には桜葉の紅葉が、冬の雪景色も
また素敵で、四季を通じて、自然を楽しめる憩いの地と
なっております。

＊ライトアップも美しい！！

樹齢100年を超えるソメイヨシノの可憐
な花が空を被うかのようなトンネルが約2
キロに渡って続く様はまさに圧巻です。

国指定重要文化財・木造毘沙門天
像の拝観は、事前に0197-64-7303に
お問い合わせください。

展勝地の開園に援助を惜しまなかっ
た平民宰相・原敬の俳号から名付
けられた「一山園」は枝垂れ桜が見
事に咲き誇ります。

北上市内や岩手県内のおみやげが揃う物産館。
北上駅西口、「おでんせプラザぐろーぶ」1階。
営業時間／10：00～18：00　TEL 0197-61-3075

●立花毘沙門堂

●利根山光人記念美術館

国見山廃寺跡は1000年以上前の平
安時代中頃に栄えた山岳寺院です。

●国見山廃寺跡（極楽寺）
標高244mの国見山の頂上にある
展望台。北上川や奥羽山脈など雄
大な風景が広がります。

標高244mの国見山の頂上にある
展望台。北上川や奥羽山脈など雄
大な風景が広がります。

国見山大悲閣展望台国見山大悲閣展望台

舟運時代の米蔵をイメージしたレストハウスでは地元
の食材を使った味が揃います。お土産品も豊富に取り
揃えております。

●展勝地レストハウス
昭和30年代に全国の歌声喫茶で歌われた「北上夜
曲」。詩碑は、作詞・作曲者の直筆によるものです。

江戸時代に造られた南部曲家や豪雪地帯の農家など、
歴史的にも価値のある29棟の建物が移築復元された村内は4つのゾーンで構成されており、
北上川流域の様 な々時代の人 の々暮らし振りを偲ぶことができます。

●北上夜曲の碑

展勝地の名の由来にもなった素晴らしい展望を誇る陣ケ丘には、早咲きから遅咲きまで様 な々珍しい種類の桜が
植えられており、4月中旬から5月上旬まで、花の色や香りが異なる桜に出会うことが出来ます。

●陣ケ丘

男山は展勝地の南端
にある163mの丘。頂上
近くまで車で上がれるの
で手軽に眺望を楽しむ
ことが出来ます。

●男山やすらぎの像
　展望台

●北上観光物産館アクセス

珊瑚岳

民俗資料館民俗資料館
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展勝地ステージ展勝地ステージ

民俗芸能公演民俗芸能公演

馬車乗り場馬車乗り場

ホテルシティプラザ北上ホテルシティプラザ北上

●もち屋●もち屋
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駐車場 （有料）駐車場 （有料）

駐輪場駐輪場

児童公園児童公園

●コンビニエンス
　ストア
●コンビニエンス
　ストア

●枕流亭●枕流亭
●北日本銀行●北日本銀行

珊瑚橋珊瑚橋

SL・ラッセル車SL・ラッセル車
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◀至花巻市◀至花巻市◀至花巻市

▼至北上江釣子I.C▼至北上江釣子I.C▼至北上江釣子I.C 地下通路→地下通路→地下通路→

茶屋茶屋

沢藤幸治像沢藤幸治像

おでんせプラザぐろーぶおでんせプラザぐろーぶ

体験工房体験工房

国見山

男山

■臨時案内所■臨時案内所
150台150台

250台250台

◎駐車場協力金（さくらまつり期間中）

桜大路桜大路

JR北上駅

北上川

手荷物預かり所手荷物預かり所

レンタサイクルレンタサイクル

色も姿も様々な12種類の桜が咲く

「展勝地」の名前の由来

カンザン ウコン ヤマザクラ ソメイヨシノ ヤエベニシダレケタノシロギクザクラ

＊開館時間／午前9時～午後5時（ただし、入館は4時30分まで）
＊休  館  日／12月1日～3月31日の毎週月曜日（この日が祝日等の場合その翌日)、年末年始（12月28日～1月4日）
＊入  館  料／無料
　TEL0197-72-5067

オオヤマザクラ

カンザン

ヤマザクラ

ケタノシロギクザクラ
〈遅咲き〉

〈遅咲き〉〈遅咲き〉〈遅咲き〉

〈やや遅咲き〉 〈標準〉

〈標準〉

〈やや遅咲き〉 〈やや遅咲き〉

〈極遅咲き〉〈早咲き〉

〈標準〉

ヤエベニシダレ マメザクラ

オオシマザクラ ソメイヨシノ

カスミザクラ ウコン

ウワミズザクラ エドヒガン

原木は石川県の気多大社にあ
り、白色の小さな菊咲きの花を咲
かせます。

大きな白い花を咲かせます。桜餅
を包む葉は塩漬けにしたものです。

江戸末期の栽培品種で、桜の代
名詞的な花。若葉が出る前に、木
を覆うように花を付けます。

みちのく民俗村のヤマザクラは、大
正時代に東京都小金井市から譲
られたものです。

八重桜の代表的な品種。色の濃
い大輪を咲かせ、華やかで見ごた
えのあるサトザクラです。

本州中部以北の山地に自生。ヤ
マザクラやカスミザクラに比べ、花
が大きく赤いのが特徴。

一般的な桜のイメージとは異なり、
扇状に小さな白い花をたくさん付
けます。

本州全土に分布。関東地方で彼
岸の頃に咲くことから、この名が付
けられました。

北海道にも分布し、冷涼な気候に
適応した桜。淡い桜の色が「霞」
に例えられます。

淡い黄緑色の八重桜。花の色が
ウコン色に似ているのでこの名が
付けられています。

淡紅色の八重の小輪を咲かせま
す。エドヒガンが枝垂れたものをシ
ダレザクラといいます。

高さは3～8メートルとあまり大きくな
く、花も可憐で、2センチほどの小さ
な花を付けます。

TEL0197‒64‒1756
開館時間／9：00～17：00（入館は16：30まで）
入館料／一般500円、高校生240円
　　　　小・中学生170円
　　　　さくらまつり期間中入館無料
休館日／臨時休館日、年末年始、12月～3月
　　　　の毎週月曜日（祝日の場合は翌日）と祝日の翌日

TEL0197‒64‒1756
開館時間／9：00～17：00（入館は16：30まで）
入館料／一般500円、高校生240円
　　　　小・中学生170円
　　　　さくらまつり期間中入館無料
休館日／臨時休館日、年末年始、12月～3月
　　　　の毎週月曜日（祝日の場合は翌日）と祝日の翌日

●

一般車駐車場 バス駐車場 一般車駐車場 一般車駐車場 ………1日500円/台
バス駐車場 ………1日3,000円/台
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北上駅観光案内所

P

北上駅観光案内所
（JR北上駅東口）
TEL&FAX 0197-64-5211
E-mail odense@aw.wakwak.com

演舞場演舞場

　大正９年（1920）、当時東京在住で後の黒沢尻町長の故沢藤幸治氏
が発起主宰となった民間団体「和賀展勝会」を設立し、翌10年に桜の
植栽事業を行い開園しました。北上川の洪水など被害に見舞われたりし
ましたが地域住民の熱意に支えられ、今のような見事な桜の名所となっ
ています。展勝地という名称の由来は、沢藤氏の親友風見章氏が事業団
体の名称を「展勝会」と命名したことと陣ケ丘からの眺めがすばらしいと
ころから、展望のきいた名勝・景勝の地という意味で名づけられました。
　地域の人たちに支えられ、多くの人たちに愛されてきた展勝地は、青森
県の弘前公園、秋田県の角館と並んで「みちのく三大桜名所」のひとつと
して、また、日本さくら名所100選認定のお花見スポットとして、今年もあ
でやかに花を咲かせて皆さまをお迎えいたします。

※黒沢尻町は、現在の北上市中心部にあたります。

臨時駐車場

臨時駐車場
設置期間：4月22日(土)～25日(火)
9：00～17：00


