高専生が
選んだ

:食事

沿線のお食事処情報

:そば

:軽食

:おやき

:パン

こばやし

手打ちそば工房若月
営業時間 11：00-14：30

黒姫・徒歩５分
月曜定休

☎ 026-255-4321

信濃屋そば店
営業時間 11：00-21：00

黒姫・徒歩１分
不定休

☎ 026-255-2058

黒姫駅・駅そば
営業時間 10:00-14:00 15:00-20:00

黒姫駅舎内
日曜定休

牟礼・徒歩６分

営業時間 9：00-18：00（土・日曜日は16：00まで）

☎ 026-253-3022

三日月庵

牟礼・徒歩３分

営業時間 現在昼営業なし 17:00-20:00

不定休

☎ 026-253-2014

味のさかえや
営業時間 11:00-14:00 16:30-21:00

牟礼・徒歩５分
水曜定休

☎ 026-253-2046

菊寿し

牟礼・徒歩６分

営業時間 11:30-14:00 17:00-21:00

月曜定休

☎ 026-253-2258

小林製菓舗
営業時間

8：30-19：00

豊野・徒歩３分
日曜定休

☎ 026-257-2267

穂の香
営業時間

豊野・徒歩９分
7：30-18：30

りんごの湯
営業時間

11：00-22：00

火,第3水曜定休

♨

豊野・徒歩12分

第4火曜休

フミエ食堂
11：00-19：30

火曜定休

営業時間

8:30-売り切れ次第終了

ふるフル

アイスクリーム

営業時間 9：30-19：30 (一部テナントを除く)

三才・徒歩８分
☎ 026-251-3334

信濃神麺烈士洵名

ながの東急ライフ

北しなの線 フリーきっぷ
1日乗り降り自由のフリー乗車券です。

北長野・徒歩３分
月曜定休

お弁当

お求めは、北しなの線内 各駅窓口まで。
有効区間：長野⇔妙高高原 価格：大人1000円 (小児500円)
詳しくはしなの鉄道のHPをご確認ください

☎ 026-215-8957
他

ＨＰをご確認ください

北長野・徒歩３分
☎ 026-259-8181

製作：国立長野高専 環境都市工学科
交通・環境・まちづくりチーム

協力：北しなの線運営協議会
このマップは長野高専による社会実験の一環として作成された
試作品です。
皆様のご意見をお聞かせください。
お問い合わせ：kitashinano-line@nagano-nct.ac.jp

長野駅
北長野駅

北長野

34
分
車窓に見える北信五岳
をお楽しみください

牟礼

帰り際に北長野で

・JR東日本長野総合車両センター
JR在来線で初めて車両基地と車両工場
4
北長野駅徒歩15分
分 を一体化させた区所

・ ⓯３路線交差場所撮影スポット
北陸新幹線、北しなの線、長野電鉄の３路線
交差の珍しい場所 北長野駅徒歩15分

⓲大銀杏

いっきに黒姫まで!

高さ約32mの大木
至長野 ・⓱辰巳公園
・➊小丸山公園で一茶巡り
バードウォッチン
一茶記念館、お墓、歌碑
グの隠れた名所
一茶ゆかりの地です
・⓰何丸翁の生誕地
・明専寺“一茶の菩提寺”
信州の俳人
・昼食は長野の特産、信州
・善敬寺
蕎麦をどうぞ

黒姫駅

北長野駅

三才駅
4 ・ ⓫三才山遊歩道、望郷岬
北部スポーツレクリエーションパークの高
分
台から善光寺平一帯、北しなの線・北陸新幹
線の走りを展望できる。
三才駅徒歩5分

豊野駅
8 ・ ➑長野新幹線車両センター
分
北陸新幹線の車両基地
豊野駅徒歩15分

牟礼駅

11
分

牟礼駅

☎ 026-295-5641

営業時間 10：00-売り切れ次第終了

営業時間 11：00-23：00

茂呂何丸・何丸翁(1761-1838)は長野市吉田(当時の吉田
村)出身の俳人（俳学者）で一茶より位が高く、30冊もの書物
を残しました。
儒は太宰（春台） 相撲雷電 武士武田 蕎麦に月見に一茶、
何丸 という十返舎一九の歌は長野県の著名な人物、名物を
表しています。何丸は、余計なことには精力を使わず、猛烈に
勉強し、俳人としても俳学者としても名をなした人でした。代
表作に呑喰に春唱に命はつめじ朝霞というものがあります。
北信の銘菓に【何丸】というお菓子があります。栗とくるみの餡
のお菓子で、茂呂何丸の経歴と俳句の栞が入っているとか。
お土産にいかがでしょうか?

三才・徒歩１分

三才・徒歩１分
月曜定休

ろ なにまる

026-257-6161
☎ 026-257-5930

☎ 026-295-4120

市川おやき 三才店

も

長野駅

牟礼まで戻って

・武州加州道中堺碑
江戸と加賀(金沢)をつなぐ
街道の中間点
・北国街道牟礼宿場跡
当時の雰囲気が残ります
・➎ヤギ駅長
牟礼駅の新しいアイドル
と触れ合いませんか?

7 ・ ➏跨線橋
分 1900年（明治33年）新橋工場製の鋳鉄柱を
持つ古い跨線橋。今なお現役。
牟礼駅徒歩0分
古間駅

・ ➍戸草隧道
明治期に信越本線長野関山間に建設された
信越本線(旧線)トンネル群の１つ
煉瓦と切石で組まれた大変貴重な土木遺産
古間駅徒歩10分
黒姫駅

6
分

・ ➌転車台
蒸気機関車の方向転換をするための施設。明治
44年製で、冬季は雪対策で蓋をする珍しい構造。
同じ構造のものは全国でもココだけ! 現在は使
われていない 黒姫駅徒歩3分

・ ➋黒姫山と鉄道の写真撮影スポット
黒姫山をバックに列車の撮影を!
黒姫駅徒歩20分

➎ヤギ駅長（牟礼駅）
ヤギの「ロール」が駅長として
迎えてくれます。 かつて住民
の多くがヤギを飼っていた飯
綱町は、「ヤギ大活躍プロジェ
クト」 と銘打ち、 ヤギを使った
町おこしに取り組んでいます。
ヤギ駅長の出勤は不定期ですので確認は、牟礼駅までご
連絡ください。（TEL：026-253-2039）

⓭サイまる（三才駅）
「三才駅キャラクター」サイまる。駅員の制服を身にまとい、
3歳の子を持つ永遠の33歳の
父親が“サイまる”。かわいら
しい表情、ゆったりやさしい動
きは子どもたちの人気者。長
野市の「ながの子育て応援キ
ャラクター」に委嘱されている。
サイまるの出勤は不定期です。
確認の上、会いにきてください。
(古
(ふる里支所TEL:026296-2587)

⓬北部スポーツレクリエーションパーク(三才駅)
長野市のスポーツ＆レジャーの大型複合施設。屋内運動場・
グラウンド・アクションパーク・マレットゴルフ・アスレチック、子
ども用の遊具等も備えている。
利用案内
交通：三才駅から徒歩5分
開場時間：8：30～21：00
（マレットゴルフ場は日没
まで）
休館日：年末年始
（12月29日～1月3日）
TEL：026‐266-0582

北しなの線沿線 見どころ
➒りんごの湯（豊野駅周辺）
毎月5日、15日、25日はりんご
が浮かぶ「 りんご風呂 」を楽し
めます。露天風呂からはりんご
畑と北信濃の山並みが 広がる
のどかな風景が望めます。
Ｐ：りんごの湯ＨＰ
利用案内
交通：豊野駅から徒歩約15分
営業時間：10：00～22：00（最終入館受付21：30）
料金：大人（中学生以上）410円、子ども（6歳以上）300円
(18:00以降及び風呂の日(26日)は大人350円、子ども250円)
休館日：毎月第4火曜日(祝日の場合は翌日)、12月31日

➐多賀神社（豊野駅）
1306年、滋賀県の多賀大社よ
り多賀大明神を勧請して創建。
多賀大社は「 お伊勢参らばお
多賀へ参れ、お伊勢お多賀の
子でござる 」と言われるように
大きな神社です。豊野は、古く
は太田荘という藤原氏の荘園
であり、 北国街道の要衝として
にぎわいました。商売繁盛や縁結びにご利益があります。

北しなの線
沿線地域
資源探訪
マップ

巡北今
るし、
。な
の
線
で

⓮三才諏訪神社（三才駅）
「三才」の地名の由緒となる神
社。神社前の「社が池」の蓮の
花が音を立てて開花する様子、
秋祭りの水上花火を見に多くの
見物客が訪れています。

❿三才古墳群・三才田子遺跡（三才駅）
弥生時代の古墳。前方後円墳など複数の古墳が残ります。
田子遺跡からは住居跡や土器が発掘されています。

初夢に
古郷を見て
涙かな
一茶

しなの鉄道115系電車
115系電車は 1963年に旧国鉄が開
発した近郊型電車です。かつては広
い範囲で運転されていましたが 、現
在では限られた範囲でしか見られな
い貴重な車両です。

妙 黒 古牟 豊 三 北 長
高 姫 間礼 野 才 長 野
野
高
原
画像提供： 一 鉄 草 魂

RAILWAY

営業時間

☎ 026-219-2009

いっさ

小林 一茶(1763-1827)は、江戸時代を代表する俳諧師の
一人で、本名を小林弥太郎といいます。長野県信濃町(当時
の柏原村)の出身。15歳で江戸に奉公に出た一茶(弥太郎)
は25歳のとき小林竹阿に師事して俳諧を学び始めます。俳
諧の修行のため近畿・四国・九州を歴遊するなどした後、50
歳の時に永住のため郷里柏原村へ戻ってきました。しかし
1827年7月、柏原宿を襲う大火に遭い、母屋を失い、焼け
残った土蔵で生活をするようになります。そしてその年の11月
19日、その土蔵の中で64年半の生涯を閉じました。
正岡子規により明治時代には強烈な自意識と鋭い洞察力を
高く評価され、松尾芭蕉、与謝蕪村と並ぶ俳人として広く世
に知られるようになりました。なお、一茶は約22,000句の俳句
を残しており、芭蕉の約1,000句、蕪村の約3,000句に比べ
非常に多いです。なかでも、やせ蛙まけるな一茶これにあり、
雀の子そこのけそこのけお馬が通る はとくに有名です。

北しなの線沿線 見どころ

SHINANO

三水製パン

歴史探訪の旅

信州が生んだ俳人

鉄道ファン向け
～見てもとっても楽しいスポット巡り～

製作:長野高専 まちづくり研究室
協力:北しなの線運営協議会

