はしかみハマの駅
あるでぃ〜ば

階上漁協
女性部加工場
Hashikami Fishery Association
Women’s Club Processing Plant

どちらのコースも
「はしかみハマの駅あるでぃ〜ば」
発着のコースです！
Both courses start from and return
to Hashikami Seaside Station Aldiva!

1

小沼大明神

津波記念碑

大蛇小

Oja Elementary School

大蛇さざ波歩道橋

Oja Sazanami Footbridge

階上町
まちあるき
立ち寄る場所
Places to See!

十文字商店

100min

Cost 1,000yen
Rambling Railroad♪

Seafood Sampling Course
Take a walk along the JR Hachinohe
Line, and taste local seafood the way
the ﬁsherfolk do ‒ fresh! Eat sashimi
caught that day, while enjoying a tour
of historical and cultural landmarks
along the seaside.

Group Size: 4 or more
Cost: 1,000 yen per person

(participant insurance and souvenirs included)

八幡丸

Start/Goal: Hashikami Hama no Eki Aldiva

大蛇駅 JR Oja Station
お墓 Cemetary

90min

Cost 1,000yen

坂下商店

Seaside Exploring!

Aldiva Course

1

アスナ公園
Asuna Park

青森県栽培漁業
振興協会（公益（社）
）

Enjoy a guided tour of life by the
Hashikami Seaside. Encounter the

Aomori Prefecture Fishery
Cultivation Promotion Association

marine industries of Hashikami Town,
and discover the ways tradition and
modernity blend in the livelihoods of

1

Hashikami Seaside Station Aldiva

はしかみハマの駅 あるでぃ〜ば

店内には地魚が毎日並ぶ。
階上町で今一番アツいス
ポット。レストランでは
和洋食のオリジナルメ
ニューが目白押しです。

4

Sakashita Bait and
Tackle Shop

坂下商店

Jumonji Fish Shop

2 十文字商店

タコが有名。干し場で鮭とば、

自慢のイケスの中は、毎日釣り

スルメ、棒タラ、干ガレイなど

たての海の恵みでいっぱいで

を作ります。特にタコは絶品！

す。時期により新鮮なヒラメ・

ハマの特徴である冬の寒風で、

タコ・ホヤなどを近くで見るこ

美味しい干物ができます。

とができます。

Konuma Daimyojin Shrine

5 小沼大明神

Unusual historical sites and fun local
lore are also on the menu!

Group Size: 1 or more
Cost: 1,000 yen per person

(participant insurance and souvenirs included)

Start/Goal: Hashikami Hama no Eki Aldiva

Tsunami Memorials

6 津波記念碑

釣り具、釣り餌、新鮮な魚、雑貨

社殿には水神様が祀られてい

昭和８年の三陸大津波と平成 23 年の東日本大

などを販売しています。釣りの餌

て、小沼は日熱り続きでも水が

震災の津波の石碑があります。東日本大震災の

の自動販売機があり、昼夜問わず

干上がったことがないと言われ

餌を買うことができます。まさに

ています。眼病治癒の神様です。

釣り好きにはたまらないスポット。

the people who live and work here.

Yawatamaru Fish Shop

3 八幡丸

石碑には海の脅威から命を守る地域に伝えられ
ている言葉が刻まれています。
「ほら逃げろ
津波の時は 線路まで」この碑は津波が来た方
向を向いています。

（

Application

Both are open 8:15 to 17:00, Monday through Friday.
Please make your reservation at least ﬁve days
in advance of your desired tour date.

Hashikami Town Tourism Association: 0178-88-2875

）

Hashikami Town Chamber of Commerce: 0178-88-2045

