4月 上旬

大川/大川各地区 奥藁科大川お茶まつり

中旬

北沼上/竜爪山・穂積神社 竜爪山穂積神社例大祭

中旬

両河内/布沢

由比/入山親水公園 親水公園ふれあい祭り

6月 中旬

玉川/長熊・中河内川 長熊の水神祭り

7月 中旬

大河内/平野津島神社 平野津島神社煙火奉納祭典

中旬
8月 中旬

井川/口坂本八王子神社 祇園祭り
中藁科・清沢各地 アゲドーロー

タイマツ

中旬

大川/坂ノ上

中旬

大河内/有東木・東雲寺 有東木の盆踊り

※1

中旬

大河内/平野・少林院 平野の盆踊り

※2

中旬

賤機北/郷島

中旬

北沼上/長尾川老人福祉センター 長尾川花火大会

下旬

井川/諏訪神社 ヤマメ祭り

10月 上旬

清沢神楽

善光寺とたけのこ祭り

5月 上旬

郷島煙火大会
※2

玉川/横沢・御嶽神社 横沢神楽（1,１０月）

中旬

大河内/有東木・白髭神社 有東木の神楽（4,１０月） ※３

中旬

清沢/清沢各地区 清沢神楽

中旬

足久保/奥長島 足久保おひまち灯ろう祭り

※２

井川もみじマラソン

11月 上旬

井川/井川

12月 中旬

賤機北/野田平 送り神

ヒヨンドリ

1月 上旬

井川/小河内

2月 上旬

大川/福田寺観音堂 日向の七草祭り

3月 上旬

梅ヶ島/新田公会堂 初午祭
（梅ケ島の舞）※３

中旬

梅ヶ島/婦人会梅園 梅ケ島梅まつり

中旬

両河内/清水森林公園 桜まつり

※４
※２

2018年改訂

豊かな自然と人々の温かい心が共存する場所。
「奥静岡」には、
そんな魅力満点のスポットがこ
んなに沢山あります。楽しみ方はあなた次第。屋
外で自然を存分に体感するもよし、名湯をゆっく
り味わうもよし、絶品揃いの地場産品に舌鼓を
打つもまたよし。
さあ、
みなさんもこのガイドブック
を手に、足を運んでみてください。

南アルプス ユネスコエコパーク 井川ビジターセンター
井川の観光案内、伝統文化やイベント情報を発
信する井川の情報ステーションです。食事・喫
茶・お土産コーナーや、南アルプスのジオラマの
展示などがあります。
●葵区井川2629-190●tel/054-260-2316●営業期間/春季：
４月下旬から５月末までの土日
祝日。夏季：
７月中旬から１０月末までの土日祝日。冬季：12月末から3月上旬まで毎日●営業時間/
（駐車場）
８
：
００〜１７
：
００
（リフト）
８
：
３０〜１６
：
００●駐車料金（冬期のみ）/普通車520円、大型車
４，
190円、
リフト料金
（１日券）
/大人１，
０2０円、子供３００円

梅ケ島新田温泉浴場「黄金の湯」
伝承では、開湯は約1700年前と古く、安倍川
の源流近くの静かな温泉街です。単純硫黄泉
で、美肌、神経痛、糖尿病、婦人病などに効果
があると言われています。

※バーベキュー
グラウンドゴルフ

玉川

玉川農産物加工所 玉ゆら

ヤマメの釣り・つかみ取り体験を楽しむことがで
き、取った魚は塩焼きにして、
その場で食べるこ
ともできます。食事処やバーベキュー場、
グラウンド
ゴルフ場もぜひご利用ください。

玉川のお母さん達が心を込めて作った惣菜、
お
弁当、
おまんじゅうなどを取り揃え、飲食スペース
もあります。サトイモを生地に使ったオリジナル
商品「玉ゆらまん」
も好評です。

●葵区梅ヶ島5036-2●tel/054-269-2380●営業時間/釣り池：7月から9月まで10：00〜
17：00、10月から6月まで10：00〜16：00●定休日/毎週月曜日
（祝日の場合はその翌平日）●
入場料/釣り：2,000円（4匹まで）つかみ取り：1時間1kg3,800円 グラウンドゴルフ：1日200円
バーベキュー場所のみ利用：大人1,000円小人500円●バス/JR静岡駅から安倍線で約1時
間40分、
「 新田」バス停下車、徒歩10分。

●葵区落合742●電話番号：
０５４−２９２−２５２２●営業時間：金〜日曜日 9:00〜16:00●定休
日：月・火・水●最寄りのバス停及びバス停からの徒歩での所要時間：
ＪＲ静岡駅から安倍線上落合
行き「奥の原」下車すぐ

黄金の湯に隣接した食事処・売店です。梅ケ島
の山の幸を堪能することができます。
●葵区梅ヶ島5342-2●tel/054-269-2211●営業時間 売店/10：00〜16:00食堂/11：00〜
16：00●定休日 毎週月曜日
（祝日の場合はその翌平日）年末年始
（12/28〜1/1）
●バス/JR静岡
駅から安倍線で約1時間40分、
「新田温泉黄金の湯」下車。
※営業時間は季節により変更になる場合があります。

●葵区平野1097-38●tel/054-293-2255●営業時間/4月から11月まで８
：3０〜１７
：
００12月か
ら３月まで８
：
３０〜１６
：3０●定休日/年末年始・新茶期休業
（2週間）
、9月第4日曜日●バス/JR静岡
駅から安倍線
（運転免許センター行き・麻機行きは除く）
で約55分、
「真富士の里」バス停下車すぐ。

新鮮な地場産の野菜や加工品を販売していま
す。名物きよさわよもぎ金つば、
いのししコロッケ
が好評です。季節により金つば・こんにゃく・味
噌づくり等の体験もできます。

●葵区梅ヶ島4198-2●tel/054-269-2328●営業時間 3月から6月まで及び9月から11月まで
9：00〜17：00、7月から8月まで9：00〜21：00、12月から2月まで9：00〜16：00●定休日 年末年始
（12/29〜1/3）
●テニスコート利用料：1面1時間1,500円
（土・日・祝）1,000円
（平日）テニスコー
ト照明：1面1時間500円●バス/JR静岡駅から安倍線で約1時間35分、
「 大野木」下車。●テニス
コート予約：2月前から受付
（電話でお申込みください。）

●葵区有東木280-1●tel/０５４-２９8-2900●営業時間/平日10:00〜15:00土日・祝日9:00〜
16:00●定休日：毎月第3火曜日、農繁期
（5月上中旬）
年末年始●バス/JR静岡駅から安倍線
（運
転免許センター行き・麻機行きは除く）
で約75分、
「有東木橋」バス停下車すぐ。

「湯ノ島温泉」に併設されているお食事処です。
藁科川を眺めながら地元の味を満喫できます。
安全・安心な地元の食材を利用した「五色南
蛮」
「玄国みそ」
「豆乳プリン」はお土産にもお
お勧めです。

川根本町との境、標高775mにあり、天気の良
い日には富士山も見ることができます。休憩所
では、地元のお母さんたちがお食事とほっとする
空間を提供してくれます。
●葵区水見色808-1●tel/054-279-0766●営業時間/4月から10月まで/9：00〜17:00、11月
から3月まで/9：00〜16：00●定休日/毎週火・木曜
（5月6月火・水・木）
、
年末年始
（12/28〜1/４）
、
盆休
（8/14〜16）
●バス/JR静岡駅から藁科線水見色行きで約40分、
「水見色公民館前」バス停
下車徒歩1分。

こんにちは、きのことです。
木のこと

知りたい

木のこと

おしえて！

ききしずキャラクター

●清水区西里1308-2●tel/054-395-2295●営業時間/4月〜10月：11：0０〜１4：
０0、11月〜
3月：11：0０〜１3：30●定休日/毎週月曜日
（休日の場合はその翌平日）
年末年始
（12/27〜1/5）
●バス/JR清水駅またはJR興津駅から但沼車庫行き
「但沼車庫」下車後、
大平連絡に乗り換え、
「西
里温泉」下車徒歩5分または
「寺尾島」下車徒歩10分。清水駅から約55分、
興津駅から約40分。

●清水区西里1308-2●tel/054-395-2229●営業時間/4月〜10月：10：0０〜１6：
０0、
11月〜3月：
10：0０〜１5：
０0●定休日/毎週月曜日
（祝日の場合はその翌平日）年末年始
（12/31〜1/5）
●バ
ス/JR清水駅またはJR興津駅から但沼車庫行き
「但沼車庫」下車後、大平連絡に乗り換え、
「西里
温泉」下車徒歩5分または
「寺尾島」下車徒歩10分。清水駅から約55分、興津駅から約40分。

だいすき

木のことに興味いっぱい

●葵区大原1834●tel/054-270-1501●営業時間/9：0０〜１７
：
００ 入浴時間10：30〜15:30
受付15：00まで●定休日/毎週月曜日
（祝日の場合はその翌平日）
、第4火曜日、年末年始
（12/28
〜1/4）
●入場料/無料、
ただし各学習室、交流室には使用料あり●入浴料/1回100円●バス/JR
静岡駅から藁科線
（八幡・久能尾・日向行き）
で約35分、
「夜打島」バス停下車すぐ。

どなたでも気軽に立ち寄ることができる、地元
の素材を中心とした農林産物加工販売施設
です。人気のコロッケを買いに遠方から訪れ
る人もあるほどです。そば打ちやこんにゃく作
りなど食の手作り体験も実施しています。

木のこと

●清水区西里1449●tel/054-343-1126●営業時間/火〜金曜日9：3０〜１8：
０0
（札止17：00）
土・日及び休日9：3０〜１9：30（札止18：30）●定休日/毎週月曜日
（休日の場合はその翌平日）
年末年始
（12/29〜1/2）
●入場料/大人700円、小人300円●バス/JR清水駅またはJR興津駅
から但沼車庫行き
「但沼車庫」下車後、大平連絡に乗り換え、
「 西里温泉」下車徒歩1分または
「寺尾島」下車徒歩5分。清水駅から約55分、興津駅から約40分。

きのこと くん

南アルプスがユネスコエコパークに登録されました！
平成２６年６月、オクシズ奥大井の南アルプス・井川地域の豊かな
自然環境と、その自然を守り、共生してきた
地域の歴史・文化が世界に認められ、ユネスコ
（ 国 連 教 育 科 学 文 化 機 関 ）によりユネスコ
エコパークに登録されました。世界に認めら
れた井川地域に、遊びに行こう！

安倍峠

てしゃまんくの里
梅園

南アルプス ユネスコエコパーク
井川ビジターセンター

南アルプス
ユネスコエコパーク
井川自然の家
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静岡市中山間地振興課 TEL/054-294-8805：2018年発行

緊急工事などで道路が通行規制になる場合がございます。
出発前にかならず道路通行規制情報をご確認ください。
しずみちinfo

