
●龍神村は、和歌山県のほぼ中央に位置し、
　田辺市の北側にある山村の村です。
　村の面積は255.13km2、人口は3,219人、
　世帯数1,588戸の村です。（H30年8月末現在）
　護摩壇山、標高1,372mの麓に開けた龍神村
　は、清冽な日高川の源流と、緑濃い山やま　に囲
まれた地域です。

●龍神村へのアクセス／交通のご案内

●各種お問い合わせ先
龍神観光協会（土日祝休み）（西）─────0739-78-2222
　　　　　　　  http://www.ryujin-kanko. jp
龍神村商工会（土日祝休み）（西）─────0739-78-0472
　　　　　　　 http://www2.w-shokokai.or.jp/ryujin/
観光宿泊案内所（龍神）─────────0739-79-0339
龍神自動車（バス）（田辺）────────0739-22-2100
池田サービスJAF加盟店（柳瀬）─────0739-78-0105
松木平自動車JAF加盟店（広井原）────0739-79-0608
中央診療所（西）────────────0739-78-0009
大嶋医院（福井）────────────0739-77-0029
湯本警察官駐在所（湯ノ又）───────0739-79-0018　
西警察官駐在所（西）──────────0739-78-0017
福井警察官駐在所（福井）────────0739-77-0032

Ryujinmura Tanabe-City
和歌山県田辺市龍神村

Shop Information * * * *
ご注意：季節により営業時間、定休日および内容
などに、多少の変更がございますので、直接各お
店にお問合せください。

発行／龍神Nav iマップつくらん会　0739-78-0472（龍神村商工会）　改訂20181130

遊ぶ
□自然、アウトドア、キャンプ場
　Nature, Outdoor & Camping

龍2-護摩壇山森林公園ワイルドライフ
       Gomadansanshinrinkouen-Wild Life
tel.&fax.0739-79-0667
営業時間／9:30～16:00
定休日／水曜日　天候により休園する場合あり
　　　　冬期休園（12月～3月末）
護摩壇山の南斜面に位置する広大な森林公園。
ブナ、ナズナラを中心とした自然林は、野生鳥
獣の宝庫。６万７千本のシャクナゲは、植栽規模
では日本一。

小1-癒しの里小又川バンガロー
        Healing Village-Komatagawa Bungalow
tel.080-8945-4427
営業時間／チェックイン14:00　チェックアウト10:00
なにもない贅沢‥‥。瞬く星と清流の音と、
森に包まれた三角屋根のキュートなバンガロ
ー。周囲に民家はなく、都会の喧騒を離れた
癒しのひとときを。

宮1-宮代オートキャンプ場
       Miyashiro Auto Campsite
tel.0739-78-8077
清流日高川と緑の山やまに囲まれた自然豊か
なキャンプ場で、コテージは龍神産の杉、檜を
使ったすばらしい施設です。龍神温泉まで車で
10分と大変便利です。

宮2-登美屋   Tomiya
tel.0739-78-0415
http://tomiya.boy. jp/
龍神の暮らしと自然を案内します。見て聞いて
触って‥‥五感を働かせて、心と体で龍神を楽
しんでみませんか？一緒に里山や自然の中を
歩きましょう。わたし松場 英が、ご案内（インタ
ープリテーション）いたします。

丹1-丹生ヤマセミの郷キャンプ場
        Nyuyamaseminosato Campsite
tel.&fax.0739 -78-2616
コテージ・テントサイトと廃校の小学校を利用
した宿泊施設・多目的集会所があります。また、
平成13年にオープンした温泉館が併設してい
ます。

龍16-下御殿   Shimogoten
tel.0739-79-0007  fax.79-0619
http://www.shimogoten.com
初代紀州藩主徳川頼宣公の命により、藩費を以
って建築下付せられた物で、下御殿の名称も藩主
より賜り、以来今日まで続く伝統ある館です。

龍17-龍神温泉元湯
         Ryujin Onsen Motoyu
tel.&fax.0739-79-0726
営業時間／7:00～21:00
年中無休
龍神温泉唯一の源泉掛け流しの共同浴場。岩風
呂と檜風呂の内湯、露天風呂がある施設です。
入浴後の肌はサラサラと滑らかになります。

龍18-龍神温泉元湯別館
          Ryujin Onsen Motoyu Bekkan
tel.0739-79-8688  fax.79-0726
営業時間／チェックイン15：00 チェックアウト10：00
定休日／12月～2月冬季休館
元湯より徒歩約5分の場所にある素泊り限定の
宿です。宿泊された方は、元湯のお風呂に無料で
入れます。

龍20-坂井屋  Sakaiya
tel.&fax.0739-79-0019
源泉かけ流しの美人湯。貸切部屋での食事は主
人が丹精込めて作った四季折々の季節もの。女
将の細やかなおもてなし。心も体も温まる風情あ
る旅館です。

小3-深山荘   Shinzansou　
tel.0739-79-0532  fax.79-0613
営業時間／チェックイン15:00　チェックアウト10:00
定休日／不定休
沢山の龍神材を使った当館は、山深い静かな
環境に佇んでいます。山菜や川魚を中心とし
た田舎料理と、しっとりつるつるの小又川温泉
が好評です。

湯1-民宿 龍神   Ryu j i n
tel.0739-79-0020  fax.79-0102
お部屋から日高川の清流を眺めながら、のん
びりできる宿です。家族風呂になっています。
小又川温泉の肌触りをお楽しみください。

湯3-御料理民宿せせらぎ　
        Seseragi
tel.0739-79-0158  fax.79-0172
http://www.aikis.or. jp/~seseragi/
定休日／不定休
清流日高川の川辺に建つ温泉宿。四季折々の
山、川、海の味覚をご賞味して頂けるアットホー
ムな宿です。

西6-まごころの宿丸井(丸井旅館)
        Marui Ryokan
tel.0739-78-0018  fax.78-0313
http://r yuj in-marui.com/　　
営業時間／チェックイン15:00　チェックアウト10:00
年中無休（都合により休館とさせていただく日もございます。）
山里の幸を生かした味自慢の手作り料理と、
清流を眺めながら浸れる温泉をお楽しみいた
だき、静かな山里でのんびりお寛ぎいただける
アットホームな宿です。

泊まる
□温泉旅館ほか宿泊施設
　Japanese Inn

龍4-季楽里龍神　
　　　Kirari-ryujin
tel.0739-79-0331  fax.79-0555
http://www.kirari-ryujin.com/　
営業時間／チェックイン15：00 チェックアウト10：00
日帰り入浴／11:00～20:00
定休日／なし（メンテナンスなどでの休館の日あり）
龍神産の杉や檜を贅沢に使用した館内。開放感
溢れるロビーとレストラン。化粧水に浸かるよう
な優しい湯。それらとともに龍神村の大自然がお
もてなし。

龍8-民宿旅館ささゆり　
　　　Sasayur i
tel.0739-79-0789  fax.79-0939
http://www.mjnet.ne.jp/sasayuri/
自家菜園で作る無農薬野菜を中心にした手作り
季節料理。こじんまりした家庭的な真心サービス
が好評です。内湯温泉は色白の肌を作る小又川
温泉です。

龍10-美人亭   Bij intei
tel.0739-79-0777  fax.79-0610
http://www.aikis.or. jp/~ryubijin/
定休日／不定休
清流日高川沿いに建ち、四季折おりの山の風景
が楽しめます。料理は主人自ら採ってくる山菜・川
魚等龍神の自然の恵みをふんだんに活かした山
里会席です。

龍11-旅館さかい
          S a k a i
tel.0739-79-0577  fax.79-0576
http://ryokan-sakai.sakura.ne. jp/
営業時間／15:00～10:00　年中無休
龍神温泉で唯一ペットと泊まれる宿。朝食は
ペットと共にテラスでお召し上がりください。

龍12-料理旅館 萬 屋
          Yorozuya
tel.0739-79-0026  fax.79-0618
http://www.ryujin-onsen.com
年中無休
味わい多彩。四季折々の素材を生かした懐石料
理をはじめ旬の川魚料理、そして鍋料理など萬
屋ならではの味わい豊かな美食の数々をご賞味
いただけます。

龍14-上御殿
          Kamigoten
tel.0739-79-0005  fax.79-0526
http://www.kamigoten.jp/
定休日／不定休
紀州藩主徳川頼宣公により1639年に建造され、
400年近い歴史を持つ当館は、平成11年に国の
登録有形文化財となり、貸切露天風呂も大人気
です。

龍15-有軒屋
          Arinokiya
tel.0739-79-0013  fax.79-0531
http://www.shokokai.or.jp/30/303871S0018/index.html
営業時間／チェックイン15:00　チェックアウト10:00
定休日／不定休
深山、清流を望む佇まい。日本三美人の湯を香り
高い槙風呂、貸切露天風呂でお楽しみください。
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□アトリエ龍神の家柳瀬・小家
　Atelier Ryujin-no-ie Yanase & Oie
柳瀬に三軒、小家に六軒、クリエイターの工房
と住まいがあります。

柳1-やのともこギャラリー＆ショップ
        Yano tomoko gallery& shop
tel.080-1481-9902
http://ameblo. jp/yanotomoko/
営業時間／10：00～17：00　不定休
パステルを指でなぞり絵を描いています。原
画、ポストカード、カップ、スマホケース、Tシャ
ツetc…グッズも豊富です。どうぞ遊びにいらし
てください。

柳2-（有）チェンソーアート・ジャパン
       Chainsaw-Art Japan
tel.0739-78-8105 fax.78-8106
http://www.chainsawartpro.com　
木を切るチェンソーで彫刻します。ショー、体
験、スクール、注文作品、各種うけたまわります。
出張が多いため、事前にご連絡ください。

家2-ミゾズ・ギャラリー／溝端秀章
　　わかやま絵本の会文庫
           Mizo's Gallery/Mizobata Hideaki
         Wakayama Ehonnokai Bunko
tel.0739-77-0139
http://www.facebook.com/hideaki.mizobata
デザイナー、造形作家。地域特性を活
かしたデザイン商品を開発していま
す。野生動物をテーマにした新聞紙彫
刻やイラストのワークショップ。わかやま絵本の
会の絵本を販売しています。

家3-映像制作　扇松屋龍神
       Senmatsuya-Ryujin
tel.090-9326-3608
http://www.facebook.com/senmatsuyaryujin
映像のことなら何でもご相談に乗ります。ドロー
ン撮影も業界最安値です。

龍6-香房ゆず夢
        Koubou Yuzuyume
tel.&fax.0739-79-8025
https://goo.gl/maps/rV5LLkhFPwJ2
営業時間／9:00～18:00
定休日／火曜日
龍神村の手づくり工房。牛乳だけでつくる特濃ソ
フト、ジェラートが大人気。隣設のcafeでは、ケ
ーキ、チーズカレー、釜焼きピザが口コミで評
判です。

龍9-食堂 松 阪
        Matsusaka
tel.&fax.0739 -79-0259
http://www.aikis.or.jp/~ayu-amago/
営業時間／10:00～18:00（冬期変更あり）
定休日／火曜日
日高川上流にある最後の食堂。天然川魚、春は
あまご、初夏は若鮎、秋は卵白子入りおち鮎、他
にも山菜、めん類なども。こんな店に一度寄って
いかんせえょ。（入漁券おとり取扱店）

龍13-若山屋商店（おみやげ、酒類・食事＆喫茶）
        Wakayamayashouten
tel.0739-79-0008 fax.79-0650
http://www.shokokai.or. jp/30/303871S0030/index.htm
営業時間／8：00～19：00
　　　　（食事処は9：00～16：00）
定休日／年中無休（食事処は火曜日）
アマゴ弁当は山菜も入ってとてもおいしく仕上
がっています。又、龍神の水で入れたコーヒー
は格別です。店内には龍神のおみやげも取り揃
えております。

龍19-田舎料理ほったて小屋
           Inakaryouri Hottategoya
tel.0739 -79-0367
営業時間／11:00～16:00　
定休日／木曜日　祝日営業
小さな小屋で味わえる天然素材料理。店名の通
り民家を改築したお店です。山菜や野菜を使っ
たお惣菜、天然物の鮎やアマゴの塩焼、定食、
鹿刺身、めはりずし、うどん他。

小2-Tofu&Botanical Kitchen Loin るあん
         Loin
tel.&fax.0739 -79-0637
店舗営業時間／金・土・日曜日10：00～18：00　
龍神伝統の技と薪の炎で炊きあげた地釜とう
ふと地元で採れた食材を使った料理をどうぞ。
カフェタイム（15：00～）では、手作りスイーツで
ごゆっくりおくつろぎください。

湯2-田舎料理奥日高
        Inakaryouri Okuhidaka
tel.&fax.0739-79-0390
営業時間／12：00～23：00
定休日／火曜日
龍神の素材をつかった季節の料理をご用意で
きます。季節の川魚、山の幸、素朴な田舎料理
でお待ちいたしています。できるだけ電話予約
願います。

西1-茶房 梅 樹 庵（めいじゅあん）

　        Cafe Maijuin
tel.0739-78-2056  fax.78-2082
営業時間／10：00～17：00
4～10月の土・日曜のみ営業、それ以外はお休みです。
風景の邪魔にならない程度のケヤキの看板、
坂道をほんの少し登ると草木深き粋人の隠
れ家、天然のBGMを聴きながら湧水で淹れた
香秘はいかがですか？

買う
□食品、お土産など特産物販売
　Foods & Shopping

龍7-龍神♡は～と
        Ryujin-Heart
tel.&fax.0739-79-8068
https://www.ryujin-heart.com/
営業時間／10：00～16：00　
定休日／不定休
龍神♡は～とは、龍神村でいっぱいの宝の発掘
や本当の味、心のおもてなしをしたいと活動して
いる村おこしグループです。どうぞお気軽にお
立ち寄りください。

龍21-花屋商店   Hanayashouten
tel.&fax.0739-79-0015
営業時間／9：00～18：00
定休日／火曜日
龍神温泉で作られた化粧水、石けんなど地元
でしか買えない物や、他にも色々な土産物販
売。たばこや一般雑貨・肌着やソックスなども
販売しています。

味わう
□レストラン＆カフェ、お食事処
　Restaurant & Cafe

西8-スナック喫茶美砂  Misa
tel.090-6249-3937
営業時間／17：00～　定休日／水曜日
居酒屋感覚のスナックで安くてメニューも豊富、
味にも自信あり。音響設備バツグンのカラオケ
で思う存分歌って頂けます。

安2-レストラン＆ペンションとおせんぼ
         Restaurant & Pension Toosenbo
tel.0739-78-2030 fax.78-0878
営業時間／9：30～15：00
定休日／火曜日
自慢の自家菜園の野菜でおもてなしします。
眼下に日高川を眺めながらのひと時をごゆっく
りおくつろぎください。

柳4-喫 茶 て ち  Cafe Techi
tel.0739-78-2138
http://www.shokokai.or. jp/30/303871S0034/index.htm
営業時間／9：00～ 定休日／月曜日
自宅の畑で採れた旬の野菜や山菜を
ふんだんに使った、手作りの日替り定
食が人気。運転に疲れたら挽きたて豆で入れ
たおいしいコーヒーでほっとひと息を。

福3-こすげ茶屋  Kosugejaya
tel.0739-77-0348
営業時間／10：00～16：００　定休日／水曜日
肉厚でホクホクのうな重、肉厚の龍神椎茸が
入った天丼、牛すじ肉をやわらかく煮込んだ
カレーなど、是非一度御賞味ください。

甲１-そばと農園和わく Wawaku
tel.0739 -77-0677
https://www.facebook.com/WawakuRyujinsoba/
営業時間／11:00～15:00
定休日／金曜日
ウッドデッキ前は蕎麦畑と日高川。
芝生に映える赤黄の遊具、花木。薪ストーブ、
美人湯で心も肌もつるつる。NPOによる保育
園と農地の再生PJです。

家４-カフェCONSERVA（コンセルヴァ）
        Cafe CONSERVA
tel.080 -4972-3760
https://www.conserva. jp/
営業時間／9：00～17：00　定休日／火・水・木曜日
貴方が出会った事のないジャムがきっとここ
にある。龍神村のイタリアパンとジャムの店。
地域の素材を使って毎月新しいジャムを作っ
ています。

小4-フラワーデザインスタジオ&カフェカノン
           Flower design studio & Café kanon
tel.&fax.0739 -79-0030
営業時間／10：00～17：00
定休日／日・月曜（土曜イベント出店等の場合あり）
お花、アクセサリーの制作販売。生け花、日
舞、お煎茶教室随時受付。カフェでは、たこ焼
等の軽食、珈琲、自家製ドリンク等をお楽し
みいただけます。

広1-（有）福亀堂　龍の里
        Hukukamedo Ryunosato
tel.0739-79-0780  fax.79-0790
http://www.kisyu.com
営業時間／8：30～18：00
定休日／年中無休
龍神で初めての、コンビニとお土産ものを扱った
店を営業しております。地域に愛される店を目指
して頑張っています。

宮３-たちばなや  Tachibanaya
tel.0739-78-0468　090-3719-1161
営業時間／8:00-20:00
定休日／不定休
黄色い看板の酒屋です。五月のゴールデンウ
ィークは、つきたて草もちと山菜のテント販
売。梅雨明けから、毎週土曜日晴天時ビアガ
ーデンを開催しています。

西2-龍神梅（有）龍神自然食品センター
       Ryujinshizenshokuhin Center
tel.0739-78-2060 fax.78-0952
http://ryujinume.com
営業時間／8：00～17：00
定休日／日曜・祝日
無農薬・無化学肥料で育てた梅だけを使って梅
干、梅肉エキス、梅シロップなどの梅製品を製造
販売しています。龍神村にお越しの際は、是非
お立ち寄りください。

西3-ふれあいマートあだち
       Fureai-Mart Adachi
tel.0739-78-0975 fax.78-0982
営業時間／11月～ 3月9：00～19：００
                4月～11月9：00～19：3０
定休日／無休
当スーパーでは、さばさんまを主原料とした龍
神さむらい寿司と、山菜を主とした山菜巻、
その他冠婚葬祭法事などの仕出し料理が大変
喜ばれています。

西5-味工房 梅樹庵（めいじゅあん）
        Atelier Maijuin
tel.&fax.0739-78-2456
http://www.shokokai.or. jp/30/303871S0010/index.htm
営業時間／10：00～17：00
定休日／木曜・第３日曜日
青あおとした梅の実の五月、紅色に染まる六月、
私たちの工房も梅の実のように熟してゆきたい
‥‥‥と願いながら、梅ドレッシングを製造販
売しております。

柳3-あんくる龍神店 Uncle Ryujin
tel.0739-78-8188 fax.78-8189
営業時間／9：00～19：00
龍神村唯一の、ドラッグストア。薬をはじめ園
芸用品、日用雑貨、食料品、キャンプ用品を各種
取り揃えて、お待ちしております。

□道の駅
　Station of Road

龍1-道の駅田辺市龍神ごまさんスカイタワー
         Michinoeki Tanabeshi-Ryujin Gomasan Skytower
tel.0739-79-0622  fax.79-0621
https://gomasanskytower.com/
営業時間／9:30～17:00
　　　　　土日曜・祝日9:00～17:00
定休日／4～11月無休　12～3月休館
和歌山で1番高い場所にある施設。高さ33m
の展望塔から見渡す山並は四季折々の風景を
楽しめます。売店には龍神村の素材を使用し
たオリジナル商品が並ぶ。

龍5-道の駅龍神ウッディプラザ木族館
          Michinoeki Ryujin Woodyplaza Kizokukan
tel.0739-79-0567 fax.79-0578
michinoekiryujin@mb.aikis.or.jp
営業時間／9：00～17：00 食堂は16：00まで（冬期短縮）
定休日／なし　12～3月水曜日休館
別名ウッディプラザ木族館の名の通り、
龍神材の大木を使った施設で、店内で
は栂（ツガ）の大柱がお待ちしております。お買
い物やお食事でお休みください。

福4-道の駅水の郷日高川龍游
        Michinoeki Mizunosatohidakagawa  Ryuyu
tel.&fax.0739-77-0380
http://www.ryuyu-ryujin.com/
営業時間／9：00～17：00
　　　　　食堂11：00～15：00
定休日／毎月第3火曜日
地元・龍神産しいたけ、あまご、紀州ジビエを
使用したメニュー。特にしいたけバーガーが
人気。売店には、地元産品が並び、殿原こん
にゃくが人気です。

殿1-ゲストハウス吉祥
　　 Gesthouse Kisho
tel.050-3573-2204
kisho.life@gmail.com
営業時間／9：00～17：00
神々の山に囲まれ佇むこと170余年。日頃の
喧騒を忘れ、本物の古民家で非日常を感じて
ください。

家1-がまの湯 田舎宿川口
　　　 Gamanoyu Inakayado-Kawaguchi
tel.0739-77-0345  fax.77-0335
http://www.gamanomizu.com
営業時間／土・日・祝日11：00～20：00
　　　　　水～金　 13：00～20：00
定休日／月・火曜日　冬期など休業することがあ
りますので、お問い合わせください。
お肌ツルツルのがまの湯温泉がある、田舎宿
です。里帰りした様なホッと安心できる空間と、
当宿ならではの精一杯のおもてなしで、お待ち
しております。

各地名を省略したものです。番号は川の上流の方
からの順になっています。地図の方と、実際の道路
上の地名表示板などと合わせてご利用ください。
龍-龍神　　　小-小又川　　湯-湯ノ又
広-広井原　　宮-宮代　　　西-西
丹-丹生ノ川　殿-殿原　　　安-安井　　
柳-柳瀬　　　福-福井　　　甲-甲斐ノ川
家-小家

＊所要時間は、だいたい
の目安ですので余裕
を持ってお越しくださ
い。より詳しい交通ア
クセスは、龍神観光協
会、または各旅館など
のホームページをご覧
ください。
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福5-魂の故郷龍神／詩人誠（せい）
        Tamashiino Furusato Ryujin /Sei
tel.&fax.0739-77-0706
http://www.sei-world.com/
定休日／水曜日
詩人誠ギャラリー＆アトリエ。即興にてあな
ただけの龍神詩、注文作品、講演依頼、リト
リート体験を承ります。出張が多いため事前
にお問い合わせください。要予約制。

創る・見る
□アート＆クラフト、ギャラリー
　Art & Craft  Gallery

龍3-曼荼羅美術館
        Mandara Museum
tel.0739-79-0581　fax.0739-79-0555（季楽里龍神）
http://www.shinkai-gallery.com
営業時間／9：30～16：30
定休日／4月～11月無休　
　　　　12月～3月 火・水曜日
チベットやネパールの仏像、仏具など100点
以上の作品展示されている、弘法大師空海の
偉業を称えて造られた仏教美術館です。

安1-山路紙紙漉き工房
        Sanjigami paper making studio
tel.&fax.0739 -78-2228  0739-78-0185
kamisukiokuno@yahoo.co. jp
当工房では、本格的な紙漉きを体験し
て頂けます。ご希望の方は事前にご連
絡ください。また、山路紙の関係資料の展示、各
種楮（こうぞ）紙の販売、草木染め体験も行って
います。

福2-G.WORKS（ジーワークス）
       G.WORKS
tel.&fax.0739-77-0785
http://www.gworks-web.com
営業時間／10：00～17：00　定休日／水曜日
龍神杉や桧を素材とし、良品質で温かみのある
家具を、製作販売。又、地元作家の陶芸や和紙、
藍染など多彩な作品がギャラリーに並んでいま
す。

家4-藍染計良
        Aizome Keira
tel.& fax.0739-77-0031
aizomekeira@yahoo.co.jp
営業時間／不定(応相談)　不定休　
　　　　　＊事前にお電話くださると確実です。
灰汁や日本酒、ふすま等を入れて発酵させる伝
統的な藍染。お子様も大人も楽しくできます。
所要時間１～2時間。手ぶらでどうぞ。展示販売
もしています。藍染体験は、ご予約ください。

家5-蓑虫工房
       Minomusi-Koubou
tel.&fax.050-3444-4776
http://www.ztv.ne.jp/minomusi/
定休日／不定休（事前にご連絡ください）
切り絵を中心とした紙工房（ポップアップ等）
木、アクリル等へのレーザー彫刻を行っていま
す。切り絵やポップアップは出張しての体験教
室も行います。



維盛伝説 これもりでんせつ

1184年、源平の屋島の合戦のさなかに、陣を
抜け出て逃亡する者がいた。小松三位中将平
維盛とその家来の衛門と嘉門の三人が、高野
山を経て、この護摩壇山のふもとの小森谷の
渓谷に落ち延び隠れ住んだ。平家再興を願
い、天が味方するか、命運を占う為に山の頂
上で炉を設け、護摩木を段に積み上げ、火を放
ったが煙は天に昇らず、谷に下り、占いは凶と
出ました。維盛は衛門と嘉門に別れを告げ、山
を下った。護摩壇山の名はこのことにより名付
けられています。そののち、維盛は熊野那智の
海で入水死したという。これを聞いた衛門と
嘉門は、渓谷の滝に投身し維盛の後を追い殉
死したと言い伝えられ、そこには「衛門と嘉門
の滝」という二つ並んだ滝があります。
また、「お屋敷址」の下流には、土地の娘お万
との悲恋物語の舞台となっている、白粉を流し
た「白壷」、紅を捨てた「赤壷」、そして維盛を慕
い身を投げたという「お万ヶ淵」が、この小森谷
渓谷にあります。

天誅倉 てんちゅうぐら

天誅組の変のあと、1868年9月に水郡善之祐
（にごりぜんのすけ）ら八人の天誅組の志士が、
龍神の山里、小又川まで落ち延び進退きわまり
自首し、捕われました。八人は小又川の農夫喜助
の倉庫に幽閉され、年若い13歳の英太郎ひとり
を除き、10月3日に七人は京都六角の獄舎で斬
首されました。英太郎は、後に検事となり活躍さ
れたそうです。県指定文化財。

B29慰霊碑（連合軍戦没アメリカ将士の石碑）
1945年5月5日に殿原小学校対岸の山
中に、アメリカ軍B29爆撃機が墜落しま
した。搭乗員11名（推定）のうち4名が連
行逮捕され、死亡7名（推定）は、現地に
埋葬されました。1947年12月12日に現
地に供養塔が建立され、その後1995年
に今の場所に移設されました。
また、最近になってB29の機体の一部が
新たに見つけられています。

果無山脈 はてなしさんみゃく

東西30kmに渡って1,200m級の峰々が連
なる雄大な山脈です。トレッキング・コースとし
て楽しまれています。

アマゴ釣り
アマゴ釣りは、3月1日から9月30日までが
解禁期間です。村ではコサメと呼ばれます。ア
マゴは渓流の女王と言われ、体に小判型の紋
のパーマークと、鮮やかな小さな朱点がちりば
められ、たいへん美しいさかなです。釣魚として
もとても繊細で、釣師を魅了しています。

Legend

Skyline龍神村の主な行事と季節の味わい
　　梅畑の梅の花が、川の下流から上流へと咲き移り、村中が花の香りに包まれます。
　　サクラが咲き誇ります。ひと月ほどの間、数種類の山桜、八重桜、ぼたん桜が入れ代わり咲きます。
　　スギ、ヒノキの緑の中で際立ってあざやかで、道沿いの桜も彩りドライブが楽しくなります。
　3月1日　アマゴ釣り解禁
　5月　メイグリーン新緑の季節、町では見れない目のさめるような木々の緑がすばらしい。
　5月　鮎釣り解禁
　6月 ほたるウォッチング　村の各所にて楽しめます。ホットスポット情報は龍神観光協会まで
　　　　　　ホームページに、ほたるウォッチングマップがあります。

　　村内の各キャンプ場が賑わいます。大勢の鮎師の姿が川に見かけられるようになります。
　8月14・15日　龍の郷盆野球大会　半世紀以上の歴史があり、トーナメントで熱戦を繰り広げます。
　8月 中旬　龍神村盆おどり大会

　　10月下旬より紅葉がはじまり、山は豊かな彩りに染まります。
　10月　どらごん縁日：こどもたちと一緒に家族みんなで楽しめる縁日です。
　11月　猪、鹿狩猟解禁
　11月 第1日曜と文化の日　お宮の秋まつり（村内各所神社の秋季例大祭）
　　　 丹生神社は第1日曜が本宮。皆瀬神社、荒嶋神社は文化の日が本宮です。
　　　 獅子舞とオニワニ、お神楽、太鼓を備えた屋台をかつぎ境内をねりまわりして最後に宮入りをし、
　　　 お神楽を奉納、もちまきなどをして、賑わいます。全村民が沸き立つ日です。
　　　 各地区、それぞれ太鼓やお囃子のリズムが違い、太鼓のたたき手が入れ代わり腕を競い合う、聴き
　　　 どころ見どころいっぱいのおまつりです。
　11月中旬日曜　関西実業団対抗駅伝競争大会
　11月 中旬の土日曜から数日間　翔龍祭（龍神林業まつり・村民文化祭）
　　　 龍神市民センターにて、村の物産や龍神材を使った木工品の販売、有名レストランなどの食堂街
　　　 への出店ほか、フリーマーケットやオークション、村民のこどもから作家までの制作作品や、音楽、
　　　 舞踊、太鼓などの舞台発表など、龍神村の文化が一堂に集まる村最大のビックイベントです。

　　南国紀州の雪遊び
　12月初旬　龍神温泉木の郷マラソン大会

その他に、村の各所の旅館、ギャラリーなどで、企画展や作品展など、龍神村や周辺の
作家の作品展示、食の交流会などが行われています。詳しくは龍神観光協会、
龍神村商工会などのホームページをご覧ください。

一部文章は、季刊快適生活提案誌CB08号より参照

陰陽師安倍晴明の伝説
安倍晴明（あべのせいめい）が、殿原に
住む一若という土地の男に、金銭目当てにだま
され、崖から突き落とされて死んだ。しかし、
男が見に降りると岩に腰掛け生きていて、晴明
はその男にさいふをやった。男が家に帰って見
てみるとお金は木の葉になっていたといいま
す。そして、その男の一族はみな次 と々難病に
かかり死に絶えたということです。突き落とさ
れた淵を「晴明ヶ淵」、といい、今も伝えられて
います。
また、殿原の谷口に住んでいた晴明は、笠塔
山の頂上で妖怪が三匹の白馬を駆け回らせ、
奇怪な人形芝居をし村人らを恐れさせていま
した。晴明は三日三晩、笠をさし護摩を焚き、
法力でそれらを封じてしまったといいます。そ
のことから笠塔山の名がついたといわれてい
ます。
また別の話に、晴明が谷口
で田植えをした時、その田
のヒルの口をひねった。そ
の時から谷口のヒルは血
を吸わなくなったという
話などが今もいい伝え
られています。

鮎釣り──龍神太郎 りゅうじんたろう

鮎釣りの解禁日は5月に始まり、年末まで釣る
ことができます。香魚とも呼ばれ、特に日高川
の龍神地区で釣れるアユは、香り良く、味覚は
関西屈指のものとの評判です。体長30センチ
以上の体高の盛り上がったアユを龍神太郎と
呼びます。初夏から秋にかけて全国各地から
鮎師たちが訪れ賑わいます。
地元では、晩秋ごろから小鷹網で捕らえ、季節
の食材として食卓を彩ります。

日高川にて釣りをするには鑑札が必要です。
道沿いの各所に取り扱い店がありオトリも手
に入ります。
お問い合わせは、日高川漁業協同組合まで
tel.0738-52-0224

Fishing

紀州徳川──南龍公のお気に入り
江戸時代の初期、紀州徳川初代藩主頼宣公の
特別の保護を受け、歴代藩主の湯治場として
大いに発展しました。藩主らの保養入湯の御
殿として造営されたのが上御殿で、お供の家
来たちには下御殿が造営され、今も伝統ある
屋号は引き継がれています。上御殿は、平成
11年に国の登録有形文化財に指定されまし
た。
湯宿が建ち並ぶ龍神街道。その街道は、古く
は平安時代から熊野へと大量の物資を運ぶ
のにつかわれた、たいへん古い歴史のある街
道で、江戸時代当時の藩主らは、この街道を
北東に向かい、小森谷を右手に見ながら城ヶ
森山の頂上を越え、清水の下湯川を通り、遠
井辻峠を越えて美里の神野市場、野上の動
木に出て、和歌山の東山東の大河内、西山東
の伊太祈曽、吉礼を通り、秋月を経て和歌山
城　　下の京橋に到着します。街道の距離は十八
里、約72kmもありました。
　
曼陀羅ノ滝 まんだらのたき

温泉寺の裏山を登って約15分のところにある
繊細な滝で、空海がこの滝に打たれ、自然そ
のものの持つ霊気に満たされながら、修行に
励んだと伝えられています。また、中里介山の
小説「大菩薩峠」の「龍神の巻」で主人公がこの
滝の水で失明寸前の目を洗った舞台にもなっ
　ています。

Event

護摩壇山ごまだんさん周辺のみどころ
高野龍神国定公園に指定されていて、護摩壇
山を代表とした山並みは、紀州の屋根と言わ
れています。2009年、護摩壇山の東どなりにあ
る山に龍神岳と命名、標高1382mの県内最高
峰の山が誕生しました。
高野龍神スカイラインは、世界遺産の霊峰高
野山から龍神村を結ぶ42.7km、稜線からの
眺めは格別です。よく晴れた日には、遠く紀伊
水道や四国の山々までも見ることができます。
また、山の南斜面には、ブナやミズナラ、サルグ
ルミ、ツガなどの原生林が広がっています。護
摩壇山森林公園ワイルドライフがあり、野鳥
や野生動物を数多く観察できます。また、6万
本の日本一のしゃくなげ園や林間広場、総合
案内施設（12月～3月休館）があります。
山の周辺にはいくつかのトレッキングコース
があり、遊歩道も整備されています。紅葉の季
節には、山全体がカラフルに色づき、冬には雪
景色や霧氷を見ることもできます。四季それぞ
れの雄大な自然が満喫できます。大自然のエ
コ・ツアーガイド役は、登美屋まで
＊　＊　＊
冬期には道路凍結の為、一部交通規制があり
ますので、情報にご注意ください。詳しくは龍
神観光協会まで

Nature

龍神村のほんまもん体験・ワークショップなど
○とうふ────────────龍神地釜とうふ工房るあん
○山路紙手漉き体験─────山路紙紙漉き工房
○チェンソーアート──────チェンソーアート・ジャパン
○新聞紙で動物をつくる────ミゾズ・ギャラリー：溝端秀章
○藍染め体験─────────藍染計良（あいぞめけいら）
○エアブラシ体験教室──────AIR BRUSH ART JAPAN YUSUKE
○切り絵と紙クラフト体験────蓑虫工房：ミノムシ
○郷土の歴史や民俗─────晴明の里　語部：古久保 健
○自然を楽しむ案内人────登美屋／インタープリター：松場 英
＊詳しくは、龍神観光協会までお問い合わせください。tel.0739-78-2222

Art &  Craft Workshop

＊

＊夜間、道路に野生動物が出て来
ています。クルマの運転には、
充分ご注意ください。

夏

春

秋

冬

各地名を省略したものを店名の頭につけていま
す。番号は川の上流の方からの順になっています。
ウラ面にある店のご案内の方と、道路上の地名表
示板などと、合わせてご利用ください。
龍-龍神　　　小-小又川　　湯-湯ノ又
広-広井原　　宮-宮代　　　西-西
丹-丹生ノ川　殿-殿原　　　安-安井
柳-柳瀬　　　福-福井　　　甲-甲斐ノ川
家-小家

Illustration© mizoo.  2008

龍神温泉の起源──役ノ小角えんのおづぬ

日本三美人の湯の龍神温泉は、西暦700年頃
に大和国の修験道の開祖である役ノ小角（役
ノ行者）が、この地に差し掛かったとき、怪しい
煙が立ち上るのをみつけ、そこを錫杖で突いた
ところ温泉が湧き出たというのが、はじまりで
す。

空海と難陀龍王 なんだりゅうおう

そして、100年程経った平安時代、空海（弘法
大師）が、この地を訪れたとき、役ノ行者の徳
を慕い、自ら薬師如来の尊像を刻み、庵を建て
安置したところ、八大龍王のトップ、難陀龍王　
（なんだりゅうおう）が現れ、「私は衆生を救済
したいと立願し、幾年も過ごしたが、今大師に
出会い、こんな幸いなことはない。」と、よろこび
滝の底へ消えたという。空海はその温泉を龍
神温泉と名付け、その庵を神湯寺（じんとうじ）
と名付けた。その後、1705年に高野山興山寺
の末寺となり、温泉寺と改名されました。

History

美人の湯

龍21-花屋商店

2018年10月31日現在 笠塔山1049m

鉾尖岳1319m

温泉記号： 郵便局 警察官駐在所 学校 神社 寺 城址 山旧跡・名所・文化財 ATM設置絶景スポットWC

湯1-民宿龍神

小3-深山荘　

湯3-民宿せせらぎ

龍20-坂井屋旅館

日高川（おとり）

龍17-龍神温泉元湯
龍18-龍神温泉元湯別館

龍16-下御殿

龍4-季楽里龍神

龍12-観光旅館萬屋
龍11-旅館さかい

龍14-上御殿

龍10-美人亭

龍15-有軒屋

龍8-
　民宿旅館
　ささゆり

釜の崎温泉

家1-がまの湯田舎宿川口

西５-
まごころの宿
丸井

龍2-護摩壇山森林公園
　　ワイルドライフ

宮2-登美屋

宮1-宮代オートキャンプ場

丹1-丹生ヤマセミの郷キャンプ場

龍19-
　田舎料理ほったて小屋

龍6-香房ゆず夢／観光宿泊案内所

龍1-道の駅田辺市龍神
     ごまさんスカイタワー

西1-茶房梅樹庵

宮３-たちばなや
福2-こすげ茶屋

広1-（有）福亀堂　龍の里

湯2-田舎料理奥日高

もんぺとくわ（パン）

柳3-あんくる龍神店

西4-
味工房梅樹庵

西3-ふれあいマートあだち

西2-龍神梅（有）龍神自然食品センター

龍7-龍神♡は～と

龍13-若山屋商店

安1-山路紙
　　紙漉き工房

龍5-道の駅龍神ウッディプラザ木族館

龍3-曼荼羅美術館

遊木民
龍神ドーム

福井駐在所

下山路郵便局

福路

咲楽小学校

大嶋医院

WC

WC
中山路
小学校

村の爺婆の店
まあはいらんせ

GS

グリーングランド

龍神体育館

龍神市民センター
公民館

龍神中学校

銀馬車

南部高校龍神分校

あさひ食堂

味の山里

きのくに信用金庫

龍神行政局
龍神村商工会
龍神観光協会
消防署龍神分署

JA

GS

龍神村保健センター／中央診療所

つり吉

CAJ工房

龍9-食堂松阪

GS

龍神郵便局

WC

WC

安2-レストラン＆ペンション
　　 とおせんぼ

上山路郵便局

湯本駐在所

龍神小学校

WC

WC

WC

WC

WC

上山路小学校

中山路郵便局

龍神村森林組合

GS

GS

桧皮の滝

WC

WC

柳2-（有）チェンソーアート・ジャパン
柳1-やのともこギャラリー＆ショップ

　　（株）エコロケーション

アトリエ龍神の家柳瀬
全部で三軒のクリエイターたちの工房と住ま
いがあります。

柳神社

龍神広場

田んぼアート

WC

道の駅しらまの里
WC

GS

WC

甲斐ノ川発電所

龍神マッシュ学校址

家6-蓑虫工房

アトリエ龍神の家小家
全部で六軒のクリエイターたちの工房と住まいがあります。

        AIR BRUSH ART JAPAN YUSUKE
家5-藍染計良

家4- カフェCONSERVA（コンセルヴァ）
家3-映像制作扇松屋龍神
家2-ミゾズ・ギャラリー／溝端秀章

西６-
スナック喫茶美砂

きずな館（旧宮代小）

秋津野ガルテン
きてら

ささやか館（旧殿原小）

柳4-喫茶　てち

GS

学校址

学校址
弓場石油店
tel.0739-79-0316

美福屋石油店
tel.0739-78-0527

エポック龍神SS
tel.0739-79-0010重根石油店

tel.0739-78-0837

松本石油店
tel.0739-77-0058

共栄石油
tel.0739-77-0331

甲1-そばと農園和わく

喫茶亜瑠絵巣
ITSUKI

殿1-ゲストハウス吉祥 小1-癒しの里小又川バンガロー

小4-フラワーデザインスタジオ＆カフェカノン

福4-魂の故郷龍神／詩人誠（せい）

tomorka

榎木神社

福1-G.WORKS
　　 （ジーワークス）

WC

小2-Tofu&Botanical Kitchen るあん

福3-道の駅
　　　水の郷日高川龍游

天然記念物：椿の大木

センダンの大木
サルスベリの古木

椿山ダム

一本杉

下阿田木神社
上阿田木神社

柳瀬発電所

絶景スポット

絶景スポット
奇絶峡

不老長寿の泉

丹生神社

惣大明神
田中光顕伯潜伏の跡

晴明神社 晴明ヶ淵

三ツ又の黒樫の大木
カヤの大木

天誅倉

曼陀羅ノ滝

皆瀬神社

温泉寺

観音堂

果無山脈

星神神社

龍蔵寺

小森谷渓谷

白壷
赤壷
お万ヶ淵
御屋敷址

衛門・嘉門の滝

城ヶ森山1269m
絶景スポット

絶景スポット

恋小袖の滝

五百原のケヤキの大木

越戒の滝

B29慰霊碑

子安地蔵堂

医王寺
荒嶋神社

虎ヶ峰 789.5m

カトリック
教会

大応寺

美山

日高川町

寒川

鶴ヶ城址

柳瀬
Y a n a s e

安井
Y a s u i

福井
F u k u i

甲斐ノ川
K a i n o g a w a

小家
O i e

東
H i g a s h i

殿原
To n o h a r a

丹生ノ川
N y u n o g a w a

M i t s u m a t a
三ツ又

湯ノ又
Y u n o m a t a

龍神
R y u j i n

広井原
H i r o i h a r a

宮代
M i y a s h i ro

西
N i s h i

龍 神 温 泉

小又川
K o m a t a g a w a

小又川温泉

ヤマセミ温泉

高野山

花園
清水

高 野 龍 神 国 定 公 園

龍神岳1382m（県最高峰）
護摩壇山1372m

高野龍神スカイライン

日高川

日高川

古川

信号

寒　川

日高 川

日高 川

丹生ノ川

小又川

日高 川

信号

信号

信号

信号

下福井トンネル

甲斐ノ川トンネル

至田辺市街

至みなべ

至印南　
　御坊

至御坊

至有田IC

水上栃谷トンネル

県道198号線 龍神中辺路線
虎ヶ峰トンネル

宮代トンネル

広井原トンネル

小原橋

下広井原橋

昭栄橋

てる吉
西駐在所

柿原橋

温泉トンネル

至十津川村

至十津川村

梅津呂橋

龍王橋

寺野橋

湯本橋

宮前橋

龍神街道

湯本小橋

出合橋
龍神街道

龍神街道

県道735号線 龍神十津川線

至中辺路

湯ノ又トンネル

湯ノ又橋

龍橋

小又川
トンネル

温泉橋

温泉橋

温泉橋

皆瀬橋

六地蔵トンネル

柳瀬堰堤

宮之瀬橋

龍和橋

柳瀬大橋

明神橋

丸嶋橋保平橋

祇園橋

上福井トンネル

県道29号線

大正橋

川口橋

小田瀬橋

堰堤址

鍋坂堰堤

白馬トンネル

小森トンネル

至龍神温泉

県道29号線田辺龍神線

金比羅橋

猿橋

県道26号
　 御坊美山線

龍の里橋

福井橋

上山路橋

311

425

至中辺路近露、本宮
栗栖川至上富田、白浜

国道311号線

国道424号線

国道425号線

国道371号線

国道424号線


