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7.1 - 8.31

観光全般に関するお問い合わせ

入浴割引チケット

新型コロナウイルス感染症拡大状況や荒天等によりイベント内容は変更になる場合があります。

メンテナンス等でご入浴いただけない場合があります。

川上村と都市部をつなぐ交流拠点
「かわかみ源流ツーリズム」が
オープンします。
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18
オープン

「水源地の村」川上村の想いや風土を
人・もの・体験などをとおしてお伝え
していきます。様々な川上村の魅力を
“ひとめぐり” してみてください。

● お申し込み／お問合せ

TEL.0746-52-0333
https://g-tourism.jp
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企画展

03

ユネスコエコパークと
川上村〜人里の自然〜

おおたき龍神湖周遊
ボンネットバス

レトロなボンネットバスがおおたき龍神湖
のほとりを “ひとめぐり” します。
（所要時間：約 20 分・先着順）
７月１８日（月・祝）
毎時３0 分発（11 時・12 時・13 時・14 時・15 時・16 時）
各１５名

無料

かわかみ源流ツーリズム内で発行する
乗車券をお受取りください。

04

◉木彫・松本一平展「一刀彫でつくる昆虫の世界」

１０時〜１７時

森と水の源流館

無料

匠の聚（毎水曜休館）

まったり流れる時間をめぐる

夕暮れカフェ

森と水の源流館周辺を散歩しながら身近な
生きものを観察します。
※熱中症対策として
帽子、飲物等をご持参ください。
７月２9 日（金）,８月８日（月）
（午前の部）10 時〜11 時
（午後の部）14 時〜15 時
各２０名

大人８００円 , 小中高５００円

要予約（空きがあれば当日可）

小学生以上

吉野杉と桧の端材で
ネックレスをつくろう

吉野杉や桧の丸太から柱や板、木工品など
に使った余りの端材をみがいてネックレス
を作ります。好きな形のものを探してみよ
う。紐を短くすればストラップとしても使
えます。
８月８日（月）

各５名

５００円

（午前の部）10 時〜1２時
（午後の部）1３時〜15 時

要予約（空きがあれば当日可）

3,000 円（税込）

要予約（空きがあれば当日可）

（午後の部）1３時〜15 時
各先着８名

５００円（税込）

要予約（空きがあれば当日可）

● お申し込み／お問合せ

匠の聚

ぬりえコーナー

川上村に生息する鳥をモチーフにした塗り絵
匠の聚

日本画のアトリエを訪ねて

匠の聚在住作家のアトリエを解放します。

１８時〜

７月１７日（日）
・３１日（日）

匠の聚

各５名

初心者でも安心！おおたき龍神湖でのカヤ
ック（カヌー）体験です。インストラクタ
ー同行で未経験者向けにカヤックの基本を
しっかりとレクチャーします。関西では珍
しい湖での開催で、川とは違い流れがない
ため、女性や体力に自信のない人でも安心
して参加できます。体験後は温泉入浴つき。

（午後の部）1３時３０分〜1６時ごろ
各７名（ガイド１人あたり）

５００円

（午前の部）10 時〜1２時
（午後の部）1３時〜15 時

レイクカヤック

７月１日（金）
〜８月３１日（水）

畑で育った麦から、お茶とストローを作って
みましょう。麦わらから他にどんなものが作
れるのかもご紹介。自然のものを活かして楽
しみましょう♪環境のことを考えるきっかけ
にもなれば嬉しいです。
７月２9 日（金）
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（午前の部）９時３０分〜1２時ごろ

畑で育った麦からお茶
とストローを作ろう

03

大人１人 7,000 円（税込）
子供１人 6,500 円（税込）

いつでも体験

観察ノート

学習シートに館内を見学しながら気づいたこ
とを記入していくと、川上村、森、水、自然、
生きもの、歴史、暮らし、色々なことを学べ
ます。

アンケートに答えて
すてきな賞品をもらっちゃおう！
夏の川上村にお越しいただいた皆様の
お声をお聞かせください。簡単なアン
ケートにお答えいただいた方に、抽選
で川上村の素敵な賞品をプレゼント！

７月２５日（月）,８月２６日（金）
（午前の部）10 時〜1２時
（午後の部）1３時〜15 時

小学生

※ 詳しくはアンケート用紙をご覧ください。

小学生

場所

※中学生は大人料金

開催日の前日まで

ファミリーケイビング

関西では珍しい自然洞窟を探検する本格的
アクティビティ。ヘルメット、つなぎなど
専用の道具はすべて無料レンタルで準備は
不要です。認定ガイド同行のもと、子ども
たちのペースにあわせて安全にお楽しみい
ただけます。ケイビング体験のみの半日コ
ースはとにかく一度は体験してみよう！
７月１日（金）
〜８月３１日（水）
（午前の部）９時３０分〜1２時ごろ

（午後の部）1３時３０分〜1６時ごろ
各７名（ガイド１人あたり）

５歳以上

大人１人 8,500 円（税込）
子供１人 8,000 円（税込）

※中学生は大人料金

開催日の前日まで
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夜の森探検ツアー

普段は立ち入らない夜の森で、カブトムシ
やクワガタなどの人気昆虫を探します。昆
虫をたくさん集める「蜜トラップ」の作り
方を紹介したり、天気が良ければ星空観察
も実施します。探検する森は歩きやすく、
安全な場所なので、小さな子どもでも安心
して虫捕りをお楽しみいただけます。
７月１６日（土）
〜８月３１日（水）
１９時３０分〜２１時ごろ
各７名（ガイド１人あたり）

大人１人 2,000 円（税込）
子供１人 1,500 円（税込）

４歳以上
※中学生は大人料金

開催日の前日まで

に う

開館中常時開催（目安時間：約９０分）
小学生

自由研究よろづ相談

４歳以上

02

７月２１日（木）
〜８月３０日（火）

小学生

標本の作り方、研究ノートのまとめ方など
自由研究で困ったことがあればご相談くだ
さい。

予約優先

（午前の部）10 時〜1２時

（午後の部）1３時〜15 時
各先着８名

コラージュ

シールを貼ったり絵の具やクレパスを使
って独創的な作品をつくってみよう！
７月３０日（土）

匠の聚

７月１６日（土）
〜1８日（月・祝）

◉森の音楽会（出演：松谷文美）
夕暮れカフェを彩る生演奏
７月２２日（金）

７月１８日（月・祝）

７月１６日（土）
〜1７日（日）

匠の聚

１６時〜２０時
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2,500 円（税込）

03

木片を利用して木のくるまやワゴムテッポウ
をつくります。

７月１６日（土）,17 日（日）,18 日（月・祝）
２２日（金）,8 月 12 日（金）,26 日（金）

要予約（空きがあれば当日可）
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８月６日（土）
（午前の部）10 時〜1２時

（午後の部）1３時〜15 時
各先着８名

木の置き時計づくり

木片を組み合わせて小さな置き時計をつく
ります。シンプルでかわいいお部屋のミニ
インテリアにどうぞ！

木でつくるピクニック

匠の聚にあるカフェが夜間にオープン。
夏の夕暮れ、夕日を眺め、風を感じ、心地
よい時間をドリンクと軽食でおもてなし。
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７月２３日（土）,２４日（日）
（午前の部）10 時〜1２時

02

いにま陶房アトリエギャラリー

TEL.0746-52-0888
www.genryuu.or.jp

お散歩自然観察

木のピンボールづくり

自分でルールを考えデザインしたピンボール
をつくります。木片と釘を自由にレイアウト
してオリジナルピンボールをつくろう！

陶芸制作の見学と作品展示販売

● お申し込み／お問合せ

01

01

カフェにて
ダムカレー好評販売中

要予約（空きがあれば当日可）

◉アトリエギャラリー＆ワークショップ

入館料

01

匠の聚に在住する作家をめぐり、作品展を鑑賞
したり、ワークショップに参加してみよう！

７月１６日（土）
〜8 月３０日（火）

７月１日（金）
〜8 月２8 日（日）
９時〜１７時

匠の聚在住作家をひとめぐり

一刀彫で制作した川上村の森に生きる昆虫たち
をモチーフにした作品展。

ユネスコエコパーク（生物圏保存地域）に
指定されている川上村の人里の自然につい
て、未来への風景づくりが行われている白
屋地区の調査結果を展示報告します。

● お申し込み／お問合せ

たくみのむら

● お申し込み／お問合せ

● お申し込み／お問合せ

TEL.0746-52-0733

TEL.0746-53-2441

夏越大祓式・七夕燈籠祭

あまごのつかみどり

夏越大祓式は、知らず知らずのうちに受け
た罪・穢れを祓い清め無病息災を祈願して
心身を清める「茅の輪くぐり」の神事です。
七夕燈籠祭は、御神徳の発揚を祈り境内に
置かれた燈籠に火を灯し、各自の願い事が
書かれた祈祷札のお焚き上げ神事です。
７月２日（土）

透きとおる小川のほとりで、素早く泳ぎ回る
アマゴを夢中で追いかけてください。
７月３０日（土）

９時〜1５時

1,000 円（税込）／おひとり２匹
要予約

１７時〜 ※奉納行事は１８時〜

イラスト 小川こころ
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