岐阜県郡上市 清流せせらぐ踊りの里

Guj o

Where you relish the sound of water, taste of the cuisine, breeze from mountains and colors of nature.

ここは︑郡上。

踊り明かして四二〇年
日本一の踊りの町
夏の２か月にわたって開催される郡上おどりは、
「郡上の
八幡出てゆく時は、雨も降らぬに袖しぼる」という歌で
も知られるほど熱心に愛され、唄い、踊り継がれていま
す。毎年全国から、熱心なファンも訪れる郡上おどり
の城下町『郡上八幡』をご案内します。

清 流・長 良 川と緑 豊かな
郡上の里山の恵み
長良川の鮎は世界農業遺産にも認定されるほどのもの
あまご

ですが、郡上には「日本一の鮎」のほか、岩魚や天 魚
など、本当の清流でしか出会えない川魚や、今注目の
最高品質のジビエ、そしてもちろん地方でしか楽しめな
いような、ご当地ならではのグルメがたくさんあるのです。

和 歌、 白山、 円空に北 斎 ―
歴史 好きにはたまらない ?!
古今和歌集にまつわる秘伝や荘厳な白山信仰の大社、
円空ゆかりの地にあの浮世絵の題材！

縄文・平安・

たきぎのう

江戸から近世へ…。今でも祭礼や薪 能など日々の営み
のそこかしこに深く根ざしている郡上の歴史と伝統は、
意外と奥が深いのです。

「 山 奥」 でしか 味わえない景 色は
アウトドアやツーリングに大 人 気
ウィンタースポーツのメッカである郡上。じつは春・夏
の彩りや秋の紅葉をもとめる街道はツーリストに愛され
ており、子どもから大人まで楽しめる体験型アドベン
チャーやイベントが年中目白押しなのです。そんな郡上
の姿、お教えします。

「 でも郡上ってどこ？」
その道のりも、 楽しめます
特色ある道の駅をめぐり、愛車での旅を楽む。観光列
車『ながら』に乗ってプレミアムな旅情を味わう。高速
バスを利用して、ほかの観光地と一緒に郡上を満喫す
る…。郡上の楽しみ方はひとそれぞれ。もちろん、温泉
もあります。

日本でいちばん︑

おどるまち。

Gujo Odori
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郡上おどり
夏の2ヶ月間、30数夜にわたり城下町を賑わせる郡上おどり最大の特徴は、
見る踊りではなく、参加する踊りだということ。盂蘭盆会（うらぼんえ）の8月
13日から16日までの4日間は翌朝まで踊り明かす『徹夜おどり』で特に有名で
す。
郡上八幡観光協会

0575-67-0002

Shirotori Odori

白鳥おどり
しろとり

郡上おどりに並び、アップテンポな曲調が特徴の白鳥おどりも有名
です。期間は24夜にわたり、8月13日から15日までの3日間の徹夜踊
りで盛り上がります。
白鳥観光協会

0575-82-5900

ら

郡上 良良 ちゃん

ら

老いも若きも、輪になって
毎年夏、夏の 2 ヶ月間にわたり、老いも若きも、地元の人も観光
客もかかわりなく、町に大きな輪をつくり一緒になって踊る郡上
の踊り。
しろとり

32 夜をまたぎ多くの人が訪れる『郡上おどり』はもちろん、
『白鳥
おどり』もまた、その軽快なリズムで踊り子を魅了します。
江戸時代、人びとの安寧と融和をはかるために推奨され盛んになっ
たと言われる郡上おどり。その精神は、今もたくさんの人びとに
笑顔を贈り、楽しませてくれています。
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『日本一美しい山城』
郡上八幡城

The Castle Park

Atago Park

城山公園

愛宕公園

郡上八幡城天守閣までの道のりの途中、八幡山中腹にある公
園。山内一豊と、その妻で「内助の功」で有名な千代の像が立
てられています。

遠藤慶隆が植えたとされる「墨染めの桜」や約100のソメイヨシノが植えられ
た公園で、岐阜県『飛騨美濃さくら33選』に選定されています。自ら盾となり
慶隆を守った忠臣らを祀った供養碑『五人塚』も。

岐阜県郡上市八幡町柳町469-1

町を見下ろす山の頂きに築かれた白亜の天守閣、猛々しさを感じさ

Gujo-Hachiman Castle

せる石垣。戦国時代末期に築かれて以来、城下町の発展と人びとの

100以上のモミジや雪が四季を彩る白亜の名城。5氏19
代にわたり治められ、江戸時代に初代藩主となったの
は、わずか13歳で家督を継ぎ、信長・秀吉・家康に従っ
た遠藤慶隆。一時減俸・転封を余儀なくされました
が、数々の苦難と活躍の末、関ヶ原の戦いに先だつ戦
いでこれを取り戻しました。長い乱世を渡りぬき、心か
らふるさとを愛したその人柄は、今の郡上っ子精神その
もの。城下町、河川、飛騨奥美濃の山々、荒々しい城郭
に囲まれたこの名城の天守閣からは、そんなふるさと
の姿が一望できます。

営みをずっと見守ってきた郡上八幡は、春夏秋冬の装いや城下町と
一体となって開催されるイベントでわたしたちを楽しませてくれま
す。
作家、司馬遼太郎が、著作『街道をゆく』の中で「日本で最も美し
こもりく

い山城であり、隠国の城」と評した郡上八幡城をぜひ訪れてみてく
ださい。

岐阜県郡上市八幡町柳町一の平659
無料／山頂約20台／中腹（城山公園）約13台
大人（高校生以上）310円／小人150円（小中学生）

桜の見ごろ：4月上旬

東京都
港区『青山』

郡上八幡城

0575-67-1819
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岐阜県郡上市八幡町島谷85

そ の 地 名の由 来 時 代、徳 川家の重 臣 で
あった 八幡 藩を所領とする「青山家」の広
大な下屋敷（別荘）があったことからきてい
るそうです。同家の菩提寺である南青山の
梅窓院では、毎年「郡上おどり in 青山」
が催され、地域の方、そして郡上っ子
Gujo-Hachiman Castle's Fireworks Display

Gujo-Hachiman Castle's Red-Leaf Festival

郡上八幡城下町花火大会

郡上八幡城下町もみじまつり

郡上おどりの期間中に開催されます。城の敷地
内から花火が打ち上げらるというとてもめずら
しい形式。吉田川の対岸ではナイアガラも。

色鮮やかな紅葉と白亜の城壁のコントラストが美しい秋。たく
さんの人で賑わう城下町。期間限定で夜間入場もでき、幻想的
な秋の景色を楽しめます。

日程：８月７日・打ち上げ数：1000発

たちが楽しく郡上おどりに興じて
います。

期間：11月／紅葉状況による

7

The Water Pathway

水と踊りの
城下町をめぐる

長良川にそそぐ清流、鯉が泳ぐ町に縦横無尽に張り

いがわこみち

Hachiman Shrine

鯉や川魚が泳ぐ情緒豊かな用水路。
旧庁舎記念館の横から民家の裏手
を流れ、夏になればスイカが冷やさ
れていたり、鮎が籠に入れてあった
り。洗濯場が3つあり、近所のおばさ
んたちの社交の場でもあったりしま
す。

鎌倉時代創建。郡上八幡城築城に
伴い遷座し、以来歴代郡上八幡城主
の祈願所として崇敬庇護され、郡上
藩主が寄進した鎧や刀、絵馬などを
所有するなど、郡上八幡を代表する
神社です。

八幡神社

岐阜県郡上市幡町八幡町島谷339

巡らされた水路。江戸時代から本格的に整備され発

祭神：誉田別命、菅原道真公

展した郡上八幡の城下町には、当時と変わらない踊
りと水の恵みに育まれてきた歴史と文化、素朴だけ

Kishitsurugi Shrine
Sogi-sui

れどもあたらしい、そんな日々の営みを垣間みるこ

宗祇水
「日本名水百選」第１号の湧水。室
町時代、連歌の宗匠・宗祇が郡上の
領主である東常縁から古今伝授を受
けて京へ戻るとき、この泉のほとりで
歌を詠み交わしました。

とができます。

毎年8月20日、郡上おどりに先立つ
神事・宗祇 水神祭が執り行われま
す。
Old City Hall of Gujo

岐阜県郡上市八幡町本町

岸剱神社
717年創建。慶隆の崇敬庇護以来、
城下町の氏神として信仰されていま
す。吉田神道秘蔵の神秘曲が伝授さ
れ、城下町を練り歩く例祭の大神楽
は岐阜県指定無形民俗文化財に指
定されています。
岐阜県郡上市八幡町柳町438
祀神：天照皇大神、素戔嗚尊など

Hiyoshi Shrine

郡上八幡旧庁舎記念館

日吉神社

市街地のほぼ中央にあるレトロモダ
ンな建物はかつての町役場で国の
登録文化財。観光案内や軽食、レン
タサイクルなどを扱い、まさに城下
町観光の拠点。郡上おどりを修める
予約制の講習も大人気です。

「郡上八幡春まつり」では、城下町
の三大神社（日吉・八幡・岸剱神社）
の大神楽がにぎわう城下町を巡行
し、春の訪れを祝います。
岐阜県郡上市八幡町島谷683
Pocket Park and Water Boat

祀神：大山咋神

ポケットパークと水舟

岐阜県郡上市八幡町島谷520-1
32台
0575-67-1819

市街地には水を中心のテーマとした
ポケットパーク（小公園）がいたると
ころにあります。水舟では野菜や飲
み物が冷やされていて、清流の町の
営みの姿が垣間見えます。

コインロッカー・無料休憩所

Chokei-ji Temple

長敬寺
古今伝授の祖といわれる東常縁の玄
孫・正勧坊正欽が飛騨高山照蓮寺に
いると聞いた遠藤慶隆は、1601年、
彼を招いてこれを創建し、自らの菩
提寺としました。
岐阜県郡上市八幡町職人町742
真宗大谷派

Guj-Hachiman Exbition Hall

郡上八幡博覧館
水・歴史・技・おどりを中心に郡上八
幡の魅力を凝縮して紹介する施設で
す。郡上おどりの実演も見られます
岐阜県郡上市八幡町殿町50
0575-62-3215

TheYanaka-sui Pathway

やなか水の小径

Jion-ji Temple's Japanese Garden

長良川と吉田川の小石を敷き詰めた
小径には水路が静かに流れ、柳もま
た風流ある佇まいで訪れる人の心を
癒やしてくれます。

庭園・
園がみせる四季折々の風
情と滝の音が、訪れる人の心を和ま
せる寺院。

慈恩寺

岐阜県郡上市幡町八幡町島谷339
臨済宗妙心寺派

St. Gujo-Hachiman
Yoshida River

吉田川
郡上八幡のまんなかを流れる吉田川
では、自然や水との付き合い方を学
び育つ子どもたちのはしゃぎ声が響
きます。もちろん大人も一緒に遊び、
楽しいことや危険なことを教えあい
ます。

郡上八幡駅
1929年開業。国鉄時代のなごりを
色濃く残すローカル駅。老朽化のた
め、2017年、当時の面影を残しなが
らの改修・整備を行い、郡上八幡の
玄関口としてリニューアルされます。
岐阜県郡上市八幡町島谷1544-1
0575-23-3921（長良川鉄道㈱）

Old Hayashi Clinic

郡上八幡樂藝館
（旧林療院本館）
明治37年(1904)建造、木造2階建の
擬洋風の外観で知られた医院。国の
登録有形文化財です。
岐阜県郡上市八幡町島谷792
0575-66-1011

Daijo-ji Temple

大乗寺
落ち着いた雰囲気の境内で、秋には
紅葉が鮮やかな寺院 。吉田川の支
流、小駄良川沿いにあります。
岐阜県郡上市幡町八幡町島谷339
日蓮宗

古い町並みをめぐる
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山と川とが

贈る幸。

02

世界農業遺産
『清流長良川の鮎』を知る

エメラルドグリーンに輝く日本三大清流の一つ、長良
川。透き通った川底で石に生えた苔を食べて成長する
鮎の風味の決め手は、ただ川だけでなく、水を生み出
す山や森、自然を慈しみ大切にする里山の営みが長年
にわたって培った文化そのもの。初夏の若鮎から初秋
の落ち鮎まで、上品で芳醇な清流の贈り物をお楽しみ
ください。

Tasty Ayu Fish of Gujo & Wara

郡上鮎・和良鮎
長良川上流域・木曽川水系の源に位置する郡上の河川は、清流の中の清流。良質な藻類が良く育つこと
から、他に類を見ないほど香り豊かな鮎が育ち、
「清流めぐり利き鮎会」
（高知県友釣り連盟）でも多く
の受賞歴を誇ります。スイカのような独特の香りと引き締まった上質な身の甘みを引き立てるはらわたの
ほろ苦さなど、どれをとっても一級品。老舗料亭でも重用される郡上鮎／和良鮎はぜひ味わってほしい
逸品です。

Kei-chan
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おいしいんやよ、
里山のごちそう
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鶏ちゃん
けい

鶏肉を醤油や味噌ベースのタレに漬け込んだ鶏肉を食
べる郡上方面の郷土食。味付けのほかに若鶏や親鶏、
皮肝など、お店・家庭によって千差万別です。
Okumino Curry
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奥美濃カレー

地元産の食材を活かし、隠し味に郡上味噌を使ったご
当地カレー。お店によってオリジナリティーあふれる美
味しい一皿を様子しています。
Hida Beef

03

豊かな自然の恵みと里山の暮らしと知恵から生
まれた郡上の「うまいもん」は、まごころでいっ
ぱい。
懐かしい味にちょっと珍しいグルメまで、おも
てなしの心がこもったものを食べると自然と顔
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岐阜県内で愛情たっぷりに育てられた黒毛和牛。肉質
はきめ細やかでやわらかく、美しい霜降りと口のなかで
とろける芳醇な香りと味わいはまさに逸品。
Fruits and Vegetables
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産直！ 野菜・果物・山菜

水どころ郡上の農産物はもちろんみずみずしい美味しさ
にあふれています。新鮮な季節の恵みを各地の道の駅
や無人販売所で見つけることができます。

もほころぶもの。
郡上っ子自慢の逸品、食べてみんかな？

飛騨牛

Gibier Cuisine
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ジビエ料理

郡上では冬の味覚として親しまれている鹿や猪を使っ
た、今注目のジビエ料理。伝統的な猪の牡丹鍋からイ
タリアンやフレンチの一皿も。
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定番の
郡上みやげはこれ！

見 る・知 る・楽 し む、 郡 上 体 験 。
「郡上にきたんだから、やっぱり郡上ならではの

明宝ハム

鶏ちゃん

郡上の地酒・地ビール

脂や筋を手作業で取り除くなど、丁寧な職
人仕事が生み出す肉本来の旨味が味わえ
るご存知、明宝ハム。国産豚もも肉だけを
使った、押しも押されもせぬ高級プレスハム
です。

民宿、旅館、商店に焼肉屋などが作るそれ
ぞれ特徴ある鶏ちゃん。その数を把握で
きる郡上人はいないとか…。お酒のおつま
み、夏のBBQの定番に、お気に入りの一品
を探してみては？

郡上の天然水で仕込まれるまろやかな日本
酒やどぶろくのほかに、地ビールもお土産と
して人気があります。

けい

ものに触れてみたい」
そんなひとにピッタリの郡上の伝統と今を代表
する 3 つの注目のトピックは、「体験」
「技」そ
して「伝統」！

Making Original Washcloth

Food Sample

オリジナル手ぬぐい

食品サンプルづくり

郡上発祥といわれるシルクスクリーン印刷で郡上おどりに
欠かせない自分だけのオリジナル手ぬぐい作りの体験がで
きます。自分でつくるから、愛着もひとしおです。

実は郡上八幡は《食品サンプルの聖地》。食品サンプルを世界に広めた岩崎瀧三氏が
生まれ育った地なのです。他ではなかなかできないとってもリアルな食品サンプル作り
体験はいつも驚きと笑い声であふれています。

体験

タカラギャラリーワークルーム ☎050-3682-1861

母 袋燻り豆腐

明宝トマトケチャップ

味噌・発酵食品

牛乳・チーズ・ヨーグルト

母袋工房が、大豆をたっぷり使った郡上の
豆腐を燻製にした通好みの逸品。お酒にも
ぴったりなほか、醤油やワサビ、マヨネーズ
とも相性抜群。
「病みつきになる」と大人気
です。

明宝レディースが手作りする地元特産のブ
ランドトマト「桃太郎」をたっぷり使った無
添加の純粋なトマトケチャップ。じっくりこ
とこと5時間かけて凝縮されたおいしさはま
るでジャムのようです。

全量麹仕込みなど奥美濃伝統の製法で作
られる味噌・醤油や、山菜を混ぜたおかず
味噌、お酢を使わないらっきょうなど、な
ど、郡上は発酵食品が豊富。お食事の時な
ども付け合せに注目してみてください。

ひるがの高原で大切に育てられた乳牛の搾
りたての生乳から作られるチーズやヨーグ
ルトなどの乳製品。郡上の空気と自然の豊
かさが感じられる最高品質の味。

も た い いぶ
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郡上のお菓子

春まちにんじんジュース

郡上のお米

天然水

肉桂玉やとちの実せんべいのほか、寒暖差
の大きい地域で栽培された甘い野菜・果物
を使用したものなど、素朴でやさしく、どこ
かなつかしい味わいのお菓子も郡上の自慢
の品々です。

標高1,000mのひるがの高原の雪の下で冬
を越すことで糖度10度以上とフルーツのよ
うに甘く育った季節限定の「春まちにんじ
ん」を100％使用してジュースは、子どもも
大人も笑顔になる美味しさです。

森林面積およそ90%、とめどなく清らかな
水が湧き出る郡上市。寒暖差が大きく、お
米のおいしさを示す『食味値』が極めて高
いお米は、都市部からの観光客の皆さんに
驚きをもって迎えられています。

清流の町郡上の天然水は口あたりまろやか
な超軟水。サイダーの冷たくてなつかしい
味わいは城下町歩きでの一服やお土産に
もってこいです。

サンプルづくりができるお店

手ぬぐい

食品サンプル

郡上かるた

夏の間踊り明かす郡上は、下駄の消費量も
日本随一。踊りにも使える丈夫な下駄は一
塊の木の塊から削り出され、響く音もこだ
わって作られています。自分好みの鼻緒で
オリジナル下駄をつくる楽しみも。

夏を踊り明かすの欠かせない手ぬぐいは、
必需品なだけでなく思い出と一緒に持ち帰
れるお土産の定番。色んなオリジナル柄が
毎年登場します。浴衣とのコーディネートも
手ぬぐい選びの楽しみ。

レストランや喫茶店のウィンドウに並んで
いる食品サンプル。小さなストラップや
キーホルダー、
マグネットが人気です。

郡上の魅力を『かるた』にしました。絵札の
原画は郷土芸術家としてご活躍の水野政
雄氏(八幡在住)。郡上の空気・ひかり・人々
の日常など水野さんの世界観をお楽しみく
ださい。

八幡町城南町250

☎0575-65-3378

・食品サンプル創作館さんぷる工房

八幡町本町956

☎0575-67-1870

・旭さんぷる工房

八幡町旭1207-3

☎0575-65-4887

・山の中のさんぷる屋

白鳥町向小駄良693-2

☎0575-82-2244

Sweet Corn Harvest Festival in Takasu

Milking Experience in Hirugano

あま～い！ トウモロコシ収穫祭

乳しぼり・乗馬体験

安心で美味しい野菜作りを目指している高鷲ふれあい農園
のトウモロコシは寒暖差もあって甘くておいしい！ 収穫祭
以外に、貸し／オーナー農園制度もあります。

牧歌の里（→p.23）では、乗馬やアルパカなどかわいい動物
とのふれあい体験ができます。時間の指定があるので事前
にチェックしてくださいね。

高鷲ふれあい農園 ☎0575-73-2066

技

おどり下駄

・サンプルビレッジ・いわさき

牧歌の里 ☎0575-73-2888

伝統

The Gujo Tsumugi - Incredible Technic

Ai-zome Tradition since before Edo Era

郡上紬

郡上本染

人間国宝の故・宗廣力三氏が、染めや
織りにおける揺るぎない哲学のもと、超
絶技巧の作品の数々をつくりあげ確立
した技術の『郡上紬』。あらかじめグラ
デーションをつけた糸を織りなし模様
を出すには、途方もなく緻密な計算と
繊細微妙な染めの技が必要です。

毎年大寒の日に行われる『寒ざら
し』は江戸時代から続き、子どもの
健やかな成長を願う行事であると
ともに城下町の冬の風物詩。これを
担うのは創業430年、藍染一筋の老
舗・渡辺染物店。

モダンアートのような幾何学模様など、
因習にとらわれない先進的な思想と技
が融合した紬は多くの和装愛好家の憧
れです。
たにざわ ☎0575-65-2074

もち米での模様づくりや絞り染めな
ど、長年受け継いできた技術を現代
のライフスタイルに合わせて雑貨や
衣類にも応用し、郡上の生活と共に
伝統を受け継いでいます。
渡辺染物店 ☎0575-65-3959
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白山文化に

彩られる伝統

03

開山一三〇〇年
歩まれ続ける美濃禅定道

郡上おどりも祭礼も
白山神への捧ぐもの

白山信仰の三大馬場、
「越前馬場」「加賀馬場」そして

白山に籠もって修行に励んだ山伏をねぎらう祝宴が起

「美濃馬場」
。いずれの馬場にも河が流れ、東海では長

源とされる能や歌舞伎の起源「延年の舞」や「花奪」。

良川に沿い白山と水への信仰が広がりました。美濃禅

修験者は託宣や芸能も伝える役割を担い、
「拝殿おど

定道（参詣道・登山道）は信者で大いに賑わったと伝

り」や「盆踊り」となり、庶民の楽しみともなりまし

わり、今日まで多くの寺社や遺跡が残されています。

た。「郡上おどり」も白山信仰が育んだものなのです。

はなばい

Nagataki Hakusan Shrine / Choryu-ji Temple

長瀧白山神社・ 長 瀧 寺
ながたき

Amida's Waterfall

阿弥陀ヶ滝
北斎の浮世絵でも知られる日
本の滝100選、落差約60ｍの名
瀑。滝壺のすぐ近くまで遊歩道
があります。また、近くでは流
しそうめんが楽しめます。
岐阜県郡上市白鳥町前谷

ちょうりゅう

奈良時代初め泰澄大師により創建さ
れ、鎌倉、室町時代を中心に隆盛を
極め、多くの白山信仰ゆかりの文化
遺産が残っています。古来は、白山
中宮長瀧寺といい、明治の神仏分離
の際に、長瀧白山神社と白山長瀧寺
に分かれました。
岐阜県郡上市白鳥町長滝138

白山 中 居 神社
ちゅうきょ

はなばい

六日祭とは、毎年正月6日に行われる
例大祭。古くは奈良などでも行われ
たという記録が残っていますが、今は
ほとんど見られません。長瀧と平泉
毛越寺の延年は、その内容から『二
大延年』といわれています。

Noh "Cherry Blossoms in Kurusu"

薪能「くるす桜」

たぎきのう

毎年８月７日の明建神社の例大祭の
夜に奉納薪能として開催されます。
古今伝授の祖・東常縁をモデルとし
た能「くるす桜」の謡曲本には長滝
の僧の名前があり、かがり火の種火
のひとつは、毎年白山連峰で採火し
たものを用います。

修行僧・泰澄が白山山頂を極めたのは養老元年（717 年）。
泰澄はそこで修験道に励み、白山の神が水から生まれた竜
神であり、その本地仏は十一面観音であると感得しました。

五二五社

ここに《神仏習合》の先駆けとなる「白山信仰」が発芽し、

大 正時代の記録によると白山

白山の信徳は日本各地に広まったのです。

延年・華 奪（六日祭）

祀神：菊理媛神、伊弉諾尊、伊弉冉尊

Hakusan Chukyo Shrine

神仏習合の美濃馬場に
深く根ざす白山信仰

Ennen / Hanabai

神 社 の 数 は 東 北 から九 州 ま で
2715 社。岐阜県はそのおよ
そ５分 の１に あ たる５２５

景行天皇の御世にイザナギ、イザナ
ミノミコトを祀ったのが始まりとされ
ています。その後、泰澄が社殿を修
復し、社域を拡げました。境内は、杉
の巨木が林立し、荘厳な雰囲気を漂
わせています。本殿の彫刻は、江戸
時代の作で、岐阜県重要文化財に指
定されています。
岐阜県郡上市白鳥町石徹白3-48
例大祭：5月第3日曜日

社がありました。

明建神社：郡上市大和町牧912-1
0575-88-3244（古今伝授の里フィー
ルドミュージアム）

Kake-odori of Kanomizu

寒 水の掛 踊
かのみず

かけおどり

寒水白山神社に約300年前から伝わ
る祭礼。毎年9月第2日曜とその前日
に行われ、地元住民が役者に扮し、
掛け合いをしながら踊ります。長さ
3.6mのしないと呼ばれる竹製の飾り
ものを背に負った4人の若者の勇壮
な舞いが見物です。
寒水白山神社：
郡上市明宝寒水1203-1
0575-87-2844（明宝観光協会）

The Itoshiro Cedar

石徹白大杉
い と し ろ

推定樹齢1800年。周囲約13.4m。白
山信仰の登拝者を見守り続けた巨
木。駐車場から420段の階段を登る
と大杉が迎えてくれます。
岐阜県郡上市白鳥町石徹白
Mount Haku

白山
14

中世には白山は白山修験の霊山として栄え、登山口には
修験の道場がひらかれて白山信仰の全国的広がりのも
ととなった霊峰。ひるがの高原から展望できます。

Annual Festival over Gujo

各地の例祭
毎年各地域で例祭が行われ、白山神
社に神楽などを奉納します。舞の内
容も地域によってさまざまです。
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Center for the Very Center of Japan

日本まん真ん中センター

Hoshinomiya Shrine

建 物 全 体が巨 大な日時計！ 円空
の情報を発 信する「円空研究セン
ター」や、近隣には温泉もあります。
また、夏祭りは大いに盛り上がりま
す。

星 宮 神社
ほしのみや

大昔から近代まで
郡上の歴史は奥が深い

岐阜県郡上市美並町白山430-4
0575-79-3700

Center for the Very Center of Japan

円空ゆかりの神社で、ぜんそくや眼
病に御利益があると言われていま
す。神体が虚空蔵菩薩像であること
や、平安〜鎌倉時代の懸仏があるな
ど、廃仏毀釈以前の神仏習合の形が
残っています。

古くは縄文時代の遺跡にはじまり、古代・中世・
近代と、郡上ではさまざまな民俗や風習が生ま
れ、現代も受け継がれています。社会の荒波に

美並ふるさと館
初 期 から晩 年 の円 空 仏 9 5 体 を 公
開。隣には円空ゆかりの星宮神社
（→p.20）があります。

岐阜県郡上市美並町高砂1252

さらされながらも、今の営みのそこかしこに垣

岐阜県郡上市美並町高砂1252-2
大人210円／小人（小中学生）100円
※団体割引有

高賀六社の一社

0575-79-3440

間見れる郡上の風土をひもといてみませんか？

Wara History Museum

和良歴史資料館

古今伝授
『古今和歌集』の解釈を中心に、歌学や関連
分野の様々な学説を、師から弟子へ秘説相承の
形で伝授されたもの。中世に郡上を治めた東（と
う）氏は、和歌に優れた才能を見せた一族で、中で
も９代目・東常縁は、
「古今伝授」の形式を確立し
て「古今伝授」の祖と呼ばれています。この東氏
一族の居館跡「国名勝東 氏館跡庭園」を中心
に、和歌・短歌をテーマとした野外博物館
として整備したものが古今伝授の里
フィールドミュージアムです。

和良町の原始時代遺跡より出土した遺物や
戸隠神社、宮代白山神社の宝物を展示してい
るほか、オオサンショウウオが飼育されて間
近で見られます。
Kokindenjyu Field Museums

古今伝授の里フィールドミュージアム
和歌文学館、東氏記念館などの展示館や、和室の大広
間・篠脇山荘などからなる博物館。園内のレストラン「も
もちどり」では地元の野菜をふんだんに使ったフランス料
理が楽しめる。抹茶が人気の茶屋「いなおほせどり」、和
雑貨店「よぶこどり」も。桜、新緑、ぼたん、紅葉の名所。
光と水がふんだんに使われた建築と景観の調和も見事で
す。
岐阜県郡上市大和町牧912-1
大人310円／小中学生100円 ※団体割引有
0575-88-3244

岐阜県郡上市和良町宮地1121-1
大人210円／小人（小中学生）100円
※団体割引有
0575-77-4011

Takasu Memorial Hall for Development

たかす開拓記念館
高鷲の開拓をはじめ、明治から昭和にかけて
の開拓の歴史資料を展示し、高鷲・北海道・
満州の開拓の歴史などを学ぶことができる貴
重な施設。
岐阜県郡上市高鷲町大鷲1244-8
たかす町民センター内
無料
0575-72-6321

Hakusan Museum of Culture

白山文化博物館
長瀧白山神社、長瀧寺に伝わる白山神社ゆ
かりの宝物を展示しています。
岐阜県郡上市白鳥町長滝402
9:00~16:00（火・年末年始休）
大人310円／小中学生100円
※団体割引有
0575-85-2663

Meiho Museum of History and Folklore

明宝歴史民俗資料館
旧小学校の木造校舎をそのまま使用した資
料館。収蔵点数は約47,000点 そのうち国有
形民俗文化財に指定されているものは3,594
点にのぼります。
岐阜県郡上市明宝気良154
大人210円／小人（小中学生）150円
※団体割引有
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0575-87-2119
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Kera Kabuki

気 良歌舞伎
け

ら

一時途絶えた明宝気良地区の地歌舞伎。毎
年秋、地元の神社例祭に合わせて歌舞伎を
披露しています。特産品『明宝ハム』が小道
具として登場するのがお約束です。
明宝観光協会

☎0575-87-2844

高雄歌舞伎
たかお

200年の歴史をもつ地歌舞伎。役者はもちろん、浄瑠
璃・下座から裏方、振付まで、地元の人たちでまかなう
意気込みと心意気は他の地域にも影響を与えていま
す。毎年口明方小学校で定期公演を行っています。
郡上八幡観光協会
☎0575-67-0002

おくぶか

Nabi Singu Shrine

Japan Earthenware Bell Museum

Hirugano Watershed Park

那比新宮神社

日本土 鈴館

ひるがの分水嶺公園

神体が金銅宝冠虚空蔵菩薩であ
ることや、平安〜鎌倉時代の懸仏
が大量にあるなど、廃仏毀釈以前
の神仏習合の形が残っています。

2010年8月、ギネス世界記録に認
定された16,0 4 0点もの土鈴に圧
倒されます。素朴な玩具からは、
作った人や時 代のぬくもりが 伝
わってきます。

国道156号線に面し、春にはカタク
リや水バショウ、秋の紅葉も綺麗
な公園。大日ヶ岳から流れてきた
水はここを分水嶺として太平洋側と
日本海側に分かれて流れていきま
す。

なびしんぐう

岐阜県八幡町那比
高賀六社の一社

どれい

岐阜県郡上市白鳥町大島1554-6
0575-82-5090
無料

たくさん あります
郡上の 奥深どころ

Takao Kabuki

岐阜県郡上市高鷲町ひるがの
0575-73-2241
（ひるがの観光案内所）

Big Waterfall of the Otaki Calcareous Cave

大滝鍾乳洞
Myoken Shrine

Hokuno Station

Asian Skunk-Cabbage

明建神社

北濃駅

ミズバショウ

中世に郡上を治めた東氏が勧請
した神社。横参道には約230mに
わたってヤマザクラ、ソメイヨシノ
が植えられ岐阜県「飛 騨美濃さ
くら33選」に選定されています。
毎年4月上旬から中旬にかけ、桜
のトンネルを作り、秋にはヒガンバ
ナが両脇の土手を彩ります。

長良川鉄道越美南線の終着駅。
蒸気機関車が現役だった1960年
代終わり頃まで使われていたアメ
リカ製の転車台が歴史的な産業
文化遺産と評価されており、日本
近代史のロマンが感じられます。

ひるがの高原にはミズバショウの
群生地がいくつか見られますが、
実は日本最南限といわれていま
す。4月下旬ごろからが見頃です。

岐阜県郡上市白鳥町歩岐島

岐阜県郡上市高鷲町ひるがの
0575-73-2241
（ひるがの観光案内所）

地 底の滝としては日本一という
30mの大滝があり、豊富な地下水
が作り出したさまざまな鍾乳石の
造形がみられます。
岐阜県郡上市八幡町安久田2298
0575-67-1331

Miyama Calcareous Cave

美山鍾乳洞
観光洞長800m(総延長2,000m)の
タテ穴式鍾乳洞。照明のない未
開洞での洞窟探検（ケイビング）
で冒険家気分に！

岐阜県郡上市大和町牧912-1
神体：妙見大菩薩

Keisyo-ji Temple

Washimi Bridge

Togakushi Shrine

桂昌寺

鷲見橋

戸隠神社の重ね岩

霊峰高賀山を眺望する高台の寺
で、境内は広く、牡丹2,000株、あ
じさい8,000株、西洋石楠花500
株、他に梅や百日紅、水芭蕉、彼
岸桜など年中花がある花と安らぎ
のお寺です。

高さ118m、主塔を持たない道路
橋としては日本一の高さを持つ東
海北陸自動車道の道路橋。2本目
の橋が建設中で、1本目を上回る
高さ125mとなる予定です。

天照大御神が閉じこもった岩戸の
欠片が飛んできたと伝えられてい
ます。上部の岩は42tありますが、
片手でもぐらぐらと揺 れます。
※現在は触れることはできません

岐阜県郡上市高鷲町鷲見

岐阜県郡上市和良町宮地

岐阜県郡上市美並町大原579

0575-77-2211

0575-79-2188

祀神:手力男之命

岐阜県郡上市八幡町美山421
0575-68-2321

Gujo Calcareous Cave

郡上鍾乳洞
地 底湖の上を歩くと言った感じ
で、平坦なので手軽に楽しめる鍾
乳洞。
岐阜県郡上市八幡町入間
0575-68-2101
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夏休み、土日営業
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04

四季折々の
里山スペクタクル

Enjoying the Rivers

The Wara Fireﬂ y

郡上の川の楽しみ方

和良蛍

カヌーやスリルいっぱいのラフティング、アユの友釣りやフライ
フィッシング、そしてもちろん普通の川遊びのほか、施設やイベン
トによって、イワナやアマゴといった清流の川魚つかみ体験後そ
の場で食べられたりします。隠れた名瀑もそこかしこにあり、ドラ
イブがてらでもアウトドア目的でも、郡上の川の楽しみ方は人の
数だけあるのです。

毎年6月中旬になると和良町は蛍が
乱舞する季節。源氏蛍と姫蛍が少し
時期をずらしてピークを迎えます。

奥美濃の自然を感じる

岐阜県郡上市和良町
0575-77-2211（和良観光協会）

山々、清流、高原が四季折々の装いをまとう郡上
の自然。清冽な水に驚き、甘い花々の香りにうっ
とり。雄大な自然の姿に感動したり、広い空の下
で思いっきり背伸びをしたり。ここでしかできな
いこと、たくさんあります。

Cherry Blossoms in Minami

The Kunitas' Flower Field

Route 472 - Seseragi Road

Terraced Rice Fields

美並町深戸の桜並木

國田家の芝桜

せせらぎ街道

棚田のある風景

国道156号線沿い、エメラルドブルーに輝く長良川の堤防を500m
にわたって並ぶ桜の木。お花見や散歩、カメラを手にした人びとの
目を楽しませてくれます。

せせらぎ街道沿いの集落に嫁いできた「國田家のおばあちゃん」
がこつこつと育て上げた2,500㎡の名花見スポット。現在はそのご
家族や地域の方によって管理されています。

四季の彩りが楽しめる快適ドライブルート。せせらぎ街道は標高
差があり、秋は一番標高の高い西ウレ峠あたりから順番に紅葉し
ていくので、長い期間にわたって楽しめます。

日本の原風景といわれる棚田。階段状に大小さまざまな形の水田
が集まり、収穫時期を迎えて一面が黄金（こがね）色に染まる景色
は壮観です。

岐阜県郡上市美並町・国道156号線沿い
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岐阜県郡上市明宝奥住

0575-87-2844

郡上～高山

0575-87-2844

岐阜県郡上市白鳥町牛道
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ふれあいと彩りの
高原に行こう！

郡上の北部は爽やかな高原地帯。夏は避暑地やス
ポーツ合宿地として、冬はウインタースポーツの
メッカとして一年中楽しめます。牧歌の里、ひる
がの高原コキアパーク、ダイナランドゆり園を中
心に、湿原植物園やミズバショウの群生地など、
一面の花や植物を楽しみに多くの人が訪れます。
Idyl Villege - Bokka no Sato

Hirugano Heights - Kokia Park

Dynaland - Lily Garden

牧歌の里

ひるがの高原コキアパーク

ダイナランドゆり園

春のチューリップ、夏のラベンダー、秋のコスモスなど、季節の花々で華やかに染まる
高原リゾート。アスレチックで身体を動かしたり、羊や馬と遊んだり、手作り体験に参加
と、思い思いに楽しめます。濃厚なソフトクリームや焼きたてパンといったジャージー牛
のミルク製品、バーベキューなどのグルメも充実です。

花々に彩られた高原の美しきオアシス。園内ではドッグラン、ディスクゴルフ、ジップラ
インアドベンチャーなど体験施設も充実。空中散歩が楽しめる展望リフトも人気です。
コキアは、夏には爽やかなグリーンで、9月下旬からは紅く染まった姿で訪れる人々の目
を楽しませています。

西日本最大級のゲレンデが夏期はゆり園に！ その数なんと360万輪で、日本初の
2,000㎡の巨大スペースに6万輪で描くゆりアートも出現。フラワーリフトやフラワートレ
インを利用すれば、快適にゆりを鑑賞できます。ドッグランも楽しめ、キッズが楽しめる
ワクワクキッズプールや川魚のつかみ取りもありますよ。

岐阜県郡上市高鷲町鷲見2756-2

..
.
E
R
O
ND M

www.gujokankou.com
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岐阜県郡上市高鷲町ひるがの4670-75

0575-73-2311

岐阜県高鷲町西洞3035-2

0575-72-6636

Summer Ski!

Camping!

Nordic Walking!

Cycle Cruising!

Shower Climbing!

ウイングヒルズ白鳥リゾートの全長1,000m×最大幅30m

キャンプを楽しもうとしたら、綺麗な川がセットになるの

ひるがの高原は貴重な湿原植物が数多く生息し、手つか

郡上八幡旧庁舎記念館などでレンタサイクルが借りられた

ライフジャケットとヘルメットをかぶったら、透明度抜群

ずの自然が数多く残されています。初夏のひるがの高原で

り、長良川や城下町内のサイクルクルツアーもあります。

のせせらぎと山を一度に攻略！

A

郡上市観光
連盟公式
HP
「郡上満
喫」では
、
郡上の楽
しみ方が
もっともっ
と詳しく
わ かるら
ら！

0575-73-2888

以上のサマーゲレンデは、世界最大級！ 温泉やスクールも
充実です。

が 郡上！ ページをめくってキャンプ場・コテージ情 報を
チェック！

はノルディックウォーキングが楽しめます。

Segway!

Events!

Mountains!

Summering!

Cafe Time!

いとしろアウトドアライフヴィレッジでは、キャンプ場やア

めいほう高原パノラマ流しそうめん大会など、いつも楽し

片道 数時間の銚子ヶ峰、ゴンドラで途中まで行ける水後

高鷲・叺（たかす・かます）高原スポーツ広場は標高900ｍ

こだわりの喫茶 店から本 格 的なイタリアン、町 家を改修

ウトドアアクティビティが充実！ 大自然の中をセグウェイ

いイベントがいっぱいです！ ホームページをチェックして

山・鎌ヶ岳・大日ヶ岳。そして片道14時間の白山までの縦

に位置し、真夏でも爽やかな風が吹き抜けます。避暑に、

したおしゃれなカフェなど、郡上で素敵なティータイム！

で散策ができます。

お気に入りのイベントを見つけてください。

走路。ビギナーからベテランまで楽しめます。

合宿に、郡上が最適！

（写真©鈴木浩介：Café SUCRÉ （シュクレ））
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Dainichi-dake

Yamato

Meiho

大日岳

古今伝授の里やまと

明宝（磨 墨の里公園）

だいにちだけ

こきんでんじゅ

めいほう

するすみ

ACCESS&MAP

0575-72-5007

0575-88-2525（郡上大和総合開発㈱）

Shirotori

Minami

Wara

白鳥

清流の里しろとり

美並

和良

しろとり

みなみ

わ

0575-87-2395

長良川鉄道

Shirao

●牧歌の里温泉「牧歌」

しらお

●ふたこえ温泉
●天然鷲ヶ岳温泉

明宝温泉「湯星館」●

白鳥西

158

82

明宝

白鳥
●美人の湯しろとり

母袋温泉●

大和

●道の駅明宝

磨墨の里公園

317

7:300（冬期8:00）~18:00

8:30~18:00

8:00~18:00（冬期17:00）

0575-85-2747

0575-82-3129

0575-79-3886

全 天 候 型の 運 動 公 園 で テニスや
ゲートボールが楽しめます。
「長寿だ
んご」
「よもぎだんご」が人気です。
れすとはうす憧夢 8:00~16:00
農産物直売所 9:00~17:00

自然の景観を活かした公園でのんび
り。地元の主婦が丹精込めてつくっ
たおふくろの味などが楽しめます。

やまと温泉「やすらぎ館」

ぎふ大和

7:30~18:00（冬期8:00~17:00）

41

日本一長寿の湯（温泉スタンド）

天然鷲ヶ岳温泉

岐阜県郡上市高鷲町鷲見48-1

岐阜県郡上市高鷲町鷲見2363-231

岐阜県郡上市和良町鹿倉1455-1

岐阜県郡上市高鷲町大鷲3250

0575-72-6011

0575-73-2088

0575-77-2211

0575-72-6511

CAR

BUS

美人の湯しろとり

天然温泉「満天の湯」

岐阜県郡上市高鷲町大鷲1792

岐阜県郡上市白鳥町那留32

岐阜県郡上市白鳥町石徹白峠山1-1

Tokai Hokuriku Expressway

東京

0575-72-6455

0575-83-0126

0575-86-3487

母袋温泉

やまと温泉「やすらぎ館」

岐阜県郡上市明宝奥住3428-1

0575-88-3155

0575-88-9126

0575-87-2080

郡上温泉「宝泉」

高

0575-63-2311

0575-79-4126

鳥

8min.

ぎふ大和

名古屋

やまと温泉「やすらぎ館」

Gujo-hachiman
10min.

1h 30 min

アウトドアイン母袋キャンプ場

0575-65-3766

0575-67-0234

0575-62-3566

0575-88-4063（不定休・要連絡）

ロックフィールドいとしろ
オートキャンプ場

油坂さくらパーク

岐阜県郡上市白鳥町石徹白801

岐阜県郡上市白鳥町向小駄良1253-438

岐阜県郡上市高鷲町鷲見2363-988

0575-86-3518

090-1740-4987

0575-82-3505

0575-73-2425

N.A.O. 明野高原キャンプ場

30min.

一宮 JCT

Ichinomiyai.JCT

N.E.W. 奥長良キャンプ場
＆ WANKO

岐阜県郡上市高鷲町ひるがの4714-2

岐阜県郡上市高鷲町鷲見2362-143

岐阜県郡上市高鷲町鮎立5434

岐阜県郡上市高鷲町鷲見1173

0575-73-2331

0575-72-6167

0575-72-6758

0575-72-6620

郡上八幡

Gujo-hachiman

TRAIN

フォレストパーク 373

めいほうキャンプ場

めいほうベルクコテージ

岐阜県郡上市美並町高砂1279-1

岐阜県郡上市美並町白山998-2

岐阜県郡上市明宝大谷1023-1

岐阜県郡上市明宝奥住3435-6

080-3643-1726（予約）

0575-79-3737

0575-87-2535

0575-87-2816

レンタルコテージ
「ストロープンハウス」

コテージ小川きの里

和良川公園
オートキャンプ場

岐阜県郡上市明宝奥住1962

岐阜県郡上市明宝小川346

岐阜県郡上市和良町沢192-1

080-1593-3411

0575-87-9920

0575-77-3077

.

名神高速

418
美濃 IC
関美濃 JCT

東海

環

大阪
状

自

動

奈良県

新東名高速道路
幹

静岡

線

豊橋

東名高速 道

路

美濃加茂

関 IC

長良川鉄道

JR Nagoya Sta.

美濃太田
JR 美濃太田駅

J R東海道本線 20 min.

JR 高山本線

JR岐阜

JR 岐阜駅

J R高山本線 35 min.

三重県

車道

JR名古屋

JR Gifu Sta.

名古屋

道路

156

観 光 列 車「 な が ら」 で ゆ ったり 列 車 旅

JR Tokaido Line

ふくべの里 粥川バンガロー村

京都

近 畿・濃飛バス
4 h 15 min

長野県

美濃太田

一宮JCT

Kinki/Nohi Bus

Seki.IC

滋賀県

Osaka

貸別荘オークひるがの

岐阜県郡上市白鳥町石徹白峠山1-1

鷲ヶ岳立石キャンプ場

関 IC

OSAKA

新

岐阜県郡上市大和町栗巣1728

美濃市

道

岐阜県郡上市八幡町市島2426

福井県

海

岐阜県郡上市八幡町安久田388-1

路

東

岐阜県郡上市八幡町島757

10min.

高山
下呂

Gujo-hachiman

大阪

Mino.IC

中部縦貫自動車路

飛騨清見IC

縦貫
自動
車

岐阜羽島

郡上八幡リバーウッド
オートキャンプ場

関市

道の駅美並●

郡上八幡

13min.

美 濃 IC

.

白川郷IC

中部

岐阜

並

●モネの池

石川県

みなみ 泉
にほんまん真ん中温泉
● 子宝温
「子宝の湯」

Meitetsu/JR Tokai/Nohi/Gifu Bus

5min.

郡上八幡

N A G OYA

関市

富山

GUJO

美並

名鉄・J R東海・
濃 飛・岐阜バス

Minami

郡上八幡レインボー
オートキャンプ場

256

Nagoya

Gifu-Yamato

郡上のキャンプ場

ひるがの高原キャンプ場

Gujo-hachiman

7min.

Shirotori

美

郡上八幡自然園

Nohi Bus

Takasu

白

美並

濃 飛バス 1h 20 min.

中央
自動
車道

0575-63-2888

郡上八幡

高 山 本線

岐阜県郡上市美並町大原2709

7min.

256

東海北陸
自動車道

岐阜県郡上市八幡町吉野208

鷲

高山

Takayama

Hirugano Kogen.SA

日本まん真ん中温泉「子宝の湯」

岐阜県郡上市八幡町那比5323

山

道
自動車
横断
濃飛

●

北陸自
動車道
路

岐阜県郡上市大和町剣189

高畑温泉

ひるがの高原 SA

明宝温泉「湯星館」

岐阜県郡上市大和町栗巣1728

高

256

●高畑温泉

Keio Bus

23min.

●郡上市役所

256

京 王バス 5 h 30 min.
Takayama

Hida-kiyomi.IC

●日本一長寿の湯

道の駅和良

●郡上温泉
「宝泉」

Tokyo

24min.

飛騨清見 IC

郡上八幡

T O K YO

東 海北陸自動車道

白川郷 IC

Shirakawago.IC

湯の平温泉

和良
郡上八幡

牧歌の里温泉「牧華」

JR

郡上八幡

0575-84-1188

郡上の温泉
ふたこえ温泉

下呂市

472
岩屋ダム

0575-77-2353

ウイングヒルズ白鳥リゾート
天然温泉付キャンプ場
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道の駅
●古今伝授の里やまと

下呂

地元で採れた新鮮野菜や山菜が味
わえるほか、円空にちなんだ特産品
などを豊富に取り揃えています。

大和
郡上

定休日・年末年始の営業は道の駅によって異なります︒お出かけの際はよくお確かめになってください︒

観光案内所を併設し、休憩・お食
事のほか、お土産・野菜・アウトド
ア用品を購入出来ます。

JR

高山本線

156

長良川に面し、テニスやパターゴル
フが楽しめる道の駅。白山文化博
物館が隣接しています。

41

257

●
道の駅白尾ふれあいパーク

道の駅清流の里しろとり
●

九頭竜ダム

257
452

白鳥

道の駅白鳥●

白尾ふれあいぱーく

ら

高山市

荘川

高鷲

高鷲

8:00~18:00

鳥
白
濃
美

Shirotori

湯の平温泉●

●

道

くつろぎ広場 9:00~18:00
やまと温泉やすらぎ館 10:00~21:00

福井県

天然温泉
「満天の湯」

314

北濃

9:00~17:00

いろりのある無料休憩所で川魚の塩焼きが
味わえます。また、明宝ハムなど、地元の特
産品が充実。自然を楽しめる道の駅です。

東
海北
陸 自 動車

郡上の道の駅

やまと温泉やすらぎ館や足湯、ギャラリー
など、多彩な施設でにぎわっています。朝市
の品揃えには特に自信あり。

158

ひるがの高原 SA

道の駅大日岳●

ひるがの高原の恵みをつかったソフトク
リームや高山ラーメンが人気。ゲレンデなど
行楽施設の案内もしています。

156

美濃和紙や木材がふんだんに使われた観光列車「なが
ら」。
「ななつ星」でも知られる水戸岡鋭治氏によるデザイ
ンで、2両のうち一方は定員37名、もう一方は定員25名の食
堂専用車両。
『ビュープラン』『ランチプラン』『スイーツプ
ラン』を用意し、優雅で風情ある列車旅を楽しめます
長良川鉄道

0575-46-8021

JR Takayama Line

美濃太田

Mino-ōta Sta.

大月の森公園キャンプ場
岐阜県郡上市和良町鹿倉1769-3
0575-77-3288

長 良川鉄 道 1h 20 min.
Nagaragawa Railway

郡上八幡

Gujo-hachiman Sta.

25

郡上で暮らしたくなった！

地域おこし協力隊・
実践隊

郡上では、移住・定住を応援する団体や仕組みが整えられています。若

地 域を 変えるちからになろう！

れ、城下町を中心に人材や才能のネットワークもあり、時に一緒に仕事を
したり、時に移住の苦労を語りあったりしています。

HUBGUJO

これまでに１１人中８人が任期終了後に郡上に定住

0575-67-0002
0575-67-1771

「明宝地域で、観光振興にかかわ

お惣菜・オードブルなどを作って

る業務に携わっています。明宝は

います。独居高齢者の家へ移動販

コンビニもスーパーもなく、郡上

売を行い、福祉面に携わるだけで

７地域の中で一番人口の少ない地

はなく、地元農家から農産物を仕

域です。ただ、村時代につくられ

R E N OVAT E YO U R L I F E i n 郡上

入れることで地域全体が潤う仕組

た株式会社が５つもあり、自発的

みづくりを行っています。郡上の

な地域おこし活動が盛んです。

清流・吉田川のほとり、旧・紡績工場をリノベーションし、
シェアオフィスとコワー

魅力は、自然の豊かさ、人の温か

サービス業をしていた私にとって

鈴木 ちひろさん
（北海道出身）

は刺激的なほど活気に満ちた地域
で、イベントや行事など、実践隊

大和観光協会
岐阜県郡上市大和町徳永585
郡上市役所大和庁舎内
0575-88-2211
0575-88-4351

キングスペースを開設。
自然豊かな「郡上」から、郡上ならではの新しいワーク

栢 晴奈さん

（富山県出身）

いなかった川ですが、郡上では農業も含めてとても身近で大

ということで声をかけてもらうことが多く、その後の飲み会

切な存在とわかり、ぐんと魅力的なものになりました。地元

にもそのまま（笑）。郡上には『たのもし』という文化があ

（川合東部地区）のお米を食べはじめ、安いお米が食べられ

り、お酒を飲みながら交流し、結果として情報交換や学びあ

なくなりました（笑）。前向きで、挑戦を恐れないだけでな

える機会が多いです。そういった意味で、外の人が来るとい

く私のこともあたたかく応援してくださって、ほかの地域も

うことは、地域の人にとってもいい刺激になっているようで

いいけれど、『やっぱりここだなあ』と思える『何か』を郡

す。明宝は、城下町まで流れる吉田川の源流域。宝石のよう

上で見つけられた気がします」

に綺麗なので、ぜひ一度見ていただきたいです」

スタイルとライフスタイルを提案しています。林業×アウトドア×エネルギー×
IT系クリエーター×ものづくり企業などのイノベーターたちが連携し、社会に貢

☎0575-67-9239 http://www.hubgujo.com

ふるさと郡上会

HUB
O
GUJ
内

郡上暮らし 、 はじめませんか
清流・吉田川と郡上八幡城が臨めるロケーショ

「郡上を初めて訪れたのは2015

変えていく自然。おいしい水に育

年の4月下旬。その年の6月には

まれた米や野菜、川魚などを食べ

移住し、協力隊に着任していまし

ると、体の中から浄化されるよう

た。移住先の石徹白（いとしろ）

な心地。『困ったときはいつでも

集落は郡上の最北に位置する山ふ

手を貸すぞ』と両手を広げて待っ

ところの豪雪地帯であり、決して

もっと郡上を知りたい・好きになりたい方へ、郡

ていてくれる、そんな暖かく朗ら

便利といえる場所ではないかもし

上の人に出会える体験・交流イベント情報を豊

かな風土や『助け合うことが当た

れません。しかし、ここで暮らす

奥村 文乃さん

（郡上市明宝出身）

心地よさは日に日に増すばかりで
す。毎日に季節の名前をつけたく

ン抜群の事務所で、常駐の専門員が郡上への

岐阜県郡上市白鳥町向小駄良717-1
0575-82-5900
0575-82-5901

高鷲観光協会
岐阜県郡上市高鷲町鮎立3328-1
0575-72-5000
0575-72-5001

美並観光協会
岐阜県郡上市美並町白山725-3
0575-79-3111
0575-79-2986

移住相談にワンストップでご対応。
どなたでも、
気軽にお立ち寄りいただけます。
移住に関するしごとや暮らしの情報はもとより、

相談会も開催しています。

（京都府出身）

なるような自然の移ろい、置かれた環境で様々な工夫を見出

世界だけでは学べないような、生きていく上で本当に大切な

す人々の知恵、地域ぐるみで行事に関わる一体感、そして白

助け合いの心を、地域や自然の中で知らず知らずと学ぶんだ

山信仰の背景を受け継ぐ「感謝」がベースにある人々の暮ら

ということに気づき、いつの間にかUターンしていました。

し。私にとっては驚きと学びにあふれた場所です。このよう

現在の地域団体を支援するNPOの業務を通し、『古き良き

な集落で、アウトドアやエコツーリズムの推進に携わってい

時代の明宝／これからの新しい明宝』の両方をPRし、私の

ます。山や川などで遊ぶことを通じて、石徹白や郡上の暮ら

ような思いを抱いてUターンする人が安心して帰ってこられ

しに触れられる機会を生み出していきたいと思っています」

明宝観光協会
岐阜県郡上市明宝大谷1015
（道の駅 明宝）
0575-87-2844
0575-87-2641

富にご提供。東京・名古屋・大阪でセミナーや

近藤 佳奈さん

覚えます。自身も、子どものころは学校や家庭や自分たちの

るようにできればと思います」

白鳥観光協会

献できる事業を創造しています。

「季節の移り変わりとともに色を

（ゆい）の精神もあり、安心感を

0575-67-1808
0575-67-1820
kankou@city.gujo.gifu.jp

岐阜県郡上市八幡町島谷520-1
郡上八幡旧庁舎記念館内

「地元の食材を生かしたお弁当・

り前』という、昔から伝わる結

岐阜県郡上市八幡町島谷130-1
郡上市役所商工観光部 観光課内

郡上八幡観光協会

＊総務省 地域力創造グループ「平成２７年度地域おこし協力隊の定住状況等に係る調査結果」

全体の 40％を占める女子隊員に聞いた、郡上を選んだその理由。

ただの自然の一部としてしか見て

郡上市観光連盟

＊

全国平均は５９％・同一市町村内の定住は４７％

VOICES

さ、おいしい食べ物。それまでは

Gujo

い世代が目指すあたらしいスタイルのはたらき方やテレワークなども注目さ

「都会を離れた地方で暮らしたい」
「地域社会に貢献したい」
「人とのつながりを大切にしたい」
「自然と共存した生活がしたい」
「自分の手
で作物を育ててみたい」……。
今、都市に住む人たちがさまざまな理由で豊かな自然や歴史・文化・ふれあいに恵まれた「地方」に注目しています。
『地域おこし協力隊』と
は、人口減少や高齢化・過疎化の進行が著しい地方で、地域外の人材のU・Iターンを積極的に受け入れ、
またその定住・定着を図ること
で、
意欲ある都市住民のニーズに応えながら、地域のもつ力や魅力を維持・発展させることを目的とした総務省主導の支援事業です。

73% ∙∙∙

興味、
あり！

☎0575-66-2750（平日10時〜17時） http://www.furusato-gujo.jp

〒501-04221 岐阜県郡上市八幡町小野91-1
地域おこし協力隊とは

― https://www.iju-join.jp/chiikiokoshi/

（JOIN ニッポン移住・交流ナビ）

ハローワーク岐阜八幡 ― ☎0575-65-3108

和良観光協会
岐阜県郡上市和良町沢882
0575-77-2211
0575-77-2547

発 行：郡上市観光連盟
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