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津保谷エリアマップ

鶏ちゃん

しいたけ
ライスバーガー

【グルメ】

1 栄屋
2 珈琲 すずらん
3 お食事処 ほほえみ
4 御食事 まぶち・マブチストアー
5 御食事処 まねき
6 軽食・喫茶 こぶし
7 だんご屋 令和
8 パン工房 平成
9 味の水車小屋 そば処
10 丸登屋
11 そばのカフェ おくど
12 けいちゃん・からあげ 香月

【おみやげ】

13 ㈱矢倉
14 マルヘイ㈱
15 天然鮎 奥津保香魚
16 農業生産法人 かみのほゆず㈱
17 ㈱ハートランドかみのほ
18 かみのほ朝市
19 和菓子工房 石はら
20 農業生産法人
 ㈱未来ファームサービス

21 ㈱関むぎ
 パッションフルーツ組合

22 平成しいたけ園
23 ㈱エコピア平成
24 津保谷椎茸園

【サービス】

25 ㈿上之保デカ木住宅センター
 1.展示棟　2.事務所

26 大薮石油店
27 ㈲中之保給油所
28 武儀の家住宅センター
29 津保川漁業協同組合

【自然・観光】

A 道の駅平成 
 （元号しあわせの架け橋）

B 上之保温泉 ほほえみの湯
C ネイチャーランドかみのほ
D 八滝ウッディランド
E 西国三十三観音塔（1〜9）

F お宮の清水
G 和田野のひがん花
H せいべえ渕の紅葉

I 津保川の鮎釣り

J 高澤観音・日龍峯寺（多宝塔）
K 城

じょうやま

山

裏面に詳細情報が載っております。
気になった場所は詳しくチェック！

　上之保温泉『ほほえみの湯』で一息
清流津保川を望む見晴らしの良い高台にあり、露天風呂では季節
の移り変わりが楽しめる『 B 上之保温泉 ほほえみの湯』。ゆっく

りと温泉に入った後は、隣接する『 3 お食事処 ほほえみ』
でさっぱりとしたゆずソフトクリームを堪能するのが

おすすめ。そのほか、朴葉寿司やゆず唐揚げなどの
“津保谷グルメ”も味わえます。また、毎週木曜、日曜、
祝日に開催される『 18 かみのほ朝市』では、地元で

とれた新鮮な野菜や米、山菜などを販売しています。

　『道の駅平成』は津保谷の玄関口
岐阜市と郡上市や下呂市の間に位置する関市津保谷にある

『 A 道の駅平成』は、ドライブなどの絶好の立ち寄りスポット
として多くの方に親しまれています。施設内には『 6 軽食・喫
茶 こぶし』のしいたけ料理や、『 8 パン工房 平成』の焼きたて
パンといったグルメが充実。売店には名産のゆずやしいたけを
使ったお土産も豊富に揃います。さらに、無料の足湯でリフレッシュ
したり、裏山のパワースポット『しあわせの氣の森』で『元号しあわ
せの架け橋』を渡ったりと、さまざまな楽しみ方ができます。

　アウトドア施設で雄大な自然を満喫
青々と茂る森林や美しい津保川など自然に恵まれた津保谷には、
キャンプやバーベキューなどのアウトドア体験ができる施設も
揃っています。ログハウスや屋内キャンプファイヤー場、芝生広場、
遊具、野外ステージを備えた『 D 八滝ウッディランド』のほか、魚

のつかみ取りをはじめとする体験プログラムが充実する
『 C ネイチャーランドかみのほ』では、わら細工や木

工作品作りも体験できます。日常から離れて豊かな
自然を満喫してみてはいかがですか。

　歴史的な建造物がたくさん
津保谷には岐阜県最古の寺『 J 日

にちりゅうぶじ

龍峯寺』や、その敷地内にあり、
国の重要文化財に指定されている北条政子寄進の『多宝塔』など、
一見の価値がある歴史的な建造物が多数あります。また、1712年

から1864年の間に造られたとされる『 E 西国三十三観音
塔』は、全国でも数少ない1枚の岩に33体の観音様が彫

られた石塔で、津保谷には9基も造立されています。
これだけ石塔が集中している地域は珍しく、当時の
住民の信仰の深さが感じられます。

関市  津保谷地域  おでかけガイド

の

津保谷

ツボ10
ツボを押さえて

津保谷を楽しもう！
自然豊かでグルメもいっぱい！

つ ぼ だ に

　こだわりの手打ちそばに舌鼓
津保谷でゆったりと食事を楽しみたい方は、風味豊かな手打
ちそばをぜひ。築140年以上の古民家をリノベーションした

『 11 そばのカフェ おくど』では、店主が岐阜県産のそば粉を
挽いて手打ちする二八そばのほか、珍しい石臼挽きそば粉の
ガレットなどが味わえます。また、『 A 道の駅平成』内にある

『 9 味の水車小屋 そば処』では、香り高い手打ちそばがお値
打ちに堪能できます。

 手打ちそばはこちらをチェック！
9 味の水車小屋 そば処　11 そばのカフェ おくど

　津保谷らしさ満点のお土産
特産品の原木栽培しいたけを独自の製法でサクサクの食感に
仕上げた「平成椎茸すなっく」や、上之保地域の無農薬栽培
ゆずを使ったゆず飲料「さわやかゆじゅ」など、津保谷なら
ではのお土産は、『 A 道の駅平成』などで買うことができま
す。そのほか、この地域の豊かな自然を生かして栽培された
パッションフルーツを使った爽やかな香りと適度な甘みのあ
るジュース（標準5倍希釈）も好評です。家族や友人への旅の
お土産にぜひどうぞ。

 お土産はこちらをチェック！
16 農業生産法人 かみのほゆず㈱ 17 ㈱ハートランドかみのほ
21 ㈱関むぎ パッションフルーツ組合 23 ㈱エコピア平成

　肉厚で香り高い原木栽培のしいたけ
古くからしいたけ栽培が盛んな津保谷。特に昔ながらの原木
栽培で育てたしいたけは肉厚で、味、香りともに格別です。津
保谷にある飲食店では、そんな味わい深いしいたけをカツ丼の
肉に見立てた「しいたけカツ丼」や、大きな2枚のしいたけでご
飯を挟んだ「しいたけライスバーガー」など、独自に開発した
ユニークなオリジナルメニューが味わえます。ジューシーで食
べ応えのある“しいたけグルメ”を満喫してみては。

 しいたけグルメはこちらをチェック！
6 軽食・喫茶 こぶし　22 平成しいたけ園

　特産品の爽やかな上之保ゆず
津保谷の北部に位置する上之保は、県内随一のゆずの生産
地。昼夜の寒暖差が大きいこの地域で無農薬栽培される上之
保ゆずは、強い甘みと香りが特徴で、このゆずを入れた朴葉
寿司や、ゆず果汁をたっぷり使ったソフトクリーム、 
ドレッシング、ジュースなどの加工品も数多く販売されてい
ます。また、ゆずの収穫時期に合わせて毎年11月には『 B 上
之保温泉 ほほえみの湯』の駐車場で「上之保ゆずまつり」を
開催。ドライブで紅葉を楽しみながら出かけてみませんか。

 ゆずグルメはこちらをチェック！
3 お食事処 ほほえみ　16 農業生産法人 かみのほゆず㈱ 温そば

ざるそば

唐揚げ丼

ねぎまぶし丼

しいたけカツ丼

さわやかゆじゅ

ゆずゼリー

平成椎茸すなっくパッションフルーツ
ジュース

武儀地域イメージキャラクター
Hey!せいべえ君
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ツボ
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　岐阜県民に親しまれる鶏肉料理
味噌や醤油に漬け込んだ鶏肉をキャベツなどの野菜と一緒に
焼く「鶏ちゃん」は、おもに郡上市や下呂市を中心とした奥
美濃地方で親しまれている岐阜県民のソウルフード。地域や
店、家庭によって味付けや具材が異なるのが特徴で、津保谷
でも多くの飲食店で各店自慢の「鶏ちゃん」が味わえます。
また、ボリューム満点の「唐揚げ丼」がテレビなどのメディア
やSNSで紹介されるなど、津保谷の鶏肉料理に注目が集まっ
ています。

 鶏肉グルメはこちらをチェック！
4 御食事 まぶち・マブチストアー 12 けいちゃん・からあげ 香月

ツボ
7

ツボ
5

ツボ
6

ツボ
9

ツボ
3

特産品しいたけ
イメージキャラクター

ハッピーきのこちゃん

特産品ゆず
イメージキャラクター

ゆずりん

ゆずソフトクリーム

ゆずフランク

ゆずグルメは
こちらをチェック

　刀匠たちが愛したうなぎ料理
“刃物のまち”として知られる関市。ピーク時には300人以上
もいたという刀匠たちが、スタミナ源や来客へのもてなしと
してうなぎを重宝したことから、地域の食文化としてうなぎ
料理が定着し、現在も多くのうなぎ料理の店が営業していま
す。津保谷では、定番のうな丼やひつまぶしに加え、ねぎを
たっぷり盛った「ねぎまぶし丼」も人気です。

 うなぎグルメはこちらをチェック！

1 栄屋 4 御食事 まぶち・マブチストアー
5 御食事処 まねき 10 丸登屋

津保谷
うなぎ
街道

ツボ
8

津保川沿いの県道 63 号は、多数のうなぎ料理店が
あることから「津保谷うなぎ街道」と呼ばれています。豆知識

関市イメージキャラクター
関＊はもみん

元号しあわせの架け橋

ほほえみの湯

ネイチャーランドかみのほ

八滝ウッディランド

日龍峯寺

西国三十三観音塔



関市東商工会
〒 501-3521 関市下之保 2503-2
TEL. 0575-49-2661  
FAX. 0575-40-0022
http://www.sh-shoko.or.jp/

関市観光協会
http://www.sekikanko.jp/

このパンフレットは伴走型小規模事業者支援推進事業費補助金を受けて作成しました。

A

乳岩神社

元号しあわせの架橋
（道の駅平成）

A

車で約8 分

車で約15分

上之保温泉
ほほえみの湯B

のんびり♡
安産・縁結びコース

八滝
（八滝ウッディランド）

D

お宮の清水F

ネイチャーランド
かみのほ

C

車で約20分

車で約30分

リフレッシュ！
自然満喫コース

津保谷満喫♪ モデルコース ツボをおさえて
津保谷を巡ろう！

高澤観音・日龍峯寺
（多宝塔）

にちりゅうぶじ

J

八幡神社

西国三十三観音塔E

車で約15分

車で約15分

わくわく♪
歴史探訪コース

サ
ー
ビ
ス

25-1 ㈿上之保デカ木住宅センター
“木の里かみのほ”の良質な木材
と、卓越した伝統を受け継ぐ、匠
の技から生まれた本物志向の木造
住宅を提案。2019年3月、『道の駅
平成』隣に新展示場がオープン。
毎週土・日曜日は住宅相談会を開
催しています（10：00〜16：00）。
お気軽にお立ち寄りください。

関市下之保2503- 2（『道の駅平成』内）
0120- 47- 2667・0575- 40- 0115
9: 00〜16: 00 お盆、年末年始

26 大薮石油店

車のトータルメンテナンス（車
検・板金・塗装・コーティング）、新
車・中古車の販売、車のコーディ
ネートなど、車のことは何でもご
相談ください。

関市上之保1906- 1 0575- 47- 2035
7: 00〜17: 30 木曜日、日曜日、祝日
作業内容により要予約

27 ㈲中之保給油所

ガソリン、軽油、灯油のことなら
お任せください。ポイントが貯ま
る「Pontaカード」加盟店。お気軽
にお立ち寄りください。

関市中之保5699 0575- 49- 3015
7: 30〜19: 30 日曜日

28 武儀の家住宅センター

耐震や耐風、バリアフリーに配慮し
て設計いたします。新築から増改築
まで何でもご相談ください。住宅相
談も随時受け付けています。

関市下之保2503- 2（『道の駅平成』内）
0575- 49- 2661 8: 30〜17: 00

29 津保川漁業協同組合

清流津保川では、鮎の友釣りやア
マゴ釣りが楽しめます。川の流れ
が緩やかなため、初心者や年配者
におすすめの釣りスポットです。

関市下之保2478- 1 0575- 49- 3622
9: 00〜16: 00 土・日曜日、祝日

富山

石川

福井

滋賀

三重 愛知

長野

津保谷地域

小牧JCT小牧JCT
一宮 JCT一宮 JCT

養老JCT養老JCT
土岐JCT土岐JCT

富加関 IC富加関 IC

東海環状自動車道東海環状自動車道

東海北陸自動車道東海北陸自動車道

飛騨清見IC飛騨清見IC 高山IC高山IC

飛騨エリア

東濃エリア

岐阜エリア
西濃エリア 中濃エリア

白鳥IC白鳥IC

美濃加茂 IC美濃加茂 IC

下呂温泉下呂温泉

道の駅平成道の駅平成

中央自動車道中央自動車道

中部縦貫自動車道中部縦貫自動車道

中部縦貫自動車道中部縦貫自動車道

名神高速道路名神高速道路

東名高速道路東名高速道路

美濃関JCT美濃関JCT
美濃IC美濃IC

美並IC美並IC

関 IC関 IC

関市

至 松本

山県IC山県IC

【東海環状自動車道】
富加関 IC から 8.4km（車で約 16 分）

美濃加茂 IC から 12.8km（車で約 25 分）

【東海北陸自動車道】
美濃 IC から 14.7km（車で約 23 分）

関 IC から 19.3km（車で約 38 分）

美並 IC から 22.9km（車で約 45 分）

周辺各 I C から『道の駅平成』へのご案内

　広域アクセス MAP

イベント
津保谷で行われている伝統的な祭りや 
イベントをチェック♪詳しい日時は各問
い合わせ先にご確認ください。

高山・下呂温泉へも
近い！！

 会場 / 上之保温泉 ほほえみの湯 

ほたる祭り
毎年6月中旬に開催されるほたる祭り。『上之保温
泉ほほえみの湯』でバザーや温泉、食事を楽しん
だ後、ホタルの生息地へ送迎します。やさしいホ
タルの光が川面に舞う光景は幻想的です。

    お問い合わせ

㈱ハートランドかみのほ
TEL.0575-47-2428

上之保温泉 ほほえみの湯
TEL.0575-47-1022

 会場 / 八幡神社 

八幡神社の先谷まつり
岐阜県指定天然記念物の社叢（しゃそう）がある
八幡神社。毎年4月第2日曜日に行われる先谷ま
つりでは、奇面をかぶった「棒ふり」に参拝者が
追われたり、みこしの下をくぐったりと、面白い

風習があります。

岐阜県
天然
記念物

岐阜県
天然
記念物

    お問い合わせ

関市上之保事務所
TEL. 0575-47-2001

 会場 / 水無神社 

水無神社の例祭
飛騨一宮水無神社の分霊。毎年4月中旬の日曜
日に開催される例祭では、境内で神楽をあげ
た後、みこし行列が行なわれます。仮宮までの
約1.5kmを氏子など約200名が練り歩きます。

    お問い合わせ

関市武儀事務所
TEL. 0575-49-2121

 会場 / 富之保 

津保川花火大会
奇数年（西暦）8月中旬、津保川河畔で行われる
花火大会。会場周辺は山に囲まれており、花火
の爆発音が響きわたるため迫力満点です。津
保谷の夏を彩る風物詩です。

    お問い合わせ

関市上之保事務所
TEL. 0575-47-2001

関市武儀事務所
TEL. 0575-49-2121

 会場 / 高澤観音・日龍峯寺（多宝塔） 

ムーンライトコンサート in 高澤
毎年10月、『高澤観音・日龍峯寺（多宝塔）』で地
元の音楽サークルが中心となりジャズやクラ
シックのコンサートを開催。「美濃清水」と呼
ばれる本堂を前に、幻想的な雰囲気の中で音楽

を楽しめます。

    お問い合わせ

関市武儀生涯学習センター
TEL. 0575-49-3715

 会場 / 上之保生涯学習センター周辺 

津保川産業祭
偶数年（西暦）の11月に開催されるイベント。
武儀地域と上之保地域の特産品・農産物など
の販売や飲食コーナーがあり、郷土芸能など
のステージショーも行われます。

    お問い合わせ

関市上之保事務所
TEL. 0575-47-2001

関市武儀事務所
TEL. 0575-49-2121

 会場 / 上之保温泉 ほほえみの湯 

上之保ゆず祭り
県内最大のゆずの産地である上之保地域で、
毎年11月に開催される「ゆず」一色のイベン
ト。ゆずの即売会や加工品の販売などが行な
われ、「ゆず足湯」も人気です。

    お問い合わせ

かみのほゆず㈱
TEL. 0575-47-2256

武儀地域の特産品であるキノコをかたどったログ
ハウス、雨天でも安心な屋内キャンプファイヤー
場、河川公園などがあります。近くには落差12mの
滝があり、鬱蒼と繁る木々の中で水しぶきをあげ
ています。

八滝ウッディランド
関市富之保646-1　 0575-49-2330　 しいたけ狩り要予約

D

八滝ウッディランド 検索

グ
ル
メ

5 御食事処 まねき
国産うなぎを生から
焼き上げるうな丼や
ひつまぶしが評判で
す。長年、試行錯誤を
重ねて生み出した秘
伝のタレが味の決め
手です。

関市中之保5424 0575- 49- 2144
11: 00〜21: 00 火曜日

1 栄屋
アットホームな雰囲
気の老舗料理店。うな
ぎを井戸水に2〜3日
さらして作るこだわ
りのうなぎ料理が自
慢です。「ねぎまぶし
丼」がおすすめ。

関市上之保15170 0575- 47- 2010
11: 00〜14: 00、17: 00〜19: 00
水曜日、第４火曜日

2 珈琲 すずらん
春から秋にかけて、店
内や周囲が花と緑に
囲まれる喫茶店。花に
関する情報交換の場
にもなっています。
モーニングは 11 : 30 
まで。

関市上之保15063 0575- 47- 3377
4〜11月 8: 00〜16: 00、12〜3月 8: 00〜13: 00
土曜日、第2・3・4日曜日

3 お食事処 ほほえみ
上之保温泉『ほほえみ
の湯』に隣接する食事
処。四季折々の田園風
景と、お袋の味をご堪
能ください。「ゆずから
あげ」や「ゆずソフト
クリーム」が評判です。
弁当の予約もできます。

関市上之保477（上之保温泉『ほほえみの湯』内）
0575- 47- 2113
10: 30〜20: 30（L.O20: 00）
水曜日、12/30〜1/1

4 御食事 まぶち・マブチストアー
うなぎと鶏ちゃんが人
気の店。愛知県一色産
のうなぎは注文が入っ
てからさばきます。特
製の味噌で焼いた鶏
ちゃんはヘルシーで大
好評。お持ち帰りもで
きます。

関市富之保4035- 1 0575- 49- 3126
11: 00〜21: 00 月曜日

11 そばのカフェ おくど
築143年の旧豪農屋敷
をリノベーションした
コワーキングカフェ。
ゆずやパッションフ
ルーツなどの地元食
材を使ったドリンク
と週末限定ランチが
おすすめです。

関市下之保1119番地1 0575- 49- 3117
コワーキングカフェスペース（平日）10：00〜18：00

 モーニング（平日）8：30〜10：00（L.O9 : 30）  
 週末限定ランチ（土・日曜日）11：30〜14：00 火曜日・祝日

6 軽食・喫茶 こぶし

『道の駅平成』内にあ
る食事処。11:00まで
提供しているモーニ
ングセットのほか、め
ん類や各種定食など
が味わえます。

関市下之保2503- 2（『道の駅平成』内）
0575- 49- 3004
9: 00〜18: 00（12月・1月は17：00まで）
年末年始

12 けいちゃん・からあげ 香月
自家製ダレで仕上げ
た鶏ちゃんとジュー
シーな唐揚げの専門
店。注文を受けてか
ら調理する、出来た
てならではの味を堪
能できます。

関市志津野2672- 1 0575- 36- 4678
11: 30〜14: 30、17: 30〜20: 00　※売り切れ次第終了

 （月・水・木曜は14: 30まで）
火曜日

7 だんご屋 令和
しょうゆ味の団子や
甘みそ味の五平餅、
もっちりとコクのあ
るバニラアイスなど
が 揃 い ま す 。 果 肉
たっぷりのイチゴア
イスが特におすすめ
です。

関市下之保2503- 2（『道の駅平成』内）
0575- 49- 3004
9: 30〜16: 30  年末年始

8 パン工房 平成
毎日焼きたてのパン
が並びます。人気のロ
ングアップルパイや
大きなメロンパンを
求め、遠方から訪れる
人も。数量限定で販売
しています。

関市下之保2503- 2（『道の駅平成』内）
0575- 49- 3750
10: 00〜17: 00 年末年始

9 味の水車小屋 そば処

地元の女性グループ
が運営しています。真
心を込めて丁寧に作
る手打ちそばを、ぜひ
一度味わってみてくだ
さい。

関市下之保2503- 2（『道の駅平成』内）
0575- 49- 2855 11: 00〜14: 00
月・火・金曜日（祝日は営業）

10 丸登屋
創業100年以上の食事
処。自慢のうな丼は、
香ばしく焼き上げた
うなぎを、長年継ぎ足
してきた伝統のタレ
で仕上げます。ぜひ一
度ご賞味ください。

関市下之保2932- 2 0575- 49- 2005
11: 00〜14: 00、16: 00〜20: 00
火曜日

お
み
や
げ

13 ㈱矢倉
矢倉山から流れる冷
たい水と寒暖差のあ
る気候に育まれた、
安全でおいしいお米。
農薬を削減し、有機
肥料100％で育ててい
ます。

関市上之保22783 0575- 47- 2521

14 マルヘイ㈱
12種類の美肌成分を
配合した「ゆずクリー
ム」を販売。化粧水・
乳液・クリーム・美容
液・パック・保湿剤の6
つの機能を兼ね備え
ています。

関市上之保15147 0575- 47- 2323
9: 00〜16: 00 月・水・土・日曜日

15 天然鮎 奥津保香魚

古来より良質な鮎が
捕れるといわれてい
る“奥津保”地区。津保
川漁協遊漁証のほか、
天然鮎やおとりを販
売しています。

関市上之保15035- 2 0575- 47- 2033
不定休（電話でお問い合わせください）

16 農業生産法人 かみのほゆず㈱
県下一のゆずの生産
量を誇る上之保。“ゆ
ずの里”のブランド化
を目指し、無農薬で安
心・安全なゆずを栽培
しています。多彩な加
工品も販売。

関市上之保15060 0575- 47- 2256
8: 00〜17: 00 日曜日、祝日

かみのほゆず 検索

17 ㈱ハートランドかみのほ

「ゆずドレッシング」
や「ゆずゴマ」、ゆずを
使った菓子やジュー
スなど、ここでしか買
えない地元の特産品
を販売しています。

関市上之保14847- 1 0575- 47- 2428
8: 30〜17: 00 水・日曜日、年末年始

18 かみのほ朝市
地域産業の活性化を
目指し、地域の農産物
や加工品の販売を行
うほか、安心・安全・
健康をモットーに野
菜の栽培も行ってい
ます。

関市上之保477（上之保温泉『ほほえみの湯』内）
090- 4408- 1080
日曜日 9: 00〜15: 00（4〜12月は木曜も営業）

19 和菓子工房 石はら
「ゆずロールカステ
ラ」や「ゆずまんじゅ
う」など、地元の食材
を使った菓子を製造
販売しています。「黒
砂糖ういろう」は、菓
子職人こだわりの味
です。

関市富之保2831- 2 0575- 49- 3787
9: 00〜18: 00 月曜日
要予約

20 農業生産法人 ㈱未来ファームサービス
関市のおいしい水と
たくさんの太陽の光
で育った、安心・安全
な有機米。JAS認証を
受けた田んぼで、丹
精を込めて作ってい
ます。

関市中之保5555- 2 090- 3484- 0741

21 ㈱関むぎ パッションフルーツ組合

本州最大規模の露地
で 収 穫 さ れ る パ ッ
ションフルーツは、糖
度が高いのが特長。有
機栽培で育った安心・
安全な果物です。

関市中之保6257- 5 0575- 49- 3003
9: 00〜17: 00 月曜日

22 平成しいたけ園
『道の駅平成』内で販
売している風味豊か
な原木栽培のしいた
けは、土産品にも大好
評です。しいたけ狩り
も楽しむことができ
ます（要予約）。

関市下之保2503- 2（『道の駅平成』内）
0575- 49- 3220
9: 00〜12: 00（しいたけ狩り） 年末年始

23 ㈱エコピア平成
武儀地域の特産品で
ある原木栽培の生し
いたけや、しいたけを
カラッと揚げた「平成
椎茸すなっく」を販
売。ほかにも数々の地
元産品が揃います。

関市下之保2503- 2（『道の駅平成』内）
0575- 49- 3750
9: 00〜18: 00 年末年始

24 津保谷椎茸園
林野庁長官賞を受賞
したきのこの直売所。
豊富な知識を持つ「き
のこアドバイザー」が
おいしいきのこを販
売。日本応用きのこ
学会会員。

関市下之保3521 080- 3654- 5457
9: 00〜16: 00 雨天
電話注文可

自
然
・
観
光

E1 〜E9 西国三十三観音塔

問 関市上之保事務所　 0575- 47- 2001

中部地方にしか見られな
い、一枚の岩に33体の観
音様が浮き彫りにされた
観音塔。上之保地区には
9か所あり、これだけ集
中して造立されている地
区は全国的にも珍しいと
いわれています。

G 和田野のひがん花
津保川沿いの上之保和
田野地区には、ひがん
花の群生地があり、見
頃の9月下旬を迎える
と、真紅の美しい花々
が咲き誇ります。春に
は桜の名所としても人
気です。

問 関市上之保事務所　 0575- 47- 2001

I 津保川の鮎釣り
川の流れが緩やかで水
がきれいな津保川は、
鮎の友釣りや、アマゴ・
オイカワ釣りが楽しめ、
シーズンには多くの釣
り人が訪れます。初心
者、年配者、家族連れの
釣りにも最適です。

問 津保川漁業協同組合　 0575- 49- 3622

J 高澤観音・日
に ち り ゅ う ぶ じ

龍峯寺（多宝塔）
岐阜県最古の寺。舞台造
りが京都の清水寺に似て
いることから「美濃清水」
とも呼ばれています。国
の重要文化財である北条
政子寄進の多宝塔や、根
本から無数に分かれた千
本桧も一見の価値あり。

問 日龍峯寺　 0575- 49- 2892

F お宮の清水

問 関市武儀事務所　 0575- 49- 2121

ひっそりと静まり返った
森の緑を映すかのよう
に、温井の白髭神社境内
の一角にこんこんと湧き
出る「お宮の清水」。自
然石で四角に仕切られ
た泉は、岐阜県の名水50
選にも選ばれています。

H せいべえ渕の紅葉
下之保大門地域に位置
する「せいべえ渕」は川
好きの清兵衛とドチロン
べという河童の物語が伝
わる場所です。澄んだ深
緑色の渕には周囲の風
景が映り込み、秋は紅葉
の名所となっています。

問 関市武儀事務所　 0575- 49- 2121

K 城
じょうやま

山
標高462ｍの「城山」は、
初心者でも気軽に楽し
める登山スポット。山
頂には片道約1時間で
辿り着き、上之保地域
が一望できます。地元
の民間団体が登山道整
備に取り組んでいます。

問 上之保ふれあいのまちづくり推進委員会　 0575- 47- 2500 

高台にあり、津保川や田園の美しい風景を一望でき
る露天風呂が人気です。良質な高野槇（こうやまき）
でできた「木の風呂」、美しい御影石を使用した
ジェット付きの「石の風呂」の2つの内風呂も完備。

上之保温泉 ほほえみの湯
関市上之保477　 0575-47-1022

B

平成こぶし街道沿い、津保川のほとりに位置する
『道の駅平成』は、自然に囲まれたゆっくりとくつろ
げる施設です。遊歩道や足湯、中濃地域の特産品販
売コーナーをはじめ、焼きたてパンや団子などの飲
食店もあります。

道の駅平成
関市下之保2503-2　 0575-49-3797

A

キャンプ場や宿泊施設、木工体験ができるたくみ
の館、バーベキュー棟など、自然を満喫できる施設
がたくさん。敷地内を流れる谷川で魚のつかみ取
りや釣りも楽しめ、大自然の中で里山の暮らしを
体験できます。

ネイチャーランドかみのほ
関市上之保鳥屋市24663　 0575-47-2023

C

ネイチャーランドかみのほ 検索

岐阜県の
名水
50選

岐阜県の
名水
50選

国指定
重要
文化財

国指定
重要
文化財


