
川上村は豊かな水が生まれる吉野川・紀の川源流の村。
今夏「遊水フェスタ」として、川上村の様々な場所や施設で、
「木」や「水」をテーマに制作体験に参加したり、
川や山で本物の自然に触れたりすることができます。
川上村は夏休みの思い出作りを応援します！

\宿
題応援イベントが

満
載
/

8.317.1

水源地の村・川上村で過ごす

水源地の村・川上村 観光全般に関するお問い合わせ川上村役場水源地課 0746-52-0111

夏越大祓式・七夕燈籠祭 施設見学 あまごのつかみどり
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森と水の
源流館 匠の聚

たくみのむらヨイヨイ
かわかみ

お申込み
お問合せ 0746-52-0888 お申込み

お問合せ 0746-53-2381
山遊び塾

お問合せ 070-4145-3223
お申込み www.yoiyoi-kawakami.com

夏越大祓式は、知らず知らずうちに受
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
vお焚き上げ神事です。

７月３日（土）17:00 ～

新型コロナウイルス感染拡大防止
対策の観点から、当面の間入館は
前日までの電話事前予約制となり
ます。事前予約のない方はご入館
いただけませんので、ご了承くだ
さい。防災ステーションでは、伊
勢湾台風や日本最大級の雨量を体
験することができ、ダム事業につ
いてわかりやすく、そして深く学
んでいただけます。

●予約受付時間／
10:00 ～ 15:00（水曜日休館）

釣りや渓流遊び、バーベキューなどが楽しめる
夏必ず行きたい人気スポット。この日は、透き
とおる小川のほとりで素早く動き回るアマゴを
夢中で追いかけるつかみどり体験ができます。

７月３１日（土）9:00 ～15:00
●募集人数／先着300名程
   ひとり2匹／1,000円
●申込締切／7/30（金）
　※つかまえたアマゴは塩焼きにしたものと交換になります。

お散歩自然観察 レイクカヤック 木のピンボールづくり
森と水の源流館周辺を散歩しながら身近
な自然を観察します。※熱中症対策とし
て帽子、飲物等をご持参ください。

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。女性や体力に自信の
ない人でも安心して参加いただけます！

遊水フェスタ期間中開催
●募集人数／7名　
●参加費／大人7,000円 , 子ども 6,500円
●申込締切／開催日の前日まで

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！

7月31日（土）午前の部10時 , 午後の部13時
●募集人数／10名（定員になり次第受付終了）
●参加費／2,500円（税・材料費込）
●申込締切／7/15（土）

in おおたき
龍神湖

関連ワークショップを多数用意しています。
詳しくは次ページをご参照ください。

関連ワークショップを多数用意しています。
詳しくは次ページをご参照ください。

関連ワークショップを多数用意しています。
詳しくは次ページをご参照ください。

お申込み
お問合せ

0746-53-2441
お問合せ

0746-53-2372

（元官幣大社龍神総本宮）
お申込み
お問合せ

0746-52-0733
学べる防災
ステーション

7月 26日 , 
8 月 16日 , 23日
●時間 10:00 ～ 11:00 ,15:00 ～ 16:00
●募集人数／各10名    ●対象／小学生以上　
●参加費／大人800円 , 小中高生500円

7.1 - 8.31
2021

7/4,11,18,22,23,24,25
8/1,7,8,9,14,15,22,29

観光全般に関するお問い合わせ 〒639-3594 奈良県吉野郡川上村迫1335-7奈良県川上村水源地課
〒639-3594 奈良県吉野郡川上村迫1335-7

奈良県川上村水源地課
観光全般に関するお問い合わせ ご来村の際は感染症対策を徹底ください。

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



森と水の源流館

       お散歩自然観察

7月26日 , 8月16日 , 23日
（午前の部）10時 ～ 11時
（午後の部）15時 ～ 16時
各10名            大人800円 , 小中高生500円
要予約（空きがあれば当日可）            小学生以上

森と水の源流館周辺を散歩しながら身近な
自然を観察します。※熱中症対策として帽子、
飲物等をご持参ください。

7月26日              各 5名              500円
（午前の部）10時 ～12時
（午後の部）13時 ～15時（所要時間30分）
要予約（空きがあれば当日可） 

       シュロの棒たわしづくり
シュロで小サイズの簡単な棒たわしを作り
ます。洗剤を使わず、細かい部分も洗いや
すい！

8月23日            各 5名             500円
（午前の部）10時 ～ 12時 
（午後の部）13時 ～ 15時（所要時間30分）
要予約（空きがあれば当日可）

       木の端材アート
吉野杉や桧の端材を組み合わせてオリジナル
の作品に仕上げます。

\ オンライン /

8月22日

10時 ～ 11時            20名

3,000円（送料込）             8月15日まで

       昆虫標本づくり教室
カブトムシの標本づくりをオンラインで
教えます。※Zoomアカウントが必要です。
※通信環境の良い場所で接続してください。

7月1日 ～ 8月31日          開催日の前日まで
（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）           4歳以上
大人1人7,000円（税込み）
子ども1人 6,500円（税込み）
※中学生以上は大人料金です

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。

       レイクカヤック inおおたき
龍神湖

7月1日 ～ 8月31日             ５歳以上
（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）          開催日の前日まで
大人1人8,500円（税込み）
子ども1人 8,000円（税込み）
※中学生以上は大人料金です

       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体験してみたい！とい
う家族におすすめ！ 

7月1日 ～ 8月31日             4歳以上
（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）          開催日の前日まで
大人1人2,000円（税込み）
子ども1人 1,500円（税込み）
※中学生以上は大人料金です

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。必要
な道具は全て貸し出し可能なので、ご家族
で気軽にどうぞ！

       夜の森探検ツアーin匠の聚

7月31日            10名 （定員になり次第受付終了）

（午前の部）10時  ,（午後の部）13時 

2,500円（税・材料費込）            ７月15日まで

       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！ 8月21日

（午前の部）10時  ,（午後の部）13時 

10名 （定員になり次第受付終了） 

2,500円（税・材料費込）　　　　　　　8月14日まで

       木の時計づくり
木片や色ぬりで盤面を自分
でデザインした木の時計を
つくるワークショップです。

7月24日 , 8月1日, 7日, 8日, 28日, 29日

10時 ～ 15時

各 5名              1,600円              当日申込可

       七宝体験
銅板に好きな釉薬を彩りオリジナルのアク
セサリーをつくります。

7月25日 , 8月8日 , 9日 ,13日 ,14日 , 

8月15日 , 22日           10時 ～ 15時

20名（定員になり次第受付終了）              500円

       絵のじかん
絵はがき、プラバン制作
などの簡単な制作。

毎週水曜日の休館日以外毎日開催

10時 ～ 15時

1,800円（別途釉薬料・送料が必要な場合があります。）

       陶芸体験
電動ろくろ・手びねりで
日常使える器を作ろう！

7月1日 ～ 8月31日　　　開館中 常時開催

  ○　観察ノート
館内を見学しながら写真をとったりスケッ
チをしたり、　気づいたことを書いて観察
ノートをつくります。

7月1日 ～ 8月31日　　　開館中 常時開催

  ○   観察カード
館内のいきものを観察してカードにまとめ
ます。観察カードをとじていくと自分だけ
の図鑑ができます。

7月 ～ 8月の毎金曜日 10時 , 16時

開館中 常時開催

  ○  展示ちょこっと解説
自然、歴史、民俗など日替わりのテーマで
ガイドが展示を解説します。

いつでも体験

山遊び塾
ヨイヨイかわかみ

匠の聚
● お申込み /お問合せ

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

● お申込み /お問合せ

TEL.0746-53-2381
www.takuminomura.gr.jp

● 注意事項
※イベント内容は予告なく変更する場合があります
※各プログラムの詳細は森と水の源流館へご確認ください
※プログラムへの参加には参加料金のほかに入館料が必要です

アイコンの説明　　　　　開催日　　　　時間　　　　定員　　　　参加料金　　　　事前予約　　　　対象

● お問合せ TEL.070-4145-3223

アイコンの説明　　　　　開催日　　　　時間　　　　定員　　　　参加料金　　　　事前予約　　　　対象

● お申込み www.yoiyoikawakami.com
※各イベントのご予約は上記のURLより行ってください

アイコンの説明　　　　　開催日　　　　時間　　　　定員　　　　参加料金　　　　事前予約　　　　対象

遊びや学びを頑張った君たちに！湯盛温泉へご招待。
湯盛温泉ホテル杉の湯は、川上遊水フェスタを応援しています。
チラシ右下にのチケットで入浴料の割引をします。

17,600円～

       吉野川
       清流プラン

お得な宿泊プランを多数ご用意しております。

1泊2食
付き

通常
大人 500 円

700 円

通常
小人 無料

４00 円

● お問合せ

TEL.0746-52-0006
www.suginoyu.com

※通常16:30までのご入浴受付を
17:30まで延長します。
※入浴は18:30まで

大人 500円 小人 無料

ホテル
杉の湯

割引チケット

◉アンケート実施期間／令和３年７月１日（木）～８月３１日（火）
◉応募方法／所定の「かわかみ遊水フェスタアンケート用紙」に必要事項を記入し、アンケート設置場所のスタッフにお渡しください。
※アンケート設置箇所が休館日の場合はお受けできませんので、予めご承知おきください。
◉アンケート設置箇所／①匠の聚②森と水の源流館③湯盛温泉ホテル杉の湯④中井渓谷自然塾
◉特典／A賞（３本）：吉野かわかみ社中木工品　B賞（３０本）：村内施設利用券（ホテル杉の湯など）Wチャンス（３０本）：上記A賞・B賞にはずれた方の中から抽選で３０
名様に「吉野杉箸」をプレゼント。（※賞品の内容は予告なく変更になる場合があります。）
◉その他／おひとり様１回のご応募のみ有効とさせていただきます。お寄せいただきました貴重なご意見は、今後の村づくりの参考に使用させていただきます。また個人情報取扱
については、次回のご案内と抽選及び賞品発送、今後川上村の各種行事や催事等の案内（希望者）にのみ使用させていただきます。

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、川上村の素敵な賞品をプレゼントいたします。

アンケートに答えて素敵な賞品をもらっちゃおう！

7月17日 , 7月18日             13時 ～ 15時

8名（定員になり次第受付終了）              500円

       子どもお絵かき
雑誌の切り抜きやシールを
貼ったり、絵の具で色をつ
けて独創的な作品を作ります。

- コラージュ -

（税込み）

たくみのむら
かわかみのダムカレーと
ふわとろかき氷好評発売中です。


