
毎日
実施

〒519-3408 三重県北牟婁郡紀北町海山区便ノ山 271 番地

TEL 0597-33-0077
FAX 0597-32-3800

お問い合わせ・お申し込み

●予約状況・イベントなど最新情報は、インターネットでご覧ください。

CAMP INN MIYAMA
キャンプキャンプinninn海山海山インイン

2014年度ガイド【前期】4～9月

宿泊者限定で地元の食材を
セットした商品を提供しています
【期間限定】
アユ　６月下旬～９月末
銚子川のとれたて天然アユ。氷漬けで販売します。
【一年中】
魚屋せりおとしセット　（予約　前日 17時まで）
焼肉セット　（予約　当日 15時まで）
熊野地鶏丸鶏　（予約　１週間前まで）
アニバーサリーケーキ　（予約　３日前まで）

今年は熊野古道伊勢路を含む「紀伊山地の霊場と参詣道」が
世界遺産登録されてから10周年となります。
東紀州の各地で古道歩きやイベントが
催される予定です。

       の石だたみ
キャンプ inn 海山では熊野古道世界遺産登録 10 周年を記念して、
「1／1000の石だたみ」を実施します。クラフトタイム（午前の部）に、
小石に自由に絵や文字を書いてもらい、キャンプ inn 海山でお預か
りします。たくさん集まったらみんなの石を敷きつめて石だたみ道
を作ります。（秋ぐらいを予定）
時間　9：00～11：00
参加費　1個100円
いただいた参加費は、熊野古道の保全活動のために募金させていただきます !

※好評につき、まがたまづくりも昨年どおり午前中に開催します♪

銚子川クリーンクリーンデイ
夏休み明けに毎年清掃活動を行っています。ずっときれ
いな銚子川で！という思いをこめて、清掃活動と『銚子
川環境保全基金』にご協力お願いします。

『銚子川環境保全基金』とは…
地元ではもちろん、訪れる人々にも愛されている銚子川。魅力が伝
わり毎年たくさんの方が銚子川をめざして来てくれます。しかし、
一方で一部の心無い来訪者が残していく物も増え、地元の人たちは
ゴミを拾ったり、対策を考えたりしています。また、景観と安全性
を高めるため、銚子川流域のサイン（看板）等の清掃活動も行って
います。これらの活動を支える『銚子川環境保全基金』にご協力お
願いします。

◆参加方法
①キャンプ inn 海山のセンターハウスにあるカッパの募金箱
　に募金する
②売店商品（薪・割り箸・尾鷲ひのきの葉書など）を購入す
　ると、売上の一部が『銚子川環境保全基金』となる
※平成 25年は、
　①より 16,412 円　②より 25,528 円集まりました。
　皆様からのご協力に感謝申し上げます。

地元食材を使ったブランチを１日だけ楽しめる青空レストラン。
料理人のパフォーマンスもお楽しみください。

５月25日（日）


　　地元で水揚げされた新鮮な初がつおを
　　「目には青葉～」とともに味わってください。
お品書き　かつお（たたきor漬け）、ごはん、矢口産あおさ汁、　
　　　　　 　漬け物＆旬のデザート
パフォーマンス　かつお解体ショー
※かつおが揚がらなかった場合は、別の魚に変更します
協力／浜田魚店

９月21日（日）

　
　　銚子川の水で育った「くき漬け・米・アマゴ」をご賞味あれ。

お品書き　 ごんべぇ畑のくき漬け丼（新米銚子川米使用）、
　　　　　　　ごんべぇが焼くアマゴ塩焼き、 地元製だしを使った
　　　　　　　お吸い物、旬のデザート
パフォーマンス　くき漬けピザ作り  
協力／ふるさと企画舎

アマゴのつかみどり体験　当日受付
４月29日（祝・火）
５月４日（祝・日）
７月20日（日）・23日（水）・26日（土）・30日（水）
８月２日（土）・６日（水）・９日（土）・13日（水）
  ・16日（土）・20日（水）・23日（土）・27日（水）
  ・30日（土）
時間　15：30～
場所　キャンプ場前の浅瀬
対象　キャンプ inn 海山宿泊者
参加費　３００円＋（アマゴ料金３００円×匹数）
※ アマゴの匹数に限りがある場合があります
　

魚飛渓天然岩の滑り台にチャレンジ！　
７月28日（月）・８月25日（月）
時間　9：30～11：30
場所　魚飛渓（銚子川支流）
対象　小学生以上（保護者同伴）
参加費　町内宿泊者・町民　１，８００円
　　　　   日帰り・一般　　　２，３００円
定員　　20名（予約　３日前まで）
　　　

ゆらゆら帯観察とガマクロ釣り
８月21日（木）
時間　9：30～11：30
場所　銚子川下流
対象　４歳以上（保護者同伴）
参加費　町内宿泊者・町民　1,800 円
　　　　　日帰り・一般　 　　2,300円
定員　　20名（予約　３日前まで）

銚子川・川ガキ養成講座
●内山りゅうさんと行く
　銚子川ブルーと神秘の泡世界
８月３日（日）
時間　12：30～15：30
場所　銚子川上流
対象　小学生以上（保護者同伴）
参加費　
　町内宿泊者・町民　大人 2,000 円　小人 1,500 円
　日帰り・一般　　　大人 2.500 円　小人 2,000 円
定員　　20名（予約　３日前まで）

OPEN　11：00～13：00OPEN　11：00～13：00

「あの人に、この銚子川を教えてあげたい！」
いつまでもそんな川であり続けられるように…

みんなで守っていきましょう。

キャンプキャンプinninn海山海山インイン
CAMP INN MIYAMA

http://camp-inn-miyama.com/

詳細は、キャンプinn海山HPをご覧ください

　　  紀勢自動車道　延伸
　　 キャンプinn海山が近くなります！
　　　　平成26年３月紀伊長島IC～海山IC開通！
　　　　紀勢自動車道全線開通となります！

　　★海山ICをご利用ください（海山ICより約13分）

ゆったりキャンプサービス
【内容】朝10時からチェックイン、
チェックアウトは午後４時まで。
１泊でもゆっくりできます！

対 象　リバーオートサイト
　　・林間オートサイト宿泊利用者
期 間　26年度は下記の期間を
　　　　のぞき、毎日実施
　※ ゴールデンウィーク
　　  ４月26日（土）～５月6日（祝・火）
　※ 夏期７月５日（土）～８月31日（日）
　※ ９月６日（土）、７日（日）、13日（土）、
              　14日（日）、15日（祝・月）、
    ※ 10月12日（日）　
★予約状況により時間延長できない場合があります

　　おすすめサービス　　　　　おすすめサービス　　　

要予約

●きほくふるさと体験塾・NPO法人ふるさと企画舎
　共催イベント

食 材食 材

ワンデイブランチワンデイブランチ

銚子川で遊ぶ！学ぶ！銚子川で遊ぶ！学ぶ！
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●場所　キャンプ inn 海山内 
●対象　キャンプ inn 海山利用者（デイキャンプ含む）
●料金　１食６００円（30食限定）
　　　　           ※席のみは、１席につき２００円
●予約　1週間前まで　　　　　　

海山海山で
遊
ぼ
う
。

で
遊
ぼ
う
。

熊野古道世界遺産登録
10周年記念企画
熊野古道世界遺産登録
10周年記念企画

魚がし浜ちゃんの初がつお魚がし浜ちゃんの初がつお

ごんべえ茶屋のくき漬け丼ごんべえ茶屋のくき漬け丼



Hinokkuこども工作体験
４月27日（日）9：00～12：00
５月  ６日（祝・火）9：00～12：00
７月 13日（日）9：00～12：00
８月 24日（日）9：00～12：00
９月 14日（日）10：00～12：00／ 13：00～15：00
９月 28日（日）9：00～12：00

場　所　キャンプ inn 海山内
対　象　キャンプ inn 海山宿泊者
参加費　２５０円～

土曜日は特設市場へＧＯ！
新鮮で良いものをお値打ちに！
値引き交渉など生産者とのやり取りも楽しみ♪
毎月第１土曜　尾鷲イタダキ市（尾鷲港）8:30～12:30
毎月第２土曜　三重きいながしま港市（長島港）9:00～13:00
毎月第３土曜　ながしま楽市（長島港）9:00～12:00　 
毎月第４土曜　港朝市・紀北（長島港）8:30～12:00　
年４回（予定）  　海・山こだわり市（引本港）時間未定
　　　　　　                        ※FBやってます♪

おすすめの日              ※５月に入ると、アサリが少なくなります
４月１日（火）～６日（日）・13日（日）～21日（月）
  ・26日（土）～５月５日（祝・月）　
時間　干潮の時間帯
場所　尾鷲市　黒の浜　※要駐車料

耕作のためにやむなく駆除した虫たちを供養する農村行事。
たいまつを手に「田の虫おくりじゃー田の虫でてけー」と
かけ声をかけながら農道を練り歩きます。
日時　６月７日（土）予定　18:00～20:00 頃
場所　紀北町海山区船津地区・上里地区

   日時　7月５日（土）
   場所　和具の浜海水浴場   ※要駐車料

きほく七夕物語
願いをこめた『願い星』を川に流すと、
銚子川が地上の天の川になります
日時　7月５日（土）予定
時間　18:00～21:00 頃
場所　キャンプ inn 海山及び周辺

きほく燈籠祭
町内の紀伊長島港海上を巨大燈籠が舞い、
華麗な花火が夜空を照らします

夏祭りKODO
町内の引本港で、イガダレースや海上打ち上げ花火が行われ
る祭りです

おわせ港まつり
隣まちの尾鷲港で行われる花火大会

熊野大花火大会
鬼ヶ城大仕掛けや三尺玉海上自爆など、
約１万発の大花火大会
日時　８月17日（日）

当日受付

クラフト クラフト 

周囲を山に囲まれ、人工的な灯りが
ほとんどないキャンプ inn 海山の夜は、
天体観測に最適。

夜空観察会　

４月26日（土）19：45～21：00
　木星・火星
５月５日（祝・月）19：30～21：00
　木星・火星・月
７月20日（日）20：30～21：30
　土星・夏の星座
８月18日（月）19：45～20：45
　土星・夏の星座
９月20日（土）19：15～20：45
　天の川の星雲・星団

場　所　キャンプ inn 海山内
対　象　キャンプ inn 海山宿泊者
参加費　１００円
定　員　各 40名

     地域情報              地域情報         自然満喫！自然満喫！夜空を見よう！ 夜空を見よう！ 

こどもの日クラフト無料体験
５月５日（祝・月）
時　間　9:00～11:00　　15:00～17:00
対　象　キャンプ inn 海山宿泊者のお子様

ほんの気もち…プレゼント

季節の地物をおすそわけ
ウェルカムサービス
【アサリ or 干物】
４月５日（土）・12日（土）・19日（土）
時間　14：00～17：00

季節を楽しもう！季節を楽しもう！

ホタル観察会 
６月７日（土）・14日（土）
  ・21日（土）・28日（土）
時　間　19：30～20：30頃
場　所　その日一番ホタルを観察できるポイント
対　象　キャンプ inn 海山宿泊者
参加費　１００円

オートキャンプの日
お試しダッチオーブン！
（パン・野菜丸焼き）

５月17日（土）　　　　　
時　間　15：00・15：30（焼き上がり予定）
場　所　林間サイト
対　象　キャンプ inn 海山宿泊者
参加費　無料

予約なしでOK!　場所　センターハウス
　　　9：00～11：00
　●まがたまづくり
　●　　　　の石だたみ
   　　15：00～17：00　
　●尾鷲ひのきや自然物をつかったクラフト
　　・ちび丸太キーホルダー
　　・自然物をつかったプレート
　　・尾鷲ひのきと
　　　小石のカレンダー  など

毎日
開催

５月５日（祝・月）夜空観察会【木星・火星・月】

５月６日（祝・火）Hinokku こども工作体験

５月25日（日） ワンデイブランチ
　　　　　　　　［魚がし浜ちゃんの初がつお］

4月 26日（土）夜空観察会【木星・火星】

４月27日（日）  Hinokku こども工作体験

４月29日（祝・火）  アマゴのつかみどり体験

9月14日（日）銚子川クリーンクリーンディ（予定）

9月14日（日）・28日（日）
                       Hinokku こども工作体験

9月 20日（土）夜空観察会
                       【天の川の星雲・星団】

9月 21日（日）ワンデイブランチ
                      ［ごんべぇ茶屋のくき漬け丼］

８月２日（土）・６日（水）・９日（土）・13日（水）
・16日（土）・20日（水）・23日（土）・27日（水）
・30日（土）    アマゴのつかみどり体験

８月３日（日）内山りゅうさんと行く
　　　　　     銚子川ブルーと神秘の泡世界

８月18日（月）夜空観察会
　　　　　　　　【土星・夏の星座】

８月21日（木）ゆらゆら帯観察とガマクロ釣り

８月 24日（日）Hinokku こども工作体験

８月25日（月）魚飛渓天然岩の
　　　　　　　　滑り台にチャレンジ！

7月 13日（日）Hinokku こども工作体験

7月 20日（日）夜空観察会【土星・夏の星座】

7月 28日（月）魚飛渓天然岩の
　　　　　　　　滑り台にチャレンジ！

7月 20日（日）・23日（水）・26日（土）
　・30日（水）  アマゴのつかみどり体験

とれたて天然アユの販売　　
【期間】６月下旬～９月末
銚子川の天然アユ、氷漬けで販売します

夏祭りは日程未定・決まり次第ＨＰなどでお知らせします

当日受付

地物
市

潮干
狩り

虫
おくり

和具の浜
海開き

夏
まつり

花火
大会
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５月４日（祝・日）アマゴのつかみどり体験

午後

午前

キャンプキャンプinninn海山海山インイン


