
〒519-3408 三重県北牟婁郡紀北町便ノ山 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

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

　おすすめサービス　　　おすすめサービス　　
要予約ゆったりキャンプサービス

※予約状況により、利用できない場合があります

テントハンモックCacoonレンタルテントハンモックCacoonレンタル

料金　1,500 円（1泊）
対象　横山コテージ
　　　　・平尾コテージ
　　　　ご利用の方限定

※設置、片づけはスタッフが行ないます。
※Cacoonサイズ
　SINGLE　大人1名用（子ども2名まで）
　直径150cm
※カラーはお選びいただけません。ご了承ください

※GW期間（4/27～ 5/6）を除く※GW期間（4/27～ 5/6）を除く※GW期間（4/27～ 5/6）を除く※GW期間（4/27～ 5/6）を除く

キャンプ場をきれいにしたり、イベントの
準備やお手伝いなど、キャンプ場スタッフ
のおしごとを体験してみよう！

キャンプ場をきれいにしたり、イベントの
準備やお手伝いなど、キャンプ場スタッフ
のおしごとを体験してみよう！

※ゆったりキャンプサービス
　対応（チェックイン10:00 ～
　チェックアウト翌日16:00）
※夕食、朝食等食事は各自ご用
　意ください。（めはりずしと伊
　勢えびみそ汁のふるまいあり）

 9:00～11:00
　●木玉（kodama）、石に絵を描こう
 15:00～17:00　
　●尾鷲ひのきや自然物を
　　つかったクラフト
　・尾鷲ひのきのキーホルダー
　・自然物を使ったプレートなど

渡利牡蠣の試食会
　12月８日（土）
　時間　15：00～ 16：00　※なくなり次第終了

　　　　　　　　クリスマスプレゼント
　　　　　　　　　　　12月22日（土）～12月25日（火）
　　　　　　　　　　　対象　キャンプ inn 海山宿泊者

ニューイヤープレゼント
　１月１日（祝・火）～１月３日（木）
　対象　キャンプ inn 海山宿泊者

季節の地物をおすそわけ・プレゼント季節の地物をおすそわけ・プレゼント

●クリスマスクラフト体験（11月10日～12月25日）
●お正月クラフト体験（12月26日～１月6日）
●イースタークラフト体験（３月１日～４月21日）
時間　9:00～11:00、15:00～17:00 
場所　センターハウス

【期間限定】
  クラフト体験

10月
11月
12月
１ 月
２ 月
３ 月

日祝は対象外
11/24（土）は対象外
12/31（月）は対象外
1/1（祝・火）、1/2（水）は対象外
全日サービス
3/30（土）、3/31（日）は対象外

10/7（日）は対象外
11/24（土）は対象外
全日サービス
全日サービス
全日サービス
全日サービス

リバーオートサイト 林間オートサイト

●時間　　15:00～16:00
●対象　　キャンプ inn 海山
　　　　　宿泊者の5歳～中学生
●参加費　２００円
●定員　　10名

●スケジュール　
　１日目　10:00～　チェックインOK!
　　　　　13:00～14:00　薪割り　薪のプレゼントあり！
　　　　　15:00～16:30　ブッシュクラフト体験
 　17:00～  めはりずし、伊勢えびみそ汁ふるまい
　２日目　８:00～　自由解散
●対　象　ソロキャンパーさんならどなたでも
●参加費　サイト料金＋1,000円
　　　　　（リバーサイト、林間サイトどちらでもＯＫ！）

2018年度ガイド【後期】10～3月

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

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

ツリーイング～木に登ろう！ツリーイング～木に登ろう！

▶時間  ①  9:30 ～ 10:30
           ②10:50 ～ 11:50 
▶場所　　
　キャンプ inn 海山場内
▶定員　各回５名
　※定員になり次第締切
▶対象　　
　キャンプ inn 海山宿泊者
　　　　　　（小学生以上）
▶参加費　1,500円

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
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食 材食 材

専用の道具を使って木に登ります。
木の上から見る景色は、どんな感じかな？
専用の道具を使って木に登ります。
木の上から見る景色は、どんな感じかな？

【期間限定】
●渡利牡蠣
　12月～３月（予約 ３日前まで）
　大台ケ原の清水と黒潮熊野灘
　の海水が混じりあう汽水湖で
　育った牡蠣です。

●熊野地鶏鍋セット
　10月１日～３月31日（予約 一週間前まで）
　熊野地鶏を贅沢に丸ごと一羽
　分！野菜とポン酢付きです。

【通年】
　　●焼肉セット（予約 前日１５時まで）
　　●熊野地鶏丸鶏（予約 一週間前まで）
　　●熊野地鶏のＢＢＱセット（予約 一週間前まで）
　　●アニバーサリーケーキ（予約 4日前まで）

10月はハロウィン月間！
宝探しとランタン作りで楽しもう。

ハロウィン宝探し
キャンプ inn 海山場内に隠された宝を探そう！
期間  10月3日（水）～１０月31日（水）
　　　　滞在中の日中ならいつでもＯＫ（暗くなったらおしまいね）

ハロウィンランタン作り　
本物のカボチャを使って、家族みんなでランタンを作ろう！
大好評につき、日曜日も実施します♪
実施日10月6日（土）・7日（日）・8日（祝・月）、13日（土）・
14日（日）、20日（土）・21日（日）、27日（土）・28日（日）
時間　15:00～16:00
場所　木工アート広場 or センターハウス
参加費　１家族1,800円（１家族１個）
定員　　１日10家族
※刃物を使います。必ず保護者も参加してください。

毎日実施！

キャンプ場のおしごと体験キャンプ場のおしごと体験
開催日／３月23日（土）・３月30日（土）開催日／３月23日（土）・３月30日（土）

ハロウィンハロウィン

実施日／11月  4 日（日）
　　　 3 月 24日（日）
実施日／11月  4 日（日）
　　　 3 月 24日（日）

期間／ 2018 年 10月10日～2019 年 7月 5日期間／ 2018 年 10月10日～2019 年 7月 5日

クラフト クラフト 毎日開催 予約なしでOK!　
場所  センターハウス

秋キャンプ！inn海山秋キャンプ！inn海山

秋の最終の三連休。
クリスマスハーバリウムづくり、スウェーデ
ントーチで焚火、スモークの試食、ネイ
チャーゲームなど、イベント盛りだくさんの
秋キャンプを楽しもう！

秋の最終の三連休。
クリスマスハーバリウムづくり、スウェーデ
ントーチで焚火、スモークの試食、ネイ
チャーゲームなど、イベント盛りだくさんの
秋キャンプを楽しもう！

実施日／11月 23日（祝・金）～25日（日）実施日／11月 23日（祝・金）～25日（日）

CAMPイベント

冬キャンプ！inn海山冬キャンプ！inn海山
冬キャンプにかかせない焚火を楽しむ3日間。
薪割り、焚き火、『めだかの学校長と行く～冬の銚
子川、大冒険！』も開催！冬の楽しみ見つけよう～。

冬キャンプにかかせない焚火を楽しむ3日間。
薪割り、焚き火、『めだかの学校長と行く～冬の銚
子川、大冒険！』も開催！冬の楽しみ見つけよう～。

実施日／1月12日（土）～14日（祝・月）実施日／1月12日（土）～14日（祝・月）

※詳細は決まり次第ＨＰなどでお知らせします。お楽しみに。

ソロ キャンプ！inn海山ソロ キャンプ！inn海山
キャンプ好きのソロキャンパーさん、ソロキャンプをはじ
めてみたい方、キャンプ inn 海山に集まろう！ 陣幕スペー
スで語り合ってもよし！ 自由にソロを楽しんでもよし！

キャンプ好きのソロキャンパーさん、ソロキャンプをはじ
めてみたい方、キャンプ inn 海山に集まろう！ 陣幕スペー
スで語り合ってもよし！ 自由にソロを楽しんでもよし！

実施日／11月10日（土）～11日（日）実施日／11月10日（土）～11日（日）

寒い時季、奥山から野鳥ルリビタキが麓に降りてきます。
キャンプ場にも顔を出します。双眼鏡（無料で貸し出し）
で見てみましょう。見ると幸せになれる♪そんな気がする
青くてかわいい鳥です。暖かくなると奥山に帰ってしまう
ので、寒い時季だけがチャンスです。

寒い時季、奥山から野鳥ルリビタキが麓に降りてきます。
キャンプ場にも顔を出します。双眼鏡（無料で貸し出し）
で見てみましょう。見ると幸せになれる♪そんな気がする
青くてかわいい鳥です。暖かくなると奥山に帰ってしまう
ので、寒い時季だけがチャンスです。

時期／２月～３月上旬        参加費／無料
申込不要（スタッフにお声かけください）
時期／２月～３月上旬        参加費／無料
申込不要（スタッフにお声かけください）

幸せの青い鳥を探そう！幸せの青い鳥を探そう！

※仕事の内容は当日決定します

海
山
で
遊
ぼ
う
！

海
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で
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う
！



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。

月

月

月
月

月

月

カップルもファミリーも
バレンタインキャンプで幸せを感じよう！
カップルもファミリーも
バレンタインキャンプで幸せを感じよう！

Happy クリスマス inn海山Happy クリスマス inn海山

Happy バレンタイン inn海山Happy バレンタイン inn海山

  1 日（土）　★星空イルミネーション【冬の星座】
  8 日（土）　●渡利牡蠣の試食会
22日（土）～25日（火）
                 ★Happy クリスマス inn 海山
31日（月）   ●権兵衛さんの寺で「除夜の鐘」をつこう

  6 日（土） 
  7 日（日） 

  8 日（祝・月）  
13 日（土） 
14日（日） 
20日（土） 
21日（日） 
27日（土） 
28日（日）  

  3 日（日）
  9 日（土）～14日（木）

  9 日（土）　

1日（祝・火）
2日（水）
5日（土）
6日（日）　
12日（土）～14日（祝・月）

２0日（日）
２7日（日）

  9 日（土）　  ★夜空観察会【オリオン大星雲・散開星団】
21日（祝・木）●種まき権兵衛まつり
23日（土） 　 ■キャンプ場のおしごと体験
24日（日）　  ●ツリーイング～木に登ろう！
30日（土）　  ＊お花見キャンプ
30日（土）　  ■キャンプ場のおしごと体験

イースター エッグハンティングイースター エッグハンティング

地域情報地域情報

●ハロウィンランタン作り
●ハロウィンランタン作り
★夜空観察会「星雲・星団・土星」
●ハロウィンランタン作り
●ハロウィンランタン作り
●ハロウィンランタン作り
●ハロウィンランタン作り
●ハロウィンランタン作り
●ハロウィンランタン作り
●ハロウィンランタン作り

  4 日（日）
10日（土）～11日（日）

10日（土）
23日（祝・金）～25日（日）

●初日の出ツアー
●便ノ山神楽（獅子舞）を見に行こう
★夜空観察会【冬の天の川・星雲・星団】
●部分月食観測

◆冬キャンプ！ inn 海山
●冬の清五郎滝に会いに行こう
●冬の清五郎滝に会いに行こう

●冬の清五郎滝に会いに行こう

♥Happy バレンタイン inn 海山
★夜空観察会【オリオン大星雲・散開星団】

10

2
11

1

12

3

土曜日は特設市場へＧＯ！
新鮮で良いものをお値打ちに！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
                  （12月は第 1、3土曜日開催・1月は休み）

毎月第２土曜  きいながしま港市（長島港）9:00～12:00
毎月第４土曜  港朝市・紀北（長島港）9:00～12:00　
年４回（予定）    海・山こだわり市（引本港）11:00～14:00
　　　　　　   　　　　　　　　　　　　　　　                             ※FBやってます♪

年末 きいながしま港市             
紀北町自慢の魚介類、干物や郷土料理、その他地元の産物がお買い
得価格で販売。年末年始の買出しや、お土産・お歳暮などにいかが
ですか？
日時　12月中旬～下旬

キャンプ inn海山に泊まって、初詣に行こう！
伊勢神宮　　約1時間 10分

■世界遺産登録の神社
　花の窟神社　　約45分
　熊野速玉大社　約1時間 10分
　熊野本宮大社　約1時間 40分
　熊野那智大社　約1時間 45分

お花見スポット
　【紀北町】種まき権兵衛の里、始神さくら広場
　【尾鷲市】馬越峠（馬越峠の尾鷲側登り口）
　【熊野市】鬼ヶ城公園

『ごんべえ桜』
まだ寒い2月から開花し、約1ヶ月間咲き続ける河津桜。海山の
英雄である『種まき権兵衛さん』にちなみ、『ごんべえ桜』と名づ
けられました。早咲きの『ごんべえ桜』を見に来ませんか？
※ キャンプ場～種まき権兵衛の里まで　徒歩5分

地
物
市

初
詣

お
花
見

●幸せの青い鳥を探そう！（２月～３月上旬）
●イースターエッグハンティング（３／１～４／21）
●イースタークラフト（３／１～４／21）

●幸せの青い鳥を探そう！
　（２月～３月上旬）

●お正月クラフト（12／26～１／6）
●ニューイヤープレゼント（１／１～３）

●クリスマスクラフト体験（11／10 ～12／25）
●クリスマスプレゼント（12／22 ～25）
●お正月クラフト体験（12／26 ～１／6）

●ハロウィン宝探し
　（10／3 ～ 10／31）

◆ツリーイング～木に登ろう！

◆ソロキャンプ！ inn 海山
★星空イルミネーション【おうし座流星群】

●秋キャンプ！ inn 海山

●クリスマスクラフト体験（11／10 ～12／25）

毎年恒例！キャンプ場から車でわずか 10
分の海岸へ、熊野灘から昇る日の出を見に
行きませんか？ キーンと冷えた空気の中、
海から神々しく昇る太陽。新しい一年の幕
開けならではの催しです。
●時　間　6:30～7:30　●参加費　50円
●対　象　キャンプ inn海山宿泊者　

開催日／１月１日（祝・火）

お花見キャンプ！お花見キャンプ！

お花見シーズン、川側のキャンプサイトの前の桜が咲き、
お花見キャンプがおすすめです！

イエスキリストの復活を祝うイースター。
2019 年は４月21日（日）です。

場所 キャンプinn 海山場内　　対象 キャンプinn 海山宿泊者

★夜空観察会　
講師の解説付きで、大きな天体望遠鏡を使って
季節の夜空を見てみましょう。
参加費　100円      定員　各 40名
10月７日（日）  19:00 ～20:00 ★星雲・星団・土星
 １ 月５日（土）   20:00～21:00 ★冬の天の川・星雲・星団
 １ 月６日（日）午前中【部分日食観測】　
 ２月９日（土）20:00 ～ 21:00 ★オリオン大星雲・散開星団
  3 月９日（土）19:30 ～ 20:30 ★オリオン大星雲・散開星団

★星空イルミネーション
空気の澄んだ冬の空は、星がくっきりと見えますよ。
毛布や寝袋で温まりながら寝そ
べって、星の先生のお話を聞き
ながら夜空をながめてまったり
と過ごしましょう。
時間　時間内、自由に
　　　　お越しください
参加費　無料
※毛布や寝袋をご持参ください
※星の先生のお話しあり

冬の見どころは、氷瀑の清五郎滝。
危険を伴う秘境のため、
必ずガイドと一緒に入山を！
実施日／１月20日（日）、１月27日（日）、
　　　　２月3日（日）
※別日でご希望がありましたらご相談ください
　（最少催行人数４名）
時　間　9：00～16：00頃
対　象　中学生以上・登山経験者
参加費　3,000円  ※キャンプ inn海山宿泊者　50％割引
定　員　６名（定員になり次第締切）

冬の清五郎滝に会いに行こう冬の清五郎滝に会いに行こう銚 子 川

権兵衛さんの寺で「除夜の鐘」をつこう
権兵衛さんの菩提寺で除夜の鐘をついた
あと、初詣を行います。
12月31日（月）23：15～24：30
場所　宝泉寺～便ノ山神社
対象　キャンプ inn海山宿泊者
参加費　100円

便ノ山神楽（獅子舞）を見に行こう
約270年の歴史を持つ地元の年始恒例行事。舞い終わった獅子
に頭を噛んでもらうと一年健やかに過ごせるといわれています。
１月２日（水）7：40～8：30
場所　便ノ山神社　
対象　キャンプ inn海山宿泊者
参加費　５０円

種まき権兵衛祭
権兵衛さんを弔う供養祭。ユニークな
権兵衛踊り、神楽、仮装行列、お獅子アトラクションなどを行います。
餅拾いにも参加できます！
３月21日（祝・木）9：00～12：00（予定）
場所　種まき権兵衛の里　対象　どなたでも
参加費　無料

田舎の行事 田舎の行事 

初日の出ツアー初日の出ツアー

三重 紀北 SEA TO SUMMIT®2018三重 紀北 SEA TO SUMMIT®2018

海・里・森のつながりに思いを巡らせながら
自然を体感！
島々の間を抜けるコースでカヤックを漕ぎ、漁村の風
景を楽しみながら、自転車で走り抜け、絶景広がる便
石山を目指す！海と山の距離を近くで感じることので
きる大会です。

開催日／11月 17日（土）・18日（日）

お問い合わせ　三重紀北 SEA TO SUMMIT® 実行委員会
　　　　　　　紀北町役場商工観光課　TEL 0597-46-3115

■紀北地域の神社
相賀神社　約15分
尾鷲神社　約20分当日予約

いつものスタンプラリーが、宝（卵）探しになります。
色を塗ってカラフルなイースターエッグガードにしてね。

実施日／３月１日（金）～４月２１日（日）
滞在中の日中ならいつでもＯＫ（暗くなったらおしまいね）

※期間限定のクラフト体験やスタッフおススメの卵の特別販売もあります。

花見をしながら、
あま～いスイーツのふるまいあり！
実施日／３月３０日（土）

時　間　15:30～16:00
場   所　木工アート広場
対　象　キャンプ inn 海山宿泊者
参加費　無料　※なくなり次第終了

※詳細は決まり次第ＨＰなどでお知らせします。お楽しみに。

★バレンタインテント、チョコスィーツ、バレンタインクラフト、
　幸せの青い鳥を探そう、夜空観察会（2／9 のみ）など。

※詳細は決まり次第ＨＰなどでお知らせします。お楽しみに。

12月22日（土）～ 25日（火）12月22日（土）～ 25日（火）
　カップルもファミリーもいつもとちがう
　クリスマスキャンプを楽しもう！
　カップルもファミリーもいつもとちがう
　クリスマスキャンプを楽しもう！
★クリスマステント、クリスマスプレゼント、クリスマスクラフトなど

2月9日（土）～14日（木）2月9日（土）～14日（木）

天体観測　天体観測　

11月10日（土）18:30～20:00 
　　おうし座流星群
12月 1 日（土）18:30～20:00  
　　冬の星座

キャンプキャンプinninn海山海山インイン
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季節を楽しもう！
季節を楽しもう！


