
午前10時からチェックイン、チェックアウトは午後4時まで。
一泊でもゆっくりできます♪
【対　象】 オートキャンプサイト（リバー・林間）宿泊利用者
【期　間】  

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。

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

〒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

キャンプ inn海山 ＠キャンプ inn海山

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

【実施日】

おすすめサービスおすすめサービス

ゆったりキャンプサービスゆったりキャンプサービス

※予約状況により時間延長できない場合があります。
※ゆったりキャンプサービス対象外の日程でも、デイキャンプ
　料金追加で、アーリーチェックインやレイトチェックアウトが
　可能な場合があります。お問い合わせください。

【期　間】　7月3日（金）まで
　　      　※ＧＷ期間（5/2～5/6）を除く
【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

テントハンモックレンタルテントハンモックレンタル

※ 設置・片付けはスタッフが行ないます。
※ 数量限定、準備の都合により、事前予
　 約をお願いします。
※ 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。

4月
5月
7月
 
8月    

　

29日（祝・水）
  3日（祝・日）、5日（祝・火）
22日（水）、25日（土） 
29日（水）
   1日（土）、5日（水）、8日（土） 
 11日（火）、 15日（土） 
 19日（水）、22日（土） 
 26日（水）、29日（土）

【時　間】　15：30～ 
【場　所】　キャンプ場内『ぴょんぴょん谷』
【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。

2020年度ガイド【前期】4～9月

　東京オリンピック・パラリンピッ
クが開催される2020年は、いつも
のスタンプラリーが【オリンピック
バージョン】にチェンジ！
　キャンプ場内にある五つの輪っか
のスタンプを集めて、キャンプ場ス
タッフ手づくりマグネットをゲットし
よう！ オリンピック、パラリンピック
記念マグネットもあるよ。

【実施日】　6月6日（土）
　　　　　9月5日（土）
【時　間】　①13：00～13：45　
         　　②14：00～14：45
　　　　　　（各回15分前に集合）
【場　所】　銚子川えん堤上 カヌー乗り場
【定　員】　各回５名
【参加費】　2,000円（保険料込）SUPレンタル1,000円
【対　象】　中学生以上～大人
　　　　（日帰り参加可／別途入場料・駐車料が必要です）　　

　銚子川クリアカヤック 
　　【実施日】　9月20日（日）10：00～16：00
　　【参加費】　一人1,000円
　　　　　     （保険料込／30分：2人乗り）
　朝ヨガ 
　　【実施日】　9月21日（祝・月）7：15～8：00 
　　【参加費】　無料（ヨガマットレンタル200円）
　こもれびアロママッサージ 
　　【実施日】　9月21日（祝・月）11：00～16：00 
　　【参加費】　1,500円／20分
　Ｈinokkuこども工作体験　
　　【実施日】　9月22日（祝・火）9：00～12：00

●

●

●

●

地卵とバターをたっぷり使用し地元の
お菓子屋さんが手づくりしました。
銚子川の
生きものたちの
絵柄入りです。

●銚子川珈琲
キャンプの朝の一杯におすすめ！ 
銚子川のようにすみきった味わい
のオリジナルブレンドです。

銚子川のお土産銚子川のお土産

●銚子川いきものサブレ

【

キャンプ inn 海山売店で販売中！

【開催日】9月 13日（日）　 　　
【時　間】8:30～ （30分程度／自由解散）
【場　所】キャンプ inn 海山周辺の川原

【実施日】　8月24日（月）、8月25日（火）
【時   間】　9：00～11：00　  【場　所】　銚子川下流
【参加費】　4,000 円　　　　【対   象】　４歳以上（保護者同伴）
【定　員】　15名※定員になり次第締切

銚子川環境保全基金
キャンプ inn 海山センターハウスにある
カッパの募金箱に募金よろしくね。
※昨年は 13,842 円でした。
皆様のご協力に感謝申し上げます。

【実施日・時間】
４月30日（木）〈上弦の月〉            19：30～20：30
５月   ２日（土） 〈上弦の月〉            19：30～20：30
７月 31日（金）〈月・木星・土星〉    20：00～21：00
８月 12日（水）
　〈ペルセウス座流星群・木星・土星〉  20：00～21：00
９月 26日 ( 土 )
　〈木星・土星・月・火星・天王星〉　    19：45～21：00

夜空を見よう！　
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、天体観測に最適です。

当日受付

当日予約 水陸両用車椅子
『ヒッポキャンプ』あります
水陸両用車椅子
『ヒッポキャンプ』あります
お身体が不自由な方も、
銚子川に親しんでいただきたい！
1台のみですが無料レンタルします。
スタッフにお声かけください。

詳細は
ホームページで
お知らせ
します

予定

リバーサイト　　　　  林 間 サイト

1日（水）～24日（金）

7日（木）～30日（土）
※日曜日を除く

1日（月）～30日（火）
※日曜日を除く
  1 日（水）～  3 日（金）
  6 日（月）～10日（金）
13日（月）～17日（金）

全日程対象外
平日サービス
※土曜日、日曜日、祝日を除く

1日（水）～24日（金）

7日（木）～31日（日）

全日サービス

  1日（水）～  3 日（金）
  6 日（月）～10日（金）
13日（月）～17日（金）

全日程対象外
平日サービス
※土曜日、日曜日、祝日を除く

4月

5月

6月

7月

8月

9月

キャンプ場ってどんな施設なの？キャンプ場スタッフが場内を
ご案内。テント設営・撤収、外ごはん、火おこしの他、キャ
ンプ道具の選び方なども伝授します！

キャンプ場ってどんな施設なの？キャンプ場スタッフが場内を
ご案内。テント設営・撤収、外ごはん、火おこしの他、キャ
ンプ道具の選び方なども伝授します！

東京オリンピック開催記念

オリンピック
スタンプラリー

東京オリンピック開催記念

オリンピック
スタンプラリー

要予約

要予約

銚子川SUPヨガ銚子川SUPヨガ 要予約

【時　間】　10：00～14：00
【対　象】　キャンプはじめての方、キャンプ初心者
【料　金】   大人 1,500円、子ども600円
　　　　　（入場料、駐車料金、昼食代込み） ※3歳未満無料
【定　員】   5 組／ 20名程度　※定員になり次第締切

～キャンプを始めたい方のための一日キャンプ場体験～～キャンプを始めたい方のための一日キャンプ場体験～

秋の連休キャンプはどう過ごす？
のんびり派も、アクティブ派も
海山で秋を楽しもう！ 

秋の連休キャンプはどう過ごす？
のんびり派も、アクティブ派も
海山で秋を楽しもう！ 

秋あきキャン！あきキャン！

銚
子
川
で
遊
ぶ
！

銚
子
川
で
遊
ぶ
！

学
ぶ
！

学
ぶ
！

準備物　水着着用、濡れてもいい格好、アクアシューズ、
　　　　タオル、飲みもの、（サングラス）
準備物　水着着用、濡れてもいい格好、アクアシューズ、
　　　　タオル、飲みもの、（サングラス）

【場　所】
　キャンプ inn 海山場内　
【対　象】　
　キャンプ inn 海山宿泊者
【参加費】　
　250円
　（3歳未満無料）
【定　員】　
　各40名

【場　所】
　キャンプ inn 海山場内　
【対　象】　
　キャンプ inn 海山宿泊者
【参加費】　
　250円
　（3歳未満無料）
【定　員】　
　各40名

初はつキャン！はつキャン！

紀北町観光協会 主催イベント
（共催：NPO法人ふるさと企画舎）

ゆらゆら帯観察とガマクロ釣りゆらゆら帯観察とガマクロ釣り 銚子川クリーンクリーンディ銚子川クリーンクリーンディ
要予約

       アマゴの
つかみどり体験　　
       アマゴの
つかみどり体験　　

●ご予約・お問い合わせ／受付時間9:00～17:30  
　TEL 0597-46-3555

5月17日（日）【実施日】

ゆらゆら帯とは、銚子川の淡水と海水の
境目がゆらゆらと揺れて見える現象のこ
と。河口まで澄みきった銚子川だからこ
そ見られる不思議な水中世界です。
ガマクロ釣りにも挑戦しよう。

要予約

要予約

要予約

CAMP

夏休み明けに毎年清掃活動を行なって
います。「いつまでもずっときれいな
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
協力をお願いします。

要予約

海
山
で
遊
ぼ
う
！

海
山
で
遊
ぼ
う
！

CAMP



土曜日は特設市場へＧＯ！

毎月第１土曜　尾鷲イタダキ市（尾鷲魚市場）    8：30～12：30
毎月第２土曜　きいながしま港市
　　　　　　　　　　　　　　　（紀伊長島港魚市場内）  9：00～12：00
年４回（予定）  　海・山こだわり市（引本市場）   11：00～14：00 
　　　　　　            　　　　　　　　　　　　　　　　　　※夏は夕方から開催

潮干狩り おすすめの日              
4 月   7 日（火）～13日（月）
4月 20日（月）～29日（祝・水）
5月   5 日（祝・火）～13日（水）
【時　間】干潮の時間帯
【場　所】尾鷲市　黒の浜　※要駐車料
虫おくり　

【実施日】　6月 6日（土）　
【時　間】　18：00～20：00頃
【場　所】　紀北町船津地区・上里地区

和具の浜 海開き
【実施日】　7月 4日（土）　
【場　所】　和具の浜海水浴場   ※要駐車料

　  アマゴのつかみどり体験
　  アマゴのつかみどり体験
　  アマゴのつかみどり体験
　  アマゴのつかみどり体験
★夜空観察会
　【ペルセウス座流星群・木星・土星】
　  アマゴのつかみどり体験
　  アマゴのつかみどり体験
　  アマゴのつかみどり体験
●ゆらゆら帯観察とガマクロ釣り
●ゆらゆら帯観察とガマクロ釣り
　  アマゴのつかみどり体験
　  アマゴのつかみどり体験

  1 日（土）
  5 日（水）　
  8 日（土）　
11日（火）
12日（水）

15日（土）
19日（水）　
22日（土）　
24日（月）
25日（火）
26日（水）
29日（土）　

  5 日（土）
13日（日）

20日（日）～22日（祝・火）
　●あきキャン！
　　20日（日）
　　21日（祝・月）
　　21日（祝・月）
　　22日（祝・火）　

26日（土）

  5 日（土）～22日（祝・火）

・第1駐車場 ゆらゆら帯駐車場　170 台
・第 2駐車場 まいこみ淵駐車場　140 台
・第 3駐車場 平尾駐車場　 170 台
・臨時駐車場 横山橋駐車場（8/10～18 限定）   80 台
※路上駐車は近隣の迷惑となり
　事故のもとになります
※詳細は紀北町役場HPをご覧ください
※キャンプ inn 海山の駐車場は
　数に限りがあります。

銚子川で遊ぶ際は駐車場を利用しよう！

【実施日】　4月12日（日）
　　　　 5月24日（日）
【時　間】  ①  9：30～ 10：30 
　　　　  ②10：50～11：50
【場　所】　キャンプ inn 海山場内
【対　象】　キャンプ inn 海山利用者
　　　　　（小学生以上）
【参加費】　1,600円
【定　員】　各回５名
　　　　　※定員になり次第締切

要予約
ツリーイング ～木にのぼろう！～ツリーイング ～木にのぼろう！～

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

キャンプキャンプinninn海山海山インイン

12日（日）
26日（日） 
29日（祝・水）  
30 日（木）

  6 日（土）   ●銚子川ＳＵＰヨガ
13日（土）　●ホタル観察会
20日（土）　●ホタル観察会
27日（土）　●ホタル観察会

  2日（土）
  3日（祝・日）
  5日（祝・火）

  6日（祝・水）
 17日（日）

24日（日） 

●銚子川ＳＵＰヨガ
●銚子川クリーンクリーンディ（予定）　　
　　　　　　　
　
　　 銚子川クリアカヤック
　　 朝ヨガ
　　 こもれびアロママッサージ
　　 Hinokku こども工作体験
★夜空観察会
　【木星・土星・月・火星・天王星】

●おじいちゃん・おばあちゃんに
　尾鷲ヒノキの絵葉書を贈ろう

★
★

★
★
★

 
【実施日】　6月13日（土）、20日（土）、27日（土）
【時　間】　20:00～20:30 頃
【場　所】　キャンプ inn 海山場内　　　　　　　　　　　　
【対　象】　キャンプ inn 海山宿泊者

 ホタル観察会

予定

3月 5日（木）～4月 12日（日）
イースターエッグハンティング
イースタークラフト

地域情報地域情報

地
物
市

潮
干
狩
り

虫
お
く
り

海
開
き

新鮮な魚介類をはじめ、地元特産品が勢ぞろい！

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　田の虫出てけー」と
かけ声をかけながら農道を練り歩きます。

▲ツリーイング～木に登ろう！
●Hinokku こども工作体験
　 アマゴのつかみどり体験
★夜空観察会【上弦の月】

22日（水）
25日（土）
29日（水）
31日（金）
 

　 アマゴのつかみどり体験
●こどもの日クラフト無料体験
    アマゴのつかみどり体験
★Hinokku こども工作体験
●はつキャン！
　～キャンプを始めたい方のための
　　一日キャンプ場体験～
▲ツリーイング～木に登ろう！

★夜空観察会【上弦の月】

予定

予定

【実施日・時間】　
4月 26日（日）       9：00～12：00
5月   6 日（祝・水）9：00～12：00
9月 22日（祝・火）9：00～12：00

【場　所】　センターハウス　　
【時　間】　　　  8：30～11：00
　　　　　　　15：00～17：00午後

午前

キャンプの様子や川遊びのことなど、
絵や言葉で自由に描いて
「ありがとう」を伝えよう。
描けたらカッパのポストに入れてね。

●尾鷲ヒノキや自然物をつかったクラフト体験です。

予約なしでOK!
【参加費】100円～700円

BBQにどうぞ。BBQにどうぞ。

【一年中】
●焼肉セット
　（予約　　前日15時まで）
●直送！魚市場セット
　（予約　3日前 15時まで）
　 ※市場が休みの日等で提供できない場合があります
●熊野地鶏丸鶏 　　　　（予約 1週間前まで）
●熊野地鶏バーベキュー（予約 1週間前まで）
●ごちそうオードブル　 （予約 3 日前 17時まで）
●アニバーサリーケーキ （予約 3 日前 17時まで）

おじいちゃん・おばあちゃんに
尾鷲ヒノキの絵葉書を贈ろう
おじいちゃん・おばあちゃんに
尾鷲ヒノキの絵葉書を贈ろうククラ ラ 

フフト ト 

Hinokku
こども工作体験
Hinokku
こども工作体験

５月に入ると
アサリが

少なくなります
食材食材
【期間限定】
●岩牡蠣
　（予約　3日前まで）
　5月上旬～8月上旬

●銚子川の鮎
　（氷漬けでの販売）
　6月下旬～9月下旬

毎日開催

9月5日（土）～9月22日（祝・火）

▲ちび丸太
　キーホルダー

当日受付

卵
を
探
そ
う
！

月5
月6

月8

7月 月9
　 アマゴのつかみどり体験
　 アマゴのつかみどり体験
　 アマゴのつかみどり体験
★夜空観察会【月・木星・土星】

尾
鷲
ヒ
ノ
キ
で

作
品
を
つ
く
ろ
う
！
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＊
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＊

【実施日】　5月 5日（祝・火）
【時　間】　9：00～16：00　
【対　象】　キャンプ inn 海山
　　　　　宿泊者のお子さま

こどもの日
クラフト
こどもの日
クラフト無料体験

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
【開催日】　
　7月 4日（土）

きほく燈籠祭
町内の紀伊長島港海上に浮かべた、手づくり大燈籠
と花火との競演が楽しめます

夏祭りKODO
町内の引本港で、いかだレース
の他、アクティビティ・
海上遊覧・海上花火などを
楽しめる参加型イベント

おわせ港まつり
隣町、尾鷲市の尾鷲港で
行なわれる花火大会

熊野大花火大会
熊野市で行なわれる大花火大会。
鬼ヶ城大仕掛けや三尺玉海上自爆など、
大迫力の花火を楽しめます
【開催日】　８月17日（月）

2020.4-92020.4-9

月4 CalendarCalendar

【場　所】木工アート広場
【対　象】 キャンプ inn 海山利用者

季節を楽し
もう！

季節を楽し
もう！

主催：紀北町観光協会

主催：紀北町観光協会

詳細は主催団体のＨＰ等でご確認ください。
夏祭り夏祭り


