飛騨トンネル
飛騨清見I.C
荘川I.C
東海北陸
自動車道

長野県
長良川
鉄道
美濃太田駅
東名
高速道路

中央本線

中津川
I.C

名古屋
I.C

約2時間54分（172.7km）
名鉄犬山線

名鉄／新名古屋

県の天然記念物に指定されている黒
川地区・薬研洞にある大ナラ。二ツ
森山の山頂から西南に約1㎞の場所
にあり、高さは約25m、幹の太さは
約6.9mの悠然とした姿。
白川町観光協会
問合せ／0574-72-1311

白川口

高山本線

新鵜沼

約30分

自動車利用

約40分

国道41号

名古屋

約1時間（37.5km）

名神高速道路／小牧I.C.
東海北陸自動車道／関I.C.

国道41号
約30分（21km）

国道41号

美濃加茂

国道248号

白川口

国道41号

美濃白川茶は、お茶栽培の北限とも

約40分（29km）
約55分（38km)

中央自動車道中津川I.C.

国道257号
約30分（29km）

加子母

国道256号・県道62号
約40分（30km）

宿泊施設
名称

住所

電話番号

白川温泉 飛水館

白川町河岐 492-4

0574-72-1414

旅館 末廣

白川町河岐 496-2

0574-72-1017

成田屋

白川町河岐 743-7

0574-72-1056

しらかわ荘

白川町河岐 917-1

0574-72-1639

料理旅館 牧ヶ洞

白川町坂ノ東 6396

0574-75-2123

麦飯石の郷 白川グランドホテル

白川町赤河 1570-14

0574-73-1308

野田郷

白川町三川 2060-1

0574-72-1016

田中屋旅館

白川町切井 1209-2

0574-73-1519

紅貫旅館

白川町黒川 1792

0574-77-1017

民宿 茶の里

白川町黒川 1408-1

0574-77-1196

55 鱒渕のお茶畑

錦鯉

清流に恵まれた白川町では、谷水を
利用して美しい錦鯉を養殖。全国品
評会1位の実績を誇ります。

白川町錦鯉振興会
（美濃白川クオーレふれあいの里）
問合せ／0574-72-2462

美濃白川茶
朝霧の中で育つ白川茶は、全国的にも有名な銘柄。深い味わ
いに定評があり、茶葉を利用した饅頭やパイなど様々なお菓
子にもアレンジされています。
白川茶農業協同組合連合会 問合せ／0574-75-2241

ぷくすけ

原木椎茸
（佐見・黒川）

白川町では、原木から育てられたこだわ
りの原木椎茸があります。黒川椎茸組合
は60年以上の歴史があり品評会では何
度も1位に輝きました。
役場農林商工課
問合せ／0574-72-1311

46 道の駅 美濃白川ふるさと館 ピアチェーレ

77 あんしん豚

美濃白川の特産品が勢揃いし、白川茶の試飲サービスを実
施。レストランでは、
町内産の食材を使用したメニューの他、
工場内で作られたハム料理等メニューも豊富に取り揃えて
います。また、
新たに天然温泉
「道の駅温泉」
を整備しました。
営業時間／9：00〜18：00
休日／水曜 問合せ／0574-75-2146

抗生物質などの薬を一切使用せず、こだわ
りのエサと水、のびのびとした大自然の中
で育てた安心安全なおいしい豚肉です。
藤井ファーム
問合せ／0574-77-1716

46 まゆ製品

「繊維のダイヤモンド」と呼ばれるほど美
しい光沢を持つまゆ製品。白川町ではこ
れを利用した工芸品が作られています。
美濃白川ふるさと館 ピアチェーレ
問合せ／0574-75-2146

阜
の
「

検索

認
明 日の宝 物」

10,000

白川町

日本風景街道認定中部⑬

お出迎えいたします。

ゆのみん

おいしい白川茶が皆様を
豊かな自然にあたたかなおもてなし、
頑張っている自分へのご褒美に

問合せ／0574-77-1990
（管理者三戸氏0574-77-1665）

ぷくすけ

ナビゲーターの

町民会館
問合せ／0574-72-2317
※見学要予約

白川町内のかつて苗木藩領だった地域には、神道を信仰するところが
多くあります。これは明治3年に藩から「王政復古により寺院は全て廃す
る（＝廃仏毀釈）」とのお達しがあり、ほぼ強制的に転向させられた結果。
仏教を廃止するために、お地蔵様や仏教の石像は徹底的に
壊され、現在でもその爪あとを垣間見ることができます。
宗教が自由になった今なお仏壇と神棚の両方が備えられ
た家があったり、町内のお寺の数が7なのに対して神社が
39もあるのは、当時の影響だといえるでしょう。
白川町の文化
「廃仏毀釈」

ここらで一服いかがです？

「毎日いそがしいなあ…」
そんなあなたの
“ほっ”
とする時間
このまちで、見つけましょ。

無惨にも頭を切られたお地蔵様。
苗木藩の廃仏毀釈は徹底的に行われた。

白川町民会館の白川グロリア
ホールには、故辻宏氏が制作し
たパイプオルガンが設置されて
います。毎年8月には、パイプ
オルガン演奏の基礎を学ぶ入門
講座が開かれます。

104 パイプオルガン

ぷくすけの
つぶやき

建築は明治22年で、地元の人が力をあわせ
て建てたものです。毎年5月の第4日曜日に
は、東座ふれあい公演が行われます。名誉館
主は六代目 中村勘九郎。

カ 東座
エ

第二次世界大戦中、疎開してきた漫画家の岡本一
平氏（芸術家 岡本太郎の父）が、笑いやゆとりが欠
けてしまった人々を元気づけようと、漫画と17文
字の俳句を組み合わせた新しい文化を作りました。
これが今なお白川町に伝わる「漫俳」。漫俳には季語
を入れる必要もないので、岡本氏は日常的な生活や
感情を素直に読み上げていました。
現在ではお題を決め、その文字を入れた17文字
で面白おかしい作品を作ります。町内の学校の授業
にも取り入れられている、この町独自の文化です。
白川町の文化
「漫俳（まんぱい）」

白川町観光協会 問合せ／0574-72-1311

文化4年（1807）切井・石木の大西家の隠居、山口亀助は、
医術を業としていたが、西国三十三箇所の観音を深く信仰
し観音巡りをすること、三度、その地の砂を持ち帰り、村
内の有志者を募って、それぞれ三十三箇所に似通った地形
の場所をこの山に求め、その砂をここに納めて石仏の観音
像を安置して、巡拝できるようにしたのです。現在は、約
90分で三十三箇所巡りができる観光地として再び注目を浴
びています。

はるか昔から脈々と伝わるもの
それこそが、「文化」。
そんな心で目にするそれの
美しいこと、愛おしいこと。

佐見川沿いにあり、いろり付きコテージや体験農園、キャンプ場
など自然を満喫できるスポット。体験農園ではジャガイモやサツ
マイモ、トウモロコシなどの栽培をしており、収穫体験も可能。
役場佐見ふれあいセンター 問合せ／0574-76-2001

テニスや魚つかみといった気軽なプレイスポットか
らキャンプ場やコテージといった本格的なアウトド
ア施設まで様々な施設が揃った総合レジャー施設。
1日では遊びきれないっ!
美濃白川クオーレふれあいの里
問合せ／0574-72-2462

（道の駅

三つ川の 水を盥に うぶ湯かな
たらい

白川町観光協会 問合せ／0574-72-1311

白川町の伝統文化である手もみ茶は、戦後の機械化
の流れで、だんだんと姿を消してしまいましたが、
手もみ保存会がその技術と味を今に伝えています。

毎年10月中旬に「ピアチェーレ」の特設会
場にて秋の味覚を販売。町内から約10店
舗が出店、2日間にわたり開催されます。
白川町観光協会 問合せ／0574-72-1311

46 秋の味覚フェスタ

毎年５月初旬の新茶の時期に合わせて「ピア
チェーレ」に特設会場を設置。新茶の試飲・
販売、イベント、バザー等が催されます。
白川町観光協会 問合せ／0574-72-1311

46 美濃白川新茶まつり
いつもとは違う特別な1日。
わくわく・どきどきに胸ときめかせ
みんなと駆けたり笑ったり。
ほら、あなたも町の一員です。

イ 手もみ茶
長い石段を登った先にある神社で、絵天井が見事。
300本もの杉や桧の大木が並ぶ社叢は町指定文化
財。推定樹齢1,200年の大杉は国指定天然記念物。
例祭は春秋の2回行われ、春大祭には神社庁より献
幣使が参向します。

全 長6,707ヤ ー ド の 雄 大 な コ ー ス が 自 慢。
ゴージャスな各種施設も人気です。
休日／無休 問合せ／0574-72-1000
※レストランはプレイヤー以外でも利用可。

40 美濃白川ゴルフ倶楽部

ア 大山白山神社・絵天井と社叢
しゃ そう

歴史・
文化編

清流白川クオーレの里）

37 美濃白川クオーレふれあいの里

絵と一緒に見ると、三川地区の澄んだ水を気持ちよ
さそうに浴びている赤ん坊の様子が伝わってきま
す。三川の祈念碑には、この句が
刻まれています。

白川町観光協会 問合せ／0574-72-1311
※絵天井見学は要予約。

オ やすらぎの里 隠居山観音

46 ほう葉寿司フェスタ
36 美濃白川
ふるさと体験村

ぷくすけの
つぶやき

いっぷく。

毎年６月中旬に「ピアチェーレ」の特設会場に
て開催。約10店舗による様々なほう葉寿司
が2日間にわたって販売されます。
白川町観光協会
問合せ／0574-72-1311

祭り・
イベント・
遊ぶ編

マップNo.の色：●…白川流域 ●…黒川流域 ●…飛騨川流域 ●…佐見川流域 ●…赤川流域

H26.2

白川町観光協会

時 間／10：00〜21：00
入浴料／大人：450円
小人：350円
家族風呂：￥2,000
休 日／水曜・年末年始
（有）
白川町農業開発
問合せ／0574-75-2146

岐

白川町はお茶の名所。遠くま
で広がるお茶畑の風景は圧巻
です。5〜6月が見頃なので、
お見逃しなく。
㈱ますぶち園
問合せ／0574-77-1245

岐阜県加茂郡白川町河岐 715

0574-72-1311

ぷくすけの
つぶやき

47 てまひまの店
郷土食のほう葉ずし、人気の米粉
シフォンケーキなど、地元、白川
町で採れた素材を使って、お母さ
ん達が作った自慢の逸品ばかり
です。
営業時間／9：00〜17：00
休 日／木曜
問合せ／0574-75-2265

ゆのみん

白川町／白川町観光協会
TEL.

42 美濃白川
道の駅温泉

言われる山間地帯で栽培されている品種。
その歴史は古く、白山神社を創立した泰
澄大師が養老年間（西暦720年頃）に初め
て栽培法を伝えたとも言われています。
お茶栽培に適していることからこの一帯
に広まったとされ、文献から400年以上
昔から栽培されていたのは明らかです。
適度な湿気と日照条件、そして昼夜の
激しい温度差という、お茶作りには絶好の環境にある白川町。この地で栽培
された美濃白川茶はその深い味わいに定評があり、日本有数の銘柄茶として
広く知られています。

県道恵那白川線

中央自動車道恵那I.C.

「はじめて来たのに懐かしい」
それが白川の面白いところ。
歩き疲れたら無理せず休んで
休み飽きたら一歩進んで。

約40分（29km）

約20分（20km）

東海環状自動車道／美濃加茂I.C.

味噌女会
（渡邉てい）
問合せ／0574-72-1366

ここでしか出会えないもの、
ここでしか手に入らないもの、
ここでしか味わえないもの…。
素敵な思い出をお土産に変えて
あの人におすそわけ。

キ 薬研洞の大ナラ

約1時間5分（83.4km）
高山本線（ワイドビューひだ）高山・下呂経由

山

地元産の大豆やお米で作った味噌。
全て手作業で丹精込めて作られた
味わいは格別。

愛知県

高山本線（ワイドビューひだ）岐阜経由

JR／名古屋

味噌
「みそめました」

地元で採れた新鮮野菜が毎日並
びます。
営業時間／8：00〜17：00
1月〜3月は8:30〜17:00
休 日／無休
（年末年始除く）
問合せ／0574-75-2774

マップ
観光ガイド

三重県

東名阪
自動車道
名古屋駅
東海道新幹線

鉄道利用

白川町
中央 恵那I.C
自動車道
東海環状
自動車道

北陸
自動車道

滋賀県

関I.C
岐阜駅
岐阜羽島駅 小牧I.C

四季彩街道は、高低差のある山
あいの道なので、色んな色を楽
しむことができます。
白川町観光協会
問合せ／0574-72-1311

45 白川野菜村チャオ

佐見とうふ豆の力
問合せ／0574-76-2688

定

樽見鉄道

白川口駅
美濃加茂I.C

東海道本線
名神高速道路

JR／富

四季彩街道の紅葉

白川町でとれた大豆100％
で作ったこだわりの豆腐。
味が濃くて美味しいです。

白川で、

福井県

52 豆腐

白川で、

白川郷
I.C

いっぷ く。

高山本線

石川県

名産・物産・
食べる編

自然・町編

白川町への
アクセス

富山県

元水戸野村の庄屋渡辺家の彼岸ザクラで樹
齢は推定350年。桜としては珍しい大木で、
毎年4月上旬に開花。美しい花色で訪れる
人を魅了する。3月下旬から4月上旬の間
はライトアップも行われる。
白川町観光協会 問合せ／0574-72-1311

ウ 水戸野しだれ桜ライトアップ

