
145

145

145

145

353

120

18

17

50

122

353
406

上毛高原

高崎IC

高崎

前橋

至新潟

至長野

至東京

沼田

伊勢崎

佐野
藤岡
IC

渋川伊香保IC

前橋IC

上信越自動車道

北関東自動車道

関
越
自
動
車
道

上
越
線

東
北
自
動
車
道

渋
川

長野新幹線

藤岡JCT

高崎IC
高崎JCT高崎JCT

藤岡JCT

高山村
月夜野IC

上
越
新
幹
線

天台寺門宗で熊野坊が開創。厄除け観音
として親しまれ、毎年1月18日は縁日で
賑わう。高山村と中之条町の境の沢に祀
られている「瀧ノ下不動尊」の御分身が祀
られている。

厄除け伝えし　北向観音

建久4年（1193）源頼
朝が植えたといわれ
ている樹齢約800年
の巨木。県指定天然記
念物。

八百年の　高野槇

明治14年(1881）カトリック教の信
者・林寿太郎が布教伝道し、信者の寄
付でこの教会を建てた、現存する県内

最古の教会。

理想かかげて　名久多教会

や

は り

尻高の小屋に要害と呼ぶ岩山がかつての尻高城。
築城は応永8年、左

さまのかみしげのり

馬頭重儀。

西の要害　尻高城に
江戸時代の末期、名古屋の豊松伝三が伝えた一人遣い人形。義太夫
と三味線に合わせて人形を操る。国選択・県指定重要無形民俗文
化財。毎年11月23日に西地区屋内ゲートボール場にて定期公演
が行われている。

文化の伝承　尻高人形ふ

起伏が激しく、細い道を通るので

上級者向け！

三並山がきれいに見えるスポットが

たくさんあるよ☆

あわび姫と小野俊明の悲しい恋の伝説が伝わ
るパワースポット。恋の願いを叶えたい人は
添うが森へ、離縁したい人は添わずが森へ！

群馬県吾妻郡高山村

天慶の　森の伝説　石の宮て

二月初午の日に豊饒・商売繁盛を
祈る祭り。山車が出て、雪が降る
ととても幻想的な祭りになる。

里人こぞりて　初午祭りさ

名久田川が滝となって流れ落ちる音が、かつては
どうどうと響いたというところから名付けられ
た。この淵には龍宮
伝説（椀貸伝説）があ
り、甌穴（ポットホー
ル）も見ることが出
来る。

渓流清き　どうどう淵け

添うが森

添わずが森

高山かるた高山かるた
ウォーーキングマップ

高山村自慢

「野に咲くりんどう　村の花」
村のりんどうは色鮮やかで花持ち
がよいと評判！

村の花　りんどう

「ヌーボー高山　ヒカルとイブキ」
村民に愛されている村のマスコッ
トキャラクター　ひかるくん・い
ぶきちゃん。村の花・りんどうを
イメージしています。

ひかるくん・いぶきちゃん

「そばとこんにゃく　高山名産」
村では主に赤城大玉という品種が
作られており、手作りこんにゃく
は絶品！！ぜひ一度ご賞味あれ☆

こんにゃく

朝と晩の寒暖の差が大きいの
で、野菜や果物がとても甘みの
あるものに育ちます。
道の駅中山盆地の農産物直売所
で野菜・果実を販売しておりま
すのでぜひお立ち寄りください。
（P02・03参照）

寒暖の差によって生まれる野菜・果物の甘み

「先人の　祈り伝えし　役原獅子」
「おぎょん祭りは　夏ざかり」
「どんどん焼きで　厄おとし」

昔から今に伝わり、未来
に残したい伝統が数多
く存在します。

今に伝わる多くの伝統

「夜の星守る　環境条例」
夜間の余分な照明を抑制し、美しい星空、天体観測に適した
環境を守ることを目的として光環境条例を制定しています。
村の星空は感動ものです☆

美しい星空

「四季を彩る　三並山」
「目にあざやかな　ゴヨウツツジ」
三並山は東から小野子山（1208m）、
中ノ岳（1188m）、十二ヶ岳（1200m）。
人の営みと自然が融合した農村風景
は四季を通して美しく、日々の疲れを
癒してくれます。

癒しの農村風景・山々

村人を見かけたら、勇気を出して声を掛けてみてください。
「よってかっさい♪お茶のまっさい♪」
人情あふれ心温まる高山村で素敵なひとときを☆

ひと・おもてなし

塩原太助は父母を亡くし19歳で故郷を後
にし、ここ中山地区で愛馬「あお」をこの
松につなぎ別れたと伝えられる。江戸へ出
た太助は後に独立し財を成した。現在は２
代目の松が元気に育っている。

江戸への別れ　馬つなぎ松え

高山村とみなかみ町の月夜野を結ぶ
交流ふれあいトンネル。全長913ｍ
（内高山側365ｍ）で平成10年10
月19日に開通した。

北の玄関　赤根トンネルき

養蚕・タバコの栽培は現在では行わ
れていない。炭窯は村のあちこちで
見られ、炭こたつを使っている家も
まだ多く存在する。

炭焼きと　蚕とタバコ　なつかしくす

高山村には4つのゴルフ場があり、
各ゴルフ場からの眺望はすばらし
く、大自然を満喫することができる。

地形を生かした　ゴルフ場ち

高山村の文化祭は毎年11月中旬、文化協会を中心に村民総参
加の形で開催される。各種展示や発表会など、一年間の学習の
成果が発揮されている。文化の香り高い村づくりを合言葉に、
年々充実したものに成っている。

学びの成果　文化祭ま

高山村ふるさと祭りは毎年8月14日に開
催されている真夏の一大イベント。祭りの
メーンイベントは打ち上げ花火。

みんなが集う　ふるさと祭りみ

標高1296m。山頂から関東平野が一
望できるすばらしい景観が広がって
いる。村人の多くは、かつて初日の出
をこの山で迎えようと、大晦日の夜
半から２時間あまりかけて登山した。

来迎登山の子持山ら

村内の様子やイベント、道の駅の情報などを
随時更新しています♪
URL：http://tkym-yakuba.jugem.jp/

ちょっと急な坂！
ふぁいと！

JR上越新幹線 上毛高原駅より車で 20分

JR上越線 沼田駅より車で 20分
 渋川駅より車で 30分
JR吾妻線 中之条駅より車で 20分

関越自動車道 渋川・伊香保 ICより 30分
 月夜野 ICより 20分

高山村役場ブログ

【お問い合わせ】
高山村役場地域振興課
〒377-0792群馬県吾妻郡高山村大字中山2856-1
TEL:0279-63-2111　FAX：0279-63-2768
URL：http://vill.takayama.gunma.jp/

高山村へのアクセス

四季を通じて美しい川の景色や自然、
村に伝わる伝説を楽しみながら歩けるコース。

添うが森で恋の願いが叶うかも！？

寺や教会、大木を巡る

心落ち着くコース。坂道が続くので

無理せずマイペースに歩こう♪

T A K A Y A M A   K A R U T A   W A L K I N G   M A P

文 化 コ ー ス
( 戸室・北之谷地区 )

 距離 ： 3.3km

 歩数 ： 5200歩
 時間 ： 60分

 消費カロリー ： 200kcal
(ストロベリームースケーキ１個分)

course memo

STAMP

祈 願 コ ー ス
( 熊野地区 )

STAMP

 距離 ： 2.8km

 歩数 ： 4400歩
 時間 ： 50分

 消費カロリー ： 160kcal
　 (もなか１個分)

course memo

春は
桜がきれい！

三並山が
きれいに見えます！

三並山が
きれいに見えます！

伝 説 コ ー ス
( 関田地区 )

STAMP

 距離 ： 5.5km

 歩数 ： 8400歩
 時間 ： 80分

 消費カロリー ： 300kcal
　 (ミルフィーユ１個分)

course memo

春は
桜がきれい！

カタクリ
十二ヶ岳に群生している。
見頃：５月上旬

ミツバツツジ
三並山南斜面にあり、可憐な
紅紫色の花を咲かせる。
見頃：５月上旬～中旬

そばの花
純白で可憐な花を咲かせる。
見頃：9月下旬～10月上旬

ゴヨウツツジ
小野子山山頂に近い標高
1,100メートルのところにあ
り、樹齢は300年以上。県指
定天然記念物。
見頃：５月下旬～６月上旬

高山村の草花

昔

役原獅子

どんどん焼き

ゴヨウツツジ

三並山

四方を山に囲まれ、海抜500ｍ程度
のところに形成されている盆地。表
層は関東ローム層に覆われ、肥沃な
土地に水田が広がる県内でも大きな
盆地である。

中山盆地の黄金波な

リンドウ
野生のリンドウは少なくなっ
たが、たかやま高原牧場見晴
らし台や十二ヶ岳など今でも
生育している場所がある。
見頃：10月中旬～下旬

【流星群情報】

1月1日～5日頃　 ………………… しふんぎ座流星群
7月17日～8月24日頃 ………… ペルセウス座流星群
10月2日～11月7日頃 ………… オリオン座流星群
11月10日～11月23日頃 ……… しし座流星群
12月 7日～12月17日頃 ……… ふたご座流星群

第１回、第２回高山村の「未
来に残したい写真」コンテス
ト入賞作品

瀧ノ下不動尊

高山村の伝統野菜“高山きゅうり”

第１回高山村の「未来に
残したい写真」コンテス
ト入賞作品

【どうどう淵の伝説】
関田の与五右衛門がどうどう淵に咲く藤の花を
採りに行ったが、淵に鉈を落としてしまい、拾
おうと潜っていくと、着物を着た女たちが酒や
料理を振る舞ってくれた。宴を楽しんだのち鉈
を持って家に帰ってくると自分の葬式が営まれ
ており、驚く皆に話を聞かせた。与五右衛門は
その後も一生懸命働き、だんだん年をとって
寝込むようになった。するとどうどう淵で
飲んだ酒が飲みたいという。ひょうた
んをどうどう淵に浮かべてみよと言
うので浮かべると沈んでいき、酒
がいっぱい入って返ってきた。
与五右衛門は大変喜び、嬉
しそうに飲んで眠るよう
に死んでいった。

【添うが森、添わずが森の伝説】
天慶３年、平将門征伐の際、小野俊明は
あわび姫と恋に落ち、軍から遅れてし
まった。しかし女に迷ってはいけないと
出家し、熱退と名乗り尻高泉照寺住職と
なった。姫はその後一子小太郎とともに
和尚を訪ねたが会えず、名久田川に身を
沈めてしまった。村の者が哀れんで塚を
作り、これに恋の願いをかけると叶うこ
とから「添うが森」と呼ぶようになった。
その後熱退が亡くなり、川を挟んで添う
が森の反対に塚を立て、離縁の願いをか
ける塚として「添わずが森」と呼ぶように
なった。

要害城 並木城

マップに載っていないカルタ集

春は藤
秋は紅葉が

美しい！

迫力ある高野槇

0707

0808

0909
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中山盆地コース
( 判形 ・ 五領地区 )

「赤見山草ね刈りそけ逢はすがへ争ふ妹
しあやに愛しも」
赤見山の草を刈り除き男女が相逢うの
に、女性が羞恥心から小さく争うのがほ
んとうに愛らしいと、女性の心をとても
いとしく感じている素朴な歌。

赤見山　歌に残せし　万葉碑

三国街道は江戸と越後を結ぶ最短路。
中山宿の宿立ては慶長17年（1612）
で、本

ほんしゅく

宿と新
しんでん

田双方に本陣・問屋があ
る変わった宿立てとなっている。

昔を偲ぶ　中山宿

中山宿新田本陣にある村
指定文化財の大ケヤキ。
宿場町の栄枯を見下ろし
て六百年余。

年輪に　栄枯をきざむ　大ケヤキ

本陣・問屋・宿屋・飯屋等が設
けられ、人の往来や物資の輸送
などに便宜をはかっていた。本
陣の平形家住宅門屋は、国登録
文化財に指定されている。

街道のあかし　本陣跡

あ

む

ね

か

群馬県高 山 村
高山村は群馬県の北西部に位置し、
南北に1,000m級の山々が連なる人口約4,000人の小さな村です。
自然と人の営みが融合した昔ながらの素朴な農村風景が広がり、
そこに住む人々の温かさに触れればもうそこはあなたの心のよりどころ。
この村に流れるゆったりとした時間に身を任せてみてください。

ページ コース名 地区 距離 時間 消費カロリー
02 中山盆地 判形・五領 5.6km 80 分 300kcal
03 歴史 新田 2.5km 50 分 160kcal
04 古代 本宿 3.6km 60 分 230kcal
05 権現 本宿 1.6km 30 分 100kcal
06 自然満喫 茶屋ヶ松 3.2km 60 分 200kcal
07 祈願 熊野 2.8km 50 分 160kcal
08 文化 戸室・北之谷 3.3km 60 分 200kcal
09 伝説 関田 5.5km 80 分 300kcal

地域に入る悪霊を払
うと同時に、旅の安全
と道しるべとして建
てられたもの。本村で
は双体のものが多い。

平和見守る　道祖神

地租改正に伴い、
村有地保留に努
力し成功した西
形平七郎・松井
万象を偲ぶ。

遺徳を偲ぶ　頌徳碑 後北条氏が天正年間に築城した要害
堅固な城。本丸や堀切に当時の佇まい
を鮮明に残し、往時を偲ばせている。

歴史を語る　中山城址

弱アルカリ性の塩化物温
泉で、神経痛や慢性皮膚
炎などへの効能がある。
温泉施設は「いぶきの湯
（源泉）」道の駅 中山盆地
併設の「ふれあいプラザ」
の2カ所がある。

くつろぎ安らぐ
高山温泉

へ い

れ

く

縄文時代の中期のものといわれる住居跡。西側に延びている
のは特殊遺構で、宗教儀式の遺構ではないかと考えられる。

古代を偲ぶ　住居跡こ
神社の祭礼に行われる里神楽で、春は五穀豊穣を祈り、秋は豊作
を喜び合う。もち投げが行われ、たくさんの子供たちで賑わう。

豊作喜ぶ　太々神楽ほ

コース中の地図記号について

 道祖神

 ホタル生息地
　　 (6月下旬 ~ 7月上旬)

 駐車場

 ビューポイント

牛の糞と　呼ばれる岩に　清水湧く

 距離 ： 5.6km

 歩数 ： 8600歩
 時間 ： 80分

 消費カロリー ： 300kcal
　　(チョコレートタルト１個分)

course memo

 距離 ： 3.6km

 歩数 ： 5400歩
 時間 ： 60分

 消費カロリー ： 230kcal
　 (レアチーズケーキ１個分)

course memo

「杖をだに重しとい
とふ山越えて薙刀坂
を手振りにぞ行く」
道
どうこうじゅこう

興准后が薙刀坂で
詠んだ和歌。この後
鎌倉へと歩んでいっ
た。

杖をだに　重しと詠める　なぎなた坂つ
天気がいい日の牧場の風景は絶景！動物
たちがのんびり暮らす村の癒しスポット。

豊かに広がる　高原牧場ゆ

木々に囲まれた緑美しい場所。
キャンプ施設をはじめ、野外ステージ・
サイクリングロード・各種遊具がある。

若草萌える　みどりの村わ

群馬県の人口200万人到達
を記念して建設。直接目で
観察できる反射望遠鏡とし
ては、世界最大級の150cm
望遠鏡があり、毎月様々な
天文イベントを行っている。

光のロマン　天文台

ひ

オススメコース

お手軽コース

オススメコース

健脚コース

【営業時間】
10:00～21:00（入館は20:30まで）
冬季
10:00～20:00（入館は19:30まで）
【入浴料】
大人（中学生以上）300円
こども（3歳以上）150円

【営業時間】
10:00～21:00（入館は20:30まで）
【入浴料】3時間まで
大人（中学生以上）500円
こども（3歳以上）300円
●食事処あり
●隣接地に宿泊施設コテージあり

【営業時間】
4～ 5月　 9:00 ～ 17:30
6 ～ 11月　9:00 ～ 18:00
12 ～ 3月　9:00 ～ 16:30
●農産物直売所では、地元産の新鮮な野菜・
果実や加工品をご用意しております。

　是非お立ち寄りください。

「スタンプを集めよう♪」
コースを歩いてスタンプをあつめよう !
【スタンプ設置場所】道の駅 中山盆地
ビューポイント  やコース内の写真を撮って道の駅 中山盆地カウ
ンターにお持ちいただくとスタンプGET!全部集めるとちょっとした
プレゼントあり！

STAMP

美しい農村風景、周りの山々

を眺めながら歩き、最後は高

山温泉でのんびり。心も体も

リフレッシュできるコースです。

歴 史 コ ー ス
( 新田地区 )

STAMP

 距離 ： 2.5km

 歩数 ： 3900歩
 時間 ： 50分

 消費カロリー ： 160kcal
　　(大判焼きカスタード１個分)

course memo

三国街道の宿場町として栄えた
中山宿を歩き、高山村の時代の
変遷を肌で感じられるコース。江戸時代にタイムスリップ！

古 代 コ ー ス
( 本宿地区 )

STAMP

風吹き抜ける小さな川沿いを歩き、

懐かしの農村風景と

古代のロマンを楽しむコース。

村の方もよく歩く気持ちのよい

お散歩コースです。

 距離 ： 3.2km

 歩数 ： 4900歩
 時間 ： 60分

 消費カロリー ： 200kcal
　 (たい焼き１個分)

course memo

自然満喫コース
( 茶屋ヶ松地区 )

STAMP

美しい三並山、広大な牧場でゆったりと暮らす動物たちに癒されるコース。新鮮な空気を吸い込んでリフレッシュ！

ツツジが
きれい！

ツツジが
きれい！

四季を通じて
花々 がきれい！

オススメの小道。

三並山をバックに
田んぼアートが

見えます！

権 現 コ ー ス
( 本宿地区 )

STAMP

 距離 ： 1.6km

 歩数 ： 2400歩
 時間 ： 30分

 消費カロリー ： 100kcal
　　(グレープフルーツゼリー1個分)

course memo

若山牧水は大正7年11月、上州を
旅し信州に向かう途次、権現峠にて
憩い「雑木山登りつむればうす日さ
しまろきいただき黄葉照るなり」と
歌った。その夜判形のやまや旅館に
泊まり、翌日やはりこの近くで「この
あたり低まりつづく毛の国のむら山
の上に浅間山見ゆ」と歌った。

流浪の歌人　牧水碑

ロックハート城は1829年英国スコッ
トランドに建設された石造りの城で、
平成3年に高山村に移築復元された。
城内には石造りの教会を始め、結婚式
場などがある。日本ロマンチック街道
の中間地点で、県内外からの観光客で
賑わっている。

森の古城　ロックハート

る

も

参道の両側に27本の杉が立つ。昭和47年に伐採し
た杉の年輪は400有余年を数えた。三島神社の太々
神楽は村指定重要無形民俗文化財に指定されてい
る。

老杉の　木漏れ日暗き　権現さまろ

和と洋を一度に楽しめるコース。

よく熊がでる地域なので、歩くときは熊除けの

鈴を付けたり歌を唄ったりして用心しましょう！

月 時間 月 火 水 木 金 土 日 祝

3～10月 10時～17時 ×
19時～22時 × × ▲ ▲

11～2月 10時～16時 ×
18時～21時 × × ▲ ▲

【  予約不要　▲ 団体予約のみ　× 閉館】

【入館料】
大人300円・大学生高校生200円・中学生以下無料
【県立ぐんま天文台HP】　
http://www.astron.pref.gunma.jp/

【営業時間】 
9:00～ 17:00（入場は16:30まで） 
【入場料】 
大人1,000円
中人（中学生・高校生）800円
小人（４才～小学生）500円
【HP】
http://www.jrs-w.com/lock-heart/ 

開館日
時　間

高山かるたウォーキングマップとは…
高山かるたとは村の自然・風土・歴史・文化など、様々な
魅力がぎゅっと詰まったかるた。その読み札で読まれてい
るポイントを巡り、健康作りをしながら村の魅力に触れて
もらうことを目的に作られました。

【牛のくその話】
別名「三

みついし
石の名水」、ここか

ら湧く清水は街道一の名
水と言われた。参勤交代
で往来した長岡藩主牧野忠
雅は通る度にここ三石で行

列を休憩させ、この水を賞味し
た。病に伏し死ぬ前にもう一度
三石の水が飲みたいと所望した
が、家臣は臨終に間に合うよう
に途中の水をくんで来た。この
水を飲んだ殿は三石の水とは違
うと見抜き、家臣は急いでくみ
直して帰ってきたが殿はすでに
帰らぬ人となっていた。その家
臣は責任を感じ自害した。

川沿いの小道。
６月下旬にホタル

が飛び交う。

【摩崖仏】
観音山の中腹の垂
直な岩面に観音像・
地蔵尊像・不動尊・
馬頭観音像など99
体の仏像が彫られ
ている。

色の違う古代米を使って絵をつくる田んぼアート。
毎年参加者を募集して田植えと稲刈りを行っている。

第２回高山村の「未来に残し
たい写真」コンテスト最優秀
賞村長賞「田植え」

平成26年度田んぼアート

心落ちつく
壮大な
杉並木。

新田本陣の
趣ある佇まいが

当時をしのばせる。

【田んぼアート】

1612年に宿立てされ大名
の宿泊や物資の運送業務が
行われた。1923年雷火に遭
い、母屋・長屋門等を消失
した。
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