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伊勢神宮と蘇りの地・熊野三山を結ぶ「熊野古道伊勢路」は、

いにしえより“幸”に満たされる、

幸せを結ぶ路。

世界遺産登録 15周年の今年、

あなたも「熊野古道伊勢路」を体感してみませんか。
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空路からのアクセス ＜お問い合わせ先＞高速船：津エアポートライン ☎059-213-4111

バスでのアクセス
大宮・池袋・新宿・横浜

名古屋

松阪

紀伊長島
＜お問い合わせ先＞西武バス ☎03-5910-2525　三重交通南紀（営） ☎0597-85-2196

約40分三重交通・西武バス／高速バス（夜行・1日1往復） 約9時間

紀伊長島 尾鷲 熊野
約40分 約30分

紀伊長島
約40分

三重交通／名古屋南紀高速バス 約2時間30分

三重交通／熊野古道ライン 約2時間

車でのアクセス
東名阪 約40分

伊勢道 約40分

伊勢道 約40分

伊勢道 約30分

京都

名古屋

草津 JCT 亀山 JCT

亀山 JCT

大阪

伊勢道 約20分伊勢方面

天理 IC 伊勢関 IC 紀勢道
約30分

熊野大泊 IC紀伊長島 IC勢和多気 JCT 尾鷲南 IC尾鷲北 IC海山 IC 新宮市

熊野尾鷲道路
約20分

R42
約10分

R42
約40分

紀勢道
約8分

紀勢道
約15分

名神 約20分 新名神 約45分

西名阪 約30分 名阪国道 
約1時間10分
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2019年3月現在のアクセス情報です。
お出かけの際はご確認ください。
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が

世界遺産登録15周年を迎えました。

千年の時を経ても人々を魅了する

世界遺産

三重県、奈良県、和歌山県にまたがる紀伊山地は、 自然の中に神々が宿る神話の舞台となり、中国から仏教が伝

わると仏や菩薩の住む浄土に見立てられ、やがて神秘的な力を身につけるための山岳修業が生まれた、世界で

も類を見ない特別なエリアです。

その希少な価値により、2004年には「紀伊山地の霊場と参詣道」として世界遺産に登録されました。

2019年、世界遺産登録15周年を迎え、あらためて熊野の聖地をめぐる旅が注目されています。

世界遺産として認められた神秘の地を、歩いて体感してみませんか。

3つの霊場を結ぶ「参詣道」の中で、熊野三山（熊野本宮大社、熊野速玉大社、熊野那智大社）をめざす「熊野詣」のた

めの参詣道が「熊野古道」です。

熊野詣は平安時代に貴族の間で始まり、江戸時代には庶民にまで広がって伊勢参りとともに大流行しました。

旅人の行列が切れ間なく続いた様子から「蟻の熊野詣」といわれたほどです。

熊野古道のルートは、主に京都や大阪から紀伊半島を西回りする「紀伊路」と、伊勢から東回りする「伊勢路」、さら

に紀伊路は熊野本宮大社に向かう「中辺路」、海岸線沿いに那智に向かう「大辺路」に分かれ、熊野本宮大社と高野

山は「小辺路」でつながっています（下図参照）。

いにしえの人々が幸せを願い歩いた祈りの道「熊野古道」。その魅力を体感してみてください。

熊野那智大社

熊野速玉大社

伊勢神宮

※世界遺産に登録されている参詣道は、全体では
なく一部の区間になります。

※熊野参詣道（熊野古道）は、熊野三山（熊野本宮
大社、熊野速玉大社、熊野那智大社、那智山青
岸渡寺、補陀洛山寺）へと通じる参詣道の総称。

馬越峠

獅子岩

花の窟

鬼ケ城

熊野本宮大社

さん けい みち

おお

もうで

へ ちなか へ ち

こ へ ち
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を歩こう

歩くほど“幸”が見つかる全20コース 美しい石畳や趣のある竹林など表情の異なる峠道が連なり、

歩くほど美しい景観に癒され、“幸”に満たされる「熊野古道伊勢路」。

周辺にはその土地ならではの観光スポットも満載です。

二大聖地を結び昔から多くの人が行きたいと願い続けた熊野古道伊勢路に、記念すべき一歩を残しませんか。

伊勢路

※記載している峠、道などの全てが世界遺産に登録されているわけではありません。

❶女鬼峠
熊野三山を目指した巡礼者たちは、お伊勢参り
をすませた後、伊勢路のスタート地点である田丸
（たまる）で巡礼衣装に着替え、熊野三山を目指
しました。熊野街道（伊勢路）で最初に越える峠
です。昼間でもほの暗く、千枚岩の岩盤を切り通
した道は、古道の歴史を感じることができます。
■距離／約1.8km　
■歩行時間／ 45分　■散策レベル／★

❷三瀬坂峠
■距離／約2.2km　
■歩行時間／ 60分　■散策レベル／★

❸荷坂峠
■距離／約7.5km（JR梅ヶ谷駅～JR紀伊長島駅）
■歩行時間／２時間30分　■散策レベル／★

❺一石峠・平方峠・熊ヶ谷道
■距離／約7.6km（加田教会前バス停～JR三野瀬駅）
■歩行時間／ 3時間　■散策レベル／★

❻始神峠
■距離／約3.5km（始神さくら広場発着、峠折返し）
■歩行時間／ 1時間50分　■散策レベル／★★

❽八鬼山越え
■距離／約10.1km（熊野古道センター～JR三木里駅）
■歩行時間／ 5時間　■散策レベル／★★★★

❾三木峠・羽後峠
■距離／約6km（JR三木里駅～JR賀田駅）
■歩行時間／ 3時間　■散策レベル／★★

10曽根次郎坂・太郎坂
■距離／約5.7km　
■歩行時間／ 3時間　■散策レベル／★★

11二木島峠・逢神坂峠
■距離／約4.6km（JR二木島駅～JR新鹿駅）
■歩行時間／３時間　■散策レベル／★★

12波田須の道
■距離／約4km（JR新鹿駅～JR波田須駅）
■歩行時間／ 1時間30分　■散策レベル／★

13大吹峠
■距離／約4km（JR波田須駅～JR大泊駅）　
■歩行時間／ 2時間　■散策レベル／★

14観音道
■距離／約3.8km（JR大泊駅発着）　
■歩行時間／ 1時間40分　■散策レベル／★

16横垣峠
■距離／約5.4km（横垣峠登り口バス停～高千良バス停）
■歩行時間／ 2時間10分　■散策レベル／★★

17風伝峠
■距離／約4.1km（高千良バス停～後地バス停）
■歩行時間／ 1時間30分　■散策レベル／★

19浜街道
■距離／約26.6km（熊野市・御浜町・紀宝町）
■歩行時間／約9時間　■散策レベル／★★★★

20熊野川
■距離／約2.0km（川舟下り）　
■所要時間／約1時間30分　■散策レベル／★
問い合わせ先：熊野川体感塾　TEL 0735-21-0314

15松本峠  

❶女鬼峠  

18通り峠  

❹ツヅラト峠 

❼馬越峠  

■距離・歩行時間／登山口最寄駅（バス停）から
下山口最寄駅（バス停）までの距離と歩行時間です。

■散策レベル／散策のための体力レベルを表して
います。

 初心者向け 一般向け 健脚向け
 ★～★★ ★★★ ★★★★

切り通し：女鬼峠は石墨千枚岩を掘り割っ
て通した峠道です。当時の掘削技術を考え
ると、かなりの難工事であったと思われます。

ここが
見所！

❹ツヅラト峠
かつて「伊勢の国」と「紀伊の国」の国境だった
峠です。江戸時代以降、荷坂峠道が正式な紀
州の玄関口となってからも、昭和初期まで生活
道として使われました。ツヅラトとは九十九折の
ことで、カーブが連続しますが、峠道の石畳や
石垣はよく保存されています。
■距離／約9.5km（JR梅ヶ谷駅～JR紀伊長島駅）
■歩行時間／約４時間　■散策レベル／★★★

野面乱層積みの石垣：谷に面して数ヶ所に
ある石垣は、いにしえから長い風雨に耐え道
を護ってきた、道路保護の遺跡といえます。

ここが
見所！

❼馬越峠
重厚な自然石が折り重なるように敷き詰められ
た石畳は、日本でもトップクラスの雨量を誇る尾
鷲の雨から道を守ってきました。峠からは、頂上
の絶景が素晴らしい天狗倉山（てんぐらさん）や
便石山（びんしやま）への登山コースが整備され
ているので、余裕があれば挑戦してみましょう。
■距離／約5.2km（道の駅海山～JR尾鷲駅）　
■歩行時間／ 2時間45分　■散策レベル／★★

夜泣き地蔵：旅の安全を祈願するために建
立されたお地蔵様は、子どもの夜泣きに霊
験あらたかな石仏とも信じられています。

ここが
見所！

15松本峠
ほとんどの道に美しい石畳が残り、竹林に囲まれ
た峠。松本峠を越えれば、浜街道を経て新宮ま
で峠越えはありません。かつての巡礼者が、七里
御浜の向こうの新宮に鎮座する熊野速玉大社に
思いを馳せたであろう場所です。
■約4.1km（JR大泊駅～JR熊野市駅）
■歩行時間／ 1時間45分　■散策レベル／★

等身大の地蔵：建ったその日に妖怪と間違
えられて鉄砲傷をつけられてしまったとい
う、大きなお地蔵様が出迎えてくれます。

ここが
見所！

18通り峠

め き

ま ごせ

とお

風伝峠を降りると、本宮へ向かう本宮道と吉野
方面へ向かう北山道に分かれます。世界遺産登
録の対象ではありませんが、古くから生活道とし
て使われ、海の幸と山の幸が行き交った道です。
■距離／約7.9km（千枚田・通り峠入り口バス停発着）
■歩行時間／ 2時間20分　■散策レベル／★

展望台：山腹に築かれた約7.2haの見事な
「丸山千枚田」と山並みが一望できます。

ここが
見所！
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　  田丸城跡（玉城町）

三重県立熊野古道センター
熊野古道歩きをもっと楽しく！

熊野古道をより深く体験するための情報が満載のビジターセン
ター。尾鷲ヒノキを 6549 本使用した木造建築は風格があり、美
しい木目が印象的。熊野古道とその周辺の歴史、自然、文化な
どの展示や資料が収められており、熊野古道を訪れる方や地域
の人々の交流や学習の場となっています。

自然豊かな「熊野古道伊勢路」には、インスタ映えするフォトジェニックなスポットが満載！

伊勢神宮から熊野三山まで10もの市町を通る伊勢路ならではの特徴を生かし、

その土地ならではの感動の一枚にあなたもチャレンジしてみませんか。「インスタ映え」スポット満載！

は、

PhotogenicKumano!

〒519-3625  三重県尾鷲市向井12-4
TEL：0597-25-2666
アクセス：バス停「尾鷲駅」からふれあいバス「紀伊松本行」に乗車して
約12分、またはバス停「尾鷲駅口」から三重交通南紀特急バス「熊野古
道センター行」に乗車して約8分、バス停「熊野古道センター前」で下車。

http://www.kumanokodocenter.com
熊野古道センターでは、館内で使える多言語音声ガイドをご用意しています。
[英語・中国語・台湾語・韓国語・フランス語]

　  木津呂（熊野市）
き づ ろ

　  紀宝町ウミガメ公園（紀宝町）　  馬越峠（尾鷲市）

　  銚子川（紀北町）

　  鬼ケ城（熊野市）

　  ツエノ峰（熊野市） 　  便石山（紀北町）

　  夫婦岩（伊勢市） 　  風伝おろし 春（御浜町）

びん し

ふう でん

やま
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創作郷土劇 慶光院清順上人（仮）

宇治橋を架け替え、外宮の遷宮を再興した熊野市岩町出身の尼僧の物語を創
作劇でお届けします。

10月5日（予定）

［開 催 場 所］
［ 料 金 ］
［問い合わせ先］

ハートプラザみその（伊勢市内）
未定
伊勢市観光誘客課　0596-21-5565

ええやんまつり

玉城の食・文化といった魅
力を再発見してもらうための
イベントを、玉城町中央公民
館において開催します。

11月17日(日)

田丸城跡健康マラソン

田丸城跡を周回するマラソンで、豚汁な
どのふるまいも予定しています。

11月中頃

［開 催 場 所］
［ 料 金 ］
［問い合わせ先］

玉城町中央公民館
無料
玉城町役場産業振興課 
0596-58-8204

［開 催 場 所］
［ 料 金 ］
［問い合わせ先］

田丸城跡周辺
未定
玉城町教育委員会 0596-58-8212

熊野古道女鬼峠ウォーキング（仮）

熊野街道（伊勢路）で
最初に越える峠が女
鬼峠です。女鬼峠の千
枚岩の岩盤を切通し
た道は、古道の歴史を
感じることができます。

5月・10月

［開 催 場 所］
［ 料 金 ］
［問い合わせ先］

多気町相瀬鹿
1000円程度
女鬼峠保存会　0598-38-1117（役場農林商工課）

熊野古道世界遺産登録15周年記念企画 大台町の熊野古道を歩こう！

大台町に残る「馬鹿曲り（ばかまがり）」「猿木坂
（さるきざか）」「殿様井戸」など通常のウォークイ
ベントでは通行しない熊野古道「丸一線」を歩き
ます。

4月14日（日）

［開 催 場 所］
［ 料 金 ］
［問い合わせ先］

大台町
2000円
くまの体験企画 紀伊半島みる観る探検隊
実行委員会　090-7865-0771

熊野古道伊勢路歩きといっしょに楽しもう！ 15周年記念イベントカレンダー

御浜みかん祭り

御浜町のみかんをテー
マに小さなお子様から
大人の方まで楽しめる
お祭り。 ステージイベン
ト、物産販売などお楽し
み盛りだくさん。

11月3日(日)

［開 催 場 所］
［ 料 金 ］
［問い合わせ先］

道の駅パーク七里御浜周辺
無料
御浜町役場農林水産課　05979-3-0517

紀宝みなとフェスティバル

キラフェス（光の祭典in紀宝）

「見る・遊ぶ・食べる・買う」を満喫できる町の一大
イベント。ステージでは、各種団体による演芸発表
や、芸能人によるコンサートが行われます。

イルミネーションが幻想的な世
界を創る紀宝町の冬の風物詩
です。

10月中旬

12月中旬

［開 催 場 所］
［ 料 金 ］
［問い合わせ先］

鵜殿港
無料
紀宝みなとフェスティバル実
行委員会（事務局：紀宝町
役場企画調整課）
0735-33-0334

世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」と磐座信仰シンポジウム

第16回おわせ海・山ツーデーウォーク

三霊場の現代表、元代表、熊野古
道研究者によるシンポジウムを開催
する。五條良知氏（金峯山修験本宗
管長）の記念講和、植島啓司氏（宗
教人類学者）の基調講演、田中利
典氏（金峯山寺長臈）・九鬼家隆氏
（熊野本宮大社宮司）・村上保壽氏
（高野山傳燈大阿闍梨）・内山裕紀
子氏（くまの体験企画代表）のディス
カッションなど。

9月29日(日)

［開 催 場 所］
［ 料 金 ］
［問い合わせ先］

尾鷲市民文化会館
無料
尾鷲市商工観光課 0597-23-8223

［開 催 場 所］
［ 料 金 ］
［問い合わせ先］

尾鷲市内熊野古道他
1500円
おわせ海・山ツーデーウォーク
実行委員会事務  0597-23-8223

熊野古道世界遺産登録15周年記念 熊野大花火大会

約1万発を打ち上げる紀州最大
の花火大会。「鬼ヶ城」や海上で
の自爆花火など自然を活かした
大迫力の名物花火が熊野灘を
舞台に繰り広げられます。

8月17日(土 )

［開 催 場 所］
［ 料 金 ］
［問い合わせ先］

熊野市木本町 七里御浜海岸
無料
熊野市観光協会　
0597-89-0100

熊野古道世界遺産登録15周年記念熊野産本マグロまつり（仮）
熊野市記念通り商店街にて毎月開催して
いる「いこらい市」に併せて、熊野産本マ
グロを来場者に味わっていただくイベント
を開催します。

10月27日(日)

［開 催 場 所］
［問い合わせ先］

熊野市木本町
熊野市役所 水産・商工振興課
0597-89-4111

［開 催 場 所］
［ 料 金 ］
［問い合わせ先］

ふるさと資料館前広場
無料
光の祭典in紀宝実行委員会
（事務局：紀宝町役場企画
調整課） 0735-33-0334

大紀ふれあいまつり

大紀町最大のイベントで、大紀町の
海・山・川の幸がたくさん振る舞わ
れます。又もちまきも2回あり、特産品
販売・ステージイベント・体験コー
ナーなど盛りだくさんの内容です。

10月中旬

熊野古道世界遺産登録15周年記念 ツヅラト峠ウォーク

世界遺産登録されているツヅラト峠は、かつての
伊勢と紀伊との国境で、伊勢から熊野へ向かう旅
人は、ここで初めて海を目にすることとなった峠で
す。この峠でウォーキングイベントを実施します。

11月中旬

尾鷲市内の熊野古道を中心に設定し
たコースを歩きます。

11月16日、17日

［開 催 場 所］
［ 料 金 ］
［問い合わせ先］

大紀町錦地内
無料
大紀町商工観光課　
0598-86-2243

熊野古道世界遺産登録15周年記念イベント ［問い合わせ先］ 三重県東紀州振興課　059-224-2193

キックオフイベント

熊野古道世界遺産登録15周年記念式典（仮）
熊野古道が世界遺産に登録された7月7日に
15周年を祝う記念イベントを三重県立熊野古
道センターで開催します。

7月7日(日)

熊野古道ウィーク
熊野古道らしさが特に際立つ秋に熊野古道伊
勢路沿線で楽しいイベントが目白押し。

10月26日(土 )～
11月17日(日)

フィナーレイベント

熊野古道フェスタ（仮）
地域の人 と々子ども達が地域の文化に触れる
とともに、「次に伝えたい熊野古道の価値」につ
いて考えるイベントです。

12月

［開 催 場 所］
［ 料 金 ］
［問い合わせ先］

熊野古道センター
無料
三重県東紀州振興課　059-224-2193

［開 催 場 所］
［ 料 金 ］
［問い合わせ先］

未定
無料
三重県東紀州振興課　059-224-2193

［開 催 場 所］
［ 料 金 ］
［問い合わせ先］

ツヅラト峠
無料
大紀町商工観光課
0598-86-2243

［開 催 場 所］
［ 料 金 ］
［問い合わせ先］

熊野古道伊勢路沿線
未定
三重県東紀州振興課　059-224-2193

お得情報を
ピックアップ！

紀北町の夏を彩る3大祭り

きほく
3大祭り

紀北町の夏を彩る3大祭り

きほく
3大祭り
［問い合わせ先］紀北町観光協会  0597-46-3555

［開 催 場 所］

［ 料 金 ］

［問い合わせ先］

銚子川（種まき権兵衛の里
～キャンプ inn海山）
無料
※願い星流し等、
参加費必要な企画あり
きほく七夕物語実行委員会
0597-39-3030

7月６日(土 )

銚子川が天の川に変わる

きほく七夕物語

［開 催 場 所］
［ 料 金 ］

［問い合わせ先］

引本魚市場
無料
※イカダレースは参加費必要
きほく夏祭りＫＯＤＯ実行委員会
090-7034-5010

8月10日(土 )

日本最大級の海上いかだレース

きほく夏祭りKODO
［開 催 場 所］
［ 料 金 ］
［問い合わせ先］

長島港
無料
紀北町燈籠祭実行委員会
080-8705-2612

7月下旬
海のねぶたと称される

きほく燈籠祭

※イルミネーションの点灯期間は
12月1日～1月上旬（予定）

伊勢市

多気町 大台町

玉城町 尾鷲市 熊野市

大紀町

御浜町 紀宝町

紀北町 7～8月上旬

熊野古道世界遺産登録15周年記念 ウォーク（仮）

県の史跡にも指定される北畠館跡周辺や、古
くから熊野古道伊勢路を歩く旅人たちの重要
な交通手段であった三瀬の渡しを歩きます。

秋か冬頃
［開 催 場 所］
［ 料 金 ］
［問い合わせ先］

大台町
未定　
くまの体験企画　
090-7865-0771

せいこういんけい くらいわじゅんしょうにん
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15周年記念イベントカレンダー

熊野市 イベント

有志の方々により熊野市内各所におひなさまが飾られます。おひなさまを回ってスタンプを集めると豪
華景品があたるスタンプラリーや期間中にはイベントなども実施します。
［開催場所］熊野市木本町　［料金］無料
［問い合わせ先］熊野商工会議所　0597-89-3435

3月下旬
熊野街道ひなめぐり

紀北町 イベント

一日限りの出張レストラン一流の寿司職人と高校生レストランのコラボレーションによる、地元食材を
使用した寿司をふるまいます（有料）。
［開催場所］紀勢自動車道　紀北PA 始神テラス　［料金］チケット3800円（先着順での販売・予定間数に達
し次第販売終了）　［問い合わせ先］始神テラス　0597-46-1011(平日9～17時）

4月3日（水）
熊野古道世界遺産登録15周年記念イベント

大紀町 イベント

熊野古道伊勢路の名所 瀧原宮近くの「道の駅奥伊勢木つつ木館」で松阪牛や熊野灘直送鮮魚、野
菜などの地元産品市やイベント行事を開催します。
［開催場所］大紀町 道の駅 奥伊勢木つつ木館
［問い合わせ先］道の駅 奥伊勢木つつ木館   0598-86-3229

４月６日（土）
木つつ木春まつり

熊野市 ウォーキング

熊野市駅スタート＆ゴールとして世界遺産松本峠、鬼ヶ城を散策する5.8kmのウォーキングです。同
日、熊野市駅ではオール熊野フェスタを開催します。
［開催場所］熊野市駅　［料金］無料　［問い合わせ先］ＪＲ東海テレフォンセンター 050-3772-3919年中
無休（6：00-24：00）

５月26日（日）
ＪＲ東海さわやかウォーキング

3月

5月

4月

5月

7月

8月

6月

紀北町 イベント

海から山へと自力（カヤック、バイク、ハイク）で進むなかで自然の循環を体感し、自然の大切さについて
考える、環境スポーツイベントです。
［開催場所］紀北町　［料金］11550円
［問い合わせ先］三重紀北SEA TO SUMMIT実行委員会（紀北町役場商工観光課） 　0597-46-3115

11月9日（土）・10日（日）
三重紀北 SEA TO SUMMIT

熊野市 まつり

全国トップクラスの選手が多数参加する県内最大の囲碁の大会です。

［開催場所］熊野市井戸町　熊野市文化交流センター　［料金］有料
［問い合わせ先］熊野市役所 水産・商工振興課   0597-89-4111

11月16日（土）・17日（日）
熊野古道世界遺産登録15周年記念 熊野那智黒碁石まつり

大紀町 まつり

大内山八柱神社の大祭に合わせて地元の実行委員会がイベントを開催します。ビンゴゲームや抽選
会、各種バザーなどが行われます。
［開催場所］大内山八柱公園　［料金］無料　
［問い合わせ先］八柱まつり実行委員会（大紀町商工観光課）　0598-86-2243

11月
やはしら秋まつり

尾鷲市 イベント

マルシェイベントです。

［開催場所］三重県立熊野古道センター　　　　　　
［問い合わせ先］尾鷲商工会議所　0597-22-2611

12月1日（日）
第3回尾鷲マルシェ

熊野市 イベント

熊野古道をはじめ熊野ならではの自然の中を厳しいながらも絶景を楽しむことができるトレイルランニ
ングレースです。

［開催場所］熊野市紀和町　［料金］有料　［問い合わせ先］熊野市役所　地域振興課　0597-97-1113

12月1日（日）
熊野古道トレイルランニングレース大会

熊野古道センター ウォーキング

伊勢路踏破ウォーク・古道センターから松本峠 伊勢路の最も昔の姿を色濃く残す代表的なコースを
踏破します。
［開催場所］熊野古道センター～ 松本峠　［料金］500円
［問い合わせ先］三重県立熊野古道センター   0597-25-2666

12月
世界遺産登録15周年 記念トレッキング（III）

熊野古道センター  展示会

テーマ：「わが町ふるさと・さよなら三田火力発電所」 尾鷲の象徴、火力発電所の歴史について振り
返ります。
［開催場所］熊野古道センター 展示棟企画展示室 　［料金］無料
［問い合わせ先］三重県立熊野古道センター   0597-25-2666

12月21日（土）～2020年2月2日（日）
世界遺産登録15周年 記念企画展（VI）

尾鷲市 ウォーキング

町なかウォーキングから始め、熊野古道へステップアップを目指す健康ウォーキングです。

［開催場所］尾鷲市内　［料金］無料　［問い合わせ先］尾鷲市福祉保健課　0597-23-3871

年3回程度（仮） 
ココカラウォーキングデー

尾鷲市 イベント

健康チェック、生活習慣病予防の食の普及啓発イベントです。

［開催場所］尾鷲市福祉保健センター　［料金］無料
［問い合わせ先］尾鷲市福祉保健課　0597-23-3871

未定
健康ハッピーデー

熊野市 まつり

さんま漁が盛んな熊野市の名物「さんまの丸干し」1000本を来場者にふるまい、その場で炭火で焼い
て食べるこの季節ならではのイベントです。
［開催場所］熊野市木本町  記念通り商店街　［料金］無料
［問い合わせ先］熊野商工会議所　0597-89-3435

1月下旬
熊野古道世界遺産登録15周年記念 熊野きのもとさんま祭り

熊野古道センター イベント

京都フィルハーモニー室内合奏団「弦楽四重奏」 センターの木造建築による弦楽器による響きの良さ
を堪能できます。
［開催場所］熊野古道センター 交流棟大ホール　［料金］無料
［問い合わせ先］三重県立熊野古道センター   0597-25-2666

2月8日（土）
世界遺産登録15周年 音楽コンサート

熊野古道センター 展示会

テーマ：シリーズ熊野古道「大峯奥駈道」 シリーズ熊野古道の最終回、大峯修験の歴史文化習俗や自
然について紹介します。
［開催場所］熊野古道センター 展示棟企画展示室　［料金］無料
［問い合わせ先］三重県立熊野古道センター   0597-25-2666

2月15日（土）～4月5日（日）
世界遺産登録15周年 記念企画展（I）

熊野古道センター ウォーキング

「大峯奥駈道　行宿・笠捨」 大峯奥駈道、悠久の世界を体感します。

［開催場所］大峯奥駈道南部　［料金］未定
［問い合わせ先］三重県立熊野古道センター   0597-25-2666

3月
世界遺産登録15周年 記念トレッキング（VI）

11月

2020年
1月

2020年
2月

2020年
3月

12月

紀宝町 花火

銀滝花火など精霊供養行事が行われたあと、スターマインやメッセージ花火など約700発が打ち上げ
られます。
［開催場所］鵜殿港　［料金］無料
［問い合わせ先］紀宝町花火大会実行委員会（事務局：紀宝町役場企画調整課）　0735-33-0334

8月中旬
紀宝町花火大会

紀北町 イベント

峠道の保全活動（土嚢運び）を行います。

［開催場所］馬越峠　［料金］無料
［問い合わせ先］海山熊野古道の会（紀北町企画課）　0597-46-3113

9月中旬～11月上旬
馬越峠　道普請

尾鷲市 イベント

尾鷲節の唄い手日本一を決める大会です。

［開催場所］尾鷲市民文化会館　［料金］エントリー　一般3000円 小学生1500円　観覧無料
［問い合わせ先］全国尾鷲節コンクール事務局　0597-23-8223

11月10日（日）
第34回全国尾鷲節コンクール

熊野古道センター 展示会

テーマ：「矢ノ川峠開通50周年」 国道42号線の全通によりかつて省営バスで運行されていた矢ノ川峠
越えがその使命を終えて50周年です。その在りし日を振り返ります。
［開催場所］熊野古道センター 展示棟企画展示室　［料金］無料
［問い合わせ先］三重県立熊野古道センター   0597-25-2666

11月2日（土）～12月15日（日）
世界遺産登録15周年 記念企画展（V）

玉城町 まつり

アスピア玉城芝生広場を中心にさまざまな催しやうまいもん市を繰り広げます。

［開催場所］アスピア玉城　［料金］無料　［問い合わせ先］玉城町役場産業振興課　0596-58-8204

10月中頃
アスピア玉城秋まつり

熊野古道センター イベント

コース：「森林索道跡を訪ねる・大又国有林竹ノ平」 かつての架線場や林業を糧にしていた集落跡な
どを訪ね、往時の生活について知ることができます。
［開催場所］大又国有林　［料金］500円　［問い合わせ先］三重県立熊野古道センター   0597-25-2666

10月
世界遺産登録15周年 記念トレッキング（V）

熊野市 ウォーキング

熊野古道の魅力を認識してもらうためのウォーキングイベントです。

［開催場所］熊野市内　［料金］未定　［問い合わせ先］熊野市観光公社　0597-89-2229

10月27日（日）
熊野古道世界遺産登録15周年記念 ウォーキング

熊野市 まつり

快水浴場百選に選ばれた遠浅で透明度の高い新鹿海岸において、ＳＵＰ（スタンドアップパドル）や
シーカヤックなどのマリンスポーツを楽しめるイベントです。
［開催場所］熊野市新鹿町 新鹿海岸　［料金］有料
［問い合わせ先］熊野市役所　観光スポーツ交流課　0597-89-4111

10月下旬
熊野古道世界遺産登録15周年記念 ビーチ・マリンスポーツフェスティバルin ATASHIKA

紀宝町 ウォーキング

語り部とともに熊野古道を歩く観光ツアーです（仮）

［開催場所］紀宝町内　［料金］未定　［問い合わせ先］紀宝町役場企画調整課　0735-33-0334

10月下旬～11月中旬
熊野古道ウォーキングツアー

紀北町 イベント

コーラスやダンス、振る舞いなどを予定しています。

［開催場所］始神さくら広場　［料金］未定
［問い合わせ先］始神峠を守る会（紀北町企画課）　0597-46-3113

10月26日（土）
始神峠15周年記念イベント（仮）

尾鷲市 イベント

ヒノキ製品作成体験他があります。

［開催場所］尾鷲市民文化会館　［料金］無料（一部有料）
［問い合わせ先］尾鷲市林業振興協議会　0597-23-8262

11月2日（土）
尾鷲ヒノキふれあいフェスタ

尾鷲市 イベント

鮮魚刺身等試食コーナー、競り市体験他があります。

［開催場所］尾鷲魚市場　［料金］無料
［問い合わせ先］尾鷲市尾鷲港産地協議会　0597-23-8231

11月2日（土）
おわせ魚まつり

熊野市 まつり

地域の特産品をはじめ、新鮮野菜などの販売や子ども向けの体験プログラム、ステージイベントなど大
人から子どもまで楽しめるイベントです。

［開催場所］熊野市紀和町　［料金］無料　［問い合わせ先］熊野市役所　地域振興課　0597-97-1113

11月3日（日）
紀和ふるさとまつり

紀北町 イベント

荷坂峠ウォーキングを行います（ほかは未定）。

［開催場所］道の駅紀伊長島マンボウ　［料金］未定
［問い合わせ先］ツヅラト峠を世界につなぐ会・荷坂峠守る会（紀北町企画課）　0597-46-3113

11月3日（日）
紀伊山地の霊場と参詣道世界遺産登録15周年記念イベント 熊野古道参詣道 伊勢路の祭

玉城町 ウォーキング

子どもから高齢者まで歩きながら健康増進するイベントです。

［開催場所］未定　［料金］無料　［問い合わせ先］玉城町役場保健福祉課　0596-58-8203

11/9(土)
ふれあいウォーキング

9月

8月

11月

10月

玉城町 まつり

田丸城跡の桜をメイン会場として、周辺のお城広場などに露店が軒を連ねる祭りです。

［開催場所］田丸城跡周辺　［料金］無料　［問い合わせ先］玉城町役場産業振興課　0596-58-8204

4月7日（日）
桜まつり

熊野古道センター イベント

機関車、クライミング、花火、ヒノキのボールプール他・10連休の思い出づくりとセンターの建物、芝生
広場のすばらしさを体感できます。
［開催場所］熊野古道センター芝生広場、交流棟大小ホール　［料金］有料（無料）
［問い合わせ先］三重県立熊野古道センター   0597-25-2666

4月27日（土）～ 5月6日（月）
GWドリームフェスタ

熊野古道センター 展示会

テーマ：「熊野の花火」 七里御浜に炸裂する熊野大花火の歴史と花火づくりにかける職人の心意気を
紹介します。
［開催場所］熊野古道センター 展示棟企画展示室　［料金］無料
［問い合わせ先］三重県立熊野古道センター   0597-25-2666

4月27日（土）～6月23日（日）
世界遺産登録15周年 記念企画展（III）

熊野市 イベント

熊野市七里御浜海岸に約250匹の鯉のぼりが泳ぎます。

［開催場所］熊野市七里御浜海岸　［料金］無料
［問い合わせ先］熊野市観光協会　0597-89-0100

4月28日（日）～5月5日（日）
泳げ！鯉のぼりくん

熊野古道センター イベント

ヒノキのおもちゃ、貝細工　ヒノキの木工他（クッブ） 10連休の思いでづくり、親子のふれあい。ヒノキ
の素材のすばらしさを知ることができます。
［開催場所］熊野古道センター交流棟大ホール他　［料金］無料
［問い合わせ先］三重県立熊野古道センター   0597-25-2666

4月30日（火）～5月2日（木）
GW日曜わくわく大集合

大紀町 まつり

約5haの大平山に自生する約1万本のツツジの開花に合わせてイベントを開催。ステージイベントや各
種バザーなどが行われます。
［開催場所］大平つつじ山　［料金］無料
［問い合わせ先］大平つつじ山開き事業実行委員会（大紀町商工観光課）　0598-86-2243

４月21日（日）
大平つつじ山まつり

熊野古道センター ウォーキング

尾鷲トレイル前半部 かつて生活道だったいくつかの峠を結んで切り開かれた道約40kmを4回に分け
て踏破します。馬越峠、八鬼山道を含むコース、尾鷲湾の展望が素晴らしいです。
［開催場所］尾鷲トレイル前半部　［料金］日帰り10800円　泊19800円
［問い合わせ先］三重県立熊野古道センター   0597-25-2666

5月11日（土）・12日（日）
世界遺産登録15周年 記念トレッキング（I）

大紀町 まつり

四季の店「旬彩」・阿曽温泉との合同で行われる春まつりを開催。ビンゴゲームや各種バザー、餅まきな
どが行われます。
［開催場所］阿曽温泉周辺　［料金］］無料　
［問い合わせ先］阿曽湯の里連絡会議（大紀町農林課）　0598-86-2246

５月中旬
阿曽湯の里春まつり

尾鷲市 イベント

5枚1綴りのバルチケットで食べ飲み歩きを楽しんでもらいます。

［開催場所］尾鷲市内　［料金］前売り3000円　当日3500円
［問い合わせ先］尾鷲商工会議所　0597-22-2611

5月18日（土）
尾鷲旬のコツまみバル

熊野古道センター ウォーキング

尾鷲トレイル後半部 かつて生活道だったいくつかの峠を結んで切り開かれた道約40kmを4回に分け
て踏破します。馬越峠、八鬼山道を含むコース、尾鷲湾の展望が素晴らしいです。
［開催場所］尾鷲トレイル後半部　［料金］日帰り10800円　泊19800円
［問い合わせ先］三重県立熊野古道センター   0597-25-2666

5月25日（土）・26日（日）
世界遺産登録15周年 記念トレッキング（I）

大紀町 まつり

野原公園の藤が見ごろとなる時期、地元の偉人大瀬東作氏の功績をたたえるとともにイベントを開催。
弁当やジビエ料理・地元のお茶などの各種バザー、ステージイベントが行われます。
［開催場所］野原公園　［料金］無料
［問い合わせ先］東作さんと藤まつり実行委員会（大紀町商工観光課）　0598-86-2243

5月3日（金）
東作さんと藤まつり

熊野市 イベント

「絆・賑わい」をテーマに特産品や郷土の味覚などの販売、伝統芸能や各種団体によるパフォーマンス
などを実施。来場者が一斉に「めはり寿し」食べ、新記録にも挑戦する催しもあります。

［開催場所］熊野市駅前ほか　［料金］無料　［問い合わせ先］熊野市役所　市長公室　0597-89-4111

5月26日（日）
熊野古道世界遺産登録15周年記念 オール熊野フェスタ

紀宝町 イベント

子どもたちが描いたたくさんの灯ろうが会場を幻想的に彩るほか、ほたる夢太鼓による太鼓演奏なども
行われます。
［開催場所］ふるさと資料館前広場　［料金］無料
［問い合わせ先］ほたるを守る会（事務局：紀宝町役場企画調整課）　0735-33-0334

5月下旬
ほたる灯ろう展

熊野市 イベント

害虫駆除を起源とする伝統的な農耕行事をイベントとして復活。棚田の畦に1340本もの明かりが灯
り、幻想的な景色が広がります。
［開催場所］熊野市紀和町 丸山千枚田　［料金］無料
［問い合わせ先］熊野市役所 地域振興課　0597-97-1113

6月8日（土）
熊野古道世界遺産登録15周年記念 丸山千枚田虫おくり

大紀町 まつり

祝詞川周辺でホタルが飛ぶ頃に地元ボランティアによって手作りのイベントが実施されます。この時期
ならではのホタルロードが登場します。
［開催場所］祝詞川周辺　［料金］無料
［問い合わせ先］祝詞川ホタル愛好会（大紀町商工観光課）　0598-86-2243

6月上旬
祝詞川ホタルまつり

大紀町 まつり

金輪地区の武士谷街道沿いに咲くアジサイの見ごろの時期にイベントを開催。ステージイベントや各
種バザーが行われます。
［開催場所］金輪武士谷とんげの広場　［料金］無料
［問い合わせ先］なでしこ会（大紀町商工観光課）　0598-86-2243

6月下旬
武士谷あじさいまつり

熊野市 イベント

熊野市内にある熊野古道を1泊2日で4回に分けて踏破するツアーです。

［開催場所］熊野市内　［料金］有料　［問い合わせ先］熊野市観光公社　0597-89-2229

6月～11月
熊野古道世界遺産登録15周年記念ツアー

玉城町 まつり

アスピア玉城芝生広場を中心にさまざまな催しやうまいもん市を繰り広げます。

［開催場所］アスピア玉城　［料金］無料　［問い合わせ先］玉城町役場産業振興課　0596-58-8204

7月中旬
アスピア玉城夏まつり

熊野古道センター 講演会

「15周年とセンター(仮)」 画期的な工法と尾鷲ヒノキがつくる空間美について語ります。

［開催場所］熊野古道センター 交流棟大ホール　［料金］無料
［問い合わせ先］三重県立熊野古道センター   0597-25-2666

7月
世界遺産登録15周年 記念講演会（III）

熊野古道センター 講演会

テーマ：「伊勢路にかける想い(仮)」 伊勢路の魅力再発見と文化的景観の次世代への継承についてお
話しします。
［開催場所］熊野古道センター 交流棟大ホール　［料金］無料
［問い合わせ先］三重県立熊野古道センター   0597-25-2666

7月
世界遺産登録15周年 記念シンポジウム

尾鷲市 花火イベント

尾鷲港一帯で朝から様々なイベントを開催。最後は海上花火大会で盛り上がります。

［開催場所］尾鷲港　［料金］］無料（一部有料）　
［問い合わせ先］協同組合尾鷲観光物産協会　0597-23-8261

8月3日（土）
第69回おわせ港まつり

熊野古道センター 講演会

村林新吾・相可高校教諭「15周年と歩いた料理学校」 東紀州の食材を活用した四季を通じての村林
教諭と食物調理科生徒による料理教室を振り返ります。
［開催場所］熊野古道センター 交流棟大ホール　［料金］無料
［問い合わせ先］三重県立熊野古道センター   0597-25-2666

8月14日（水）
世界遺産登録15周年 記念講演会（II）

熊野市 イベント

テーマ：熊野大花火大会の前夜に行われる夜市で、ビアガーデンをはじめ様々な露店が並びます。

［開催場所］熊野市木本町　本町通り　［料金］無料　［問い合わせ先］熊野商工会議所　0597-89-3435

8月16日（金）
熊野古道世界遺産登録15周年記念 古道通り夜市

熊野古道センター 展示会

テーマ：「伊勢路を歩いた人々」　鎌倉時代以降、旅人の足跡を紹介します。

［開催場所］熊野古道センター 展示棟企画展示室　［料金］無料
［問い合わせ先］三重県立熊野古道センター   0597-25-2666

7月6日（土）～9月1日（日）
世界遺産登録15周年 記念企画展（II）


