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平成25年度   天竜区地域力向上事業

「北遠山里めぐり実行委員会」は、北遠地域の魅力発信・都市部と山里の交流を
目的とする有志の集まりです。事務局の「楽舎（らくしゃ）」は、北遠の魅力発信・
田舎暮らし促進を事業の柱としています。今年の2月に設立したNPO法人です。
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オープンハウス・人めぐり  この3月  北遠の山里すべてがギャラリーに

百古里・横川Sugari/Yokokawa

Haruno

田舎暮らし・アーティスト・手仕事人・食の旅田舎暮らし・アーティスト・手仕事人・食の旅

10～17時までオープン

３/15　16　 龍山・佐久間・水窪
３/22　23　 横川・春野
３/29　30　 二俣・阿多古・熊（天竜）
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❶
蕎麦道楽 百

す が り

古里庵
あん

　：山本六二郎
横川 160☎ 924-0088

山に囲まれ自然があふれ、水がうまい。鳥がさえずり清流がささやく。そ
んな地で、昔ながらの作り方で蕎麦屋をやりたいと探したのが、百古里の山
里。築160年の民家を活かした店で、大きな石臼で蕎麦を挽く。ギャラリー
も併設。ご飲食の方でこのチラシを持参の方には、味噌田楽プレゼント。

❷
石の彫刻家：土屋誠一
☎ 090-3447-5287
百古里庵の庭で展示

百古里庵の庭で石のお地蔵さんの制作と展示を行う。もの言わぬ石
たちも土屋さんの手で彫刻が施されると、たちまち神秘的な魂が宿る。
何気ない石に彫られたかわいらしいお地蔵様と「ふくろう」。どれもほっ
こりとやさしい表情をしている。

❸
今
いま

宮
みや

（屋号）
：小木邦市 /横川 168-3
☎ 924-0515

百古里庵の3軒隣の家。地元の仲よし、じいじとばぁばとおしゃべりを
しながら、自家製のお茶をどうぞ。『何にもないけど  おいでなっせ』。
お茶栽培＆完全無農薬のブルーベリー園も営む。夏になれば、おっき
くて甘いブルーベリーが沢山。食べ放題で500円だとか。

❹
直
じき

透
とう

窯
がま

：鈴木青
せい

宵
しょう

横川 364-3
☎ 924-0544

全国を放浪し、九州の地でドイツ人から作陶の手ほどきを受けたのが、陶芸
のきっかけ。京都・大徳寺の孤蓬庵と縁があり、茶道具に徹して作陶18年。
遠州七窯に数えられる志戸呂焼の茶道具を中心に17年、古陶の美を探求。
独自の渋みと落ち着いた深い風情とわびの世界。茶工場を改修しての工房。

❺
版画家：佐野せいじ
横川 364-3 
☎ 924-0056

江戸の昔より私達の生活と共に育まれた木版画。四季折々のこころ安
らぐふるさとの風景を表現する。花咲く小径、凛とした空気感ただよ
う山里、樹々の合間から見え隠れする茅葺の里。どこからか懐かしい
旋律が聞こえてくるような作品。作品展示会場のみの公開。直透窯の隣。

❻
家具工房 Studio Maestro

Café Maestro
山口誠二 / 横川 3039
☎ 090-9269-4373

使うほど味わいのでる無垢材の素朴な椅子やテーブル。楢(なら )、欅
(けやき )など広葉樹の素材で（受注生産）。土、日曜日は「かふぇ ま
えすとろ」 1日5 食、20 種のスパイスが香る手作りカレー、天然酵母
パンのガーリックトースト。コーヒーには手作りのクッキーがつく。

❼
輸入販売とギャラリー
「らいでん」：藤黒信夫
横川2009☎924-0002

アジアの布と手仕事に魅せられ、東南アジアからトルコに至る地域のほ
とんどを訪れて収集した。古民家を改修した自宅兼ギャラリー。染織の布、
敷物、壁掛、民族衣装、装身具、雑貨などを展示する。幾何学模様のす
ばらしいイスラム圏のものが多い。気楽にのんびり過ごすことができる。

❽
はるの観光ステーション  路

ろ

人
じん

：追平典義 /領家 1149-2
☎ 985-0243

秋葉神社下社の近くにある。石臼びきの粉を使った手打ち蕎麦。刺身こんにゃく、自
家製田舎あん、よもぎあんころ餅。本業は林業、所有の山には春野の名所・樽山の滝
がある。昼食の繁忙時が過ぎれば、春野の山のこと町のこと、いろいろなお話が聞ける。

❾
笑顔畑の山ちゃんファーム
ふれあい処：山下光之 /領家 203
☎ 090-8863-6346

元ライト級のプロボクサーから農家に転身。地元春野町で農業一筋に打ち込んで、
丸13年。農業を通して、感動・喜び・笑顔の和をつなげるをモットーに家族の他、パー
トなど9名で、営んでいる。体験イベントも折々に開催。農業に興味のある方、農
業をやってみたい方は、いろいろと参考になる話が聞ける。　

10
郷土史研究家：木下恒雄
領家 311
☎ 985-0186

郷土史研究50年。「遠州林業史」など歴史民俗の著書は23冊に及ぶ。地元の人に
直接に取材して書き上げた。春野の歴史、村の成り立ち、林業やお茶のこと、
何でも聞くことができる。80歳で元気かくしゃく。先着20名に著書を無料進呈。

11
春野いきいき天狗村   くまの親子
：杉山光男 /堀之内 1441　
☎ 985-0501

秋葉街道沿いにある。店の裏に清流・不動川が流れ、川遊びを楽しめる。オリジナ
ルのソフトクリームが評判。どら焼き。鹿肉あり。食事もできる。自由にお茶を飲ん
で雑談できるスペース。春野の土産をすべて購入できるおみやげ処。トイレ有。

12
お茶農家：宇野大介／まどか
砂川 44　☎ 986-0528
〈23日のみ参加〉

新規就農した若い夫婦。子どもはこの春に4歳になる。無農薬の紅茶、クルミの栽
培に挑戦中。自家農産物を使った菓子も製造して販売している。ウッドボイラーやバ
イオトイレなどエネルギーの自給自足、循環型の暮らしを創意工夫している。

13
山のフランス文学者   週末農民
：原山重信 /和泉平 156-1　
☎ 985-0560/090-2737-7506

34年間いた首都圏からUターンして満7年。週半分、東京の大学でフランス語・
フランス文学を講じる。この生活もあと5年。定年後は、森の再生に関わる仕事を
するために準備中。当日は、有名なシャンソンを一緒に歌う試みも。趣味のクラシック・
ギターも披露。お茶菓子と共に、山の生活のお話も。山道が狭いので十分ご注意を。

14
川音の郷
：畑中  篤 / 宮川 2098-1
☎ 985-0630

森に囲まれて清流が流れる。クラインガルテン（滞在型農園）スタイルのオートキャ
ンプ場。種まき、収穫、ネイチャーガイド、鮎のつかみ取りなど、一年を通して自然
と思いきり遊べる。ドッグランがあるので、自由に愛犬を走らせることができる。

15
憩いの地「雅」
：三井昭一 /筏戸大上282-1
☎ 090-1728-0676

甲府生まれの元会社員。20年間は技術屋で、後の10年間は30ヵ国ほどの一般地
めぐり。そんなエンジン屋がたどり着いた春野の山あり川ありの地。ここをのんびり
できる場所としたくて模索中。日々の暮らしは、『海辺の山猿』で検索。

16
自伐林家：森下廣隆
田河内 149 
☎ 986-0236

苗木を植え、下刈、枝打ち、間伐。ときには百年以上の木々を伐倒するとき、温かな
充実感が湧いてくる。数代前の先祖が植林し、代々育ててくれた杉が製品になった後、
さらに樹齢以上に使われ、第二の生命を全うしてくれること願い、林業を続ける。近
くに滝と山城跡あり。2月に孫が生まれ、4世代同居の家となる。

17
晴れるや工房
：渥美典久 /堀之内 656-18
☎ 983-2055

春野町の自然に憧れて移住して１２年。山の暮らしは、日々新しい発見があり、素晴
らしい第２の人生。猫好きと川原の石との不思議な出会いから、石猫が生まれた。
猫が好きな方は集まって、猫談義も。

18
お茶の栗崎園：栗崎貴史
宮川 537  ☎ 090-1982-4756
〈22日のみ参加〉

お茶の栽培・製造・販売。精密な土壌分析により環境に配慮した施肥を行って10年。
昨年も全国茶品評会で入賞。このお茶は 4 煎たのしめる。1煎めは甘い味、2煎め
は豊かな香り、3煎は少し渋みを感じ茶菓子の甘さが引き立つ。4煎めをいただいた
後には、その茶葉をポン酢で。まだ味が残る茶葉を噛みしめる。

19
仏教やインドや瞑想、本作り
「いちりん堂」：池谷　啓　
宮川 134 　☎ 989-1084

40年の東京暮らしから移住4年。炎と星を眺める暮らし。湧き水、ロケットストーブに
よる薪の煮炊き。天の川を眺める露天のドラム缶風呂。仕事は、医学・仏教書の編集と執筆。
出版プロデュース。仏教やインドのこと、瞑想やお経と声の響きについて、なんでもお話を。

20 田舎暮らし応援   NPO法人  楽舎
宮川 134 　☎ 989-1084

当企画の事務局、総合案内所。山里の魅力発信と田舎暮らし促進事業をおこなう。
空き家さがし、山里での仕事づくりなど。田舎暮らしのご相談に、いつでもどうぞ。

21
男の隠れ家「まりーてくにくす」
一級建築士：福山まさあき（俳号）
宮川 2670-1 ☎ 090-3305-0220

美人国 ポーランド６年、建築〈一級〉機械設計、物つくりは技術中心  心を大切にして
オードリー【王道利】  花弁の屋根にシェルブールの雨傘を添え 珈琲に銀河を映して
男の隠れ家 と【王道利】の試作棟売却案内  自己完結・国交省200年住宅指針対応。

22
田舎暮らし：松本曠世
宮川 2676　☎ 989-1260
〈22日のみ参加〉

標高370ｍ、眺望良好の土地に一目ぼれ、神戸から移住して12年半。750坪の原
野を開き、毎日朝から晩まで地にはいつくばり、石を拾い、畑を耕し、果樹を植える。
薪ストーブ、花・野菜・茶・椎茸・ジャム・干芋・味噌作り。間伐材を集め、ログハ
ウス、離れ（6畳洋室、10畳木工室）、製材小屋、薪小屋などを自作。

23 岡野建設：岡野健市
宮川 245　☎ 989-0086

オーダーメイドの建物を探求。家づくりの相談に。「伝統の中から現代の建築と風土を
考える会」の写真展も開催。御嶽教の神主も務める。御嶽教は、山岳信仰から出発、神
仏和合で木曽の御嶽山を崇拝している。神社参拝の作法なども、教わることができる。

24
ミツワ商店
：木下正美
気田 868　☎ 989-0506

昨年より永年営んできた金物小売業を縮小して、弁当・惣菜業をはじめた。地産地消
をモットーに春野の食材をつかったヘルシーなお弁当＆お惣菜。当日は、昔から地
元で食されているいなり寿司・野菜寿司を提供。（数量限定）

25 和菓子の本多屋菓子舗
気田 985-3　☎ 989-0516

明治から 100年続く和菓子屋。レトロな味わいの佇まい。手作り和菓子の道50年。
春野銘菓・青ねり。気田商店街のいちばん奥。金川稲荷の近く。

26
そばどころ「一休」
：青木   猛　
豊岡 1963-12　☎ 989-1132

杉川のほとりにある手打ちそば。食事は11～14時（要予約）。14時以降は、石窯
で焼き芋。先着、無料。ホカホカの芋を食べながらお話を。住居と店舗はひとりで
作りあげた。手作りギャラリーもオープン間近。余暇は渓流釣りと木工、チェロ演奏。
田舎暮らし・手打ちそば・家づくり・渓流釣り・チェロと、夢の実現が見事。

27
お茶農家・山の暮らし　
：山下太一郎 /杉 828-2
☎ 984-0041
〈23日のみ参加〉

お茶農家。ときに木を伐り、ときに狩猟。山の暮らしは何でも聞くことができる。昨年、
春野町で起こった地滑りで一部崩落した茶畑をもつ。地滑りになんとか持ちこたえたお
茶は 「奇跡のお茶」として有名に。夏になると、庭には幻想的なヒメホタルが現れる。
NPO法人はるの山の楽校の理事長も務める。4世代同居。

28
山小屋ケルン・遊

ゆう

木
ぼく

民
みん

：鈴木登 /川上 375-11
☎ 984-0070

浜松市街地からこの地に住んで17年ほど。泊まって木工体験のできる民宿として、
愛されている。木の良さをもっと知ってもらおうと、新しいもの、楽しいものができ
ないかと毎日工夫し、模索をくりかえしている。

29 竹細工：梅沢貞夫　
川上 431　☎ 984-0280

竹細工の数少ない職人。10代の頃、足のケガをきっかけに独学で竹細工の技術を身につ
ける。その道68年。現在82歳。竹箕、お茶籠、背負い籠など数十種類。その丁寧で
堅牢なつくりは、使い込むほど風合いと味わいが増す。※ 道はすれ違いすら難しいほど
狭いので御注意を。

桜の蕾もほころび、山里にも春がやってきました。
北遠の山里は、なんだか故郷のような、ほっと安心できるところ。
明るい春の光のなか、ぐるりと山里めぐりをしてみませんか。

この旅の魅力は、「人めぐり」。
山里で暮らす人たちと出会ってみませんか。

この3月、北遠の各地域ごとに土日だけの
オープンハウスを企画しました。

山里の人たちがそれぞれの自宅や庭、工房を開け放ってお迎えします。
古民家、陶芸、木工、農家、アトリエ、蕎麦、農場、さまざまな物産

スローライフ・ローコストの楽しみ方など、
それぞれの家ならではの工夫、仕事のこだわりがあります。
暮らしと生き方のヒントが、掴めるかもしれません。

いわば、山里ぜんたいがギャラリーのようなもの。
興味にまかせて、ぶらりとお訪ねください。

事前のアポなど要りません。
おもしろそうだという家や店、工房をお訪ねください。

ただ、なにしろ山里です。
道は狭くて、ときに険しく、とってもわかりにくいことも。
辿りつくまでに、なかなか手間どるかもしれません。

でもまあ、それもハラハラどきどきの体験。
そんな楽しい旅になることでしょう。

くれぐれも注意して、おいでくださいね。

　〈注意点〉
①アポ不要　②1日のみの参加店に留意　③食事処は少ない
④ガソリンスタンド少ない　⑤道が細く険しいところが多い

渡り鳥ライブ

笛吹く旅人
：たくみ おおむら
☎ 090-1987-7406

「投げ銭ライブ」と銘打って街角で楽器
を奏でる。アイルランドの笛、中国の
二胡、バイオリン、ボタン式アコーディ
オン、沖縄の蛇皮線（三線）、チェロな
ど。曲目は、アイルランド民謡、日本
の抒情歌。当日は、あちこちの家、工房、
店で演奏するので、きっとどこかで出
会うかも。

ギターの弾き語り
シャンソン
       & カンツォーネ
：キエロス
☎ 090-9903-3312

シャンソン、カンツォーネ、ファド、昭
和歌謡、抒情歌などをギターの弾き語り
で歌う。この人が語りだすと、そのまま
ひとつの文学、ものがたりのような歌の
世界があらわれる。30日以外は、あちこ
ちの家を移動しながら演奏する。

市外局番はすべて053

オープンハウス・人めぐり  この3月  北遠の山里すべてがギャラリーに
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❶
ブルーベリー農園
：天野　貢
龍山町戸倉 549
☎ 969-0920

社会の渦にもまれてボロボロになった身を癒そうと、定年
を機に移住。晴れれば野良仕事、雨が降れば油絵を描く。
天竜川の見える山間地で、ブルーベリーを主体に野菜を
作る。自然と共に生きたい。でも、まだ迷っているという
人に背中を押して差し上げる、と言う。

❷
なずな工房 /永源寺
：松本光枝
龍山町瀬尻 911
☎ 968-0019

『なずな工房』 があるのは、５００年以上も前からある 「永
源寺」 の厨房。料理するのは、ご近所のお母さんたち。山
越え川越えでやってくる。手作り、地産地消、無添加。
お手軽価格でお弁当を用意。庭の素敵なお寺の見学はご
自由に。名勝・瀬尻の段々茶園のそば。

❸
ドラゴンママの店
：玉本君枝（代表）
龍山町瀬尻 930-11
☎ 968-0011

地元の元気なママさんたちが、旬の地元の食材を思いを
込めて手作り。こんにゃく、ジャム、味噌、そばなどの加
工体験も。山菜そば、弁当、五平餅。お茶メロンパンも好評。
代表の玉本さんとのやりとりも楽しい。トイレ有り。

❹
片桐鍛冶店
：片桐保雄
佐久間町大井 2444-4
☎ 964-0146

鍛冶職人。地鉄に鋼をつける作業から刃の研ぎ出しまで、
すべて一人でこなす。天竜美林の礎を築いた金原明善が
考案した造林鎌「金原鎌」をつくる、全国で唯一の職人。
全国各地の常連客からの注文をこなす。鍛冶のワザが見
られるのは貴重。片桐さんの話も軽快で楽しい。

❺
そば処  ほうじ峠
 ：鎌倉亀代（代）
佐久間町佐久間 1832-1
☎ 987-1888

水窪から佐久間へ山越えで結ぶ途中の峠。江戸末期の農
家住宅をそのまま移築。囲炉裏、土雛、民具に囲まれた
座敷。種まきから収穫まで丹精をこめて栽培したそばと
郷土料理。おかみさんたちとの話が、異次元空間に入っ
たように楽しい。炬燵に入って、昼寝もできる。

❻
縁側カフェ「入

にゅう

家
や

」
：藤沢謙次郎
佐久間町大井 1077
☎ 964-0358

山へ分け入った福沢の集落。山々が見えて眺めがいい。
本業は製茶業。お出しするのは、すべて自家製。精魂込
めて栽培したおいしいお茶と柚子ジャム、いちじくの甘露
煮、麹から手作りの甘酒など。ひとつひとつに心がこもっ
て味わい深い。

❼
縁側カフェ「 結

ゆい

」
：山田ひろ子
佐久間町相月 515
☎ 987-2320

山並みを眺め、川の流れ、風の音を聞き、ゆったり話を
しながら自然体でいられる空間。自分の茶畑でとれた茶
葉を使った自家製のお茶、夫婦でつくる和菓子と洋菓子、
きびまんじゅう、野菜ケーキなど。 どうぞごゆっくりと。

❽
ウッドイン
：廣山健治
地頭方 117-1
☎ 987-1983

設計から家具まで、大きいものから小さいものまで創
意工夫の作品ばかり。子どもたちに、天竜の木材を
使った道具箱の製作活動を通して「ものづくり」の楽
しさ実感させる授業もおこなう。木のこと、家のこと
はなんでも相談に。

❾
みさくぼ路

じ

の里
地頭方 248-1
☎ 987-1921

水窪町森林組合の直営店。水窪の入口にある。建物
は地元の杉・桧をふんだんに使用した癒しの空間。四
季折々に生産される野菜・椎茸・お茶・果物・山菜を販
売。地元の方が無農薬・有機肥料で生産した野菜など。

10
カネキュウ
奥領家 2451
☎ 987-0354

味噌醤油醸造場。大豆の粒がほどほどに残っていて、
田舎味噌の醍醐味が味わえる。金山寺味噌もおすす
め。味噌作りの話も聞ける。

11
八
や

幡
わた

屋
や

製菓舗
耳塚直樹
奥領家 2725
☎ 987-0135

創業明治44年。親子三代で営む100年以上続く老
舗和菓子店。水窪特産品の栃の実を粒のまま使った
「栃もち」が有名。生クリーム大福は、年代を問わず
人気。海外への輸出も開始。

12
米山蒟蒻店
奥領家 2665-8
☎ 987-0313

創業30年余。コンニャク芋から、手作りコンニャク
を作っている。丸いコンニャク・糸コンニャク・板コ
ンニャクの3種類がある。

13
いそへい 還暦食堂
：大谷禎則
奥領家 2962-2
☎ 987-0348

東京で大衆食堂を経営していた夫婦が、還暦を過ぎ
て田舎暮らしをしたいと移住。お年寄りにも利用でき
るよう、定食300円など超低価格の食事を。家庭的
で懐かしい味。「あまりにも安い」…と近所の人が野
菜を提供してくれたり。みんなの寄り合い場にも。

14
石井写真館
奥領家 3050-4 
☎ 987-0575

生前遺影・遺影制作、修整、修復、カラー化、撮影など、
創ることならおまかせ。お話大好きなので、どうぞ気
軽に寄って、日本の歴史、郷土の歴史など、おおい
に語りあいましょう。

15
中村屋食堂
奥領家 3020-27
☎ 987-0235

自家製手打ちそば、水窪じゃがたの串芋、カツ丼、ス
タミナ丼（馬肉）、山肉 しか いのしし 鍋（要予約）。

16
斎藤精肉店
奥領家 3269-11
☎ 987-0052

創業から90年余。郷土食として手羽先、シカ、イノシ
シなど、山肉を食する山間地域の食卓を支えてきた。

17
栃の実菓子工房
小松屋製菓
奥領家 3263-4
☎ 987-0203

水窪産の栃の実を100％使用した栃の実菓子。栃餅、
栃ガレット、栃羊羹など。オリジナルの創作菓子を取
り揃える。先人より受け継がれた伝統の加工方法で
仕上げた栃の風味。　

❶
マルカワの蔵  叉

さ

水
すい

：元気里山
二俣町二俣 1174　
☎ 090-3151-4160

「北遠山里めぐり」のインフォメーションセンター。静銀天竜支店の近く。
二俣には、レトロな昭和初期の建物が残っている。35もある土蔵めぐ
りも味わい深い。叉水は、酒蔵を改装し、特産品の販売、地元芸術家
の作品展、ワークショップなどを開催。3/15.16と3/22.23もオープン。

❷
ギャラリー 60
　：池野谷重好
上野 552-1
☎ 926-3415

手作りギャラリーを運営している。発表の機会が見つからないアーティ
ストや、身体に不具合を抱えながらも創作されている方を主体に、月単
位で開催している。セルフコーヒーあり、休憩場あり。

❸
陶房 / 工房さくら
上野 745
☎ 925-7825
「さくら・くらぶ」展

瀬戸で作陶33年。主に染付と陶板、白素地に呉須（コバルト）による
絵付を施す。土がキャンバス、食器から陶板など、描かずにはいられな
い。天竜に暮らし始めて15年目、現在は「さくら・くらぶ」の仲間たち
と、土を遊ぶ。※当日は、抹茶と菓子（200円）をどうぞ。

❹
天竜ウッドワーク
　：梅林徳男
石神 1133-1
☎ 928-0950

廃校になった築86年の木造校舎を利用した工房。ヒノキの香りが漂う
校舎がなつかしく、味わい深い。自然の香りと温もりを子どもたちに伝
えたいと、地元ヒノキ材で学童机を生産している。設立以来、4万セッ
ト以上の机と椅子を全国の学校にお届けした。〈30日のみ参加〉

❺
ひかべ家具製作所
西藤平 365-1
☎ 090-4258-5724

民芸家具で有名な信州松本で修行、5年前に上阿多古の山の中で家具
屋を始めた。伝統的な工法に少しだけデザインを加え、永く使い続け
られるシンプルな家具を日々製作している。新居の自作のキッチン、家
具や建具も見られる。〈30日のみ参加〉

❻
古民芸 阿多古路  三の市
西藤平 296-1-2
☎ 928-0016

民芸品が所狭しと並ぶ昔懐かしい空間。思い出の品物がいっぱいつまっ
た店。自称「富士山のお皿 大好きおばさん」との会話を楽しんで。

❼
阿多古和紙づくり
：大城忠治
西藤平 186-1
☎ 928-0756

山の頂上を開拓した集落に工房と家がある。地元では和紙の原材料（楮、
三椏、雁皮）が多く自生し、和紙づくりが伝えられきた。いまは大城さ
んただ一人が、伝統のワザを継承している。83歳。自由闊達、飛び跳
ねるように山を歩く。悠々とした朗らかな人柄から、元気がもらえる。
※ 道は細く傍が崖、すれちがいに十分に注意しながらゆっくりと。

11
カフェ＆ライフウェア 
ゆとり侶
横山町 1158-20
☎ 923-1767

石窯で焼いたピザ、コーヒー。古民家を自分の手で４年かけてコツ
コツと改築してオープン。石窯も手づくり。隣の店では、綿や麻な
どの天然素材にこだわった肌にやさしいレディス服も扱う。

12
O
ワ ン ネ ス

neness 工房　
：池田 亮
横山 1854
☎ 923-0064

お茶の栽培・製造・販売（百古里ファーム）の傍ら、ひょうたんラ
ンプを作っている。無数の小さな穴を開けたひょうたんを、ランプ
シェードにして光の紋様を楽しむ。色ガラスなどを埋め込む。星空
を連想させる幻想的な光を放ち、もれた光は幾何学模様を演出する。

13
浜松ワインセラー
道の駅 花桃の里近く
☎924-0089　　

幻の鉄道・佐久間線の相津（そうづ）トンネルを利用した巨大なワ
インセラー。トンネル内は、夏は涼しく冬は暖かい。温度と湿度が
安定し、ワインの保管に最適。当日は、ソムリエの中井さんが常駐。
ワインの特徴、どんな料理にあうかなど、話が聞ける。無料試飲も。
道の駅 花桃の里、相津マリーナ、手造りカヌー工房の近く。

14
天龍焼  剛

ごう

窯
がま

：山口　剛
月 990-9
☎ 923-0928

湖の畔、レガッタのコースを見下ろす小高い丘に建つ。九州の旧黒
田藩御用窯の流れをくむ高取焼などで修行し、29年前に独立。茶
陶から普段使いの食器まで制作している。陶芸の体験もできる。

15
フレンチレストラン

船
ふな

明
ぎら

荘
そう

　船明 175-1
☎ 925-2039 

ダム湖畔の景色を眺めながら、家庭的な雰囲気でフランス料理が楽
しめる。晴れた日にはテラス席でのんびりと。12～14時はコース
料理のみ。それ以外の時間は、コーヒーやデザートを。春にぴった
りな桜紅茶も。（食事の方は予約がおすすめ）

❽
薫
くんま

眞の家
熊 2063-7
☎ 090-7028-0868

熊郵便局の西、平屋の民家。古布の
手作りリフォーム作品、パステル和
（NAGOMI）、アートインストラクター
の作品など展示・販売。阿多古川の
せせらぎを聞きながら、パステル絵
の体験もできる。天竜茶（干菓子付）
のサービス。

❾
くんま遊楽亭
  ：あそびや 
熊 1680-1
☎ 929-0050

体験型の農家民宿。四季折々の花や
風景の中で、薪で沸かす手作りの家族
風呂、満天の星空、田舎料理、畳と障
子の部屋などが楽しめる。炭焼きも
行っている。たべやと兄弟民宿。当日
は、庭先で大釜の猪汁を無料サービ
ス（250食）。

10
くんま遊楽亭
  ： たべや
熊 1664
☎ 929-0168

築250年の古民家を改修した農家レス
トラン・民宿。ランチ（500円～）、豚肉の
トマト煮・猪肉の薫製入りサンド・シフォ
ンケーキ、コーヒー。手作り石窯で鹿肉入
りサラミを使ったピザ作りの体験も。子
どもに人気のヤギにもふれあえる。駐
車場は「あそびや」に。

横山 /月 / 船明

18
みさくぼっち
奥領家 2665-2
☎ 987-1553

お手軽価格で昔懐かしい食べ物。自家製粉の
うどん、そば。手づくりの「こんにゃく」。ニ
コロ（水窪じゃがた）、柏餅、炊き込みジャン
ボおにぎりなど。春には山菜が店先に並ぶ。

19
道の駅　国盗り
奥領家 3281-8
　☎ 987-1212

店先に水車が回っている。道の駅のようだが
「地域農林水産物の直売・食材供給施設」。水
窪の草木染め製品、小物など、手づくりの製
品も。レストランも内設し、物産の販売など、
水窪の特色が色濃く出た店。ここでしか手に
入らないものも多い。トイレ有り。

20
元禄茶屋
奥領家 3343-4 
☎ 987-0404

創業50年余。ご当地グルメ。豚の内臓、ホ
ルモン焼き。ジンギスカン料理。生肉を販売
する。

21
マロニエの里
：袴田研司
奥領家 4192-2
☎ 987-2816

自然の中に囲まれたオートキャンプ場、すぐ横
を翁川の清流が流れ川遊びや釣りに最適。サ
イトごとに流し台や炉も完備。クライミング施
設・マロニエウォールを備えて、親子でのア
クティビティが楽しめる。

22
農家民宿
時忘れの家 ほつむら
奥領家 6140
☎ 987-3802

田舎で何もない。あるのは自然の風景、きれ
いな空気、夜空には手がとどきそうな星座群。
時を忘れて、ゆっくり、のんびりと過ごしたい
人には最適。一日一組完全予約制。一軒まる
ごと貸切。

23
ミナの森 
にしうれ小学校
：津ヶ谷寛奈
奥領家5296-18
☎ 987-0610

廃校になった小学校を拠点に、地域の活性化に
取り組む。その広告塔である、ミナの森オリジナ
ルキャラクターが登場するアニメーションは、た
だ今制作準備中。温もりある木造校舎の一室、
mina's cafeでおいしいコーヒーをどうぞ。

24
無農薬で野菜を
：塩沢克明、塚原晴子
奥領家 4973-1
☎ 982-1240

本当においしく安全な野菜を作りたいと、場所
を探し探して、ついに水窪に。都会から移住
して11年。五反の畑で野菜とお茶を夫婦で栽
培。安心、安全、おいしいをモットーに、無農
薬で有機農法。契約している家やレストラン
等に販売。

25
足神神社
西浦田楽保存会
：宮司 守屋治次
奥領家5005-1
☎ 987-2607

健脚に効き目のあるとされる足神様を祭る。
境内の脇から清水が湧き出る。宮司の守屋さ
んは、西浦田楽保存会長を務める。西浦田楽は、
古来から伝わる神事であり能楽の源流とされ
る。重要無形民俗文化財の第一号に指定。
〈16日のみ参加〉

３/15・16

笛吹く旅人
：たくみ おおむら
☎ 090-1987-7406

「投げ銭ライブ」と銘打って街角で楽器を奏でる。アイ
ルランドの笛、中国の二胡、バイオリン、ボタン式アコー
ディオン、沖縄の蛇皮線（三線）、チェロなど。曲目は、
アイルランド民謡、日本の抒情歌。当日は、あちこちの家、
工房、店で演奏するので、きっとどこかで出会うかも。

ギターの弾き語り
シャンソン & カン
ツォーネ：キエロス
☎ 090-9903-3312

シャンソン、カンツォーネ、ファド、昭和歌謡、抒情歌な
どをギターの弾き語りで歌う。この人が語りだすと、そのま
まひとつの文学、ものがたりのような歌の世界があらわれる。
30日以外は、あちこちの家を移動しながら演奏する。

渡り鳥ライブ

オープンハウス・人めぐり  この3月  北遠の山里すべてがギャラリーに

二俣 /阿多古/熊

龍山/佐久間/水窪

二俣/阿多古/熊

龍山/佐久間/水窪

10～17時までオープン

３/15　16　 龍山・佐久間・水窪
３/22　23　 横川・春野
３/29　30　 二俣・阿多古・熊（天竜）

●土

●土

●土

●日

●日

●日

2014年

Yokoyama /Tsuki /Funagira

Misakubo

Tatsuyama /Sakuma

Futamata /Atago

Kunma
二俣二俣


