Event Calendar❶

※開催期間中、長期にわたるイベントや開催日が
複数あるイベントは表ページにまとめてます！

イベントカレンダー①
下北山

各エリアのイベントをチェック

10/23（土）10:00〜

北山村

11/3（水 祝）10:00〜 売切終了

北山 3 村フェスタオープニング企画【申込不要】 里山カフェ山花テイクアウト day 【申込不要】
ベーグル、ピザ、焼き菓子等、テイクアウトのおいし
エレクトーン弾き歌いミニライブ♪
70 年代の懐メロやお子さま向けの曲など、皆が口ず
さめる曲や「北山川の筏節」を歌います☆
歌い手♪仲奈央子：2019 年に東京→下北山村へ。
昨年は北山川筏節を現代風に編曲。
現在は 0 歳児の育児に奮闘中！
場所 ⑨上池原 土曜朝市

い物を中心にオープン。店内でドリンク パフェ等
もお楽しみ頂けます。無農薬野菜雨宿りの野菜販売
もあります。当日はランチはやっていません。
場所 20 里山カフェ山花
問合 里山カフェ山花 TEL.0735-30-0380

2021 年 10 月現在で予定しているイベントで
す。新型コロナウィルス感染症拡大など社会情勢
により開催を中止する場合があります。お出かけ
の際に、各問い合わせ先にご確認ください。
このマークは、スタンプラリー対応イベントです。

北山村

11/14
（日）
10:00〜 売切終了

子供向け出店

【申込不要】
お子様向けの出店（射的、ボールすくい）します！お
子様を連れて遊びに来てくださいね。
場所 21 道の駅おくとろ
問合 北山村青年会 河野 TEL.080-3368-1373
費用 1 回 100 円

【北山 3 村フェスタ】

上北山

11/21（日）9:30〜13:00

北山村

11/28（日）10:00〜15:00

かみきた山のめぐみ市

小林家ガレージセール

①

問合 小林賢司 TEL.090-8024-6486

【申込不要】
上北山産の野菜・パン・手作り雑貨などを販売しま
す。村のお母さんたちによる食品（おやき・焼き栃
餅・ジビエコロッケなど）の出店や、子供服などのフ
リーマーケットも検討中です。
場所
問合 がんばろらえ！かみきた
TEL.080-5303-8009
道の駅

【申込不要】
ガレージセールやってます！家具や洋服が中心の予
定です。掘り出し物があるかも！代理出品もするの
で、お問い合わせください。
場所 25 下尾井おくとろ公園近く小林家

NPO 法人
サポートきなり
07468-6-0770

10/24（日）13:30〜15:30

大淀町教育委員会学芸員 松田度氏による講演会
場所 18 上桑原・ぽこぽん図書館

定員：30 名

問合 NPO 法人サポートきなり 07468-6-0770
費用 無料

【申込不要】

下北山

11/7（日）14:00〜

北山村

11/14
（日）
10:00〜 売切終了

ちいさな村のちいさなおうたライブ 【申込不要】 じゃばら唐揚げ販売
下北山村と北山村の教室生によります、" ちいさなおうた
ライブ " です。かわいいちびっこ達から大人まで、いろんな
ジャンルの " おうた " を披露します。心が優しく、そして心
がほっこりする時間を、一緒に過ごせたらと思っています。
定員 35 名
場所 15 池峰・ゲストハウス天籟
問合 さいか音楽教室 雑賀晶子 ☎090-8533-7160
費用 無料

【申込不要】
北山村で大人気のじゃばら唐揚げが北山三村フェス
タに登場します。
場所 21 道の駅おくとろ
問合 山崎 TEL.090-6822-2962
費用 1 パック 300 円

上北山

11/21（日）11:00〜売切終了

❶ 白川レディース ワンコインランチ 【申込不要】
白川地区のお母さんたちによる、村の野菜を使った
手作り惣菜ランチを一食 500 円でご提供します。
❷ ワクワクかみきた スパイスカレー

自家製スパイスカレーを一食 500 円でご提供します。
場所 ⑥ 民宿 100 年 問合 ワクワクかみきた
費用 各 1 食 500 円

塚原 TEL.090-1447-6291

上北山

【宿泊】
11/27
（土）
〜28
（日）

10/30（土）9:30〜

北山村

川沿いの素敵なテラスのある改修中の古民家での
キャンプ体験。
美味しいアウトドア料理を作って、
焚
火を囲みながらおしゃべりのひととき。
ワインなどの飲み物も用意します
（別料金）
。
朝は川を
眺めながらゆっくりモーニング。
場所 ⑤ 木和田

問合 小谷
TEL.090-2064-4971

！
り切れゴメン

売

【申込不要】
この日だけの手作り加工品販売＆地元野菜の直売
場所 ⑨上池原 土曜朝市
問合 NPO 法人サポートきなり 07468-6-0770

11/14
（日）
11:00〜 売切終了

魚市

【申込不要】
北山村の大人気企画！那智勝浦町産生マグロやその
他鮮魚、マグロカツなどの販売を行います。売り切れ
ゴメンですので、早めのご来店をおススメします。
場所 21 道の駅おくとろ
問合 おくとろ温泉やまのやど TEL.0735-49-2575

北山村

11/14（日）13:00〜

カモンユキオ「きこりライブ」
林業を生業としつつ、隙
間の時間を見つけて曲を
作りました。林業歌人と
言えば少し大袈裟かもし
れませんが…山と音楽の
良さを共感して頂ければ
幸いと思い、一歩を踏み
出しました。

【申込不要】

21 道の駅おくとろ

問合 中岸幸雄
TEL.080-6117-9919

下北山

11/21（日）8:30〜14:00 頃

いしまるさんぽ＆焚火カフェ

【要申込】

植物に詳しい協力隊石丸と植物観察の散歩をしよ
う！どんな木が生えているか葉っぱを採取して調べ
ます。その後一緒に薪割りをして焚火でおやつパンを
焼き＆大人はコーヒー、こどもはココアを飲もう！
モバイルハウスカフェも登場♪
定員 10 名・お弁当持参
場所

⑨上池原 土曜朝市
問合 森のび 石丸

TEL.090-4442-7148
費用 1,000 円
（パン・珈琲・保険代含む）

11/14（日）9:00〜 売切終了

里山カフェ山花

コーヒー、ベーグル、
じゃばらチーズケー
キ等を販売出店
場所
21 道の駅おくとろ

問合

里山カフェ山花
TEL.0735-30-0380

【申込不要】

https://www.skywood-inc.jp/

14 農家民宿 ほったらかし家 ☎ 090-1623-7472( 西岡 )

☎ 090-2681-5751
一棟貸し、一泊素泊まり
3,000 円のお宿

北山村

11/21（日）12:00〜 売切終了

169 ワンコインデイ

【申込不要】
今年の 9 月、北山村大沼地区で古民家を改修しオー
プンしました！この日は、生ビール 1 杯（or じゃばら
サイダー）＋ギョーザ 3 個を店内限定 500 円で提供
いたします！
皆様のご来店お待ち
しております。
場所

26 古民家居酒屋

「北山村 169」

問合

北山村

11/28
（日）
11:00〜 売切終了

16 たもとパン店 ☎ 090-7679-4067( 田本 )

【要申込】 ラーメン
【地蔵堂修復一周年記念・疫病退散祈願】
「青」
【申込不要】
不動峠を歩く会
昨年、大盛況を博したラーメン「青」を今年もやりま
当日朝 8:30 に不動トンネル下北山村側の登山道入
り口にて受付後、不動峠に登り、行者さんと合流しま
す。当日は頂上に一日限定！峠の茶屋が復活し、飲み
物や暖かい汁物が頂けます（有料）。

問合 山本
TEL.090−4620−9943
費用 参加費 500 円

問合
商工会青年部 河野
TEL.080-3368-1373

11/27（土）14:00〜

パンはもちろん、建
物や看板まで手作
り！地元食材を使っ
たパンもあります。
土曜朝市にも好評出荷中♪

10 定食と弁当

場所

下北山

定休：火、
水

す！数時間かけて煮込んだ鶏ガラベースのスープ
に、自家製チャーシューと煮卵を入れます。手間暇と
愛情をたっぷりかけた一杯をお召し上がりください！
※里山カフェ山花の唐揚げ、おにぎりもあります。

場所
19 不動峠を歩く会

vzz10101@gmail.com

北山村

☎ 07468-9-0005

minsyuku100nen@gmail.com

場所

11/3（水 祝）8:30〜14:00

常 設 開 催 協 賛 各社 / 各店

女性限定・初めての人も ! キャンプ体験【要申込】 27 スカイウッド（株）

merrygogoland@gmail.com

下北山

応募
しなきゃ

券面に記載しています。

費用 3,500 円（テント
寝袋持込みで割引あり）

収穫祭

イベントでスタンプラリーの
応募ハガキを用意してます。
スタンプ
押してね 各村でスタンプをひとつずつ
（合計3ヶ所）集めれば応募できます！
各村のプレゼントを詰め合わせた
商品が抽選で当たります！

※1

講演会 演題「岸田日出男と北山由緒書き」

土曜朝市

スタンプラリー

各村で使える ３,000 円分の商品券が 30 名様に！
無料温泉チケットが 30 名様に！
各村の特産品が 30 名様に！ ※1 商品券の使える施設や商店は、

g.kamikita@gmail.com

下北山

E
S
E
PR
左のスタンプマークがある

です

費用 無料

下北山

T企画

こん
当た な景品
り
が
一例 ます！

吉野路上北山

問合

も す！
今年
ま
り
や ゼント
プレ
N

20 里山カフェ山花

費用 ラーメン
一杯 500 円

北山村

12 おべんとう

花川 ☎ 07468-6-2378( 花川 )

11 時〜 18 時 定休：月
下北山村で創業 27 年。
リピーター続出の定食と
お弁当のお店で、おつま
みやお酒もあります。お
すすめは「ジューシー若
鶏のからあげ定食」と「ト
ンカツ定食」！
天照 ☎ 090-1247-6109( 谷口 )

11/30（火）10:30〜12:00

【申込不要】 ノルディックウォーキング体験会
絵本作家さんに絵本を読んでもらおう

【特別企画】奈良県在住の絵本作家岡田よしたかさん
による絵本の読み聞かせ会
協賛：（株）コープエナジ―なら
定員 20 組
場所 18 上桑原・ぽこぽん図書館
問合 NPO 法人サポートきなり 07468-6-0770
費用 無料

【要申込】
通常歩行よりも、膝に負担なく健康的に歩けるノル
ディックウォーキングを体験してみませんか？ダイ
エットにも効果的！皆で歩けば、楽しさ倍増間違い
なし！です。
場所 24 けあまる

問合
けあまる 河野
TEL.080-3368-1373
費用 参加料 1,000 円

定休：土日
（要相談）
メインはもちろん副菜ま
で手作りの日替わり弁当
【要予約】※ご注文頂いて、
配達をする営業形態です。

③ ゐざさ 中谷本舗

下北山村内 配達無料
村外の方は、店舗受取りもで
きますので、ご相談下さい。
☎ 07468-2-0008

今年創業100周年を迎えた、上北山村発祥の【ゐざさ中
谷本舗】
です。奈良・吉野名産の「柿の葉寿司」、60年の歴
史をもつ「ゐざさ寿司」をお土産にどうぞ！
★本店オリジナル通販サイト

北山村 169 村上昇
TEL.090-5897-9975

HP:https://kamikitayama.thebase.in/

Event Calendar❷
イベントカレンダー②

各エリアのイベントをチェック

※開催期間中、長期にわたるイベントや開催日が
複数あるイベントです。

3 村の温泉へ行こ う ！

下北山

上北山

北山村

10/23（土）〜11/30（火）

３村の村民が下記温泉を利用した際に、
入湯料金が 村民料金になります！【申込不要】

開催期間中ずっと！ （各施設の入湯料・休館日は、HPをご確認ください。）

上北山村
下北山温泉きなりの湯（下北山村）
下北山村
フォレスト
HP
かみきた HP
4 小処温泉（上北山村）
2 フォレストかみきた 上北山温泉 薬師湯（上北山村）
22 おくとろ温泉 やまのやど（北山村）

8

上北山村 HP
小処温泉

2021 年 10 月現在で予定しているイベントで
す。新型コロナウィルス感染症拡大など社会情勢
により開催を中止する場合があります。お出かけ
の際に、各問い合わせ先にご確認ください。

おでかけマップ
今年も北山 3 村フェスタは、密集しないように工夫したイベントを各地で行います！
おでかけしやすいように、各村のイベントを訪れるためのバスを運行します。

このマークは、スタンプラリー対応イベントです。

土曜の朝は土曜朝市

イベント期間

毎週土曜日 9:30〜 売切終了

下北山
土曜朝市

【申込不要】

下北山村の新鮮な季節の野菜がいっぱい！
ぜひ、いちどお越しください。
場所 9 上池原 土曜朝市

10 月 23 日〜11 月 30 日まで

11 月の土曜・日曜・祝日

陶芸作品展

10:00〜17:00【申込不要】

下北山村の陶芸教室で過去 10 年あまりの間に制作さ
れた作品から、よりすぐり & 講師作品を展示します。
年に 2 日限りの文化展だけではもったいない！
場所 15 池峰・ゲストハウス天籟
問合 朝倉
TEL.090-7311 - 4062
費用 無料

10/30 ㈯、11/10 ㈬、20 ㈯、30 ㈫

手作りの小さなカフェ。
毎月数日のみ、地域の方
向けにひっそりとオー
プンしています。
数量限定、ご予約推奨です。
※期間中、ピザはお持ち帰りのみ
場所 17 寺垣内
マキビト cafe
問合 小野
TEL.080-5989−4073

11 月の土曜・日曜・祝日

イランのキリム展示 10:00〜17:00【申込不要】

イランのキリムというカーペットを紹介します。ペル
シャ絨毯とは違い、ウールの平織り、丈夫で肌ざわり
良く夏でも冬でもいけます。手織りなので二つとして
同じものはありません。お好きな柄を探しに目と手
（足？）で感じに来てください。主催：テクスインテ
場所 15 池峰・ゲストハウス天籟
問合 朝倉
TEL.090-7311 - 4062
費用 無料

下北山村

問合 NPO 法人サポートきなり 07468-6-0770

10/26（火）11:30〜

下北山 11/9（火） 11:30〜

尾鷲市三木浦町より特別出張！
【予約推奨】
織屋のランチ、ケーキ、コーヒーなど

2 上北山温泉
薬師湯

8 下北山温泉きなりの湯
13 きなり館レストラン

下北山村 10/28（木）

【要申込】
下北山村デイ 10/28（木）、北山村デイ 11/11（木）、
上北山村デイ 11/22（月）とさせていただき、その日
は訪問整体＆歩行教室の特
別プラン 4,000 円で提供さ
せていただきます。歩いて健
康！ほぐして健康！いかが
ですか？

12

11

おべんとう 天照

7 ワクワクかみきた

28
とちの木センター
ふれあい橋
清流橋

平成の森コテージ

3 ゐざさ 中谷本舗

池原ダム

9 上池原 土曜朝市
10 定食と弁当 花川

北山村 北山村 11/11（木）、上北山村 11/22（月）

6 民宿100 年

フォレストかみきた内

下北山スポーツ
公園キャンプ場

けあまる健康デイ

1 道の駅
吉野路上北

北部

トイレ

上北山村役場

池原ダム湖

↓至 下北山村

425

上池原 村カフェ

JA ならけん
ショップしもきた

八坂神社

↑至 上北山村
JA ならけん
ショップしもきた

→至 尾鷲

電源開発（株）
北山川電力所

下北山村
南部

下北山小中学校

明神池

池神社

425

場所 24 けあまる

農家民宿ほったらかし家
15 ゲストハウス天籟

14

問合 けあまる 河野
TEL.080-33681373
費用 4,000 円

下北山

期間中の火曜 土曜 日曜

10/31 ㈰

北山村 11/23 ㈫ 17:00〜23:00 売切終了

村カフェ

特製！炭火焼き鳥デー
【申込不要】 「和」
【申込不要】
毎週火曜 : ぼちぼちいこら 13:00~18:00
今では北山村の定番となりつつある、
「和」特製！炭
（飲み物・ボードゲーム）
火焼き鳥をご賞味ください。ご来店いただいた方に
毎週土曜 : たいむ 9:00~15:00
は、なんとビール 1 杯無料（その他ドリンクも可）。
（元給食調理員さんがつくるランチ）
送迎もございますので、お気軽にご相談ください。
日曜 11/7・11/21：YAREYO 10:00~15:00
場所
（下北山村食材のスパイスカレー）
23 カラオケ喫茶
「和」
場所
問合

11 上池原 村カフェ

柳
TEL.080-1460-7496

問合

fumiasak@gmail.com

5 木和田

↓至 下北山村 南部

425

yamanoie.harubaru@gmail.com

fumiasak@gmail.com

下北山

上北山村

運行スケジュールは
別紙をご覧ください！

↑至 上北山村

北山村
おくとろ温泉 HP

下北山 10/25 ㈪、11/5 ㈮、15 ㈪、25 ㈭
0 のつく日は Pizza 11:30〜17:00
【予約推奨】
5 のつく日は Cafe 13:00〜17:00

ブッ

10/30 ( 下北山村行き） 11/14（北山村行き） 11/21 ( 上北山村行き）運行！

※各施設に入湯される際は、受付で住所地のわかる証明をかならずご提示ください。
下北山

ブ〜

各村から送迎バス
運行します！

4 小処温泉

↑至 川上村

西岡
TEL.090-1623-7472
090-2681-5751

費用 焼き鳥
一本 100 円

10/30（土）、31( 日 )
下北山 11/27（土）、28( 日 ) 9:30〜15:00

フリーマーケット開催！

【申込不要】

当日飛び入り参加可！参加無料、雨天中止、ぷにぷに
織屋 ( 旧マドロス ) は 2021 年 8 月にオープンした ボールすくいもあるよ♪
ばかりの尾鷲市三木浦町にあるカフェです。山と海
場所 11 上池原 村カフェ
のつながりを感じ、下北山村と少しずつ親交を深め
問合 西岡 TEL.090-1623−7472
る中で、昨年の 3 村フェスタに引き続き参加です。
場所 17 寺垣内 問合 三鬼早織 TEL.07040648588
マキビト cafe

11/6（土）、7( 日 )、13（土）
北山村 10:00〜11:30

なかぎしさやかの９セルダイアリー講座 【要予約】
脳のしくみを活用しながら、今考えていることをカテゴ
リーで整理し、考え方のクセを手放すノート術をお伝えし
ます。私自身、このノート術を使い始めてから「引き寄せ」
はもちろん、こうなったらいいな〜！が、予想以上になる
ことが多発しています。夢や理想がある方はもちろん、毎
日をもっと楽しみたい方、是非一緒に夢を叶える一冊を作
りませんか？ 3500 円（税込）
※９セルダイアリー１冊付。里山カフェ山
花にて必ず１ドリンクをご注文ください。
持ち物 お気に入りの筆記用具
各回先着 3 名様まで
予約
山花 :TEL.0735-30-0380
場所 20 里山カフェ山花

下北山 3 村フェスタ期間中 ※毎週火曜 休館
ジビエコロッケマナバーガー

【申込不要】

寺垣内トンネル

下北山温泉きなりの湯に隣接する「きなり館」には
囲炉裏の雰囲気を生かした食事処があり、食事や休
憩場所として利用することができます。
3 村フェスタ期間中は、特別メニューでジビエと下北
春まなを使ったバーガーをご提供します！
きなり館
場所 13 レストラン
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下北山村文化展 : 村民の方々の作品を展示します
場所 29 旧保育所 体育館 問合 07468-6-0901

桑原簡易郵便局

27 スカイウッド
（株）
19

費用 600 円

パンフレットをもって
三村のあちこちに出かけてみてください、
新しい発見や感動がきっとあるはず！

【申込不要】

昨年、日本の風景を各地で撮影していた時に大台ヶ原の大蛇嵓
で出会った光景に心を奪われて上北山村に移住してから毎日が
ワクワクの連続です、これまで撮りためた写真を公開します。
自由人 : 塚原とお掃除おじさん : 大野の写真も同時公開 !
場所 ⑦ 小橡 ワクワクかみきた
費用 無料
22
21

おくとろ温泉
やまのやど

上北山村文化展 : 村民の方々の作品を展示します
問合 07468-2-0066

里山カフェ山花

道の駅おくとろ

七色の里キャンプ場

23
25

小林家
26

1１/6 ㈯、7 ㈰ 10:00〜17:00
上北山 1１/8 ㈪
10:00〜11:30

20

七色ダム

けあまる
カラオケ喫茶「和」
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おくとろ公園
↓至 十津川

集合場所
下北山村
「上桑原 田戸谷」

→至 五郷

北山村

問合 ワクワクかみきた 塚原 TEL.090-1447-6291

場所 28 とちの木センター

不動峠を歩く会

不動トンネル

11 月の土曜 日曜 11:00〜17:00

上桑原・ぽこぽん図書館

下北山製材所 運営会社

425

至 十津川 ←

問合 下北山温泉「きなり館」
TEL：07468-5-2001

三橋 直人 大台ヶ原 写真展

29 旧保育所 体育館
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11 時 30 分〜 20 時 45 分
（オーダーストップ：20 時）

上北山

→至 五郷

下北山村役場

※万が一、
11 月 7 日 ( 日 ) のお申込みがない場合は、
里山カフェ山花は閉店となるため「中止」となります。予めご了承ください。

10/30 ㈯ 9:00〜17:00
下北山 10/31 ㈰ 9:00〜16:00

たもとパン店

マキビト cafe

問合 中岸さやか
TEL.090-8044-3838

主催：北山3村フェスタ実行委員会
協賛：上北山村・下北山村・北山村・電源開発（株）
・
（株）コープエナジーなら 【上北山村事務局】民宿100年小谷（090-2064-4971)
【上北山村】ゐざさ 中谷本舗、
【下北山村】
スカイウッド（株）
【下北山村事務局】NPO法人サポートきなり
後援：上北山村観光協会・下北山スポーツ公園・北山村観光協会
草野（07468-6-0770)
北山三村事務連絡協議会
【北山村事務局】けあまる 河野（080-3368-1373)
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古民家居酒屋「北山村 169」
北山村役場

→至 熊野

