【泉南市域】
ポイントの概要
○踏査ポイント
写 真

踏査ポイント名

概

（場所・ＵＲＬ）
紀泉わいわい村

要

最寄駅、バス停等

開館(営業)時間・休業日
・駐車場有無・ＴＥＬ

自然体験や里山生活体験、農業体 南海本線 樽井駅またはＪ ○駐車場：あり
験、季節遊び体験など様々なプロ Ｒ阪和線 和泉砂川駅から、 ○TEL：072-485-0661

泉 南 市 信 達 葛 畑 グラムが用意されている里山の さわやかバス｢山回り｣に乗
207

自然学校です。ご飯を薪と炭を使 車、
「童子畑」下車、徒歩約
った釜で炊き、囲炉裏を囲んで食 60 分。

http://www.osakay

事をし、五右衛門風呂にはいった

mca.or.jp/shisets

りと、昔の日本も体験できます。

u/kisenwaiwaimura

楽しみながら自然や環境の大切

/index.html

さも学べる施設です。

堀河ダム

堀河ダムは、周囲 4km、総貯水量 南海本線 樽井駅またはＪ 〇駐車場：なし
約 280 万トンの潅漑用ダムです。 Ｒ阪和線 和泉砂川駅から、

泉南市信達童子畑

その周囲に植えられた桜並木は、 さわやかバス「山回り」に
春の訪れと共に美しい花を咲か 乗車、
「童子畑」下車、徒歩
せ、ダムの水面に良く映えます。 約 30 分。
大阪みどりの百選にも選ばれて
います。

大雄寺

楠畑の集落にある浄土宗の寺院 南海本線 樽井駅またはＪ
で、境内には南北朝時代に造られ Ｒ阪和線 和泉砂川駅から、

泉 南 市 信 達 楠 畑 たと考えられる石碑があります。 さわやかバス「山回り」に
136

乗車、
「桜地蔵」下車、徒歩
約 40 分。

○周辺ポイント
写 真

周辺ポイント名

概

（場所・ＵＲＬ）
ボンデン山展望台

要

最寄駅、バス停等

開館(営業)時間・休業日・駐車場
有無・ＴＥＬ

標高 468.5ｍ ボンデン山の頂上 南海本線 樽井駅、またはＪ
にあり、平野部から大阪湾、山な Ｒ阪和線 和泉砂川駅から、

泉南市信達葛畑

みが見渡せるパノラマの絶景が さわやかバス｢山回り｣に乗
人気です。

車、
「つづら畑」下車、徒歩
約 3.5km。

金熊寺

681 年、役行者により創建されま 南海本線 樽井駅、またはＪ 〇駐車場：あり
した。金峯、熊野の神を勧請した Ｒ阪和線 和泉砂川駅から、 〇TEL: 072-482-3536

泉南市信達金熊寺 ことから、
「金熊寺」と名付けら さわやかバス｢山回り｣に乗
813

れました。

車、
「金熊寺」下車、徒歩 5

隣接する信達神社と梅林は、
「大 分。
阪みどりの百選」にも選定されて
います。
お菊松

非業の死を遂げた豊臣秀次の娘 ＪＲ阪和線 新家駅から、徒 ○駐車場：なし
お菊が、大坂夏の陣で豊臣方につ 歩約 100 分。

泉南市新家

いた夫のために密使を引き受け、
大坂城までの道中、男装しようと
髪を切り落とし、それを松の木の
根元に埋めたとされています。
その松（お菊松）があった場所に、
現在では石碑が建っています。

○周辺ポイントつづき
写 真

周辺ポイント名

概

（場所・ＵＲＬ）
泉南市農業公園

要

最寄駅、バス停等

有無・ＴＥＬ

公園内には、世界の薔薇愛好家垂 ＪＲ阪和線 和泉砂川駅か ○公園開園時間：
（平日）9:00～

「花咲きファーム」 涎の的、デビッド・オースチン・ ら、徒歩約 60 分。
泉南市幡代 2001

開館(営業)時間・休業日・駐車場

17:00、
（土日祝）9:00～18:00

イングリッシュローズガーデン

○ローズガーデン開園時間（年末

があります｡同社直営のガーデン

年始・悪天候時を除く）

があるのは、本国英国以外では泉

4 月～6 月・11 月：
（平日、土日祝

南市だけです。約 3,000 本のロー

とも）9:00～17:00

ズコレクションが咲き揃う様は

7 月～10 月：
（平日）9:00～17:00、

圧巻です。

（土日祝）10:00～16:00

5 月と 10 月にはローズ・フェステ

12 月～3 月：
（平日、土日祝とも）

ィバルが開催されます。

10:00～16:00
○駐車場：あり
○TEL：072-483-9974（市産業観
光課）

林昌寺

天平年間に行基によって開創さ ＪＲ阪和線 和泉砂川駅か ○駐車場：あり
れた泉南の古刹です。江戸時代初 ら徒歩 30 分。

○TEL：072-483-2705

泉 南 市 信 達 岡 中 期から中期にかけて再建され現
395

在に至っています。
毎年春には境内のツツジに続い
て、昭和を代表する作庭家・重森
三玲作の「法林の庭」がサツキで
赤く染まり、人気を集めていま
す。

長慶寺

泉南市を一望する小高い丘に位 ＪＲ阪和線 和泉砂川駅か ○駐車場：あり
置し、広い境内には本堂、香炉堂、 ら徒歩 25 分。

○TEL：072-483-2692

泉 南 市 信 達 市 場 開山堂（多宝塔）
、大師堂があり
815

ます。
6月には、
山門までの厄除けの100
段の石段の両側をはじめ、２つの
紫陽花の谷など境内が紫陽花で
埋め尽くされ、別名「あじさい寺」
とも呼ばれる人気スポットです。

山田家住宅

山田家は、代々、庄屋職を務めた ＪＲ阪和線 新家駅から徒 ○一般公開日：毎月第４日曜日
江戸時代からの豪農で村高 1,600

泉南市新家 3148

歩 4 分。

10:00～16:00

石を誇りました。泉南地域の数少

○駐車場：あり

ない豪農屋敷構えの構造が良く

※個人がお住まいのお宅です。無

保存されていることから、
平成 14

断で見学などなさらないようお

年には国の登録有形文化財に認

願いいたします。

定されています。

○産直ポイント
写 真

産直ポイント名
（場所・ＵＲＬ）
サザンぴあ

概

要

最寄駅、バス停等

開館(営業)時間・休業日・駐車場
有無・ＴＥＬ

関空島の対岸、
「恋人の聖地」マ ・南海本線 岡田浦駅から徒 ○営業時間：9:00～18:00
ーブルビーチ前の泉南市の総合 歩約 15 分。

○休：水曜日（祝日の場合は営業）

泉南市りんくう南 交流拠点です。近隣の特産品売 ・南海本線 樽井駅から徒歩 ○駐車場：あり
浜 4-201

場、産直市場、新鮮な海鮮の飲食 約 20 分。

http://sazanpia.b

コーナーがあります。
「夕陽百選」

log48.fc2.com/

の夕陽は絶景です。

○TEL：072-482-0277

※代表的な写真を掲載しました。撮影ポイントであることがわかれば、異なるアングルや、看板、標識等で撮った写真でもかまいませ
ん。写真には、申込者（本人）を入れて撮影してください。

