ダイヤモンドトレール関係市町村内の地域イベント情報を
提供いただいている施設・店
ダイヤモンドトレール活性化実行委員会
（河内長野市、和泉市、太子町、河南町、千早赤阪村、五條市、
御所市、香芝市、葛城市、橋本市、奈良県、和歌山県、大阪府）

ダイヤモンドトレールの周辺市町村・府県では、「ダイヤモンドトレール活性化実行委員会」を立ち上げ、情報提供を行っています。
平成２８年９月２８日から平成２９年８月３１日まで、ダイヤモンドトレール及びアクセルルート周辺に設定した「ダイトレポイント」、「アクセスポイント」をめぐっていただくポイントラ
リー「ダイヤモンドトレール自然・歴史・地域めぐり」を実施しています。この期間にあわせて、「ダイヤモンドトレール関係市町村内の地域イベント情報」を掲載したちらしを作成し、
撮影ポイント（ラリーポイント）になっている参加施設・参加店と、撮影ポイントではありませんが協力施設・協力店に設置していただくことになりました。ぜひ、地域イベントについて
もお楽しみください！
なお、「ダイヤモンドトレール自然・歴史・地域めぐり」の参加方法については、以下のＨＰをご覧ください。
http://www.pref.osaka.lg.jp/minamikawachinm/m_index/r_daitore.html

■「ダイヤモンドトレール自然・歴史・地域めぐり」参加施設・参加店
施設・店
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竹内街道歴史資料館

街道脇にたたずむ館内では、最古の国道とも呼ばれる
竹内街道と太子町の関わりが一目でわかるように展示
しています。第 1 展示室では、街道関係資料のほかマ
ジックビジョン、VTR などで竹内街道をさまざまな角度
から解説しています。
また第 2 展示室では、太子町から出土した遺物や古文
書などを展示し、まちの歴史を紹介しています。
道の駅「近つ飛鳥の里・太 道の駅ならではの太子町の観光情報や交通情報がい
子」
っぱい。道の駅に設置された情報端末機器を利用し
て、全国各地との情報交換もできます。
また、新鮮な果物や野菜が安く買える朝市も毎週土・日
曜日に開催しています。
万葉の森案内所（ログハウ 二上山登山口にある喫茶や軽食もできるログハウス風
ス）
の二上山万葉の森の案内所。
お米をほうじ茶で炊いた、この地域ならではの「河内の
茶がゆ」も食べられます。

場所・TEL

営業時間・休業日・駐車場有無・URL

大阪府太子町山田 1855
☎0721-98-3266

近鉄南大阪線 上 ○9：30～17：00（入館は 16：30 まで）
の太子駅
○月耀・火曜(その日が祝祭日の場合は、その翌
日)、年末年始（12 月 26 日～1 月 7 日）
○有
○無

大阪府太子町山田 2265-1
☎0721-98-2786

近鉄南大阪線 上 ○9：00～17：00
の太子駅
○年中無休（12 月 31 日～1 月 3 日は休館）
○有
○無

大阪府太子町山田 2067-1
☎0721-98-1558

近鉄南大阪線 上 ○8：00～17：00
の太子駅
○火曜、年末年始
○有
○無

近鉄大阪線 二上 ○11：00～20：00(最終受付は 19：30 まで)
○木曜、祝日（建国記念の日、春分の日、昭和の日、
駅
こどもの日、海の日、山の日、秋分の日、勤労感謝
近鉄大阪線 下田
の日）、年末年始（12 月 28 日～1 月 4 日）
駅
○有
○http://www.city.kashiba.lg.jp/shisetsu/0000003945.html
奈良県香芝市藤山 1-17-17 近鉄大阪線 下田 ○9：00～17：00（入館は 16：30 まで）
☎0745-77-1700
駅
○月曜（国民の祝日、振替休日に当たる場合は翌日
以降最も近い平日）、年末年始（12 月28 日～1 月4
日）
○有
○http://www.city.kashiba.lg.jp/kanko/0000003666.html
奈良県香芝市磯壁 1-1057-3 近鉄大阪線 下田 ○9：00～18：00 （モーニング 9：00～10：30、ランチ
駅
11：00～14：00)
ボノボビル 1F
☎0745-51-7107
○日曜、月曜、祝日
○有
○http://monstera-natural.com/
奈良県葛城市新在家 402-1 近鉄南大阪線 二 ○9:00～17:00
☎0745-48-7000
上神社口駅
○火曜、水曜（水曜が祝日の場合は開園）
○有
○http://www.futakami-park.jp/

かしば・屯鶴峯温泉

平成 10 年 10 月に香芝市総合福祉センターに開設され 奈良県香芝市逢坂 1-374-1
て以来、多くの方々に身近な温泉として親しんでいただ ☎0745-79-7151
いています。
浴室には、男女とも大浴場、気泡風呂、打たせ湯、露天
風呂、サウナ室、水風呂の 6 種類があります。

二上山博物館

「二上山と３つの石」をテーマに、約 1,600 万年前まで噴
火していた二上山から産出するサヌカイト、凝灰岩、金
剛砂を中心に展示しています。
また、史跡公園として整備した尼寺廃寺跡の紹介もして
います。

モンステラ

健康と美容がコンセプトのベーカリー。白を基調とした
店内の所々に、可愛い動物の小物がありほっこりした
雰囲気♪天然酵母使用の手作りパンや動物がモチー
フのパン等もありお子様にも大好評。

當麻の家

奈良県の道の駅、ふたかみパーク當麻「當麻の家」は
国道 165 号線バイパスにあります。道路情報や葛城市
の観光情報を提供しており、奈良県の観光地のパンフ
レットや地図もあります。地元野菜やお土産、弁当など
も販売しています。
市内には、神社仏閣が数多くありますが、とりわけ有名
なのが中将姫伝説で知られる當麻寺。広い境内に１３
の塔頭があり、それぞれいにしえの時代から続く歴史
を伝えています。また古くからボタンなどの名所として
知られ、季節の花を求め、多くの観光客が訪れる花の
寺でもあります。

當麻寺

最寄駅等

奈良県葛城市當麻 1263
☎0745-48-2008
（當麻寺奥院）
☎0745-48-2004
（當麻寺護念院）
☎0745-48-2202
（當麻寺西南院）
☎0745-48-2001
（當麻寺中之坊）
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近鉄南大阪線 当 ○9：00～17：00
麻寺駅
○－
○仁王門前に民営駐車場、當麻寺交差点横に市営
観光駐車場
（當麻寺奥院）
○http://www.taimadera.or.jp/
○http://taimadera-gonenin.or.jp/ （當麻寺護念院）
○http://taimadera-sainain.or.jp/ （當麻寺西南院）
○http://www.taimadera.org/
（當麻寺中之坊）
※地域イベント情報を掲載したちらしの設置はありま
せん。

施設・店
葛城市相撲館「けはや座」

葛城高原ロッジ

かつらぎの森

葛城市歴史博物館

郵便名柄館

香楠荘

概

要

場所・TEL

最寄駅等

営業時間・休業日・駐車場有無・URL

相撲の開祖『當麻蹶速』を顕彰する目的で平成 2 年の 5
月にオープンしました。館内には本場所と同サイズの
土俵があり、小学校の遠足等によく利用されます。展示
土俵であるために自由に上がることができ、来館者に
人気があります。また、貴重な資料もあり、特に書籍
類、番付や星取表など充実しており学生のレポートや
相撲愛好家によく利用されます。
宿泊施設、食堂
大和盆地が一望でき、大阪側からは関西国際空港、淡
路島を見ることができる山頂近くに建つロッジ。「かも
鍋」「ヤマトポークみぞれ鍋」「山芋鍋」「ぼたん鍋（11 月
から 3 月）」が最高です。また、浴場もあり、ハイキング
などで疲れた体を癒してくれます。

奈良県葛城市當麻 83-1
☎0745-48-4611

近鉄南大阪線 当 ○10：00～17：00
麻寺駅
○火曜、水曜（国民の祝日は開館）、年末年始（12 月
28 日～1 月 4 日）
○有
○http://www.city.katsuragi.nara.jp/

奈良県御所市櫛羅２５６９
☎0745-62-5083

大和盆地の中和地区西、二上葛城山麓の丘陵地に位
置し、自然に恵まれ、四季折々の風情が限りない安ら
ぎと旅の疲れを癒してくれます。東に大和盆地を一望
でき畝傍、香久山、耳成の大和三山を指呼の中に眺
め、西に二上・葛城の山々を眺望でき、西の山之辺の
道とも言われている葛城王朝の古道を探索しながら、
古代ロマンの素晴らしさを味わって頂く基点としてもご
自由にご利用いただけます。ご家族連れ・小グループ・
団体のお泊りやご宴会、お食事などにお気軽にご利用
ください。
竹内遺跡出土品、二塚古墳出土品など常設展示するミ
ュージアム。中世の山城の復元模型、江戸時代の古文
書や絵画などもあり、葛城市の歴史や文化を知ること
ができます。
cafe、郵便資料館
郵便名柄館は現存する郵便局舎の中でも特に古いとさ
れる局舎を改修し、当時の姿を再現した施設です。館
内には郵便に関する資料の展示コーナーや地元食材
を使ったランチが楽しめる café が併設されています。
標高約１，０００メートルに位置する千早赤阪村営宿泊
施設です。宿泊はもちろん、レストラン、カフェ喫茶、日
帰り入浴、会議、研修などでも利用できる施設です。

奈良県葛城市寺口 1096
☎0745-69-6921

近鉄御所線 近鉄
御所駅から奈良交
通葛城ロープウェ
イ前バス停
※大和葛城山山麓
到着後は登山ま
たはロープウェ
イで山頂までお
越しください。
近鉄御所線 新庄
駅

金剛山麓 まつまさ

食事やおみやげの買い物などができるお店です。駐車
場は登山道に面しています。

葛城の道歴史文化館

そば屋、観光情報等の配布
葛城の道歴史文化館はこの地を訪れる人々の情報提
供や休憩の場となっています。そば屋を併設しており
ます。

藤岡家住宅（登録有形文化 江戸期の建築物で、地域の町家建築の指標といわれ
財）
ています。五條が生んだ俳人・藤岡玉骨の生家です。

奥河内くろまろの郷

河内長野の旬の食材を活かしたパンやピザ、地域の
新鮮な素材でつくったジュースやスープ、地元生産者
の特産品など、奥河内ならではの恵みに出会うことが
できます。また、くろまろファームをフィールドに周辺の
施設や自然を家族で満喫できる体験プログラムも開催
しています。

行者湧水直売所

天然湧水の採水施設です。併設の農産物直売所では、
とれたて野菜、漬物、みそ、ふきの佃煮などが販売さ
れています。

奈良県葛城市忍海 250-1
☎0745-64-1414

○（食堂・宿泊をされない方の利用については）
11：00～15：00
○－
○無（ロープウェイの登山口駅側にある御所市営駐
車場または御所市観光協会駐車場（有料）を利用）
○http://www.katsuragikogen.co.jp

○－
○－
○有
○http://www.yado-katsuragi.com/

近鉄御所線 忍海 ○9:00～17:00（入館は 16:30 まで）
駅
○火曜、第 2・4 水曜、年末年始
○有
○http://www.city.katsuragi.nara.jp/
奈良県御所市名柄 326-1
近鉄御所線 近鉄 ○11：00～16：00（ランチタイム 11：00～14：00、
LO15：30）
☎0745-60-8386
御所駅・ＪＲ和歌山
線 御所駅から奈 ○火・水曜
良交通寺田橋バス ○有（重文・中村家住宅前）
○https://www.facebook.com/pages/%E9%83%B5%E4%BE%BF%E5%90%8D%E6%9F%84%E9%A4%A8/436514373178938
停へ
大 阪 府 千 早 赤 阪 村 千 早 近鉄長野線 富田 ○（レストラン）
平日 11：00～15：00
1313-2
林駅
土日祝 11：00～16：00
☎0721-74-0321
南海高野線 河内
○年中無休
長野駅
※金剛山山麓到着 ○有（宿泊者はロープウェイ千早駅の香楠荘無料専
用駐車場の利用可、その他は有料の府営駐車場
後は登山または
や民間駐車場をご利用ください。）
ロ ープウェ イで
お越しください。 ○http://www.konanso.com/
大阪府千早赤阪村千早 950 近鉄長野線 富田 ○9：00～17：00
☎0721-74-0015
林駅
○金曜日（祝日の場合は営業）
南海高野線 河内 ○有
○http://www.matsumasa.org/
長野駅
奈良県御所市鴨神 1159
近鉄御所線 近鉄 ○10：00～16：00
☎0745-66-1159
御所駅・ＪＲ和歌山 ○月曜・火曜（一部祝日を除く）、年末年始
線 御所駅から奈 ○有
良交通風の森バス ○無
停へ
奈良県五條市近内町 526
JR 和歌山線 北宇 ○9：00～16：00
☎0747-22-4013
智駅
○月曜（月曜が祝日の場合は翌日）、年末年始
○有
○http://www.uchinono-yakata.com
大 阪 府 河 内 長 野 市 高 向 南海高野線・近鉄 ○9：00～18：00
1218-1
長野線 河内長野
※JA 大阪南農産物直売所「あすかでくるで河内長
☎0721-56-9606
駅下車後、日野・滝
野店」は 9:30～18:00
畑コミュニティバス ○年末年始（12 月 31 日～1 月 2 日）
河内長野駅前から
※JA 大阪南農産物直売所「あすかでくるで河内長
奥河内くろまろの郷
野店」は木曜定休日、年末年始
バス停へ
○有
○http://kuromaro.com/
大阪府河内長野市石見川 南海高野線・近鉄 ○8:30～16:00
8-2
長野線 河内長野 ○火曜、年末年始、お盆
☎0721-60-5551
駅下車後、河内長 ○有
野駅前から石見川 ○－
口バス停へ
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施設・店
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はしもと広域観光案内所

県内のパンフレットを取り揃えております。また、柿を
使用したお菓子、紀州へら竿やパイル織物製品・再織
バッグ・ハンカチなど地場産品など、展示販売しており
ます。
橋本市地場産業振興センタ 地場地域の産品の展示・販売をしています。様々な企
ー裁ち寄り処
業イベントでもご利用いただいている再織のハンカチ、
新聞で紹介されたスカーフ、ラジオ番組のプレゼントに
お使い頂いた商品、月刊誌「BOATCLUB」で取り上げら
れた再織タオルなど、他にも多くの地場産品の取扱い
をしています。また、店内ではゆの里のお水を使ったコ
ーヒーなどの飲み物もセルフ販売しています。
和泉市いずみの国観光おも 和泉市いずみの国観光おもてなし処は、和泉市が運営
てなし処（和泉中央駅構内） する観光案内所です。観光案内のほか、特産品の販売
など市の魅力をたっぷりとお伝えしております。

場所・TEL

最寄駅等

営業時間・休業日・駐車場有無・URL

和 歌 山 県 橋 本 市 古 佐 田 JR 和歌山線・南海 ○9：00～17：00
1-5-9
高野線 橋本駅
○水曜（祝日の場合は翌日）、年末年始の 6 日間
☎0736-33-3552
○駅前コインパーキング（30 分無料）を利用
○http://www.hashimoto-kanko.com
和歌山県橋本高野口町名倉 JR 和歌山線 高野 ○9：00～17：00
288
口駅
○月曜、年末年始
☎0736-44-1401
○有
○http://www.it-bank.jp/

大 阪 府 和 泉 市 い ぶ き 野 泉北高速鉄道 和 ○10：00～18：00
泉中央駅
○月曜（祝日の場合は翌日）、年末年始
5-1-1
○無
（和泉中央駅構内）
○https://www.facebook.com/izuminokunikankou/
☎0725-56-5200

■「ダイヤモンドトレール自然・歴史・地域めぐり」協力施設・協力店
施設・店
道の駅「かなん」

御所市観光案内所

道の駅ちはやあかさか

千早赤阪村立郷土資料館

概

要

最寄駅等

営業時間・休業日・駐車場有無・URL

農村活性化センターでは、地域の農産物や特産物の 大阪府河南町大字神山 523 近鉄長野線 富田 ○平日
9：00～17：00
展示・PR をはじめ、地場産のなにわ伝統野菜・果物・生 番地の 1
林駅
土日祝 8：30～17：00
花および加工品などを提供しています。
☎0721-90-3911
○年末年始（12 月 31 日～1 月 4 日）
○有
○http://www.michieki.jp/kanan/
近鉄御所線 近鉄 ○8：00～13：00（都合により変更する場合あり）
観光案内所
奈良県御所市 180
○水曜（都合により変更する場合あり）
（近鉄御所線 近鉄御所駅 御所駅
○無
前）
○無
☎なし
※お問合せは、御所市観光
協会☎0745-62-3346 へ
採れたての野菜やお土産などを販売しています。周辺 大阪府千早赤阪村二河原邊 近鉄長野線 富田 ○10：00～17：00（12～3 月は 16：00 まで）
は楠木正成の関連史跡が点在しています。
7
林駅
○営業日：水曜～日曜（年末年始を除く）
☎0721-72-1588
○有
○http://www.nankosan.sakura.ne.jp/mitinoeki.html

千早赤阪村内の古墳からの出土品、楠木正成ゆかり
の品、昭和２０年代まで千早赤阪村で盛んに行われて
いた天然凍豆腐（高野豆腐）の道具や民俗資料などを
展示しています。また、ジオラマの映像とナレーション
で千早赤阪村を紹介しています。
ラ・フォレスタ
自主イベントの企画・運営や地域林業振興のための
研修会及び会議、地域材による住宅建築のコーディ
ネート、木工作家による作品の常設展示及び販売、
観光案内業務を行っています。
千早川マス釣場
マス釣りだけでなく、食事でも利用することができま
す。マス釣場は金剛山特定公園内にあり、春はシャク
ナゲなどの花と新緑、夏は標高６００メートルの涼しさ、
秋はモミジや楓の紅葉、冬は樹氷霧氷と四季折々の自
然を楽しむこともできます。
ちはや星と自然のミュージ 府民の森ちはや園地の中心に位置した、 金剛山の自
アム
然やそこから見える星空の情報拠点となる施設です。
金剛山の豊かな自然に囲まれ、周りには天然の観察
対象がたくさんあり、皆さんが野外で見つけた疑問に
自ら答えを見つけ出してもらうための資料や、 新たな
発見を手助けするためのプログラムがいろいろと用意
されています。

滝畑ダム

場所・TEL

大阪府千早赤阪村水分 266
☎0721-72-1588

近鉄長野線 富田 ○9：00～17：00（入館は 16：30 分まで）
林駅
○月曜（祝日の場合は翌日）、年末年始
○有
○http://www.nankosan.sakura.ne.jp/siryokan.html

大 阪 府 千 早 赤 阪 村 東 阪 近鉄長野線 富田 ○11：00～17：00
1238-5
林駅
○営業日：金曜・土曜・日曜・祝日
○有
☎0721-72-0090
○http://www.sinrin.org/foresta/
大 阪 府 千 早 赤 阪 村 千 早 近鉄長野線 富田 ○8：30～17：00
1262-4
林駅
○年中無休
南海高野線 河内 ○有
☎0721-74-0116
○http://chihayagawa.jp/
長野駅
10：00～16：30
大 阪 府 千 早 赤 阪 村 千 早 近鉄長野線 富田 ○（4～9 月） 平日
土日祝
10：00～17：00
林駅
1313-2
（10～11 月）
10:00～16:30
☎0721-74-0056
南海高野線 河内
（12～3 月）
10:00～16:00
長野駅
※金剛山到着後は ○火曜（休日の場合は翌日）、年末年始（12 月 29 日
～1 月 4 日）
登山またはロープ
※夏休み期間は無休
ウェイでお越しくだ
○金剛山の麓に府営の駐車場あり
さい。
○http://1000m.chihayaakasaka.osaka.jp/
河内長野市滝畑 240-2
南海高野線・近鉄 ○平日 9:00～16:00
（南河内農と緑の総合事務 長野線 河内長野 ○土日、祝祭日
所 滝畑ダム分室）
駅から南海バスま ○有（年末年始を除く毎日、9：00～16：00 開放）
☎0721-62-3672
たは日野・滝谷コミ ○http://www.pref.osaka.lg.jp/minamikawachinm/m_index/k_takihatadam.html
ュニティバス滝畑ダ
ムサイトへ

治水対策、かんがい用水や上水道用水確保、河川環
境の維持を目的に昭和 57 年に完成した、大阪府最大
の多目的重力式コンクリートダムです。
ダム周辺は、緑豊かな自然に囲まれており、散策を楽
しめるなど、奥河内の行楽地の一つとなっています。
さらに、ダム下流部の右岸岩壁には、地蔵菩薩、観音
菩薩の二体の磨崖仏が彫られており、ダム堤体から見
ることができます。
和泉市いずみの国観光おも 和泉市いずみの国観光おもてなし処は、和泉市が運 大阪府和泉市府中町 1-19-9
てなし処（和泉府中駅前）
営する観光案内所です。観光案内のほか、特産品の （和泉府中駅前）
販売など市の魅力をたっぷりとお伝えしております。
☎0725-40-5552

3/3

JR 阪和線 和泉府 ○10：00～18：00
中駅
○月曜（祝日の場合は翌日）、年末年始
○無
○https://www.facebook.com/izuminokunikankou/

