特集

おじ
い
ち
ゃん︑
お
見
て
ー
︑すご ばあちゃん
い
で
しょう ︑
！

７月 日に開かれた﹁元気わくわく川まつり﹂
︒
子どもたちが自然と触れ合いながら︑多くのこと
を学んでいました︒写真はそのイベントで︑木登
りを体験する子どもの様子︒ロープを使って︑少
しでも上に登ろうと頑張る姿が印象的です︒
さて︑８月は夏休みの真っ最中︒内子町の夏に
は︑他にも自然の中の遊びや体験がいっぱい︒家
族・親戚・友だちなどと一緒に︑いろいろなこと
に挑戦してみませんか︒きっと楽しい思い出にな
る は ず︒８ 月 号 の 特 集 は 内 子 町 の﹁ 遊 び ﹂を 紹 介
します︒
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――小田川の流れで元気に遊ぼう――

――もぎたての果物をその場でガブリッ――
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取材協力：大瀬地区の子どもたち

川登筏の里交流センター

いかだや

鮎飯のおにぎり「最高」

遊びデータ
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いかだや代表

河野

ゆたか

豊さん

「いかだや」は地
元有志で運営する
宿 泊 施 設 で す。ホ
テルのようなサー
ビスは出来ませんが、人の温かさや
田舎の良さを感じられる宿です。
夏は近くの遊泳場で川遊びも楽し
めます。10 人以上の予約で、昼食の
提供もできます。鮎漁の実演なども
できますので、近くで川遊びをする
ときは、ぜひご相談ください。

「どれにしよう」選ぶのも楽しい

投網の様子

【川で楽しく遊ぶための注意】
▷増水時は絶対に遊ばない
▷保護者同伴で遊ぶ
▷深いところや流れの速いとこ
ろでは遊ばない

《桃狩り》
●期間 ～８月中旬
●時間 午前９時～午後５時
●所在地 内子町河内 333
●入園料
▷大人（中学生以上）1,000 円
▷子ども（小学生）700 円
▷幼児（３歳以上）300 円
●お持ち帰り（１㌔）700 円
【問い合わせ】
ツーリストファーム百楽園
☎０８９３（４３）０２６６

取材に協力してくれた大木家の皆さん

「丸かじり、おいしいよ」

――園主・上田雄一郎さんのお話――
百楽園では８種類のモモが楽しめます。８月上旬なら
「清水白桃」
「なつおとめ」が食べ頃。おいしいモモは「全
体的に青みがないもの」
「色がくすんでいない、透明感の
あるもの」です。上手に探してみてください。
お盆も営業しています。帰省したお子さんやお孫さん
と、ぜひ一緒にお越しください。
園内は食べ放題︒

【問い合わせ】
いかだや
☎０８９３（５９）９９００

水しぶきを上げて遊ぶ子どもたち

百楽園

内子町の夏は「モモ」
「ブドウ」
「ナシ」など、果物がいっぱい。
ツーリストファーム百楽園では、８月中旬頃までモモ狩りが楽
しめます。これから内子町の観光農園も次々に開園しますの
で、豊かな自然の恵みを丸かじりしてみてください。

町内ではブドウやナシ

※詳しくは、お問い合わせください。

河野さんが捕った鮎を見てびっくり

ツーリストファーム

の観光農園も始まるよ

《いかだや》
●所在地 内子町大瀬東 3581
●宿泊料（１室２人以上）
▷大人 4,500 円（素泊まり）～
▷子ども 3,700 円（同上）～
▷幼児 1,500 円（同上）～
●食事のみ（要予約）
▷夕食 2,500 円（５人以上）

小田川のほとりの宿泊施設「いかだや」
。この時期は鮎捕り名人
の河野豊さんが捕った、新鮮な鮎料理を堪能できます。近くの
川では水遊びもできるので、宿泊や食事と一緒に楽しんでみて
はどうでしょうか。

各種観光農園の開園状況は、内子町観光農園
ホームページをご覧ください。
http://www.uchiko-f.com/
【観光農園の問い合わせ】
内子町ビジタセンター
☎０８９３（４４）３７９０
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︱︱せせらぎを聞きながら︱︱

２

２

︱︱馬と友だちになろう︱︱

３

４

1_ 生きのいい魚に少しびっくりする遙香ちゃん 2_ 釣った
魚をうれしそうに触る裕樹くん 3_ 初めての渓流釣りに挑戦

小田深山荘

のりこ

左から： 上野詔 子 さん、土肥
ひろこ

ひろみ

弘子さん、天野博美さん

取材協力：広島市から初めて内子町に来た濱本常義さん
一家（貴恵さん、遙香ちゃん（８）、裕樹くん（５））

涼しい場所で遊びたいときは、小田深山の渓流釣りがお勧めで
す。小田深山荘には貸し竿などがありますので、初心者でも遊
べます。四国カルスト公園の一角にある大自然に入ると、少し
旅行した気分になれますよ。
――涼を求めるなら深山荘――
小田深山荘は大自然に囲まれた、癒しの
山荘。夏でも気温は 25 度程度で、とても涼
しいです。アマゴを釣るのは少し難しいで
すが、渓谷のせせらぎと緑を楽しみながら、
大物をじっくりと狙ってみてください。ア
マゴの土手焼き（要予約）やいろいろな自
然体験もできます。避暑地としても最高の
場所です。ぜひ家族でお越しください。
小田深山荘イベント情報
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4_ 牧草をおいしそうに食べる姿に癒される

取材協力：松本栞奈ちゃん（小田小５年）

ＭＯＲＩＩ
（モリイ）

――心が「ほっこり」しますよ――
小田地区に帰ってきて牧場を経
営しています。５年目です。
馬が３頭とポニーが２頭いま
す。馬は優しい目をして、人にも
従順で、本当にかわいいですよ。
ホースセラピーという言葉があ
りますが、疲れているときに馬を
見ていると、心が癒されて「ほっ
こり」します。見学は無料なので、
ぜひ一度遊びに来てください。

《渓流釣り》
●所在地 内子町小田深山
●利用料
▷貸し竿 1,700 円
▷えさ 100 円
▷はり 100 円
●その他
▷宿泊・食事できます
▷キャンプ場利用、テントな
どの貸し出しできます
▷コケ玉づくり、ピザづくり
などの体験も楽しめます
※詳しくは、お問い合わせください。

動物取扱責任者

森井

すみこ

澄子さん

１

大好きな馬と一緒に暮らす森井さん。たくさんの人に馬と触れ
合ってほしいと、小さな牧場を経営しています。見学は自由で、
体験乗馬もできます。大人も子どもも癒される馬とのひとと
き、ぜひ一度体験してみてください。

ミニミニファーム

遊びデータ

【問い合わせ】
小田深山荘
☎０８９２（５２）２３８４

3_ 動物が大好きな栞

大きい子はポニーには

7

奈ちゃん

2_ 見学は無料

乗れないよ︒ごめんね

【渓流あまご釣り大会】
●日時 ８月 10 日（日）午前８時 30 分～（受付）
●場所 小田深山荘前
●参加費 １竿 2,000 円（竿・えさ持参）
●申込期限 ８月７日（木）
※詳細は小田深山荘にお問い合わせください。

３

1_ 引き馬体験の様子

遊びデータ
《乗馬体験（要予約）》
●時間（夏）午前９時 30 分～正午
午後３時～５時
●所在地 内子町本川 483-1
●体験料
▷引き馬（馬場１周）
・小学生以下 300 円（２周 500 円）
・中学生以上 500 円（２周 800 円）
▷フリー騎乗（乗馬経験者）
・ 30 分 2,000 円
▷体験乗馬（簡単なレッスン）
・ 15 分 1,500 円
※詳しくは、お問い合わせください。

【問い合わせ】
ミニミニファームＭＯＲＩＩ
☎０８９２（５２）２６７７
広報うちこ 2014. 8
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※写真は昨年までに実施したイメージです。同様の活動内容とならない場合もあります。

ソルファ・オダスキー
ゲレンデ企画広報主任

佐野

しんぺい

晋平さん

――五感を刺激する体験――
来てくれる子どもたちが楽しめ
るように、早い時期から準備を進
めています。きれいな川での川遊
びや生き物探し、夜の森へのハイ
キング、秘密基地づくりなど、小
田深山の夏を体いっぱいに感じる
企画を考えています。
舞台となる小田深山と地元ス
タッフの魅力、そして多くの友だ
ちができる喜び。たくさんの思い
出ができると思います。大自然を
先生にして、五感を刺激する「夏山
ネイチャーキャンプ」
。ぜひ一度、
お子さんに冒険をさせてみてくだ
さい。
自分で作って食べる料理は
おいしくて、楽しいー

遊びデータ
《夏山キャンプ（要申込）
》
●開催日 ８月20日（水）～ 24日（日）
（４泊５日）
●所在地 ソルファ・オダスキーゲレンデ
（内子町小田深山）
●宿泊場所 獅子越荘
●対象 小学１年～中学３年
●定員 30 人
●参加費 29,800円
（宿泊／食事／保険）
●主催 ソルファ・オダスキーゲレンデ
※申込方法などの詳細はソルファ・オ
ダスキーゲレンデのホームページを
ご覧ください。
http://www.sol-fa.com
【問い合わせ】
ソルファ・オダスキーゲレンデ
☎０８９２（５２）３２３２

――大自然は僕らの先生――

――追加イベント情報――
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内子町遊び体験マップ

紹介した「遊び」の場所を地図上に記入しました。

内子町の楽しい遊びは他にもたくさんあります。宿泊や自然体験の情報など

2014. 8 広報うちこ

は、内子町ビジターセンターでも入手できます。ぜひご活用ください。
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五色河原で癒し体験

力を合わせて秘密基地づくり

︻観光などの問い合わせ︼

安芸貞渕探検ボート

大自然の中で深呼吸

内子町ビジターセンター

●日時 ８月 24 日（日）午前９時
●場所 小田深山渓谷内廻り岩キャンプ場
（集合）
●参加費 一家族（何人でも） 2,000 円
グループ（１組３人まで）2,000 円
●内容
▷９時 45 分～正午 「ボートで探検」など渓谷内
の５つのコーナーで、自然と触れ合います。
▷正午～ 昼食（お弁当は要予約）
、抽選会など
▷午後１時～ オプション体験（別途料金必要）
渓流釣り／自然観察／木工など
●申込期限 ８月 15 日（金）先着 30 組
【申込・問い合わせ】
内子町役場 小田支所
☎０８９２（５２）３１１１

筏に乗って川遊び

☎０８９３（４４）３７９０

夏の小田深山
ネイチャーランド 2014
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