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那岐山は、中国山地の秀峰です。

山頂から西に見える大山をはじめ、

日本海や瀬戸内の眺めは素晴らしく

360度の大パノラマ展望が楽しめます。

初夏には、ドウダンツツジ、 

秋は紅葉狩りなど四季を通じて多くの登山者が訪れます。

「農村リゾート」奈義町は、

那岐山の大自然のもと、

四季折 の々豊かな美しい自然に恵まれています。

自然と農産物の恵みをたっぷりと満喫してください。

文化と芸術が融合した町、奈義町。

国内外に誇れる、

多彩な文化・芸術が息づいています。
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イワウチワ
ハッチョウトンボ

ゲンジボタル

モリアオガエル

春の訪れを告げるのは、町の花でもある梅の花。

暖かさを増す日差しの中で、やさしく花開きます。

夏になると、奈義の峰 を々緑の風が吹き渡りま

す。空が青く高く澄んだら、秋。那岐山は色

鮮やかに装いを変え、国指定の天然記念物で

ある菩提寺の大イチョウも色づき、紅葉した木々

のトンネルの中で流れ落ちる蛇淵の滝は圧巻で

す。

冷たい北風が吹きつけ、那岐山も雪化粧すると

冬がやってきます。清流馬桑川の上流には屋

敷の滝があります。木々や岩の間から流れ落ち

る滝は迫力があります。

日本原高原には、多くの動植物が繁殖し、奈

義町でしか見ることのできない、すばらしい風景

がたくさんあります。

春から秋にかけて、色とりどりの愛らしい花
が咲き訪れる人の心を和ませてくれます。
手すりの赤が印象的な天空橋からは山野
草公園が見下ろせ、空と緑の溶け合う風
景が楽しめます。
また、園内には自然の草花を楽しむだけで
なく、水遊びのできる渓流や、奈義町に
縁の深い「三穂太郎（さんぶたろう）伝説」
をモチーフにした遊具広場があり、子ども
から大人まで一緒に遊べる憩いの空間と
なっています。

那岐山は、氷ノ山後山那岐山国定公園に
も指定されている中国山地の秀峰で、四季
折 の々豊かな美しい自然に恵まれています。
春には新緑が芽吹き、小鳥のさえずりが聞
こえ、夏になると緑はいっそう深くなり、また、
秋には木々が織り成す可憐な色に装いを変
え、そして冬には雪化粧など、季節ごとに自
然と調和した雄大な姿を見ることができます。

那岐山（なぎさん）
標高1,255ｍ（県下第3位）

20868-36-8080
50868-36-8008
定休日／月曜日（祝日の場合は翌日）
入園料／無料
奈義町高円591-1
http//www.town.nagi.okayama.jp/
yamanoeki/index.html

フキヤミツバ

四季折 に々咲く数多くの可憐な花

山野草公園
春夏

秋冬

希少な生息動植物

四季を通じて楽しむ！
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「菩提寺のイチョウ」（昭和３年国指定天然記
念物）は、国定公園那岐山中腹にある菩提
寺の境内に静かにそびえる岡山県を代表する巨
樹です。菩提寺は、浄土宗の開祖・法然上
人が、幼い時仏教の手ほどきを受けた「法然
上人初学の地」であり、麓にある「阿弥陀堂
の大イチョウ」の枝を「学成れば根付けよ」と
挿したものが根付き、現在の大イチョウになった
といわれており、新日本名木１００選（平成元
年読売新聞）にも選ばれています。
樹高40ｍ、目通り周囲13ｍ、推定樹齢900年

問い合わせ先／奈義町観光案内所
20868-36-7311
駐車場／20台　大型バス可
拝観料／無料
奈義町高円1535

900年の悠久の時を生き、
時代の変遷を見守り続けてきた
大イチョウ

菩提寺のイチョウ

問い合わせ先／奈義町観光案内所
20868-36-7311
奈義町高円1535

菩提寺のイチョウの伸びた大枝が、天明の頃に大雪で半折れと
なり、枝先が土に突き入り、偶然根付いたと記録されています。
菩提寺のイチョウのＤＮＡと一致しています。
樹高 35.5ｍ、目通り周囲 4.2ｍ、推定樹齢 230 年

天明のイチョウ

問い合わせ先／奈義町観光案内所
20868-36-7311
奈義町小坂518-1

法然上人がこのイチョウの枝を杖にして菩提寺に登り、境内に挿
したものが菩提寺のイチョウになったという伝説があり、地元では
「親木」と言われています。平成２５年に行ったＤＮＡ鑑定により
菩提寺の大イチョウとの分身であると立証され、法然上人の言い
伝えを裏付けるものになりました。
樹高 13ｍ、目通り周囲 6.8ｍ、推定樹齢 1,000 年

阿弥陀堂の大イチョウ

問い合わせ先／奈義町観光案内所
20868-36-7311
奈義町高円
拝観料／無料　駐車場／10台

那岐山登山口の蛇淵渓谷は、原生林に囲ま
れ轟を響かせています。地元に伝わる巨人伝
説「三穂太郎（さんぶたろう）」の母である大
蛇がこの淵の主であったとされています。

蛇淵の滝

問い合わせ先／奈義町観光案内所
20868-36-7311
奈義町馬桑
拝観料／無料　駐車場／10台

馬桑川の源流にあり、夏でも水はとても冷たく
澄んでいます。戦国の武将　延原弾正の屋
敷跡があったというところから屋敷の滝と言
われており、深い緑に囲まれた中を約40メー
トルの高さから落ちます。

屋敷の滝

四季
を通

じて

楽し
む！

楽園風景 奈義の大自然

七曲付近の清流

国指定天然記念物

県指定天然記念物



建築家 磯崎新氏プロデュースのもと 3 組
のアーティストへ作品を依頼し、それぞれ太
陽、月、大地の 3 つの展示室からできて
います。空間の形や光、視点と感触、過
ぎゆく時間とあらゆる要素が一体化した場
に身を置いてひとときのメディテーションをお
楽しみください。

9：30～17：00（入館は16：30まで）
入館料／一般・大学生 700円（500円）
　　　　高校生 500円（350円）
　　　　中・小学生 300円（200円）
　　　　75才以上無料
ビカリアミュージアムと共通券　一般800円（600円）
※（　）は20名以上の団体料金
休館日／月曜（祝日の場合は翌日）
　　　　祝日の翌日、年末年始
20868-36-5811
50868-36-5855
奈義町豊沢441
http://www.town.nagi.okayama.jp/moca/
facebook◆http://www.facebook.com/pages/
　　　　　  Nagi-MOCA/360771793985466

空間を美術館として建築化

奈義町
現代美術館

美術館に併設された町立図書館は、壁面が書架で
おおわれ、天井から明るい光が降り注ぐ開放的な空間と
なっています。蔵書数は約９万冊で、一般書、参考図書、
郷土資料、絵本、児童書に加えて、視聴覚資料（ＣＤ、
ＤＶＤなど）、点字・録音図書なども整備しています。資
料の貸出をはじめ、調べ物のお手伝い・読み聞かせなど、
読書にかかわる各種事業を行っています。

火・木　10：00～18：00
　  他　  9：30～17：00
休館日／月曜（祝日の場合は翌日）
　　　　祝日の翌日、年末年始
　　　　月末近くの平日は1日整理日
20868-36-5811
50868-36-5855
奈義町豊沢441
http://www.town.nagi.okayama.jp/library/

身近な情報収集の場

奈義町立図書館

❶展示室「大地」宮脇愛子　＜うつろひ＞
❷展示室「太陽」荒川修作＆マドリン・キンズ
　＜遍在の場・奈義の龍安寺・建築する身体＞
❸展示室「月」岡崎和郎＜HISASHIー補遺するもの＞

江戸時代後期から受け継がれてきた横仙
歌舞伎は、農村歌舞伎の姿を現在に伝
えるものとして地元保存会により伝統芸能
が大切に守られています。年間 4 回の定
期公演を中心に保存伝承活動をしており、
県の重要無形民俗文化財にも指定されて
います。

四季に定期公演を実施。秋には2日間にわたり
文化センターで大公演が行われます。

問い合わせ先／
横仙歌舞伎保存会事務局
生涯学習課
20868-36-3034
奈義町豊沢327-1
http://www.town.nagi.okayama.jp/
kankou/kankou-spot/miru/
yokosen-kabuki.html

江戸時代の
上方歌舞伎の舞を現在も

横仙歌舞伎
よこぜんかぶき

❶
❷ ❸

◆横仙歌舞伎　四季の公演
　 四季の公演「春」４月下旬
　 四季の公演「夏」８月中旬
　 秋の大公演　 １１月中旬
　 四季の公演「冬」２月下旬

芸
術
と

文
化
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●料　　金
　2名様まで…1泊　10,000円
　（ただし、12月1日～3月31日の
　日曜日から木曜日までは7,000円）
　3名以上6名様まで…1泊1人あたり1,500円を加算

●定　　員　6名

●利用時間　午後3時～翌日の午前10時まで
●ご 利 用　ご利用希望日の6ヵ月前から
　　　　　　申し込みいただけます。

休憩の場合
1時間…2,000円
2時間以降…1時間ごとに1,500円を加算

コテージ

10～2月の早朝には雲海が見えることもあります

洗面所ト
イ
レ UB

キッチン
ダイニング
（掘りごたつ）

玄関

洋室
〈2名〉

和室7.5帖〈4名〉

N

コテージ間取り 2LDK

コテージ料金表

大自然に
包まれたひと時を

木の温もりと香りに包まれた空間で
快適にお過ごしいただけます。問い合わせ先

20868-36-8080
50868-36-8008
営業時間／9：30～18：00
　　　　　（12月～3月　9：30～17：00）
定休日／月曜日（祝日の場合は翌日）
駐車場／60台　大型バス2台
奈義町高円591-1
http://www.town.nagi.okayama.jp/yamanoeki/index.html
facebook◆http://www.facebook.com/yamanoeki

奈義町「食」のインフォメーション

地元の食材で作られた加工品やひとつひとつ
丁寧に作られた工芸品、町内産の採れたて
新鮮野菜や、登山に役立つ登山グッズなどを
数多く販売しています。

特産品ショップ

晴れ晴れグリーンリゾート
奈義町の恵まれた自然を体験することができ
る「那岐山麓山の駅」は那岐山の麓、標
高約400mに位置する、コテージや研修室
を併設した滞在型リゾートスポットです。館
内には特産品ショップや、地場の食材を活
かした料理を楽しめるレストランなど、様々
な方法で奈義の自然を満喫できます。

那岐山麓
山の駅

特産物・自然の味わい

地元ならではのこだわりの味

ご予約は 那岐山麓山の駅　奈義町高円591-1　TEL0868-36-8080

※学生及び60歳以上の団体（1棟5名以上）は特別割引が
　ありますので年齢等の確認できるものをご提示ください。

一般 10,000円 一人あたり
1,500円を加算

一人あたり
1,000円を加算

7,000円

7,000円
※7/20～
8/31を除く

5,000円

区分 2名まで
（1泊）

12月～3月の
日曜日から
木曜日まで

3名以上6名まで
（1泊）

学生及び
60歳以上
の団体

レストラン
町内産のなぎビーフやおかやま黒豚、採れたて新鮮
野菜など地場の食材をふんだんに使った地元産と手作り
にこだわった料理がお楽しみいただけます。
また、なぎビーフのすき焼き御膳やおかやま黒豚のしゃぶ
しゃぶ御膳等の会席メニューも提供しています。

ランチ提供時間／ 11：00～
（最終受付／平日13：30　土、日、祝日14：00）
※土、日、祝日はバイキング形式（食事時間60分まで）の
　提供とさせていただきます。

なぎビーフのすき焼き御膳 おかやま黒豚のしゃぶしゃぶ御膳

おかやま黒豚生姜焼き定食週末限定バイキングランチ

泊
ま
る

 

食
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る
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営業時間／9：00～17：30
定休日／年末年始
奈義町滝本476-1
20868-36-8341
50868-35-3860

利用時間／9：00～
休館日／月曜（祝日の場合は翌日）
　　　　祝日の翌日、年末年始
施設予約、料金は施設ごとに異なるので
下記へお問い合わせください。
奈義町柿1074
問い合わせ先／奈義町B＆G海洋センター
20868-36-3300
50868-36-6440

なぎ高原山彩村企業組合により運営されている農産
物直売所です。毎日ていねいに育てた、とれたて新鮮
な野菜などがめじろおし。地場で育てられたおいしい
安全・安心な野菜や加工品をお求めいただけます。

とれたて新鮮な旬の野菜を直売

なぎ高原
山彩村

公園は野球場やテニスコート、多目的グラウンド、ボランティアの手で
つくられたグラウンド・ゴルフ場、小さいお子様から楽しめる大型遊具、
そして県内初の公共施設として運営されているスケートボード場など、
総合的な運動公園として整備されています。統合型スポーツクラブ
が中心となって、誰でも気軽にスポーツに親しめる環境を創造し、
生涯スポーツ社会の実現に向けた、地域におけるスポーツ活動の
拠点となるよう活動を展開しています。

レクリエーション活動の拠点

奈義町総合運動公園

おかやま黒豚
奈義町の肥育農家が生産する
黒毛和牛または交雑種の2等級
以上のもので、特別に配合された専

用飼料や作州黒の粉を与えて、ゆったりと
健康的に肥育されています。こだわりの飼
育方法で育ったなぎビーフの品質は高く
評価され、5年ごとに開催される全国和牛
能力共進会では、4回連続優秀賞に選
ばれています。

勝英地域で採れる大粒の黒大豆が「作州
黒」と呼ばれており、味がよいのが特徴で
す。黒豆を使った加工品はもとより、近年は
黒大豆枝豆の生産も行われ、消費者にも
人気です。

奈義町には「黒ボ
コ」と呼ばれる火

山灰土を含む土壌が広く分布しています。
この土は通気性や排水性がよく里芋栽培
に適しているため、奈義町の里芋は粘り気
が強くおいしいと定評です。

里芋

特
産
品

奈義町の土壌・気候に適した作物づくり
や加工品の開発を行っています。里芋、
黒豆などの特産品のほか、ていねいに育
て上げられた牛や黒豚の肉やソーセー
ジ、ハムなどの加工品があります。

自衛隊のイベント
8月
●納涼祭

１０月
●記念行事
　（訓練展示
　 ・戦車試乗等）

多目的グラウンド・野球場・テニスコート（6面）、アリーナ（体育館）、
プール、グラウンドゴルフ場（24ホール）、スケートボード場、
トレーニングルーム、大型遊具

日本原駐屯地は、広報室への事前申し込み
により見学が可能です。駐屯地内では屋外
展示場の戦車やヘリコプターなどの見学、売
店での自衛隊グッズ購入も可能です。

陸上自衛隊
日本原駐屯地

奈義町柿1875
20868-36-3977
50868-36-3977

1600万年前の潮干狩りを体験

建物の外観は貝殻をイメージして作られて
います。「ビカリア」とはウミニナの仲間で、
すでに絶滅した巻き貝です。館内には動植
物の化石50種類、約300点を展示して
おり、実際にビカリアなどの化石の発掘体
験もできます。

なぎビカリア
ミュージアム

開館時間／9：00～17：00
入館料／一般（高校生以上）　300円（200円）
小・中学生　150円（100円）
小学生未満　無料
奈義町現代美術館と共通券　一般800円（600円）
休館日／月曜（祝日の場合は翌日）、
　　　　年末年始、祝日の翌日
http://www.town.nagi.okayama.jp/bikaria/index.html

問い合わせ先／陸上自衛隊日本原駐屯地広報室

20868-36-5151

なぎビーフ奈義町でほぼ100％が飼育されてい
る地域ブランド「おかやま黒豚」は、
大麦とネッカリッチ（木酢）を配合した
準植物性タンパク質原料の専用飼
料と飼育方法が厳しく制限されて
います。高品質豚肉の代表格
で、繊維が細く歯切れがよく柔ら
かく、特に脂質の旨みは格別
で、さっぱりしているのに芳醇な
甘みが口いっぱいに広がります。

黒豆

奈義町では、白ネギの栽培
面積拡大を促進し、平成26
年度には県下一の産地と
なっています。焼いてよし、炊い
てよし、独特の甘みがほどよく、
すき焼きや水炊きにもぴったり
の食材です。

白ネギ
奈義町のエコファーマーが作る
アスパラガスは、甘みがあり、太め
で歯触りのよい食感が好評です。

アスパラガス

自衛隊記念行事の様子
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菩

倉吉市

至大阪

美
作
岡
山
道

岡
山
桃
太
郎
空
港

至大阪

大阪方面から

2時間

イチョウ
（P6）

那岐山麓遊歩道

陸上自衛隊
日本原駐屯地
（P13）

陸上自衛隊
　　日本原演習場

ナギテラス

（P7）

（P7）

（P4）

（P10）

（P12）

（P8）

（P9）

（P13）

（P13）

（P4）

●奈義町施設一覧表

奈
義
町
施
設
情
報

宿
泊
施
設
情
報

交
通
関
係
情
報

M
A
P
&

施
設
情
報

施設
情報

阿弥陀堂の
大イチョウ
（P7）

名木ノ城跡

年末年始

36-7311 36-5783 豊沢314奈義町観光案内所
（ナギテラス内）

至鳥取県

交番

ナギテラス

多世代交流広場 ナギテラス

14 15

4月～11月／9:30～18:00
12月～3月／9:30～17:00
4月～11月／9:30～18:00
12月～3月／9:30～17:00

9:00～16:00 月曜日（祝日の場合は翌日）、年末年始

月曜日（祝日の場合は翌日）、年末年始

月曜日（祝日の場合は翌日）、年末年始


