馬越峠（写真提供：三重県）
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周年記念特集

年という歳月は熊野古道が見つめてきた時間と比べればあまりに短い

神代の世から人々を惹きつける自然の美しさと険しさ

そして人々はまた再生の地・熊野へ向かうだろう

今までと同じように

く

熊野古道はいつの世も変わらない︑変わらないことが魅力なのだ

企画制作：伊勢新聞社営業局
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熊野古道伊勢路世界遺産登録

www.isenp.co.jp

c 伊勢新聞社 2019
○

２千年以上とも言われる聖地熊野の歴史︑

TEL（059）224-0003（代）
FAX（059）226-3554

熊野古道が﹁紀伊山地の霊場と参詣道﹂として世界遺産登録を果たしてから 年

〒514-0831 津市本町34番6号

そして熊野の地は受け止めてくれるだろう

悠 久 の道 を往

発 行 所

伊 勢 新 聞 社
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● 熊野古道世界遺産登録15周年記念 イベントカレンダー ●
キックオフイベント

熊野古道世界遺産登録15周年記念式典

7月7日
熊野古道センター
熊野古道が世界遺産に登録された7月7日に15周年を祝う記
念イベントを三重県立熊野古道センターで開催。
子どもから大人まで遊べるイベントがいっぱい。
世界遺産登録15周年 記念企画展

7月6日（土）
〜9月1日（日） 熊野古道センター
「熊野古道伊勢路〜くまのみちを歩いた人々」中世から近代に
かけ伊勢路を歩いた人々の足跡を辿る企画展。
世界遺産登録15周年 記念イベント

7月7日（日） 熊野古道センター
「星空の下で灯りと音楽を楽しもう」
事前に制作したヒノキの行灯(有料)を芝生広場一面に点灯。ジ
ャズライブも楽しめる。
世界遺産登録15周年 記念講演会

7月20日（土） 熊野古道センター
「伊勢路を歩いた人々の巡礼体験」伊藤文彦氏による講演会。
中世から近代にかけ伊勢路を歩いた人々の巡礼体験を紐解き、
解説。
世界遺産登録15周年 記念講演会

8月11日（日） 熊野古道センター
「東紀州の食について考える」
相可高校・村林新吾教諭による講演会。東紀州の食材を活用し
た料理教室について振り返る。

8月16日（金） 熊野市木本町 本町通り
熊野大花火大会の前夜に行われる夜市で、ビアガーデンをは
じめさまざまな露店が並ぶ。

8月17日(土) 七里御浜海岸
約1万発を打ち上げる紀州最大の花火大会。
「鬼ヶ城」や海上
での自爆花火など自然を生かした大迫力の名物花火が熊野灘
を舞台に繰り広げられる。
世界遺産登録15周年 記念講演会

9月15日（日） 熊野古道センター
「尾鷲ヒノキを活用した木造建築」
建築家・広谷純弘氏による講演会。

世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」と
磐座信仰シンポジウム

9月29日（日） 尾鷲市市民文化会館
尾鷲市にある磐座信仰の対象となっている巨岩や修験道の修
行場、役行者のゆかりの地、各地に残る石仏などにスポットを
当て、熊野古道の新たな魅力を発掘するシンポジウムを開催。

熊野古道ウィーク

熊野古道ウォーキングツアー

熊野古道世界遺産登録15周年記念

ビーチ・マリンスポーツフェスティバルin ATASHIKA

熊野古道世界遺産登録15周年

熊野古道参詣道 伊勢路の祭

記念ウォーク

12月 熊野古道センター
「伊勢路踏破ウォーク」熊野古道センター (尾鷲市)〜松本峠（熊
野市）までを歩くツアー。

● 東紀州イベントカレンダー ●

紀伊山地の霊場と参詣道 世界遺産登録15周年記念イベント

熊野那智黒碁石まつり

10月27日（日） 熊野市木本町
熊野古道の魅力を認識してもらうためのウォーキングイベント。

熊野古道トレイルランニングレース大会

世界遺産登録15周年

11月2日（土）〜 12月22日（日） 熊野古道センター
｢矢ノ川峠開通50周年」
国道42号線の全通によりかつて省営バスで運行されていた矢
ノ川峠越えがその使命を終えて50年。その在りし日を振り返る。

大紀町

やはしら秋まつり 11月23日（土） 大内山八柱公園

大内山八柱神社の大祭に合わせて地元の実行委員会がイベントを
開催。ビンゴゲームや抽選会、各種バザーなどが行われる。

熊野古道世界遺産登録15周年記念

きほく燈籠祭 ７月27（土） 長島港

熊野古道世界遺産登録15周年記念

日本最大級のイカダレースは優勝賞金10万円!
他にも海上アスレチックや遊覧船などイベント盛りだくさん。

海のねぶたと称される、紀北の夏を彩る祭り。

きほく夏祭りＫＯＤŌ

11月中旬 ツヅラト峠（大紀町）
世界遺産登録されているツヅラト峠は、かつての伊勢と紀伊と
の国境で、伊勢から熊野へ向かう旅人はここで初めて海を目に
することとなる。この峠でのウォーキングイベントを実施。

記念企画展

2020年2月22日（土）
〜4月12日（日） 熊野古道センター
シリーズ熊野古道「大峯奥駈道」
大峯修験の歴史文化習俗や自然について紹介。
尾鷲市

第69回おわせ港まつり 8月3日（土） 尾鷲港

尾鷲港一帯で朝からさまざまなイベントを開催。最後は海上花火
大会で盛り上がる。
御浜町

御浜みかん祭り 11月4日(月) 道の駅パーク七里御浜周辺

8月10日（土） 引本魚市場

紀宝町花火大会 8月15日（木） 鵜殿港

銀滝花火など精霊供養行事が行われたあと、スターマインやメッ
セージ花火など約700発が打ち上げられる。

紀宝みなとフェスティバル 10月20日（日） 鵜殿港

「見る・遊ぶ・食べる・買う」を満喫できる町の一大イベント。各種
団体による演芸発表や、芸能人によるコンサートを行う。

10月26日（土） 始神さくら広場
コーラスやダンス、振る舞いなどを予定。

熊野古道

祝

世界遺産登録15周年

紀宝町

始神峠15周年記念イベント

勢 を
路
く
歩

ISEJI

熊野きのもとさんま祭り

2020年1月下旬 熊野市木本町 記念通り商店街
さんまの丸干し1,000本を来場者にふるまい、その場で炭火で
焼いて食べるこの時季ならではの旬のイベント。

御浜町のみかんをテーマに子どもから大人まで楽しめる祭り。
ステージイベント、物産販売などで楽しめる。

紀北町

11月16日（土）
・17日（日） 熊野市文化交流センター
全国トップクラスの選手が多数参加する、県内最大の囲碁の大
会を開催。

ツヅラト峠ウォーク

熊野古道フェスタ（仮）

12月 開催場所未定
地域の人々と子ども達が地域の文化に触れるとともに、
「次に
伝えたい熊野古道の価値」について考えるイベント。

世界遺産登録15周年 記念企画展

熊野古道世界遺産登録15周年記念

熊野古道世界遺産登録15周年記念 ウォーキング

フィナーレイベント

12月1日（日） 熊野市紀和町
熊野古道をはじめとした熊野ならではの自然の中を、厳しいな
がらも絶景を楽しむことができるトレイルランニングレース。

11月3日（日） 道の駅紀伊長島マンボウ
荷坂峠ウォーキングを行います。

10月27日（日） 熊野市木本町
熊野市記念通り商店街にて毎月開催している「いこらい市」に
併せて、熊野産紀州マグロを来場者に味わっていただくイベン
トを開催。

記念ウォーク

11月24日（日） 大台町
県の史跡に指定される北畠館跡周辺や、古くから熊野古道伊
勢路を歩く旅人達の重要な交通手段であった三瀬の渡しを歩
く。

10月下旬 熊野市新鹿海岸
快水浴場百選に選ばれた遠浅で透明度の高い新鹿海岸におい
て、
ＳＵＰ
（スタンドアップパドル）やシーカヤックなどのマリンス
ポーツを楽しめるイベント。

10月26日(土)〜11月17日(日) 熊野古道伊勢路沿線
熊野古道らしさが特に際立つ秋に熊野古道伊勢路沿線で楽し
いイベントが目白押し。

熊野産本マグロまつり

世界遺産登録15周年

10月下旬〜11月中旬 紀宝町
語り部とともに熊野古道を歩く観光ツアー。

伊

熊野古道世界遺産登録15周年記念 古道通り夜市

熊野古道世界遺産登録15周年記念 熊野大花火大会

世界遺産登録１５周年

万物に神が宿ると信じた古の人々の祈りに耳を澄まし、答えを求めて霊場をめざす巡礼の旅へ

『熊野古道伊勢路』の情報は 観光三重
公益社団法人

三重県観光連盟

検索

〒５１４ ０００９ 津市羽所町７００ アスト津２F
TEL ０５９ ２２４ ５９０４ https://www.kankomie.or.jp/

二大聖地を結ぶ祈りの道

め

「熊野古道伊勢路」は、日本人にとって特別の場所である「伊勢神宮」から、いくつもの険しい峠を越え、
「熊野三山（熊野本宮大社、熊野速玉大社、熊野那智大社の三社等の総称）
」を詣でるための “祈りの道” です。
古くには、
「伊勢に七度、熊野に三度」という言葉もあったほど、誰もが訪れたいと願う憧れの地であり、
「蟻の熊野詣」と例えられるほど、多くの人々が切れ目なく熊野に参詣したと伝えられています。
近年は「パワースポット」としても注目される熊野古道を、みなさんも歩いてみませんか？

き

① 女鬼峠
みせ さか

② 三瀬坂峠
に さか

③ 荷坂峠
④ ツヅラト峠
いっ こく

ひら かた

くま が

⑥ 始神峠
まご せ

き やま

み

き

そ

ね

に

ぎ しま

は

だ

は

高野山
ご

大台町

奈良県

紀北町

⑪ 二木島峠・逢神坂峠

熊野古道小辺路

す

⑫ 波田須の道
おお ぶき

⑬ 大吹峠
かん のん

⑭ 観音道
まつ もと

⑮ 松本峠
よこ がき
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大峯奥駈道

おう かみ ざか

14 13
15

ふう でん

とお

⑱ 通り峠
⑲ 浜街道

丸山千枚田
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御浜町

⑳ 熊野川

熊野本宮大社

熊野古道
紀伊路

熊野三山

20

鳥羽市

伊勢神宮（内宮）

紀宝町

12

3

15

5

熊野古道センター

9

鬼ヶ城
かつて鬼が棲み、坂上田村麻呂がその鬼を討伐した伝説
が残る地。今はハイキングコースになっており荒々しい岩
肌や城跡の掘割も見ることができる。

11

鬼ケ城
獅子岩

花の窟

17 16

熊野古道中辺路

8

10

熊野市

⑰ 風伝峠

伊勢神宮（外宮）

7

尾鷲市

⑯ 横垣峠

はま かい どう

熊野古道
伊勢路

大紀町

4

た ろう

⑩ 曽根次郎坂・太郎坂

1

南伊勢町

⑨ 三木峠・羽後峠
じ ろう

伊勢神宮

周年記念特集

や

高野参詣道

はじ かみ

⑧ 八鬼山越え

2

吉野・大峯

⑤ 一石峠・平方峠・熊ヶ谷道
⑦ 馬越峠

多気町

瀧原宮

や

玉城町

伊勢市

熊野古道伊勢路世界遺産登録

熊野古道伊勢路 全２
０コース

三重県

19
七里御浜海岸

熊野速玉大社

日本書紀にも記された神々の
母、伊弉冉尊（イザナミノミコ
ト）の御陵とされる神社。毎年
2月2日と10月2日に例大祭が
おこなわれ、多くの人が参拝
に訪れる。

獅子岩
花の窟

鬼ヶ城と同じく波の浸食により形成された、口を開けた獅子
の横顔のように見える巨岩。その姿から大馬神社の狛犬と
されており、そのため大馬神社には狛犬は置かれていない。

熊野那智大社

和歌山県
熊野古道大辺路

丸山千枚田

七里御浜海岸

日本 棚 田 百 選にも選ばれる美しい 棚 田 風 景が広がる。
1,340枚ほどの棚田が連なるその風景は圧巻の一言。
（写真：
「通り峠」展望台より一望する丸山千枚田）

● 伊勢路イベントカレンダー ●
伊勢市

創作郷土劇 慶光院清順上人（仮）

10月5日(土） 伊勢市ハートプラザみその
宇治橋を架け替え外宮の遷宮を再興した、熊野市岩町出身の尼僧の物語を創作劇で
実演する。
玉城町

玉城ええやんまつり

11月17日(日) 玉城町中央公民館
玉城の食・文化といった魅力を再発見してもらうためのイベントを。

田丸城跡健康マラソン

11月中頃 玉城町 田丸城跡周辺
田丸城跡を周回するマラソン。豚汁などのふるまいも予定。
多気町

熊野古道女鬼峠ウォーキング

11月3日（日） 多気町相瀬鹿
熊野街道（伊勢路）で最初に越える峠が女鬼峠。女鬼峠の千枚岩の岩盤を切通し
た道に、古道の歴史を感じることができる。

大台町

どんとこい大台まつり

11月10日(日) 大台町
特産品販売やステージイベントなど、大台町の美味しい・楽しいがギュッと詰まった
祭り。
鳥羽市

鳥羽フラ2019

7月26日(金)〜28日(日) 三重県営サンアリーナ
ソロコンペティション・合同ホイケ・プロミュージシャンによるエキシビジョンに加え
て、ハワイ飯やハワイ土産の飲食・物販など盛りだくさんのイベント。
南伊勢町

おさかなフェスタ南伊勢

「日本一長い砂礫海岸」と呼ばれ、熊野市から紀宝町まで
の約22kmも続く美しい海岸線は一見の価値あり。
（写真：
「松本峠」から臨む七里御浜の海岸線）

イベント・名所が豊富な熊野古道伊勢路を往く
伊勢神宮と熊野三山という日本の二大聖地をむすぶ世界
遺産である巡礼の道「熊野古道伊勢路」
。世界遺産登録
15周年の記念日である7月7日を皮切りに、周辺の市町ではさ

岩や鬼ヶ城、七里御浜の長く美しい海岸線などは間近で見
て記憶に残したい絶景です。
また、世界遺産・花の窟神社は熊野古道最大級のパワー

まざまなイベントが展開されます。美しい石畳の峠を歩くウォ
ーキングイベント、そして夏を彩る花火大会は必見です。
熊野市は自然の造形による景勝地が多く、迫力ある獅子

スポット。日本最古の神社といわれており、ぜひ立ち寄りたい。
太古の人々がこの地に神を祀ったその思いに触れることが
できるのではないでしょうか。

「人と道 ここで ここに ここから」
生き続ける 道 の文化を伝えたい

熊野古道定期

10月下旬〜11月上旬予定 奈屋浦漁港
三重県下一の水揚げ量を誇る奈屋浦漁港で行われる「おさかなフェスタ南伊勢」
が今年も開催。新鮮な海の幸などをお得に楽しむことができ、例年多くの人で賑
わう。

対象者：熊野古道を愛する方はどなたでも

※預金をするだけで、熊野古道の保全に間接的に参加できます。

取扱期間：2019年７月１日㈪〜2020年６月30日㈫
熊野古道センターで行われるイベントのお問い合わせは

三重県立熊野古道センター

〒519-3625 尾鷲市向井12-4 TEL:0597-25-2666
http://www.kumanokodocenter.com/
アクセス：JR尾鷲駅からバス・タクシーにて約10分。
JR大曽根浦駅から徒歩にて約15分。

行こう！

熊野古道

キャンペーン
お問合せ先

抽選で「熊野大花火大会鑑賞券」や
「ホテル宿泊券」などが当たる
キャンペーン実施中！

詳しくは窓口パンフレットまたはホームページをご覧ください。

さんぎん
ダイレクトコールセンター

８月上旬頃まで

これから旬を迎えるブルーベリー！
この機会に是非一度味わってみませんか？

くまの Paradise

（株）金山パイロットファーム

道の駅紀宝町

ウミガメ公園

三重県南牟婁郡紀宝町井田568-7
TEL0735-33-0300
https://umigamekouen.com/

観光農園
直 売 所

パラダイス

○営業時間 9：00 〜 17：30 ○TEL＆FAX 0597-89-1020
○住所 三重県熊野市金山町2231-5（国道311号「金山トンネル西交差点」角）

