HIGASHI YOSHINO VILLAGE
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Masuya
升屋

Nishizen
西善

Yoneda Clinic
米田医院

Hozoji Temple
宝蔵寺
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Office Camp Higashi Yoshino
オフィスキャンプ東吉野

Guest Villa Hōō
ゲストヴィラ逢桜

Kawaguchi Noodle Factory
川口製麺所
Tenchugishi’
s Grave
天誅義士の墓

Sugigase
杉ヶ瀬

Takami Park Campsite
高見公園キャンプ場

Takamisan-so
高見山荘

Meikoji Temple
明光寺

Tenchugumi Yoshimura Torataro’
s Grave
天誅組吉村寅太郎の墓
Takami no Sato
高見の郷

Statue of the Japanese wolf
日本オオカミ像

川
高見
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Ryusenji Temple
龍泉寺

Ashibiki
あしびき

Hosenji Temple
宝泉寺

東吉野村役場バス停

Kawachi Kunihira
swordsmith craft workshop
河内國平鍛刀伝習所

Koban
交番

Higashi Yoshino Elementary School
東吉野小学校
Higashi Yoshinomura
Yakuba bus stop

Ogawa Castle remains
小川城跡

Takasumi Onsen
たかすみ温泉

Kinoko-Kan Hall
きのこの館
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Office Camp
Higashi Yoshino

Minshuku Masumoto
民宿ますもと

オフィスキャンプ東吉野

Kozenji Temple
興禅寺

Utsugi
空木
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Enkakuji Temple
円覚寺

Tenichi Jinja Shrine
天一 神社

Yoshino-an
よしの庵
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Restaurant Nikawa
お食事処 二川
Yancha-an
やん茶庵

Higashi Yoshino Kindergarten
東吉野幼稚園

丹生川上神社 中社

Higashi Yoshino
Junior High School
東吉野中学校
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Gentle walking course

Niukawakami Jinja
Middle shrine

Furusatomura
ふるさと村
Ichie restaurant
食堂いちえ

やはた温泉

Tenshoji Temple
天照寺

Route using rented car

Sekitei-An
石鼎庵
Shimotsuma Clinic
下間医院

4

Niukawakami Jinja
Middle Shrine
丹生川上神社中社

Koubou Kikori Workshop
工房木香里
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Higashi Yoshino Campsite
東吉野キャンプ場
Niukawakami Jinja
Wor shipper s’
Sitting Area
丹生川上神社参拝者休息所

Gentle walking course

Takamisan-so

Yumebuchi
夢淵

Sugigase

高見山荘

45 Sugitani, Higashiyoshinomura
0746 - 44 - 0006

七滝八壷

Uodome no Taki
Waterfall
魚止めの滝

Yahata Onsen

東吉野村民族資料館

自然酵房 麦笑

Nanataki Yatsubo

Zenshoji Temple
禅昌寺

Yoshino Forest Hills Hanagokoro
吉野フォレストヒルズ 花ごころ

Higashi Yoshino Museum of Rural Life

Natural Bakery
Mugiwara

Wasarataki Waterfall
和佐羅滝

Tenkoen

杉ヶ瀬

東吉野村杉谷 45 I-7

443 Ogawa, Higashiyoshinomura
0746-42-0012

Furusatomura

天好園
東吉野村小川 443 A-2

689 Hirano, Higashiyoshinomura
0746-44-0117

Minshuku Masumoto

ふるさと 村

東吉野村平野 689 J-2

民宿 ますもと

739 Mameo, Higashiyoshinomura 東吉野村大豆生 739 H-9
0746-43-0413
Closed: Tue Dec29-Jan1

62-1 Ogurisu, Higashiyoshinomura
0746 - 42- 0145

東吉野村小栗栖 62-1 F-8

小さなお 宿 紹 介

Here are some accommodation suggestions to help you get the best out
of your visit to Higashi Yoshino. You
can camp when it’s warm, but here are
some minshuku and ryokan.
東吉野 を 堪能 したい 方 は 、ぜひ 宿泊 をご 検討 ください 。
あたたかい季節にはキャンプ場での宿泊もおすすめですが、
ここでは民宿、旅館をご紹介します。
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Old ryokan, dating from 1926, offering good food. The friendly owner
personally greets guests. Dishes
include amago raised in waters from
the river, and seasonal vegetables.
One rarely sees such ponds for raising river fish in urban areas.

元気な女将さんが迎えてくれ
る、1926 年創業 の 老舗旅館。

天然の渓流を引き込んで養殖
したあまごや旬の山菜を使っ
た料理をいただくことができ
ます。川魚を 育 てる 大 きな 養

殖池が並ぶ様は、町ではなか
なか出会えない光景です。

An inn featuring seasonal cuisine
from a cook who used to work in the
famous Kikusuiro in Nara. All rooms
enjoy views of the Takamigawa, and
one can relax to the sound of flowing
water. One can also try smoking ayu
and cheese over cherry woodchips.

奈良 の 老舗料亭「菊水楼」で
修行したご主人による季節料
理が自慢のお宿です。どの 部
屋 も 窓 の 外 は 高見川 が 流 れ、
心地よい瀬音とともにゆっく
りと過 ごせます。桜のチップ
を 使って 鮎 やチーズを 燻 す、

燻製体験も行っています。

A wide variety of plants flourish in
season at Tenkoen, an inn with grounds
of 10,000 tsubo. The restaurant can
be used for dining only, and offering
fare typical of the local mountains.
Garden entry is free. Popular with haiku
poets as a ‘haiku inn’.

1 万坪 の 庭園 を 持 つお 宿「天
好園」では、さまざまな 植物
たちが四季折々の姿で迎えて
くれます。山村ならではの 山

川 の 幸 が 並 ぶ 食堂 は、食事 だ
けでも 利用可。庭園は 無料で

開放しています「
。俳句の宿」
として俳人にも人気です。

The Furusato Hall, which accommodates 80 people, is popular with
families and groups for river bathing parties and barbecues. Also has
a campsite. Has a renovated timber
school building, now the restaurant
Ichie. Yahata Onsen is next door.

「ふるさと会
80名を収容できる
館」は、川遊びやバーベキュー
を楽しむ家族連れや団体客に

人気 の 施設 で、キャンプ 場 も
併設。敷地内には明治時代の
木造校舎 を 改装 した「食堂 い
ちえ 」があり「
、やはた 温泉」
も隣接しています。

Home - from - home minshuku, the
mistress of Masumoto is a caring
housekeeper. A favourite dish of anglers
is the kakinohazushi, made using no artificial ingredients. Real country cooking,
as mum used to make it!

アットホームな雰囲気の民宿
ますもとは「
、 おかあちゃん 」
と親しまれる女将さんが切り

盛りしています。農薬や添加
物 を 一 切 使 わ な い「 柿 の 葉
寿 司 」は 、釣 り 人 に 人 気 の
一品 。
日本の田舎の「
、 おか あ
ちゃん 」の手料理をどうぞ。
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