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発見、日南町のいいところ
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聖滝
木花咲耶姫と邇邇芸命が結婚の儀をあげたという伝説がある霊験あらたか
な滝。滝へと続く遊歩道は、清らかな渓流に沿って整備されており美しいの
一言です。傾斜のほとんどない遊歩道を800ｍほど進むと大小４段からなる
聖滝が姿を現します。シーズンには渓流側にゲンジボタル、山側にヒメボタ
ルが見られます。

国道183号から県道８号を経由して県道
107号を北上すると道路際に看板がありま
す。車は路肩が広くなっているところに数
台駐車できるスペースがあります。滝まで
は、約15分で歩道が整備されています。

国道180号菅澤神社付近から県道48号へ
入ります。約700m進むと県道の左側に説
明看板が設置されています。

住所：日南町菅沢
駐車場：駐車スペースあり

権現滝
ごん げん ひじり

このはなさく ひめや に にぎのみこと

だき

せっ か けい

だき

落差8.3ｍと19.3ｍの上下２段の滝で、上段の雌滝付近に直径４ｍほどの石積
みがあります。その昔、災難を受けた法印さんを地元の人が悼んで祠（権現
堂）を建てた跡だそうです。雌滝は滝口が丸く、流れは優しい。下段のうねり
合う雄滝の姿は、伝承の滝にふさわしく、まさに玄妙。滝までは約200ｍの道
のり。

住所：日南町霞
駐車場：駐車スペースあり（数台）

石霞渓
大小の奇岩の間を走る水流。渓谷に沿って屏風のように連
なる山肌。南北２㎞にわたる大渓谷は、奇岩や怪岩が目を
引く男性的な「南石霞渓」と、ゆるやかで女性的な「北石霞
渓」に分かれ、春には桜にツツジ、初夏は新緑と藤、秋は紅
葉、冬は雪景色が楽しめます。昭和８年には文部省（当時）
から景勝地の指定を受けた、奥日野県立自然公園です。

日南湖
昭和43年に完成した重力式コンクリートダム。ダム頂部を通行
でき、放水も間近で見ることができます。ダム湖周縁では、4月
下旬の桜と11月の紅葉が美しいです。

石霞渓の上流にある丸い小山の公園。200本あるダイセンミツ
バツツジが一面に咲き乱れるツツジの名所です。行幸中の昭和
天皇がご覧になり、「大変素晴らしいツツジですね」と言ったと
か、言わなかったとか。４月下旬から５月上旬が見頃です。

亀山公園

住所：日南町菅沢112-10
駐車場：あり

日野川源流

至 生山

至 庄原市

庄原方面

日野川は鳥取県西部を潤す一級河川です。日野川流域には、光明寺の河童や弘
法が淵の河童、黒坂どろぼうの河童など、さまざまな河童伝説が伝わっていま
す。毎年８月下旬には日南町生山の河原で「日野川源流かっぱまつり」が開催
され、魚のつかみ取りやバーベキューなどの催しがにぎやかに行われます。

住所：日南町新屋／おすすめの時期：５月～11月末
駐車場：林道の広くなっているところに駐車

住所：日南町生山～下石見
駐車場：あり

住所：日南町下石見
おすすめの時期：４月下旬から５月上旬
駐車場：あり
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DISCOVER NICHINAN

MAP : F-10MAP : I-16

MAP : K-14

MAP : K-7

旧日野上小学校のイチョウの木
旧日野上小学校のグラウンドに立つ、樹齢およそ100年の大イチョウ。
地域のシンボルとして、春から夏は鮮やかな緑の葉を茂らせ、秋（11月
中旬）には黄金色に輝く見事な黄葉を見せてくれます。銀杏の見頃に合
わせて、ライトアップイベント「銀杏夜会」も行われます。

神宮寺の藤

住所：日南町三栄1097-1
TEL：0859-82-0318（日野上まちづくり協議会）
見頃：紅葉の時期（11月中旬）
駐車場：あり

たたらの楽校 大宮楽舎 ハーブデイズ・アボンリー
森の中のハーブ園。5,000㎡の広大な敷地に、バラを中
心に各種ハーブや宿根草花壇と果樹園で構成したコ
テージ風ガーデンで、さわやかなハーブティーと咲き
香る花を、ほっとするゆるやかな時間のなかで楽しめ
ます。ティーハウスでは手作りの雑貨も販売。イベント
や開花情報はfacebookにてお知らせしています。

住所：日南町下阿毘縁3029-1／TEL：0859-82-0137／営業
期間（開園）：４月29日～６月30日までの金・土・日曜日と
祝祭日／営業時間： 10:00～17:00／駐車場：周辺に駐車ス
ペースあり

「奥日野の藤寺」とも呼ばれている神宮寺の藤は、毎
年５月になると淡い紫の花を咲かせます。その頃に
は、町内外から多くの人が訪れる人気のスポットで
す。樹齢約50年の藤の巨木が、160㎡もの広さに花を
咲かせる光景は圧巻です。ベンチもあり、ゆっくり
とお花見が楽しめます。

住所：日南町宮内252／TEL：0859-82-0507
／見頃：５月中旬／駐車場：手前に駐車ス
ペースあり

江戸中期から大正まで、日野町根雨の近藤家を中心
とした鉄の量産によって、日本の産業を支えた「た
たらの里 奥日野」。その歴史を発掘し未来へと伝え
るために、「印賀鋼」の産地・日南町印賀に設立され、
たたらの原理を楽しく理解し、古代より鉄が社会の
中で果たしてきた役割を学べます。

住所：日南町印賀1516 大宮地域振興センター内
TEL：0859-87-0911／駐車場：あり
開館時間：10：00～16：00
定休日：土曜日、日曜日、祝祭日

事前予約が必要ですので、事前に下記までご連絡くださ
い。なお、産業遺産保護のための協力金をいただきます。

WAKAMATSU CHROME MINE
Mysterious chrome mine exploration report in Nichinan Town

※私有地のため無断での立入りはご遠慮ください。

若松クローム鉱山

日本の近代化を地底から支えた天空の要塞

見学をしたい方はこちらに相談を！

多里鉱山資料室

若松クローム鉱山について
若松鉱山は、明治38年から平成8年まで操業を続けた日本最大のクローム鉱山。採掘
されたクローム鉱石は、製鉄炉の壁となる耐火レンガの原料として使用され、日本
の近代製鉄の発展を支えた。平成20年、日本の近代化に貢献した産業群の一つとし
て、近代化産業遺産に選出された。昭和20年～40年代にかけて若松鉱山を含む多里
地域の鉱山は最盛期を迎えるのだが、この当時、多里には中国山地の山奥には珍し
く、劇場やパチンコ店、バーや置屋まであったという。地域の繁栄を支えた鉱山は、
厳しい風雪に耐えながら、今も操業を止めた時のままの姿を今に残している。

秘境探検

鉄の要塞の動力室には、巨大な発電機、発
動機、コンプレッサーが鎮座していた。

途中、美しい滝が
訪れる者を出迎える。

休憩室は平成８年で
時を止めていた。

このレールの向こうに
目指す絶景があった。

0859-82-1715TEL （日南町観光協会）

鉱山の歴史を分かりやすく展示しています。
（多里地域振興センター内）

住所：日南町多里826　開館時間：平日10:00～16:00
TEL：0859-84-0151

01 02

中は錆びた鉄と平成8年から変わらない造りが残っている。
上を目指して歩を進める。

04

07

08

最上部からはクロム鉱山
を見渡すことができる。

09

06天空への道は険しい。05

03目指す要塞は、日南町随一の渓流・
若松川の最上部に位置する。

START!

やっと麓にたどり着いた。
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厳しい風雪に耐えながら、今も操業を止めた時のままの姿を今に残している。

秘境探検

鉄の要塞の動力室には、巨大な発電機、発
動機、コンプレッサーが鎮座していた。

途中、美しい滝が
訪れる者を出迎える。

休憩室は平成８年で
時を止めていた。

このレールの向こうに
目指す絶景があった。

0859-82-1715TEL （日南町観光協会）

鉱山の歴史を分かりやすく展示しています。
（多里地域振興センター内）

住所：日南町多里826　開館時間：平日10:00～16:00
TEL：0859-84-0151

01 02

中は錆びた鉄と平成8年から変わらない造りが残っている。
上を目指して歩を進める。

04

07

08

最上部からはクロム鉱山
を見渡すことができる。

09

06天空への道は険しい。05

03目指す要塞は、日南町随一の渓流・
若松川の最上部に位置する。

START!

やっと麓にたどり着いた。
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予約制（7日前まで）　　500円から　　つくし工房（日南町印賀1516）
1名から　　約1時間　　090-3744-8061（つくし工房 段塚）　　可

予約制（応相談）　　1,500円（3カットから）　　出立山キャンプ場（日南町湯河）
1名から　　30分間　　090-1963-5421（まるまるフォト 井上）　　可

予約制　　2,000円から　　出立山キャンプ場（日南町湯河） 他
10名から（応相談）　　野外フィールドでの体験プログラムは
2.5時間以上（出張プログラムはそれ未満も可）
090-5617-0854（にちなん森あそびの会　下本）　　可（応相談）

予約制（7日前まで）　　3,500円　　多里地域振興センター（日南町多里826）
2名から　　約4時間　　090-7504-0677（遊四季多里 西村）　　不可

MAP : K-8クラフト製品づくり
木の実や草木、花など身近にある自然素材を使って、コルクボー
ド製の壁掛けや絵はがきといった、身近で使用するクラフト製品
づくりを体験できます。

MAP : G-20愛犬と家族の記念写真
愛犬と飼い主さんが戯れる微笑ましい風景を、広大なキャンプ場
を貸し切って写真に残します。ご家族のみの記念撮影にも応じら
れます。

MAP : M-18寄木のアクセサリーづくり
多様な木材を使用する寄木で、ヘアゴムやブローチといった小物
のアクセサリーを作れます。木の組み合わせは無限大で、世界に
一つだけのアクセサリーを作りませんか。

予約制　　2,000円から　　白谷工房（日南町福塚1002-1）　　2人から
約2時間　　0859-83-0180（白谷工房 中村）　　可

MAP : G-20森あそび
落葉広葉樹の森や沢、竹林などをフィールドに、木や竹、木の実な
どの山の恵みや、そこに生息する野生動物などの自然をテーマに
した、様々な自然体験プログラムを用意しています。

MAP : E-19貝や植物の化石採掘
大昔、海の中にあった日南町。町内の様々な箇所で貝や植物の化
石が採掘できます。専門家による案内付きで化石採掘を体験でき
ます。

コトの体験 食の体験

MAP : J-13 MAP : N-16

高原野菜の収穫体験

7月から10月までの期間限定で、昼
夜の寒暖差の大きい中山間地にあ
る農場で育った甘い甘いミニトマ
ト、スイートコーン、枝豆を収穫で
きます。

予約制（5日前まで）
※気候により収穫時期が前後することがあります。

500円から
坪倉農場 ほ場（日南町福万来1822-2）
1人から
30分から
080-1919-6331（坪倉農場　坪倉）
不可

手打ちそば体験

町内でも屈指の人気そば店の店主
による指導のもと、初めての方で
も安心してそば打ち体験ができ、
ご自身で打ったそばは最後に試食
していただきます。

予約制（2日前まで）
2,500円から
そば処かめや（日南町下石見911）
3名から
約2時間
0859-83-0238（そば処かめや 田邊）
可

MAP : R-17夜のイチゴ狩り体験
6月から10月までの毎週金・土曜日の19時より、
岡山県との県境に近い高地で「夜」のイチゴ狩
りを体験できます。天気の良い日には星空も絶
景です。

予約制
大人2,800円・小学生2,000円・4歳以上1,000円
ステラベリーパーク日南（日南町神戸上2962）
1人から
約1時間
080-2891-5231（ステラベリーパーク日南）
不可

DISCOVER NICHINAN

日南町を
体感しよ

う。
おいしい

がいろい
ろ。

… 申込 … 体験料

… おもな体験会場

… 催行人数 … 体験所要時間

… 申込電話番号 … 出張の可否
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