
ありがとう！おかげさまで10周年記念号

剣山麓にいだかれた巨樹の里 つるぎで過ごす休日

ツアー&イベント
2018年春
第21号

http://www.town.tokushima-tsurugi.lg.jp/docs/15889.html

２０１８年春。つるぎクラブの第１号が２００８年春に発行されてから、
多くの皆様のご協力のおかげで、めでたくも１０周年を迎えることができました。
これを記念して、ツアー多めでお届けいたします。
今後とも、つるぎ町での楽しいひとときを。 つるぎ巨樹組

つるぎ巨樹王国キャラクター

アカマツ親分エノキじいさん トチノキひめアカマツ親分エノキじいさん トチノキひめ



いざ行かん、のぶちゃん農園！

●集合場所・時間／ＪＲ貞光駅13:15、つるぎ町役場 本庁舎 本館前13：30
●歩行時間・道程／駅から60分・4km、役場から30分・2km
●定　　員／15名（最小催行人数5名）中学生以上
●駐 車 場／つるぎ町役場駐車場を利用
●主催・お申込み／つるぎ町役場 商工観光課

（Tel：0883-62-3114）
（協力／つるぎの達人）
5月22日（火）までに申込み

●準 備 物／長靴、帽子、タオル

　8kg相当のお芋をお持ち帰り。役場を出発して貞光川を渡り、ウォーキングして
畑を目指そう。町認定観光案内人つるぎの達人のガイド付き。

参加料 一般1,900円
（入園料、つるぎの達人案内料、保険料込み）

5月27日㈰ 13:40～16:30頃春No.1

　徳島大学の健康づくり事業にて、糖尿病対策に使用されたウォーキングコースをご紹介。二層うだつ
の町並みを通り抜け、高台を目指しながら貞光川の風を受けよう。前半は案内人の説明を聞きながら、
後半は100m続く坂道を皆で登ろう。

貞光川健康ウォーク～木綿麻の郷に吹く風～
参加料 500円（つるぎの達人案内料、保険料込み）

●集合場所・時間／ＪＲ貞光駅8:00、つるぎ町役場8:15
●歩行時間・道程／駅から4.1km・90分、役場から2.7km、

　50分（急な坂道、急な階段あり）
●定　　員／なし
●駐 車 場／つるぎ町役場駐車場
●お申込み／前日までに申込み
●主催・お申込み／つるぎ町役場 商工観光課

（Tel：0883-62-3114）

4月8日㈰ 8:30～11:40春No.3-1

6月24日㈰ 8:30～11:40春No.3-3
5月5日㈯ 8:30～11:40春No.3-2

　貞光川沿いを歩き、バス移動を交えて吉良のエドヒガン桜を目指す。
東福寺美術館や、かつての造り酒屋を修復した織本屋も見学。初心者
歓迎、俳句インストラクターに教わりながら、一句詠んでみよう。

ウォーキングで俳句★
春爛漫のつるぎ町

参加料 6,300円（ガイド料、昼食代、保険料込み）

●集合場所・時間／道の駅 貞光ゆうゆう館9:10、つるぎ町役場9:20
●歩行時間・道程／2時間・3.7km（標高差90ｍ）
●定　　員／18名（最小催行人数12名）
●駐 車 場／道の駅貞光ゆうゆう館第2駐車場・つるぎ町役場駐車場
●主催・お申込み／美馬市観光有限会社（Tel：0883-63-2066）
　　　　　　　　（協力／つるぎ町）

4月3日㈫ 9:30～16:50春No.2

昼食 お煮染め弁当

昼食 なし



参加料 6,500円（つるぎの達人案内料、昼食代、保険料込み）

　つるぎクラブの定番ツアーでもある巨樹ツアー、その中でも少し難易度が高く歩いてしか行けない場
所にある荒谷のトチノキは県下２番目の大きさを誇ります。そしてその根元からは滝が！天然水豊富なこ
の場所でのコーヒーブレイクも格別。

幻の巨樹荒谷のトチノキを見に行こう
参加料 5,000円（ガイド料、保険料込み）

4月5日㈭ 13:00～16:00春No.6-1
4月7日㈯ 13:00～16:00春No.6-2

幹廻り8.7ｍ日本一の赤羽根大師のエノキほか、四国一位の桑平のトチノキ、奥大野のアカマツなど、9本の巨樹を
巡るバスツアー。

つるぎクラブ定番巨樹めぐりツアー〈定番〉

●集合場所・時間／貞光ゆうゆう館9：30（JR貞光駅でも可能）
●歩行時間／約50分（急斜面の山道あり）
●定　　員／20名（最少催行人数12名）
●駐 車 場／道の駅貞光ゆうゆう館第2駐車場
●主催・お申込み／美馬市観光有限会社（Tel:0883-63-2066）（協力／つるぎ町）
［ご注意］○行程の多くはバスで移動しますが、ツアー中延べ50分程度徒歩移動を行います。

○急な斜面を登ることがございますので歩きやすい服装、登山に適した靴でご参加ください。 

4月1日㈰ 9：30～17：00頃春No.4-1

6月3日㈰ 9:30～17:00頃春No.4-3
5月6日㈰ 9:30～17:00頃春No.4-2

7月1日㈰ 9：30～17：00頃春No.4-4

8月5日㈰ 9:30～17:00頃春No.4-5

昼食 つるぎの宿岩戸のふるさと料理バイキング

　見ノ越登山口からリフトに乗り、中腹の西島駅から頂上を目指す。剣山を知り尽くした案内人の
説明も聞ける登山。

剣山トレッキング 参加料 9,400円
（昼食代、ガイド料込み）

●集合場所・時間／貞光ゆうゆう館8：30
　　　　　　　　 №5-2は8:00（JR貞光駅でも可能）
●歩行時間／２時間３０分
●定　　員／20名（最少催行人数12名）

7月26日㈭ 8:30～17:00頃春No.5-1
8月23日㈭ 8:30～17:00頃春No.5-3
8月30日㈭ 8:30～17:00頃春No.5-4

8月2日㈭ 8:00～17:00頃春No.5-2

昼食 登山弁当

●集合場所・時間／Trip四国の川の案内人 事務所12:50
●歩行時間・道程／往復120分・往復4km
●定　　員／6名（小学生以上）
●駐 車 場／あり
●お申込み／Trip四国の川の案内人HPお問い合せフォームから
　　　　　　www .trip-yoshinogawa.com  
●主　　催／Trip 四国の川の案内人

昼食 なし（行動食としてお菓子などをお持ちください）

　通常の剣山トレッキングコースに加え、キレンゲショウマの群生地を巡るツアー。

キレンゲショウマツアー 参加料 9,400円
（昼食代、ガイド料込み）

●駐 車 場／道の駅貞光ゆうゆう館第2駐車場
●お申込み／美馬市観光有限会社（Tel:0883-63-2066）
●主　　催／美馬市観光有限会社（協力／つるぎ町）

春5-2の頃に
開花



剣山登山バス　時刻表

［企画・編集］つるぎ町役場  商工観光課
　　　　　   TEL：0883-62-3111(代)
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・天候等の事情によりスケジュールが変更、または中止になることがございます。
・傷害保険に加入していますが、ケガや事故、損害について主催者は一切責任を負いません。
・参加料はすべて消費税込みです。

はがきに、①郵便番号 ②住所 ③氏名 ④年齢 ⑤電話番号 
⑥つるぎクラブへの要望を記入の上、ご応募ください。
〒779-4101 徳島県美馬郡つるぎ町貞光東浦1-3
つるぎクラブ事務局（つるぎ町役場 商工観光課内）
6月1日（金）当日消印有効
つるぎ町特産品販売促進協議会

町内そうめん業者が
結集して作り上げた、
統一規格のブランド
そうめんです。

●応募方法

●あ て 先

●締切日時

●ご  協 力

半田そうめん「入魂」 10名様にプレゼント

ツアー全体に
関する注意

　夏の一番人気のツアーです。淵を泳ぎ絶景を見に行く大人限定のまったりコース。滝に打たれ、岩
から飛び込み、とっておきのポイントでシュノーケリング。そして帰りはライフジャケットで流されるだけ。日
本でも珍しい川でのシュノーケリングツアーでもあります。

参加料 7,000円（ガイド料・ライフジャケットなど周辺ギアレンタル料・保険料込み）

7月11日㈬ 8:30～12:00春No.8-1
7月13日㈮ 8:30～12:00春No.8-2

清流フロートキャニオニング

　早めの時間でカヌーを楽しみたい方に。ここ吉野川は東西に川が流れているのでサンセッ
ト時間は特にオススメ。3歳から参加OKのお気軽コース。大人もおじいちゃんおばあちゃんも
楽しめるコースです。誰でも気軽に！何よりカヌーの楽しさを！そして楽しみ方をお伝えします！

吉野川カヌーショートツアー
参加料 6,000円（ガイド料・カヌー装備レンタル料・保険料込み）

●集合場所・時間／貞光ゆうゆうパーク12:50
●定　　員／6名（別途大人数での体験はお問い合わせ下さい）
　　　　　　対象：3歳以上
●持 ち 物／ 着替えさえあればOK！
●駐 車 場／あり
●お申込み／Trip四国の川の案内人HPお問い合せフォームから
　　　　　　www .trip-yoshinogawa.com  
●主　　催／Trip 四国の川の案内人

4月4日㈬ 13:00～16:30春No.7-1
4月6日㈮ 13:00～16:30春No.7-2

昼食 なし（行動食としてお菓子などをお持ちください）

◆帰り（見ノ越 → JR貞光駅 ）
貞光駅
  9：45
15：30
16：50

つるぎの宿岩戸
  9：03
14：48
16：07

見ノ越
  7：45
13：35
15：03

つづろお堂・剣橋(乗り換え)
  8：42（つづろお堂）
14：27（つづろお堂）
15：51（剣橋）

ラ・フォーレつるぎ山
  7：52
13：42
15：10

降車場
①便
②便
③便

◆行き（JR貞光駅 → 見ノ越 ）
ゆうゆう館
  7：40
貞光駅
13：14
14：45

役場
  7：52
ゆうゆう館
13：25
14：56

貞光駅
 7：50
役場
13：16
14：47

つるぎの宿岩戸
  8：22

つるぎの宿岩戸
13：57
15：29

見ノ越
  9：30
見ノ越
15：00
16：45

つづろお堂・剣橋(乗り換え)
  8：42（つづろお堂）
つづろお堂・剣橋(乗り換え)
14：18（つづろお堂）
15：52（剣橋）

ラ・フォーレつるぎ山
  9：17

ラ・フォーレつるぎ山
14：53
16：32

ラ・フォーレつるぎ山
  9：37

ラ・フォーレつるぎ山
－

16：52

降車場
①便
降車場
②便
③便

●運行期間／期間中の土・日・祝日 〈春期〉4/21～5/27、および5/1、5/2
〈夏期〉7/14～8/26、および8/13、14、15 〈秋期〉10/6～11/25

●料　　金／片道2,000円（小人1,000円）
　　　　　　小学生以下、障がい者、運転免許証自主返納者割引あり
●駐 車 場／つるぎ町役場、道の駅　貞光ゆうゆう館（パーク＆バスライド）
●お問合せ／つるぎ町商工観光課　TEL0883-62-3111

●集合場所・時間／Trip四国の川の案内人　事務所8:20
●定　　員／7名（７名以上の場合はご相談下さい）高校生以上
●持 ち 物／ 水着（ウエットスーツを着て行きます）、
　　　　　　脱げない靴（クロックスは不可）など
●駐 車 場／あり
●お申込み／Trip四国の川の案内人HPお問い合せフォームから
　　　　　　www .trip-yoshinogawa.com  
●主　　催／Trip 四国の川の案内人

昼食 なし（行動食としてお菓子などをお持ちください）

ラ・フォーレつるぎ山
  7：30
13：20
－

ゆうゆう館
  9：42
15:27
16:46

役場
  9：32
15：17
16：36


