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中山盆地コース
( 判形 ・ 五領地区 )

「赤見山草ね刈りそけ逢はすがへ争ふ妹
しあやに愛しも」
赤見山の草を刈り除き男女が相逢うの
に、女性が羞恥心から小さく争うのがほ
んとうに愛らしいと、女性の心をとても
いとしく感じている素朴な歌。

赤見山　歌に残せし　万葉碑

三国街道は江戸と越後を結ぶ最短路。
中山宿の宿立ては慶長17年（1612）
で、本

ほんしゅく

宿と新
しんでん

田双方に本陣・問屋があ
る変わった宿立てとなっている。

昔を偲ぶ　中山宿

中山宿新田本陣にある村
指定文化財の大ケヤキ。
宿場町の栄枯を見下ろし
て六百年余。

年輪に　栄枯をきざむ　大ケヤキ

本陣・問屋・宿屋・飯屋等が設
けられ、人の往来や物資の輸送
などに便宜をはかっていた。本
陣の平形家住宅門屋は、国登録
文化財に指定されている。

街道のあかし　本陣跡

あ

む

ね

か

群馬県 高 山 村
高山村は群馬県の北西部に位置し、
南北に1,000m級の山々が連なる人口約4,000人の小さな村です。
自然と人の営みが融合した昔ながらの素朴な農村風景が広がり、
そこに住む人々の温かさに触れればもうそこはあなたの心のよりどころ。
この村に流れるゆったりとした時間に身を任せてみてください。

ページ コース名 地区 距離 時間 消費カロリー
02 中山盆地 判形・五領 5.6km 80 分 300kcal
03 歴史 新田 2.5km 50 分 160kcal
04 古代 本宿 3.6km 60 分 230kcal
05 権現 本宿 1.6km 30 分 100kcal
06 自然満喫 茶屋ヶ松 3.2km 60 分 200kcal
07 祈願 熊野 2.8km 50 分 160kcal
08 文化 戸室・北之谷 3.3km 60 分 200kcal
09 伝説 関田 5.5km 80 分 300kcal

地域に入る悪霊を払
うと同時に、旅の安全
と道しるべとして建
てられたもの。本村で
は双体のものが多い。

平和見守る　道祖神

地租改正に伴い、
村有地保留に努
力し成功した西
形平七郎・松井
万象を偲ぶ。

遺徳を偲ぶ　頌徳碑 後北条氏が天正年間に築城した要害
堅固な城。本丸や堀切に当時の佇まい
を鮮明に残し、往時を偲ばせている。

歴史を語る　中山城址

弱アルカリ性の塩化物温
泉で、神経痛や慢性皮膚
炎などへの効能がある。
温泉施設は「いぶきの湯
（源泉）」道の駅 中山盆地
併設の「ふれあいプラザ」
の2カ所がある。

くつろぎ安らぐ
高山温泉

へ い

れ

く

縄文時代の中期のものといわれる住居跡。西側に延びている
のは特殊遺構で、宗教儀式の遺構ではないかと考えられる。

古代を偲ぶ　住居跡こ
神社の祭礼に行われる里神楽で、春は五穀豊穣を祈り、秋は豊作
を喜び合う。もち投げが行われ、たくさんの子供たちで賑わう。

豊作喜ぶ　太々神楽ほ

コース中の地図記号について

 道祖神

 ホタル生息地
　　 (6月下旬 ~ 7月上旬)

 駐車場

 ビューポイント

牛の糞と　呼ばれる岩に　清水湧く

 距離 ： 5.6km

 歩数 ： 8600歩
 時間 ： 80分

 消費カロリー ： 300kcal
　　(チョコレートタルト１個分)

course memo

 距離 ： 3.6km

 歩数 ： 5400歩
 時間 ： 60分

 消費カロリー ： 230kcal
　 (レアチーズケーキ１個分)

course memo

「杖をだに重しとい
とふ山越えて薙刀坂
を手振りにぞ行く」
道
どうこうじゅこう

興准后が薙刀坂で
詠んだ和歌。この後
鎌倉へと歩んでいっ
た。

杖をだに　重しと詠める　なぎなた坂つ
天気がいい日の牧場の風景は絶景！動物
たちがのんびり暮らす村の癒しスポット。

豊かに広がる　高原牧場ゆ

木々に囲まれた緑美しい場所。
キャンプ施設をはじめ、野外ステージ・
サイクリングロード・各種遊具がある。

若草萌える　みどりの村わ

群馬県の人口200万人到達
を記念して建設。直接目で
観察できる反射望遠鏡とし
ては、世界最大級の150cm
望遠鏡があり、毎月様々な
天文イベントを行っている。

光のロマン　天文台

ひ

オススメコース

お手軽コース

オススメコース

健脚コース

【営業時間】
10:00～21:00（入館は20:30まで）
冬季
10:00～20:00（入館は19:30まで）
【入浴料】
大人（中学生以上）300円
こども（3歳以上）150円

【営業時間】
10:00～21:00（入館は20:30まで）
【入浴料】3時間まで
大人（中学生以上）500円
こども（3歳以上）300円
●食事処あり
●隣接地に宿泊施設コテージあり

【営業時間】
4～ 5月　 9:00 ～ 17:30
6 ～ 11月　9:00 ～ 18:00
12 ～ 3月　9:00 ～ 16:30
●農産物直売所では、地元産の新鮮な野菜・
果実や加工品をご用意しております。

　是非お立ち寄りください。

「スタンプを集めよう♪」
コースを歩いてスタンプをあつめよう !
【スタンプ設置場所】道の駅 中山盆地
ビューポイント  やコース内の写真を撮って道の駅 中山盆地カウ
ンターにお持ちいただくとスタンプGET!全部集めるとちょっとした
プレゼントあり！

STAMP

美しい農村風景、周りの山々

を眺めながら歩き、最後は高

山温泉でのんびり。心も体も

リフレッシュできるコースです。

歴 史 コ ー ス
( 新田地区 )

STAMP

 距離 ： 2.5km

 歩数 ： 3900歩
 時間 ： 50分

 消費カロリー ： 160kcal
　　(大判焼きカスタード１個分)

course memo

三国街道の宿場町として栄えた
中山宿を歩き、高山村の時代の
変遷を肌で感じられるコース。江戸時代にタイムスリップ！

古 代 コ ー ス
( 本宿地区 )

STAMP

風吹き抜ける小さな川沿いを歩き、

懐かしの農村風景と

古代のロマンを楽しむコース。

村の方もよく歩く気持ちのよい

お散歩コースです。

 距離 ： 3.2km

 歩数 ： 4900歩
 時間 ： 60分

 消費カロリー ： 200kcal
　 (たい焼き１個分)

course memo

自然満喫コース
( 茶屋ヶ松地区 )

STAMP

美しい三並山、広大な牧場でゆったりと暮らす動物たちに癒されるコース。新鮮な空気を吸い込んでリフレッシュ！

ツツジが
きれい！

ツツジが
きれい！

四季を通じて
花々 がきれい！

オススメの小道。

三並山をバックに
田んぼアートが

見えます！

権 現 コ ー ス
( 本宿地区 )

STAMP

 距離 ： 1.6km

 歩数 ： 2400歩
 時間 ： 30分

 消費カロリー ： 100kcal
　　(グレープフルーツゼリー1個分)

course memo

若山牧水は大正7年11月、上州を
旅し信州に向かう途次、権現峠にて
憩い「雑木山登りつむればうす日さ
しまろきいただき黄葉照るなり」と
歌った。その夜判形のやまや旅館に
泊まり、翌日やはりこの近くで「この
あたり低まりつづく毛の国のむら山
の上に浅間山見ゆ」と歌った。

流浪の歌人　牧水碑

ロックハート城は1829年英国スコッ
トランドに建設された石造りの城で、
平成3年に高山村に移築復元された。
城内には石造りの教会を始め、結婚式
場などがある。日本ロマンチック街道
の中間地点で、県内外からの観光客で
賑わっている。

森の古城　ロックハート

る

も

参道の両側に27本の杉が立つ。昭和47年に伐採し
た杉の年輪は400有余年を数えた。三島神社の太々
神楽は村指定重要無形民俗文化財に指定されてい
る。

老杉の　木漏れ日暗き　権現さまろ

和と洋を一度に楽しめるコース。

よく熊がでる地域なので、歩くときは熊除けの

鈴を付けたり歌を唄ったりして用心しましょう！

月 時間 月 火 水 木 金 土 日 祝

3～10月 10時～17時 ×
19時～22時 × × ▲ ▲

11～2月 10時～16時 ×
18時～21時 × × ▲ ▲

【  予約不要　▲ 団体予約のみ　× 閉館】

【入館料】
大人300円・大学生高校生200円・中学生以下無料
【県立ぐんま天文台HP】　
http://www.astron.pref.gunma.jp/

【営業時間】 
9:00～ 17:00（入場は16:30まで） 
【入場料】 
大人1,000円
中人（中学生・高校生）800円
小人（４才～小学生）500円
【HP】
http://www.jrs-w.com/lock-heart/ 

開館日
時　間

高山かるたウォーキングマップとは…
高山かるたとは村の自然・風土・歴史・文化など、様々な
魅力がぎゅっと詰まったかるた。その読み札で読まれてい
るポイントを巡り、健康作りをしながら村の魅力に触れて
もらうことを目的に作られました。

【牛のくその話】
別名「三

みついし
石の名水」、ここか

ら湧く清水は街道一の名
水と言われた。参勤交代
で往来した長岡藩主牧野忠
雅は通る度にここ三石で行

列を休憩させ、この水を賞味し
た。病に伏し死ぬ前にもう一度
三石の水が飲みたいと所望した
が、家臣は臨終に間に合うよう
に途中の水をくんで来た。この
水を飲んだ殿は三石の水とは違
うと見抜き、家臣は急いでくみ
直して帰ってきたが殿はすでに
帰らぬ人となっていた。その家
臣は責任を感じ自害した。

川沿いの小道。
６月下旬にホタル

が飛び交う。

【摩崖仏】
観音山の中腹の垂
直な岩面に観音像・
地蔵尊像・不動尊・
馬頭観音像など99
体の仏像が彫られ
ている。

色の違う古代米を使って絵をつくる田んぼアート。
毎年参加者を募集して田植えと稲刈りを行っている。

第２回高山村の「未来に残し
たい写真」コンテスト最優秀
賞村長賞「田植え」

平成26年度田んぼアート

心落ちつく
壮大な
杉並木。

新田本陣の
趣ある佇まいが

当時をしのばせる。

【田んぼアート】

1612年に宿立てされ大名
の宿泊や物資の運送業務が
行われた。1923年雷火に遭
い、母屋・長屋門等を消失
した。
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