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施設名 電話番号
県立ぐんま天文台 70-5300
県立北毛青少年自然の家 63-2004
みどりの村キャンプ場 63-2431
高山温泉いぶきの湯 63-2639

施設名 電話番号
高山温泉ふれあいプラザ 63-2000
道の駅「中山盆地」直売所 63-1919
ロックハート城 63-2101

※市外局番（0279）

インフォメーション

JR上越新幹線  …………上毛高原駅より車で20分
JR上越線  …………沼田駅より車で20分・渋川駅より車で30分
関越自動車道  ……… 渋川伊香保I.C.より30分・月夜野I.C.より20分

高山村へのアクセス

村の自然が育んだ特産品

りんどう
村の花りんどうは、高品質で
日持ちが良いと市場でも高
い評判を受けています。

高山ブランド米
月あかね
高山村のこだわり農家が
作ったおいしいお米。コ
シヒカリやミルキープリン
セスなど品種があります。

干し芋
しっとりやわらかい食感の干し
芋は、紅はるかやシルクスイー
トなどの品種で、平干し、丸干
しなど種類も豊富です。

県立ぐんま天文台
直接目で観察できる世界最大級の望遠鏡で覗く天体は、一見の価値ありです。
流星群のピーク日には県内外から多くの人が集まり、皆で芝生の上に寝転がって観
察会が行われます。都市では出会えない星空との出会いは感動的です。

住所  群馬県吾妻郡高山村大字中山6860-86　 TEL  0279-70-5300
URL  http://www.astron.pref.gunma.jp/　 休  月曜日(祝日の月曜日は開館、翌日休館)

ロックハート城
森の中にスコットランドの古城を移築・復元しています。ヨーロッパの雰囲気を生
かし、映画やドラマなど様 な々撮影でも使われています。
数多くのドレスから選べるプリンセス体験が人気で、スプリングベルやハートの絵馬
などカップルで楽しめる施設もあります。高山村産のビーツを使用したオリジナルの
「マリアさまのケーキ」も味わえます。

住所  群馬県吾妻郡高山村大字中山5583-1　 TEL  0279-63-2101
URL  https://lockheart.info/

ノーザンカントリークラブ上毛ゴルフ場

高山ゴルフ倶楽部

関越ゴルフ倶楽部

グリーンでプレーする
３つのゴルフ場があり、都心から90分というアク
セスの良さと、季節によっていろいろな表情を見
せる自然の中で、思い切りプレーできます。

群馬県
高山村
Ta k a y am a  v i l l a g e .  G u nm a .
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TAKAYAMA
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高山きゅうり
皮が薄く柔らかいが、歯ごたえ
のある高山きゅうりは地域限定
品。加熱調理にも向いています。

Y M C K



みどりの村キャンプ場
豊かな自然の中にあるアウトドア施設です。AC完備のオートキャンプサイトや寝具付
きのログキャビンやバンガロー、広 と々したフリーサイトを備えています。フィールドア
スレチックや屋根付きの炊事場・BBQ棟、シャワーやコインランドリーなど充実した
施設で、キャンプビギナーやファミリーも安心して利用できます。

住所  群馬県吾妻郡高山村大字中山6853　 TEL  0279-63-2431
URL  https://www.takayama-kanko.jp/midori/

高山温泉いぶきの湯
天然温泉「いぶきの湯」は、「病もなおす
神の霊泉」として、昔から地元の人々の
憩いの場として親しまれてきました。ナ
トリウム-カルシウム塩化物泉で、つか
れば体の芯からポカポカ、お肌はスベス
ベになります。飲泉所、温泉たまごの販
売、小旅行の休憩、キャンプでの浴場と
して利用できます。

住所  群馬県吾妻郡高山村大字中山3999-1
TEL  0279-63-2639　
営業時間 10:00～21:00
休  毎月1日（土・日・祝日の場合は翌平日）
URL  https://www.takayama-kanko.jp/
info/onsen/ibukinoyu.html

道の駅中山盆地
温泉でくつろぎ、特産品を味わう
木の優しさにつつまれたコテージに泊まり
高山村の自然を満喫できる…。
道の駅「中山盆地」は、
雄大な三並山や田園風景を眺めたり、
夜は露天風呂で満天の星空を楽しめる、
眺望・景観に優れた道の駅です。

高山温泉ふれあいプラザ
一風変わったとんがり屋根の石造りの建
物は、温泉、食堂等を備えた家族みんな
で楽しめるスパリゾートです。「いぶきの
湯」を源泉に使用した内風呂は、ナトリウ
ム-カルシウム塩化物泉で、体の芯から温
まり、疲れを癒してくれます。緑と新鮮な
空気に囲まれた露天風呂では、夜は満天
の星を見ながら温泉が楽しめます。
すぐ近くの林の中には、ゆっくりと宿泊で
きるコテージもあります。

住所  群馬県吾妻郡高山村大字中山2357-1
TEL  0279-63-2000
営業時間 10:00～21:00　 休  毎月10日
（土・日・祝日の場合は翌平日）
URL  https://www.takayama-kanko.jp/
fureai/

コテージ
豊かな自然の中にあるプライベートコテー
ジです。全部で８棟あり、ご家族や友達同
士、職場のグループなどで気軽にご利用い
ただけます。宿泊中は近くにあるふれあい
プラザへの入館が無料となり、温泉を自由
に楽しむことができます。コテージのお申し
込みは、ふれあいプラザまでお願いします。

URL  https://www.takayama-kanko.jp/
fureai/cottage.html

県立北毛青少年自然の家
身近な自然に対する興味・関心を高めたり、
人間関係をつくったり、協力や責任といったも
のを学ぶことを目的に、登山、ウォークラリー、
植物ウォッチング、県立ぐんま天文台見学、ネ
イチャークラフト、バードウォッチング、アウトド
アクッキング、ネイチャーゲームなど、自然を楽
しみながら共同宿泊する施設です。

住所  群馬県吾妻郡高山村大字中山6853-18
TEL  0279-63-2004

歴
史
体
感三国街道と中山宿

高崎宿で中山道と分かれて新潟に向かう三国街道は、関東と越後を最短で
結ぶ街道でした。金古・渋川・北牧・横堀・中山・須川・永井等の宿場を
経て、三国峠を越え、越後・佐渡に至る街道は、多くの旅人で賑わいました。
中山宿旧本陣跡は、江戸時代末期に建てられました。中山宿は本宿と新田
宿に別れ、交替制により業務を営んでいました。本宿本陣の建物は大正時
代火災で焼失しましたが、街道に面した門構に面影を残しています。新田本
陣には書院上段の間、門構などが保存されています。

若山牧水歌碑
大正７年（1918年）、放浪
の歌人・若山牧水が峠を越
えて利根より吾妻に旅した
ときに作った歌を刻したも
のです。牧水が休んだと言
われる権現峠に建立されて
います。

縄文時代の住居跡  
中山敷石住居跡
縄文時代中期後半から後
期前半の頃の敷石住居跡。
地下約50cmの所にあり、
中央には石組みの炉や平石
の廊下状や特殊遺構が見
られます。県指定史跡

名久多教会
明治20年（1887）に吾妻郡
で最初に建設された教会。
県内に存在する教会では、
最古の木造洋風建築と言わ
れています。村指定文化財

三島神社太々神楽
天照大神の天の岩戸隠れ
に始まったと伝えられる
太々神楽。江戸時代中期
の享保７年（1722年）より
現在に至っています。中山
神社祭典・三島神社祭典
において奉納されています。
村指定文化財

役原獅子
室町時代、役原に城を築い
た尻高氏が諏訪神社を建
立し、その祭典に遠州流獅
子舞をまねいて住民に教え
たのが起源。獅子頭は徳
川末期弘化３年（1846）に
つくられたものです。村指
定文化財

尻高人形芝居
高山村を代表する文化のひと
つ。一人で人形を動かす「一
人遣い」は国内でも珍しく、
毎年11月23日には定期公演
を行なっています。国選択・
県指定重要文化財

三島神社の杉並木
参道に植えられている杉並
木（27本）は、藤原秀郷の
戦勝祈願のためお手植えし
たと伝えられています。昭
和48年（1973年）に伐採さ
れた切り株から、年輪400
余りが確認されています。
県指定天然記念物

バンガロー

フリーサイト

オートキャンプ

ログキャビン

たかやま高原牧場

農産物直売所
朝採れ高原野菜やフルーツ、手作り食
品が盛りだくさん。
安心安全コーナーでは無農薬、無化学
肥料で栽培された野菜が並びます。

TEL  0279-63-1919
営業時間 4月～10月 9:00～18:00
　　　　11月～3月 9:30～17:30
休  12月～3月　毎月10日

（土・日・祝日の場合は翌平日）

足湯
県産材ひのきを使用した足湯です。
目の前に広がる雄大な田園風景を眺め
ながらほっと一息。

高山ふれあいパーク
４種類のすべり台がついた大型遊具や、
ターザンロープ、健康遊具、小さな幼
児も遊べる幼児遊具、また夏場には水
遊びができるミストの遊具もあります。

Y M C K

TOPIC道の駅「中山盆地」から
車で5分の天然温泉


