（和歌山県・北山村）

ココ本当に日本！？
北山川で絶景ラフティング

数 製 版 課
鶴瀬DEC 2X

12

和歌山出身の現役女子大生。
大学では生物学を専攻してい
て、フィールドワークで山に
入ることも多いという。キノ
コ同好会というマニアックな
会にも所属。

隣からはマドンナの多部さんの

瀬にラフトボートが突っ込む。

が現われた。ゴウゴウと渦巻く

漕ぎ始めていきなり巨大な瀬

秘境感溢れる場所なのだ。

人工物が一切目に入ってこない。

そして日本の河川には珍しく、

豊かな森。水の透明度も抜群だ。

目線を上げれば、新緑が美しい

がブシューっと吹き出している。

雨の影響で、至る所で小さな滝

荒々しい岩に囲まれ、前日の

はそのロケーションに驚いた。

北山川でのラフティング。まず

今回はそんな北山村を流れる、

産大臣賞を受賞したこともある。

むら景観コンテスト」で農林水

置し、過去には「美しい日本の

議な場所。紀伊半島の中央に位

とも隣接していないという不思

ていながら、和歌山県とのどこ

たぐ飛び地だ。和歌山県に属し

北山村は日本唯一の、県をま

きのくにフレンズ
多部 菜月さん

という声。こっちは
「キャー ！」

アウトドアクラブ アイスマン ☎0735
（49）
2488 http://oc-iceman.com

製版者 訂正回数

大場

日本全県
アウトドア巡り

5R98 4R99
アウトドア＋サーモス
4

世界に誇れる
フィールドです！

色

和歌山県は水の国だ。
広大な山々に雨が降り注ぎ、
川へ流れ込む。
山の滋養をたっぷりと含んだ水が
海へ行き着き、
豊かな海産物を育む。
そんな和歌山
の秘境にある、
透明度抜群の北山川。
ラフティング
ポイントとしても日本有数の場所なのだ！

ビーパル７月号
0074

ご当地のマドンナ が
案内する最旬の外遊びガイド

今回お世話になったガイド会社「ア
イスマン」
。ラフティング
（６５００
円〜）
の他、キャニオニングツアー
も開催。宿泊施設も併設し、滞在し
ながらアクティビティーを楽しめる。

今月の マドンナ

振り落とされまいと必死で声も

100
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連盟

12969318

その16

トロ場でまったり
激流でモミクチャ

岩の上から
ドボーン ！

いきなりクライマックス！

漕ぎ始めてすぐ最大の瀬

今回チャレンジしたコースは、最初の瀬がいきなり最大
規模という、なかなかにスパルタンな仕様。漕ぎ始めて
すぐに「これ無理じゃね!?」というくらいの巨大な瀬が
渦を巻く。ま、まだ心の準備がーー! !

くじらの博物館では

カヤックで
クジラに接近！

北山川でのラフティングの楽しみ
は激流だけじゃない。トロ場での
んびりと日本屈指の風景を堪能し
たり、上陸して岩場から飛び込ん
でみたり、川を遊び尽くせる内容。
マドンナの多部さんは高さ5ｍの
岩からダイブ！

太地町にある、くじらの博物館は、カヤック
でクジラと併走
（1000円）
したり、クジラと
一緒に泳いだりできる触れ合いイベント盛り
沢山！ ちなみにイルカとクジラの違いって
大きさだけだって知ってました？
太地町立くじらの博物館
住 和歌山県太地町太地2934-2 ☎0735
（59）
2400
○

ながらアクティビティーを楽しめる。

１…大場

なんと奈良時代から続く

和歌山名物めはり寿司

高菜の漬け物でご飯を包んだ、めはり寿司。
50年以上の歴史を誇る老舗「めはりや」さ
んの秘伝のタレは絶品！ 自宅で作れるめは
り寿司キットは全国に発送可能。

DEC

住 和歌山県新宮市緑ヶ丘1-1-39
総本家 めはりや ○
☎0735
（21）
1238 http://mehariya.main.jp

協力／和歌山県、和歌山県観光連盟

「キャー ！」
という声。こっちは

振り落とされまいと必死で声も

出ない。無事に瀬を乗り越えて、

多部さんのほうを見るとキャー

キャーいいながらも満面の笑み。

瀬とトロ場のバランスが良くて、

激流のスリルと、絶景を楽しむ

まったりとした時間の両方を楽

しめるのも北山川の魅力だ。ボ

撮影／小倉雄一郎

ート上に仁王立ちになったり、

腹ばいで突入したり、全部で７

つの瀬をあの手この手で乗り越

え、無事にゴール。ガイドの海

※構成／櫻井 卓

野さんが川の歴史をいろいろと

北山村は元々、林業で栄えた

教えてくれる。

村。切り出した材木をそのまま

筏にして、筏師たちはこの川を

下っていったという。

「最初の大きな瀬、
あれ音乗
（お

BE-PAL 7月号 2016

!!

とのり）
の瀬というんですが、

太地町立くじらの博物館

元々は弟乗といわれていたそう

新宮駅

!!

です。つまり、かなり危険な場

熊野市駅

所だったから、一家を継ぐ長男

42

紀勢
本線

校了…◯◯

101

総本家
めはりや

JR

じゃなくて、弟を乗せろって意

北山村
311

和 歌山県

３…◯◯

北山川
169

味らしいですよ。
ハッハッハ 」

311
42

ちょっとそれ、最初にいって

紀勢自動車道

10㎞

アウトドアクラブ
アイスマン

くださいよ

２…中川

0

ビーパル７月号

12969318
0071
数 製 版 課
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4R100
アウトドア＋サーモス

4

色

12

弘法大師の
伝説が残る橋杭岩
は し ぐ いい わ

串本町にある橋杭岩は、海岸沿いに約850ｍ
続く奇岩群。海水の浸食により、岩の硬い部
分だけが残りこのような形に。弘法大師が天
の邪鬼に作らせたという伝説が残っている。
国の名勝天然記念物に指定。真空断熱スポー
ツボトル／FHQ-1000 1.0ℓ 各6500円

２…中川

長さわずか
の
日本で一番短い川

１…大場

DEC

和歌山県は、
山、
川、
海のいずれも日本屈指
の美しさを誇る場所だ。
有名な那智の滝や、
熊野古道など、観光スポットもたくさんあ
る。
そんな和歌山県で今回取材陣が発見し
たのは奇岩が創る素晴しい景色がやけに
多いこと。幅500ｍ、高さ100ｍの大きな一
枚岩とそばを流れる古座川、
海にそびえ立
きれいな水と
つ橋桁のような橋杭岩など。
風景がマッチした絶景が目の前に広がって
いる。まさに「水の国、
和歌山」
だ。
はしぐいいわ

幅500mの巨岩！
その名もズバリ
一枚岩

13
m

３…◯◯
校了…◯◯

日本でもっとも短い2級河川。その名もぶ
つぶつ川。長さはわずか13.5メートルだ
けど、水源からはこんこんと水が湧き出て
いる。生活用水としても使われる地元密着
型河川。もちろん、飲むこともできる。

提供／サーモス http://www. thermos.jp/

古座川町にある、巨大な一枚
岩。春には桜、秋には美しい
紅葉も楽しめる場所。夏には
キャンプ客で賑わうスポット
だ。アメリカ・ヨセミテ国立
公園の一枚岩、エルキャピタ
ンを彷彿させるお姿。真空断
熱ケータイマグ／JNT-550 0.
55ℓ 各6000円
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大場

奇岩、巨岩の宝庫！
和歌山の名スポット

