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　　　 あら  き  がわ

❷荒城川沿いの桜並木
荒城川沿いの土手を歩く。桜並
木が続き、春は川に舞い散る花
びらが美しい。夏の木漏れ日、
秋の紅葉も見もの。

❹河岸の田んぼ
荒城川の両岸に田んぼが広がり、受
け継いできた農家の営みが垣間見ら
れる。盆地を囲む山並みとのコント
ラストも秀麗。

　　　 ほっ  た  もり

❺堀田森の大イチョウ
樹齢推定800年の巨木。田んぼ
からも望め、目印になる。南西
に進むとバス通りに出られる。

　　　 ますしま

❻増島城址
天領となるまでこ
の地を治めた金
森氏の居城跡。
飛騨地方唯一の
平城で、現在は
稲荷神社が祀ら
れている。

❾棚田
盆地のはずれは、
棚田が形成され、
市街化が進んだ今
も田が受け継がれ
ている。農道を南
西に進む。

13飛騨古川駅
開業当時の面影を残す駅舎。映画『君の
名は。』で主人公が降り立った駅のイメージ
映像として登場している。バスタ新宿行き
の直行バスも利用できる。観光案内所も
ある。（直行バスの情報は17ページ参照）

10たんぼの湯
田んぼの土を思わせる赤
い湯が特徴の温泉。汗を
流して歩き疲れた足を癒し
てくれる。
●営業時間  11：00～21：00
●定休日 月曜 ●料金 500円
☎0577-73-2014

　　　   け　 た

❼気多若宮神社
飛騨十神の一社に数えられ、
4月19日・20日は古川祭の舞
台となる。神社の階段は映
画『君の名は。』にイメージ
映像として登場している。

　　　あんぼうふじえん

❽安望藤園
飛騨古川の田んぼと、
市街地を見下ろす庭
園。5月には紫色の
藤の花が咲き乱れる。

　　　 せいほう  じ

❸清峯寺
奈良時代に端を発する古刹。円空上
人の最高傑作といわれる千手観音な
ど三体が安置される。拝観は要予約。
●拝観料 300円 ☎ 0577-72-3582

　　　   　　　　がい  と　　     おお ぼとけ

❶木曽垣内の大仏
駅を右に出発したらJR高山本線
沿いに進み、一つ目の踏切を
渡る。小学校前の信号で左折
すると、突き当たりに現れる。
丈2mの木造阿弥陀如来像の拝
観は要予約。      ☎ 0577-72-2325

　1,000m級の山々に囲まれた古川
国府盆地には、宮川とその支流の荒
城川の清流に育まれた肥沃な土壌の
田園が広がります。縄文時代の遺跡
も出土し、古くから豊かな暮らしが営
まれていたことを物語っています。城
下町の面影を残す白壁土蔵街など、
文化の香りも色濃く、歩いていて飽
きさせません。
　このコースは、飛騨国府駅をス
タートして、荒城川沿いの田んぼを
辿り、歴史的な建造物を経由して、
飛騨古川駅に至ります。大ヒット映画
『君の名は。』にイメージ映像として
登場した場所も巡ることになります。
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