
4/5（水）
ＪＲ津田沼 6:10発
ＪＲ東京駅 6:45着 7:00発
ＪＲ新大阪 9:30着
ＪＲ新今宮 10:00着

南海本線新今宮 10:10着
岸和田 10:40着

一般道（徒歩）
岸和田 10:50着 岸和田城 満開4月5日

大阪府岸和田市岸城町9-1 岸和田市観光振興協会(072-436-0914)
※二三部咲き、例年より10日程遅れ

11:00着 昼食 11:45発
12:00発 一般道(1.5ｋ5分)タクシー

和泉大宮 12:05着 トヨタレンタカー 貸出日時： 17/4/5日 12:20 距離表示 18041
営業所： 岸和田市上野町東10-11　072-438-0100

12:20発 204(1.2k)→39(1.5k)→26(7k)→外環状線(1.5k)→241(0.5k)→
170(2.5k)→一般道(4.5k)(17ｋ40分)

泉南郡熊取町 12:55着 奥山雨山自然公園（永楽ダム）
13:30発 大阪府泉南郡熊取町大字久保2921

桜祭り2016年4月3日 熊取町役場072-452-6404

※一二部咲き、例年より10日程遅れ
一般道(4k)→62(2k)→一般道(1k)(7ｋ25分)　到着直前に道に迷う

泉佐野 14:05着 大井関自然公園（ろじ渓） 桜祭り4/1(土)～4/9(日)
14:10発 大阪府泉佐野市日根野 泉佐野市観光協会072-469-3131

一般道(1k)→阪和道上之郷IC-泉南IC(6.5k6分)→63号(1.5k)→64号(3.5k)(12ｋ20分)
※一二部咲き、例年より10日程遅れ

阪南市 14:40着 山中渓の桜 山中渓(やまなかだに)桜祭り(4/2(予定))

15:20発 〒5990214 大阪府阪南市山中渓131-8 072-471-5678

※二三部咲き、例年より10日程遅れ、子安地蔵のしだれ桜は満開
64号(7k)→京奈和自動車道(4k)→63号(1k)→一般道(1k)(13ｋ35分)

岩出市根来 15:55着 根来寺 桜100選 岩出市根来2286
厳な名刹を7000本の桜が覆う
約7000本（ネゴロザクラ、シダレザクラほか）　　約2万5000人
0736-62-1144 根來寺

※三四部咲き、例年より10日程遅れ、子安地蔵のしだれ桜は満開
16:45発 一般道(1ｋ5分)

岩出市根来 17:00着 根来温泉泊 國分屋 走行距離
0736-62-2188 〒649-6202 和歌山県岩出市根来1446 58k

※他の宿泊客なし。地域の宴会、カラオケなどに利用されるかっての旅館
料理は獅子鍋のみ。刺身、煮物、焼き物、揚げ物等一切なし。
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4/6（木）
岩出市根来 根来温泉 國分屋

朝食 距離表示 18099
8:40発 一般道(0.5k)→京奈和自動車道(6k)→62(1k)→

→7号(2.5k)→一般道(0.5k)(10.5ｋ20分)
紀ノ川市 9:10着 粉河寺 紀の川市粉河2787 0736-73-4830 粉河寺

770年創建、西国三十三所第3番札所として名高い古寺。
約300本（ソメイヨシノ、シダレザクラ）　　約3万人

※六七部咲き、桃山時代の石庭が素晴らしかった。
10:00発 一般道(1.5k)→京奈和自動車道(20k)→一般道(0.5k)(22k40分)

橋本 11:30着 丸山公園 奈良県1/50000地図裏面案内に桜の名所として表示あり
※予定外の立ち寄り先としたが、カーナビで見つからず橋本運動公園付近
(和歌山県橋本市北馬場)を目指した。見つからず地元の人にスマホで
調べてもらったが見つからずパスした。帰宅後調査【橋本高校の隣に有】
次善策として教えられた杉村公園を目指した。

12:00発 一般道(1.5k)→371(2.5k)→一般道(0.5k)(4k10分)
橋本 10:50着 杉村公園 和歌山県橋本市御幸辻

※丸山公園の代わりに地元の人に紹介された桜の名所とのこと
公園入口道路が狭く、対面交差できず入るのが難しかった。
帰りは降りて、対向車がないことを確認誘導しながら戻った。

11:20発 国道371(2.1k)→国道24号(29ｋ)→県道5号(0.2ｋ)→
→国道166号(0.4ｋ)→県道132号(0.4ｋ)→一般道(0.5k)→
→大和高田市大中(32.5k50分)

大和高田市大中 12:20着 高田千本桜 (大中公園) 3月下旬～4月上旬＜予定＞
〒635-8511 大和高田市大字大中 0745-22-1101 （大和高田市産業振興課）

※略満開。大中公園は川の合流地点にあり多くの花見客でにぎわっていた。
13:10着 昼食
13:50発 166→24→165(12ｋ30分)

桜井市阿部 14:25着 阿部文殊院 去年の満開日： 4月3日 0744-43-0002

〒6330054 奈良県桜井市阿部645
※略満開。こじんまりとした寺ですが、池の中心にある六角堂付近が見どころ。

14:50発 一般道→165→169→238→一般道(4ｋ10分)
桜井市三輪 15:05着 大神神社 (おおみわじんじゃ)去年の満開日： 4月5日

〒6338538 奈良県桜井市三輪1422 0744-42-6633
※読み=おおみわじんじゃ。三輪山をご神体とする神社で、桜の木はありませんでした。

15:40発 一般道(0.25ｋ)→238(0.7ｋ)→169(2.2ｋ)→165(0.5ｋ)→県道15(6ｋ)(10ｋ18分)
明日香村 16:15着 石舞台古墳 奈良県高市郡明日香村大字島庄

※明日香村観光の中心となる名所。桜めぐりの対象外でしたが満開でした。
16:30発 一般道(1ｋ)1ｋ5分

明日香村 16:35着 岡寺 奈良県高市郡明日香村大字岡
※桜めぐりの対象外でしたがほぼ満開。土産物屋前に15分駐車で500円取られました。

16:50発 県道15(0.7ｋ)→155(1.5ｋ)→209(1.6ｋ)→169(0.1ｋ)→一般道(0.2ｋ)(4ｋ10分)
明日香村 17:00着 ペンション明日香泊 〒634-0138 奈良県高市郡明日香村越17

※4年前、直前にキャルセル処で、caféを併設した小じゃれたペンションです。
18:00 夕食 744-54-3017 ２名20,580円 走行距離

111k
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4/7（金）
明日香村 ペンション明日香

朝食 距離表示 18210
8:40発 一般道(0.1ｋ)→210(0.6ｋ)→209(0.25ｋ)→169(0.1ｋ)→一般道(0.2ｋ)(1.3ｋ5分)

※地元の観光課に確認し、予定した数か所の桜がつぼみの為、明日香村を巡りした。
明日香村 8:50着 高松塚古墳 奈良県高市郡明日香村大字平田

※綺麗に整備されていた。付近にはみんな古墳に見える小山だらけです。
資料館で、ボランティア・ガイドの説明を聞いた。

9:20発 一般道(0.1ｋ)→210(0.6ｋ)→209(1.13ｋ)→一般道(0.4ｋ)(2.3ｋ20分)
亀石発見までに道に迷った

明日香村 9:40着 亀石 奈良県高市郡明日香村川原
※個人経営の工務店のような建物の庭先に有、すぐ近くに行かないと見逃します。

9:55発 一般道(1.7ｋ)(1.7ｋ5分)+徒歩5分
明日香村 10:00着 飛鳥寺 奈良県桜井市三輪1422

明日香民俗資料館(明日香村大字岡４１０)の駐車場に駐車
※現在は狭い境内しか残っていませんが、かっては大きな敷地を持つていた寺とのこと。
特徴のある面長な飛鳥大仏は、写真も撮らせてもらえます。

10:25発 徒歩5分
明日香村 10:30着 酒船石 明日香民俗資料館(明日香村大字岡４１０)の脇を入る

※何のための石かは、諸説あるようですが、祭事に使われたのでしょうね。
10:45発 一般道(0.9ｋ)→15(0.9ｋ)→155(4.7ｋ)(6.5ｋ12分)

桜井市 談山神社 桜井市多武峰319 去年の満開日： 4月8日
山桜、ソメイヨシノ、シダレザクラ、ウスズミ桜など500本。 0744-49-0001(談山神社)

※桜の名所らしいのですが、つぼみでした。山中の神社ですので後10日は先かな?
11:20発 一般道(0.5ｋ)→124(4.2ｋ)→165(6.8ｋ)→38(1.8ｋ)(12.5ｋ25分)

桜井市初瀬 11:45着 長谷寺 桜井市初瀬731-1 去年の満開日： 4月3日
花の御寺として愛される奈良の名所 0744-47-7001 長谷寺
約4000本（ソメイヨシノ、ヤマザクラ、シダレザクラほか）　　約4万人

※満開の桜、長い階段の回廊、本殿からの眺め等々、今回旅行ではここが一番でした。
12:30着 昼食 門前の土産物屋街
13:10発 一般道(0.2ｋ)→165(12ｋ)→38(1ｋ)(13ｋ20分)

観光課に確認、つぼみのため、以下はパスした
0744-42-9111(桜井市　観光課) 桜井市滝倉 瀧蔵神社の権現桜

石垣から乗り出すように枝を広げ、優美に枝垂れる。 樹勢も盛ん。シダレザクラ
0745-82-2457 宇陀市観光連盟 宇陀市室生 又兵衛桜 宇陀市大宇陀本郷

1本で何万人をも惹きつけるシダレザクラ
0745-82-2457 宇陀市観光連盟 宇陀市榛原赤埴 佛隆寺千年桜 宇陀市榛原赤埴1684

奈良県で最古・最大といわれる風格ある桜 1本（モチヅキザクラ）　　約3000人
宇陀市室生 13:35着 大野寺 宇陀市室生大野1680

自然の景観をバックに咲き誇る見事なシダレザクラ
12本（コイトシダレザクラ2本、ベニシダレザクラ10本）　　約3万人
0745-82-2457 宇陀市観光連盟

※三本のしだれ桜だけ満開、その他は二三部咲き。
小さなお寺ですが、川を挟んで向こう岸の大きな岩に刻まれた磨崖仏は一見です。

14:00発 164(1ｋ)→165(2ｋ)→28(4ｋ)→一般道(1ｋ)(5.8ｋ12分)
14:25着 室生寺 宇陀市室生78 特に太鼓橋から眺める桜が美しい。

ソメイヨシノ、ヤマザクラなど約10本あり。 0745-93-2003(室生寺)
※ご存じ女人高野、桜は殆どつぼみ。生憎、小雨にふられましたが、参道の赤い太鼓橋、
山門、五重の塔とそこに向かう石の階段は雰囲気が有りかえって良かったかも。

15:00発 28(5.6ｋ)→165(14.6ｋ)(20.1ｋ35分)
観光課に確認、つぼみのため、パスした

0745-82-2457 宇陀市観光連盟 宇陀市室生 西光寺の城之山桜 宇陀市室生無山
樹齢およそ300年、「城之山桜」と呼ばれる。優雅に枝を垂らす見事な1本シダレザクラ

名張市蔵持町 15:40着 ホテル泊 ホテルルートイン名張　0595-67-3330　ﾁｪｯｸｲﾝ17:00
夕食

※一階に大浴場があり、狭苦しいユニットバスに入らずに済みました。
食事はホテル近くの大型和食店で、酒を嗜みながら、ゆっくり過ごすことが出来ました。

〒518-0752 三重県名張市蔵持町原出１３４５－１ 走行距離
67k



和歌山奈良三重桜めぐり行程（17/04/05-08）結果

4/8（土）
名張市蔵持町 ホテル ホテルルートイン名張 距離表示 18277

朝食 0595-67-3330 和洋ﾊﾞｲｷﾝｸﾞ朝食　6：45～9：00
8:00発 368(2ｋ)→785(9ｋ)→4(5ｋ)(16ｋ30分)

奈良市月ヶ瀬 8:30着 月ヶ瀬湖畔 奈良県奈良市月ヶ瀬長引２１−８ 去年の満開日： 4月4日

名張川にかかる八幡橋は艶やかなサクラの花に彩られ、
美しい和の風景を見せてくれます
0743-92-0300／奈良市月ケ瀬梅の資料館

※桜は二三部咲きでした。元々ここは、梅の名所ですが、少し期待外れでした。
8:45発 4(11ｋ)→369(1ｋ)(12ｋ25分)

奈良市柳生下町 9:15着 旧柳生藩家老屋敷、陣屋後 奈良県奈良市柳生町 柳生さくら祭(4/9、10)
柳生観光協会0742-94-0002

※陣屋後、地元の人たちが桜祭りの準備中。肝心の桜は殆どつぼみでした。
9:35着 柳生芳徳善寺奈良県奈良市柳生下町

※柳生一族の菩提寺です。桜は二三部咲きでした。
9:55発 369(1ｋ)→4(3ｋ)→325(2ｋ)(6ｋ15分)

京都府相楽郡笠置町 10:20着 笠置山寺 京都府相楽郡笠置町大字笠置笠置山
10:50発 笠置町企画観光課（0743-95-2301）

※自然公園に行くつもりが、笠置山寺に入ってしまいました。
寺の裏側には、大きな磨崖仏がいくつかあります。岩だらけの険しいハイキングコース
となっており、自然に寺に戻れるようになっています。
※今回旅行では10分、15分の駐車でも、行く先々で500円を取られることばかりでした
ので、「憩いの家」の前に駐車しました。

11:10着 京都府立笠置山自然公園(ふれあい広場)の桜 
「日本さくら名所100選」

※河川敷の公園です。桜は満開。バーベキューをやっている花見客が大勢いました。
11:30発 325(3ｋ)→4(1ｋ)→163(20ｋ)→一般道(1ｋ)(25ｋ40分)

伊賀市上野 12:10着 トヨタレンタカー 返却13:00　伊賀市平野城北町130　072-438-0100
12:20発 徒歩 距離表示 18340
12:20着 昼食 走行距離 63k
12:50発 徒歩
13:00着 上野城(上野公園) 伊賀市上野丸之内

天守閣を囲むように約800本の桜が植えられ、夜桜見物ができる。 
約800本（ソメイヨシノ） 0595-26-7788 伊賀上野観光協会

※ここを訪れる計画は三度目でしたが、やっと実現しました。
桜は満開。城、桜、堀はどこに行ってもベストな組み合わせです。

13:25発 徒歩
13:35着 トヨタレンタカー
13:40発 レンタカー従業員による送迎
13:50着 ＪＲ伊賀上野

※電車は一時間に一本しかありません。しかも亀山乗り換えです。
14:21発 ＪＲ関西本線 15:21発
15:05着 ＪＲ亀山 16:05着
15:26発 ＪＲ関西本線快速 
16:33着 ＪＲ名古屋 17:34着
16:42発 のぞみ238号 17:42発
18:23着 ＪＲ東京 19:23着

ＪＲ津田沼


