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お問合せ：池谷（053-989-1084.080-5412-6370）
吉田（053-985-0507）、瀬戸（090-1286-9383）

主催：春野倶楽部　共催：春野観光協会

ホームページ：http://hare.kokage.cc/haruno/
E-Mail：haruno@hare.kokage.cc

春野町すべてがギャラリー

気田川の清流。新緑の山里。
初夏の春野町においでください。

田舎暮らしの春野人（はるのびと）との出会い
と語らいを楽しむ小旅行をしませんか。

春野生まれの人と移住してきた人が、家や工房、
庭を開放して、皆さんをお迎えします。

お茶づくり、陶芸、工房、菓子、家づくり、蕎麦、
絵画、農場、さまざまな物産など。

それぞれの家ならではの見所があります。

今回はとくに、お茶農家がたくさん参加。
それぞれこだわりの新茶が味わえますよ。

ホタル公園では、そろそろホタルが舞いはじめ
る頃。ホタルの淡き光にも出会えるかも。

ギャラリーめぐりのような感じで、どうぞお気
楽に、興味のある家をお訪ねください。

春野倶楽部は、春野の
すばらしさを見つけ

て、みんなで分かちあお
う・あそんでみよう、と
いう有志の集まりです。

これまで、コンサート、
上映会、「いろんな

生き方あるものだシリー
ズ」のお話などを開催し
てきました。

山里って、ほんとうに
別天地なんですよ。

ああ、いいなー・おもし
ろいね！という春野の自
然と暮らし、すてきな人
がらを見つけては、お伝
えしていきます。

第2回  オープンハウス  in  はるの 2012

はるのびと

10～ 16時
2         36/1 ㈯ ㈰㈮



こんなすてきな春野暮らし

❶
笑顔畑の山ちゃんファーム
　ふれあい処：山下光之
領家 203　☎ 090-8863-6346

「農業を通して、感動・喜び・笑顔の和をつなげる」をモットーにお客様
からの “ 美味しい ” の一言や、大自然の中で大地と触れ合う喜びを日々
感じながら、農業を楽しんでいます。栽培作物：お茶・椎茸・各種野菜（ト
マト・きゅうりなど）。自家製パンも販売します。／春野生まれ／金休み

❷
「森はともだち」 ：内田貴久
堀之内 423-3
☎ 090-8473-8348

豊かな自然の源である森を元気に！「きらめ樹」という皮むき間伐で世
界を変えていくことができます。ドリームプランプレゼンテーション
2010 世界大会に参加、この国を森の民の国に（パートナー）、2008 年
から環境カウンセラー。／春野暮らし 12 年／金休み

❸
癒しの石猫「晴れるや工房」

 ：渥美典久
堀之内 656-18　☎ 983-2055

河原の石に猫を描いています。気田川の水音を聞きながら、お話をいた
しましょう。コーヒーか紅茶、お菓子をサービス。／春野暮らし 10 年

❹
和菓子の「月花園」

 ：瀨戸統祥
堀之内 973-4　☎ 090-1286-9383

八十年続く春野の和菓子屋の三代目。火伏の神で有名な秋葉神社との関
わりも深く、お供物（非売品紋菓・お供え餅）を納めている。チラシ持
参の方は、春野銘菓「青ねり」でおもてなしを。／春野生まれ

❺
森の中の菓子工房「ミココリエ」

：木下幸一
和泉平 298-2　☎ 985-0922

店名の通り森 ( 山 ) に囲まれた春野唯一の洋菓子店です。通常は完全予約
での販売ですが、3 日間限定で自家農園「えのき園」のお茶をふんだん
に使ったロールケーキや焼き菓子を販売します。／春野生まれ

❻
テラ・スペース「春野陶房」  　

：吉田克秀
和泉平 847-3　☎ 985-0507

転勤族を 50 歳過ぎに辞め、独学で作陶しています。春は山菜、夏は川遊び、
秋は紅葉、冬は薪ストーブ。身体は季節と共に思考する。作りたいものが
湧き出てきた時に、土と戯れています。小さな雑木林と天竜材の家、屋根
には星見台。／春野暮らし７年

❼
画廊「リモージュ」

：内山ヒロ子
砂川 11 ☎ 090-8420-9210

個展を中心に作品を発表しながら、自分なりの進化を追求しています。森
の中の安らぎのスペースとして、絵の鑑賞を楽しんでいただけたなら……。
毎月教室もあり。／春野生まれ／本人在廊は土日

❽ お茶農家：宇野大介／まどか
砂川 44　☎ 986-0528

京大を卒業して夫婦で農業を始めました。ウッドボイラーやバイオトイ
レも導入し、循環型の暮らしを目指して奮闘中です。ここ砂川（いさがわ）
は地域みんなで農薬不使用の有機茶を作っています。美味しい山の水で、
お茶をお入れします。／春野暮らし 4 年／金は休み

❾
お茶農家「八蔵園」

：鈴木猛史
砂川公民館　砂川 134
☎ 090-5109-2325

地元の人達と一体となって、農薬を使わない「有機栽培茶」を作り始め
て 19 年。茶摘み体験、簡易手もみ茶体験ができます。ともに 30 分程度。
自分だけのオリジナル茶を味わってみてください。また浜松市田舎暮ら
し相談員ですので、ご相談に乗ります。／春野生まれ／金・土は休み

❿
お茶農家「茶空民」

：山本奈々絵
砂川公民館　砂川 134
☎ 090-1020-4289

オーストラリア、ニュージーランドに４年滞在し福井で牧場生活を経て、
豊かな自然の懐でお茶農家になろうと決意し、昨年７月に移住。今、お
茶の育て方を勉強しながら、移動販売「和カフェ」を始めました。おす
すめメニュー「煎茶ラテ」をサービスします。／春野暮らし 10 ヶ月

⓫ 川音の郷：畑中  篤
宮川 2098-1　☎ 985-0630

一年を通して豊かな自然と思いっきり遊べるキャンプ場です。季節ごと
にイベントを開催、農業体験、鮎のつかみ取り等ができます。また、さ
じき席にてバーベキューが楽しめます。／春野生まれ

⓬ お茶農家 「井口園」 ：井口和彦
長蔵寺 274　☎ 986-0512

気田川の支流、のどかな熊切川の川沿いにある茶農家のお茶屋。新茶と
お菓子でおもてなしいたします。／春野生まれ

⓭ オープンガーデン：尾上美智子
長蔵寺 145　☎ 986-0133

片手間でコツコツと、山野草の庭を作っています。冬は、小鳥の餌づけ、
夏、かじか、ほたる、季節を追って咲く山野草と、一日一日楽しく過ご
しています。/ 春野生まれ

⓮ 憩いの地「雅」：三井昭一
筏戸大上 282-1 ☎ 090-1728-0676

甲府盆地を 18 の春に飛び出して、名古屋で 6 年、磐田へ移り住んで 30
年以上。そして、ここ春野に山暮らしの住処（すみか）をつくりました。

⓯ お茶の「栗崎園」：栗崎貴史
宮川 537　☎ 989-0756

曽祖父の代から開墾を始めた茶畑で、美味しさを求めて頑張っています。
穏やかな景色を眺めながら、清々しい空気、そして採れたてて新茶を召
し上がってください。/ 春野生まれ / 土は休み

⓰
本づくり & ギャラリー

「いちりん堂」 ：池谷  啓
宮川 134　☎ 989-1084

40 年の東京暮らしから、突然のひらめきで春野に。1700 坪の敷地で、
星を眺めてのドラム缶風呂、石窯、カヤックなど、山里あそびを探求中。
仕事は仏教書と医学書の編集と執筆。創作人形とインドのスケッチを展示。
空き家探し・田舎暮らしのご相談に乗ります。/ 春野暮らし 2 年

⓱
200 年住宅の「まりーてくにくす」
一級建築士：福山祐一
宮川 2670-1  ☎ 090-3305-0220

自分の「時の栖」を造りませんか。ここには、間伐材で作った３坪の男の
隠れ家「良間（りょうま）の休日」があります。さらに、200 年もつ住宅
をセルフビルドするための、骨と皮を提案します。/ 春野暮らし 10 年

⓲ 田舎暮らし：松本曠世
宮川 2676　☎ 989-1260

神戸から移住して 11 年。標高 370m、眺望抜群。原野を開き、念願の
薪ストーブ、花・果樹・野菜作りを享受。間伐材を集めて建てたログハ
ウス等の手作り小屋とガーデン。/ 春野暮らし 11 年 / 日曜は休み

⓳
家づくりの「岡野建設」　　　     

：岡野健市
宮川 245　☎ 989-0086

春野で家づくり 90 年の歴史。家づくりアドバイス。古民家研究。御嶽
神社気田神誠教会の神主も務める。真空管のオーディオセットを聴きな
がら、お茶でもどうぞ。/ 春野生まれ / 金土は休み

⓴
手作りカヤック「パオティン工房」  

：田中康彦
気田 715-1 ☎ 989-1550

モノコックタイプ組立式カヌー。工房でお茶を飲みながらカヌー制作、
カヌーの楽しみを語りましょう。アルツハイマーの妻の世話をしながら
暮らしています。/ 春野暮らし 8 年

�
そばどころ「一休」  

：青木　猛
豊岡 1963-12　☎ 989-1132

杉川の渓流のほとりにある手打ちそば。住居も店舗もひとりで作りあげ
た。蕎麦も独学で。店は 11 〜 15 時まで。趣味は、渓流釣りと木工、チェ
ロ演奏。/ 春野暮らし 15 年

�
陶芸「やしお窯」

：白幡　登
杉 1120　☎ 984-0326

岩嶽山に群生する天然記念物ヤシオツツジより命名。岩嶽山の登山道に
面し四季折々の自然の中で古来よりの穴窯で焼締陶器を製作している。
薪窯焼成の妙味をお楽しみください。/ 春野暮らし 20 年

�
春野「山の村」

 ：高杉集落の人々
杉 943-1　☎ 984-0311

地域の存続・活性化を目指して運営している野外宿泊施設。約 43ha の
広大な森の中にたたずんでいます。農業・林業・狩猟など、自然と共に
生活する技を持った地元住民が運営。マイ箸づくり＆しし汁を 300 円で
提供します。１日先着 30 名。/ 金は休み

�
丸太のお宿「シンフォニー」

：天野 進 / 裕子
石切 415-8　☎ 984-0056

子育ても終わり、四季の移ろいに日々身をゆだねています。空、水、空
気を皆さんにおすそわけ。雲でも眺めながら気分転換にヤッホー！。テ
ラスでコーヒーでもいかが？ 軽食は要予約。/ 春野暮らし 25 年

癒しの音楽 ギター演奏
：ちゃぼ

「ホタル公園」前で小規模なお年寄りのデイサービス「みんなの家」をや
りながら音楽を奏でています。６／３( 日 ) それぞれの家に何時頃あらわ
れるかは、お楽しみに。

 予約は要りません。直接お越しください。住所は全て浜松市天竜区春野町　☎市外局番は 053


