自 然
Nature

自然…山・川・湖

Nature ― Mountains, Rivers, and Lakes
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The colors of a profoundly beautiful natural world

思いがけない発見、想像以上の美しさ。自然との出会いは、いつも驚きの連続だ。
標高400〜600mの山々で生まれる清流、そこで育まれる植物、木々、動物。少し足を伸ばして、京丹後の自然に会いに行こう。

宇川・野間川

内山ブナ林

味土野の渓谷

かぶと山

離湖

ハイキングにトレッキング、釣りを楽しむ
Enjoy hiking, trekking, and fishing

内山ブナ林【Map :3- E】

宇川・野間川【Map :2- E】

自然の豊かさを計るバロメーター
ともいわれるブナ。内山ブナ林は北
近畿最大級のブナ林で、300種以
上もの植物が自生するたいへん貴
重な地域です。自然観察施設「ブ
ナハウス内山」や散策路が整備さ
れ、森林空間に思う存分ひたるこ
とができます。

宮津市に源を発し、山間地を縫
うように清く流れる宇川。野間地域
では野間川の名で親しまれ、川沿い
には多種多様な動植物が生息しま
す。新緑の春、紅葉の秋には、宇川
の美しさは一層際だち、野草・野鳥
観察のトレッキングには絶好の場
所です。

The Uchiyama Beech Forest is the largest of its kind in the northern part of
the Kinki region and constitutes a tremendously valuable habitat for over
300 species of naturally growing vegetation. Visitors can check out Beech
House Uchiyama for a closer look at nature and stroll down hiking paths.

The Ukawa River originates in Miyazu City, flows between mountains,
and is known affectionately as the Nomagawa River as it crosses a plain
of fields. The area running alongside the river serves as a habitat for a
large variety of animals and plants.

かぶと山【Map :3-A】

磯砂山【Map :4 - C】

かぶと山の名称は、
「左右対称、
兜（かぶと）の形に似ている」こと
から付けられたものです。標高
192m、久美浜湾に抱かれ、山頂か
らは久美浜湾と白砂浜の小天橋、
日本海を望むことができます。すそ
野に広がるかぶと山公園ではキャン
プが楽しめます。

羽衣伝説が残り、ハイキングコー
スとして親しまれている磯砂山。標
高661mで、山頂へ続く1010段の
階段を上がると、大江山・天橋立・
小天橋を望む壮大なパノラマが広
がります。伝説にちなみ、頂上には
天女モニュメントがあります。

Mount Kabuto was so named due to its symmetrical resemblance to a
kabuto beetle. The peak of the mountain affords climbers a commanding
view of Kumihama Bay, the Shotenkyo Sandbar, and the Sea of Japan.

Mount Isanago, immortalized in the Hagoromo Legend, is known for its
hiking trails. Upon climbing the one thousand and ten steps to the peak, a
magnificent panorama encompassing views of Mount Oe,
Amanohashidate, and Shotenkyo spreads out before you.
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味土野の渓谷【Map :2- E】

離湖【Map :2- C】

細川ガラシャ夫人の隠棲（いんせ
い）の地として知られる味土野の渓
谷。集落から500m東へ行くと、落
差約 35mの迫力ある味土野大滝
が、静かな渓谷の中、幽玄にその水
音を響かせています。四季折々に
変化する渓谷はいつも私たちを楽し
ませてくれます。

古くから、ヘラブナ釣りで知られ
る離湖は、京都府下最大の淡水湖
で、湖周約４km、最深部は約７m
にもなります。週末になるとフナ竿
が並び、釣りを楽しむ人でにぎわい、
近年はブラックバス釣りも人気を集
めています。離湖公園は桜の名所
です。

The Midono Ravine is famous as the location where Hosokawa Gracia
went into seclusion. In the midst of this quiet ravine, the impressive Great
Midono Falls, with a drop of approximately thirty-five meters, causes the
sound of its own forceful flow to resound with ethereal delight.

Lake Hanare, known since ancient times for the fishing of deepbodied
crucian carp, is the largest freshwater lake in Kyoto Prefecture. On
weekends, the lake is abuzz with rows of rods manned by fishing
enthusiasts looking to catch some carp.
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