H30 南紀熊野ジオパークガイド 北エリア
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得意とする案内場所

世界遺産「紀伊山地の霊場と
参詣道」登録当初より熊野古
道の語り部として活動。2014
北エリアの大雲小雲取り
年日本山岳ガイド協会の登山
越えとその周辺
ガイドステージ2の資格を取
得。本来はArtist.熊野の元気
を分かち合いましょう

北南
東西

ある時は山や岩の案内係、あ
る時は観光イカダの乗組員、
ある時は自称・日本一小さな
観光協会の相談役（役員は犬
と猫）、ある時は陶人形作家。
「今日は楽しかった」「また来る
よ」って言って頂けるよう頑張
ります。

私の生まれ育った三重
県と奈良県の境目にあ
る和歌山県の小さな飛び
地『リトルワンダーランド
嶋津』

北南
イワナガ カツジ
東

ジオパークは大人の部活と言
われています。私達は住んで
いる地域のことについて、案
外知らないものです。
一緒に歩いて未知への挑戦を
してみませんか。地球のこと
地学を学べばきっと今迄と
違った世界が拡がると思いま
す。

得意とする場所は特にあ
りません。
歩けばどこでもいいとこ
ろです。

北南
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現在の地形を見て1500万年
前の出来事がわかる等ジオ
サイトの勉強をしたことで、熊
野古道語り部として話す内容
に深みと意義が加わった。他
に熊野セラピスト・特区通訳案
内士（英語）

熊野川、神倉神社（ごと
びき岩）
那智の滝、鈴島、浮島の
森
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「ジオパークで驚きを頷き
に！」
初めて訪れた人はもちろん、
地元で生まれ育った人にも、
篠尾渓谷
多くの人たちとこの面白さを
シャア（共有）したい。
僕の思いはそれにつきます。

・熊野古道、川で吹く横笛…
・サービス介助士２級
・熊野川川下り語り部
・熊野古道を熊野セラピスト
神倉神社、熊野川川下
語り部として案内してます。
り、新宮城、鈴島
熊野の霊場を地質でみると！
を楽しく解りやすく伝えていけ
たらと思っております。
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通訳案内士、和歌山県特区ガ
イド、高野山案内人
商社勤務時代は京都、奈良へ
の外人の案内、退職後は大阪
枯木灘海岸、熊野世界
府の自宅、和歌山県の住居を
遺産、白浜近辺
往復を、紀伊半島の中央部を
通り枯木灘でも磯釣りをも通
し、熊野古道他の経験豊かで
す。
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紀州語り部
熊野の石仏（特に庚申塔）が
好きです。
川も大好きです。

登山が趣味の山ガールです。
我が町上富田町は「豊かです,
水も緑も人情も」
元気があっても無くってもファ 西エリア
ミリーで親子でお友達と来て
いただいて、笑顔でお帰りい
ただきます。
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石仏のある場所、カヌー
で行けるところならどん
な場所でも。

太地町、那智勝浦町、新
宮市

特技は長年気功を学んでいま
す。
本宮語り部の会会員、熊野川
太地・熊野川町
町語り部の会会員
南紀熊野の色々な景色、風情
を紹介できればと思います。

熊野古道大辺路刈り開き隊、
古座川街道やどやの会等で
ガイド、道普請をやっていま
す。和歌山県世界遺産マス
ター、和歌山県自然公園指導
員、串本町文化財保護審議委
員

熊野古道大辺路、古座
川流域、古座街道（上富
田町朝来～串本町古
座）

ガイドのまるです。古道ガイ
ド、熊野全般の案内人です。
大地や自然を五感で感じるこ
とで癒されて元気になる「熊野
ジオセラピー」の案内も行って
います。
熊野の美しさ、素晴らしさをぜ
ひ一緒に体感しましょう！

救馬渓観音 他 上富田
町のジオサイト
フェニックス褶曲（すさ
み）
志原海岸（白浜）、弟乗
（北山）
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「半農雨読」ミカン農家の息子
と畑仕事をしています
鉄道旅行、登山、城めぐり、街
歩きが大好きです
熊野の自然と文化を楽しみま
しょう
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特技は手間のかからない料理
作りとフットワークの軽さ。有
償ガイド経験は約3年の新人
ですが、安全第一を心掛けて
います。省エネと体力作りも兼 西エリア
ねて今年から先ずは3Km圏内
をママチャリ復活。
資格 介護ヘルパー2級、日
体協公認スポーツ指導員

北南
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潜水士の資格を持ち、キヤノ
ンの一眼レフ5d-MarkⅢで水
中撮影しています。ジオサイト
が海中にどのように続いてい
るか調査し、月１回、毎日新聞
和歌山県内版に連載している
「ぶくぶく潜水隊長」です。

資格 森林インストラクター、
日本山岳ガイド協会自然ガイ
ドⅡ、NACS-J自然観察指導
員など。和歌山へ来て20年近
くなります。熊野古道や大塔
北エリア 北山峡(北山
山系の山など、あちこち行くう
村全般) 小雲取越え(熊
ちに「熊野している」といわれ
野川町)
る植物や生き物たちに出会
い、その面白さに紀伊半島か
ら出ていくことができなくなりま
した。ジオガイドとしては木や
草花、生き物たちと地質地形
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１、田辺湾～枯木灘
２、大塔山系と日置川流
域
３、果無山系と富田川流
域

白浜の円月島の裏（通
称、裏円月）や千畳敷、
三段壁、すさみの黒島や
ソビエト、串本の橋杭岩
や海金剛、コメツブ、アシ
カ、ドウネの海中部分

身の回りにこんなにお宝が
あったなんて！ もっともっと 勝浦まちなか・お蛇浦
惑星地球の進化を知りたい。

ざ行が言えません！ 生粋
の和歌山県民です。
ガイド経験はありませんが、
自然やおもしろい事が大好
きであちこち探し回るのも大
好き。
自分が学び見つけたおもし
ろい事を伝えたい。楽しく伝
えられるようになりたいと
思ってます。
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日本山岳ガイド協会認定登山
ガイドステージⅡ/国内旅程管
理主任者
添乗員時々登山ガイドをして 北山川周辺(北山村)・筏
います。「ジオを分かりやすく 師の道
身近に」を心がけてガイド致し
ます。あまり知られていない古
道に魅力を感じます。
ITマーケティング、セキュリティ対策、
システム設計等をはじめとするIT関
連全般（上級システムアドミニスト
レータ）・人材育成・教育
ガイド経歴：北山村語り部の会・２年
（ほとんど活動してないですよ^^;）、某
ホテルにて送迎バスで熊野古道伊勢
路の一部をガイドをしながら運転、そ
して、今回のジオガイド・・・。奥熊野
から熊野エリアの素晴らしさを楽しん
でください。

北山村とその周辺・熊野
古道伊勢路花の窟など

