
高野山 千年の森 



2018年度 森林セラピー スケジュールカレンダー 

4月  22日（日）：森林セラピー体験ツアー 
 29日（日）：阿字観体験＋念珠づくり 

5月    4日（金祝）：森林セラピーフリープラン 
          （森林カフェライブラリー） 
   5日（土祝）：五感＋αで感じるセラピーツアー／【味】 
  13日（日）：森林セラピーソロプラン 
  19日（土）：森林セラピー体験ツアー 
  27日（日）：森林セラピー×阿字観体験 

6月   2日（土）：森林セラピールートを巡る 
       古道歩きツアー 【女人道ルート：前半】  
  3日（日）：森林セラピー体験ツアー 
  9日（土）：森林セラピー×クラフト体験 
10日（日）：五感＋αで感じるセラピーツアー／【視聴】 
16日（土）：森林セラピー×阿字観体験 

7月   1日（日）：五感＋αで感じるセラピーツアー／【触】 
22日（日）：森林セラピー体験ツアー 
28日（土）：阿字観体験＋念珠づくり 

8月   4日（土）：森林セラピーフリープラン 
        （親子で楽しむ森林セラピー） 
18日（土）：森林セラピーソロプラン 
19日（日）：森林セラピー体験ツアー 
26日（日）：森林セラピー×阿字観体験 

9月     2日（日）：五感＋αで感じるセラピーツアー 
                       ／【意】 
 15日（土）：森林セラピー体験ツアー 
 16日（日）：森林セラピー×阿字観体験 
 23日（日）：五感＋αで感じるセラピーツアー 
                       ／【嗅】 

10月   7日（日）：森林セラピー体験ツアー 
13日（土）：森林セラピー×クラフト体験 
20日（土）：森林セラピールートを巡る 
          古道歩きツアー【女人道ルート：後半】 
28日（日）：阿字観体験＋念珠づくり 

11月 3日（土祝）：森林セラピー体験ツアー 

真の癒しは 森林の中 。 
まこと  も り 

 
   あなたにとって、「癒し」とは何でしょう。 
   ほっと一息つく瞬間、肩の力が抜ける瞬間。 
   自分の感覚に素直に応じることが 
   自分を「癒す」ことかもしれません。 
   きれい、おいしい、気持ちいい。 
   どれも直接的に五感で楽しむことができる感覚です。 
 
   五感を使って楽しむ森林浴、「森林セラピー」。 
   森林浴効果を効果的に検証した「森林セラピー」を通して、 
   癒しの効果を体感し、また同時に高野山の魅力を体験できる 
   プログラムです。 
 
   弘法大師空海が開いた祈りの聖地、高野山。 
   1200年の歴史が育んだ森林の空気と生命力に抱かれ、 
   くつろぎと癒しのひとときへと誘います。 
 
   高野山の自然と歴史文化に親しみながら、 
   リラックスした癒しの休日をお楽しみください。 
 

高野「めざめ」の森づくり実行委員会事務局 総本山金剛峯寺山林部内 

受     付 
お問合せ 

高野山寺領森林組合 〒648-0211 和歌山県伊都郡高野町高野山45-17 

TEL：0736-56-2828  FAX：0736-56-9055  MAIL：jiryou@extra.ocn.ne.jp 
Facebook：facebook.com/jiryou.koyasan 

  【共催】一般社団法人 高野山宿坊協会  ご宿泊に関するご予約・お問い合わせは、TEL：0736-56-2616 

上記日程以外でも、ご希望のルートやプランにてツアーを承ります。 
お気軽にお問合せ下さい。（パンフレット内の料金とは異なります） 

オーダープランも受付中！ 



森林セラピー  体験ツアー 

森林セラピーを通して高野山の歴史と自然を気軽に 
できるツアーです。 
奥の院周辺の歴史と自然に触れたあとは 
森林の中の山小屋でゆったりリラックス。 
瞑想をベースにした「森呼吸」やハンモックなどで 
くつろぎのひとときをお楽しみください。 

●タイムスケジュール 
 

  9：30 集合受付、セラピーの説明と準備運動、 
      セラピーガイドの案内のもと、奥の院参道・森林エリアへ。 
 12：00 森林に囲まれた山小屋へ到着。 
      地元の食材を使った精進料理ベースのセラピー弁当でランチタイム。 
      ランチの後はハンモックや「森呼吸」でリラックスタイム。 
 15：00 世界遺産の古道沿いにあるスギの巨木にご挨拶。 
      ゆっくり歩きながら中の橋にてセラピー終了。 
   

 ※当日の天候やルート状況により、予告なく内容を変更させて頂く場合があります。 

開催日程 2018年 

4月22日（日） ・ 5月19日（土） ・ 6月3日（日） ・ 7月22日（日） 
8月19日（日） ・ 9月15日（土） ・ 10月7日（日） ・ 11月3日（土） 

＊集合＊ 9：30 一の橋案内所前 
＊解散＊ 15：00頃 中の橋バス停付近 

＊料金＊ お一人様 3,600円 （昼食・保険料込） 
＊定員＊ 20名（先着順） 

森林セラピー体験ツアーを、お一人様でも気兼ねなく 
ご参加頂けるよう、お一人様限定の日程をご用意しました。 
高野山が初めての方でも、何度も訪れて頂いている方でも、 
気楽にのんびり森林セラピーをお楽しみください。 

開催日程 2018年 

 5月13日（日） ・ 8月18日（土） 

＊集合＊ 9：30 一の橋案内所前 
＊解散＊ 15：00頃 中の橋バス停付近 

＊料金＊ お一人様 3,600円 （昼食・保険料込） 
＊定員＊ 20名（先着順） 

※こちらのプランはお一人様でのお申込み受付に限らせて頂きます。 
   お2人様以上でのお申込は他の日程にてお申込みをお願いいたします。 

森林セラピー  ソロプラン  



森林セラピー フリープラン 
ゆっくりのんびり森林の時間を過ごしませんか？ 
山小屋で過ごす時間をたっぷりとったくつろぎプラン。 
今年はその日だけの特別プランで開催します！ 

森林カフェライブラ リー 

開催日程 5月4日（金祝） 

高野山の森林の中に小さなオープンカフェと図書館が 
ひっそりと開店します。 
新緑の木漏れ日の中でおいしいコーヒーを片手に 
ゆったりハンモックに揺られながら読書などはいかがでしょう？ 
 

当日は和歌山市内のお店、珈琲「もくれん」オリジナルの 
高野山ブレンドが楽しめるカフェと、 
大阪府高石市の図書館スタッフが「森林」にまつわる本を 
セレクトして森の図書館を開きます。 
当日は素敵なイベントもありますよ。 

＊集合＊ 9：30 一の橋案内所前 
＊解散＊ 15：00頃 中の橋バス停付近 

＊料金＊ お一人様 4,000 円  
              （昼食・保険料・諸費用込） 
＊定員＊ 20名（先着順） 

※このツアーでは奥の院参道の案内は省略しています。 

 親子で楽しむ森林セラピー 

開催日程 8月4日（土） 

森林は 
 楽しい！ 

みんなで過ごす森林の夏休み。 
豊かな自然の中で、大人も子どもも一緒に楽しみましょう。 
夏休みクラフト体験や、親子で楽しめるアウトドア体験もあります。 
もちろんハンモックも一緒に楽しんでくださいね。 
夏休みの1日を夏らしく、野外で元気いっぱいに過ごしましょう。 

＊集合＊ 9：30 一の橋案内所前 
＊解散＊ 15：00頃 中の橋バス停付近 

＊料金＊ 大人   お一人様 3,600 円 
      お子様   お一人様 2,000  円  
                 （昼食・諸費用・保険料込） 
＊定員＊ 30名（先着順） 
       

※ご参加お申込みは 1グループにつき5名までとさせて頂き、 
  お子様は主に幼児・小学生を対象とさせて頂きます。 
  こちらのツアーは奥の院の案内を含まないオリジナルツアー 
  で開催させて頂きます。 
        

も り 

  美味しく 
  楽しく 

  心地よく。 

ご自宅でも楽しめる 
高野山ブレンド 
ドリップパックの 
お土産つき♪ 



森林セラピー体験ツアーのプログラムの中に、 
真言宗の瞑想法である「阿字観（あじかん）」を取り入れました。 
専門講師の指導のもと、高野山の森林の中で、 
深いリラックスを体感してください。 

＊集合＊ 9：30 一の橋案内所前 
＊解散＊ 15：00頃 中の橋バス停付近 

＊料金＊ お一人様  4,200円  
        （昼食・保険料・阿字観講師料込） 
＊定員＊ 20名（先着順） 

阿字観体験＋念珠づくり 

人気の阿字観体験に今年はさらに＋αでクラフトを。 
念珠（ブレスレット）づくりに気持ちを込めて。 
高野山で育った杉の珠と、それぞれの意味を持つ 
天然石を組み合わせたオリジナルの腕輪念珠を作ります。 
天然石は5種類の中からお選びいただけます。 
心を込めて特別な念珠を作りましょう。 
 

＊集合＊ 9：30 一の橋案内所前 
＊解散＊ 15：00頃 中の橋バス停付近 

＊料金＊ お一人様  9,000 円  
            （昼食・保険料・阿字観講師料・ 
                    クラフト材料費込） 
＊定員＊ 20名（先着順） 

開催日程 2018年 

  4月29日（日） ・ 7月28日（土） 
 10月28日（日） 

開催日程 2018年 

5月27日（日）  ・  6月16日（土） 
8月26日（日）  ・  9月16日（日） 

森林セラピー × 阿字観体験 

 

 ※阿字観とは・・・ 
   真言宗に伝わる瞑想法で、心静かに座り、大自然を表す梵字を 
   念じながら行います。 
   深く呼吸をすることで高野山の森林の清らかな空気を体内に 
   取り入れ、心と身体の浄化へと導きます。 



五感＋αで感じるセラピーツアー 

森林セラピーでは、森林の樹々が持つ多くの「リラックス効果」を、五感で感じることにより心と身体にもたらされる 
「癒し」の効果を楽しみます。 
このツアーでは、それぞれの「感覚」をテーマにして、効果的なプロセスで森林の恵みを感じ、全身で楽しみましょう。 

意 「高野山」を楽しむ 

開催日程 9月2日（日） 

「心」の視点から高野山に触れて 
みませんか。宗教観や僧侶のご
法話など「心に触れる」をテーマ
にしたセラピーです。 

「森林」を楽しむ 

開催日程 7月1日（日） 

コケなどの小さな植物の世界に目を 
向け、触れることで「癒し」の効果を 
体感します。当日はコケを使った 
テラリウムを楽しみましょう。 

味 「春の恵み」を楽しむ 

開催日程 5月5日（土） 

春の山菜を中心に、里山や森林から 
採れる春の滋味を味わいます。 
ご用意する食材は当日のお楽しみ。 

視
聴 

「鳴き声」を楽しむ 

開催日程  6月10日（日） 

森林に棲む生き物たちの声を聴き、 
姿を観て楽しみましょう。 
動植物が活気あふれる季節です。 

触 

＊集合＊ 9：30 一の橋案内所前 
＊解散＊ 15：00頃 中の橋バス停付近 
＊定員＊ 【味】のみ15名、他20名（先着順） 
 
 

嗅 「香り」を楽しむ 

開催日程 9月23日（日） 

森林の溢れる樹々や草花の香りを 
楽しみます。アロマの効能や背景を 
知ってもっと身近に親しみましょう。 
アロマを使ったクラフト体験もあり。 

森林セラピー×クラフト体験  

高野山に深いかかわりのある草木や樹木を使ってクラフト体験を楽しみます。 
今回は、リラックス作用やリフレッシュ作用のある杉やヒノキの香りを楽しむボタニカルアロマキャンドルです。 
ご自宅でもあたたかな炎の揺らぎと森林の香りに包まれ、リラックスしたひとときをお楽しみください。 

＊集合＊ 9：30 一の橋案内所前 
＊解散＊ 15：00頃 中の橋バス停付近 

＊料金＊ お一人様 5,000円  
             （昼食・保険料・材料費込） 
＊定員＊ 20名（先着順） 

開催日程  6月9日（土） ・ 
          10月13日（土） 

＊料金＊ 【味】  お一人様  5,000円  
       【視聴】【触】【意】【嗅】 お一人様 4,500円 
                （昼食・保険料・各プラン諸費用込） 
 



森林セラピールートを巡る 古道歩きツアー 

8ルートある高野山森林セラピールートの中から選りすぐりのコースを歩きます。 
今回は、昔高野山が女人禁制であった頃に利用されていた参詣道を2回に分けて歩きます。 
女人道は、各地域から続く参詣道の高野山への入口（高野七口）に設けられたお堂を繋いでいた外周の尾根道です。 
昔の女性たちは、先祖の霊を弔い、自らの心の穢（けが）れを浄化するため、また修行をする父や夫、子供の姿を一目 
見ようとこの古道を巡り歩いたと言われています。 
高野山をぐるりと囲む祈りの道。昔の人の想いが今も引き継がれています。 

女人道ルート  【前半】 

女人道ルート  【後半】 

＊料金＊ お一人様  4,200 円  （昼食・保険料 込） 

 
＊集合＊ 10：00 中の橋 
＊解散＊ 16：00頃 女人堂 
＊定員＊ 20名（先着順） 

開催日程 6月2日（土） 

＊料金＊ お一人様  4,200円   （昼食・保険料 込） 

 
＊集合＊ 10：00 女人堂 
＊解散＊ 16：00頃 中の橋 
＊定員＊ 20名（先着順） 

開催日程 10月20日（土） 

※こちらは各コース共に標高差のあるロングコースです。普段から山歩きなどに親しまれている方向けの健脚コースです。 

【行程距離】 約 9km 
  中の橋～奥の院～摩尼山～楊柳山 
 ～三本杉～コウヤマキ群落保護林 
 ～女人堂 

【行程距離】 約 7km 
 女人堂～弁天嶽～大門～助けの地蔵 
 ～相の浦口～ろくろ峠～円通律寺～ 
 弥勒峠～中の橋 

       ミヤマエンレイソウ・エンレイソウは、高野山 
           では両種とも森林の林床でまれに見かける珍しい 
           植物です。 
  ミヤマエンレイソウは、別名シロバナエンレイソウとも 
  呼ばれ、白い花びらの花を咲かせますがエンレイソウに 
  は花びらがありません。 
  両種とも面白い形態をしており、3枚の葉・3枚のガク・ 
  3枚の花びら（エンレイソウにはありません）、と３づく 
    しの植物です。 
  昔聞いた話によると、ユリの仲間は3の倍数の花びらを 
  つけるようで、エンレイソウもユリ科の植物です。 
  ちなみに高野山では、ミヤマエンレイソウの方がやや 
  多く見受けられています。 
  しかし近年は、シカやカモシカの増加に伴い、個体数が 
  激減しつつあるのが寂しいところです。 
  4月中旬から下旬がきれいな花をつけている時期なので、 
  セラピーで訪れる森林の道中でも、ひっそり咲いている 
  姿を見かけることがあるかもしれません。 
  小さな植物に目をむけて歩くことも、セラピーの楽しみ 
  方の一つです。珍しい可憐な草花も楽しんでくださいね。 
 

～ 奥ゆかしい美しさ ～ 

  ミヤマエンレイソウ・エンレイソウ 

ミヤマエンレイソウ 

   エンレイソウ 
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