公園
＆
おでかけ
ガイド

公園&
け 子どもと一緒に
おでか
ガイド

おでかけしよう

公園＆おでかけガイド
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外遊びは、幼少期に一緒に楽しめる遊びのひとつです。市内には大小たくさんの公園があり、幼
児用の小さな遊具も大きな複合遊具も魅力的！のびのび走り回れる広い空間では、親子の創造性
も発揮されさまざまな遊び方ができます。
ここでは、ママたちがよく利用する公園として名前が挙がった場所を中心に紹介します。掲載さ
れていない魅力的な公園は、まだまだたくさんあります。家の近くにある公園をゆっくり散策し
てみませんか？
※冬期は凍結防止のため水飲み湯、トイレの水道を止めている場所があります。公園についての詳細は、各市町村、
施設へお問い合わせください。

橋北

ふう えつ

飯田創造館（風越公園）

10～

橋南

おうぎまち

四季の広場（扇町公園）

…5台前後
駐車可

10～

…10台以上
駐車可

えきにし

飯田駅の北側にある、とっても静かな
公園。動物のオブジェ・砂場・すべ
り台で遊べます。飯田駅を通過する
電車を見ることができ、電車好きの子
にもおすすめです。
B-a-1 飯田市高羽町1丁目9

…有料駐車場

（市営・路上パーキングのみ）

B-b-2 飯田市中央通り1丁目29-1

東野

駅西公園

…身障者用トイレ

たかは

高羽1号公園

飯田文化会館や飯田人形劇場の近く
にあるので、催し物の際に木陰やベ
ンチで休憩したり、お弁当を食べた
りするのに便利。土地の段差を利用
したすべり台も楽しいよ。砂場もあ
ります。

ＤＡＴＡ

5

B-a-3 飯田市扇町33-1

10～

東野

ＤＡＴＡ

ＤＡＴＡ

飯田動物園横の坂を下ると眼下に広
がる公園。芝生の上で楽しむのも遊具
で遊ぶのも楽しいよ。隣の動物園やち
ょっと足をのばしてSLデゴイチも見に
行こう！令和３年３月現在、東屋は工事
中です。
どんな東屋になるのかな？

B-c-3 飯田市馬場町3丁目473-1

中央公園

人形劇フェスタや各種イベントの会場
に利用され、公園内にあるライオン噴
水が子どもたちに人気。
りんご並木に
は人形とけい塔「ハミングパル」があ
り、
8〜19時までの毎正時になるとから
くり仕掛けの人形たちが踊りだすよ！
ＤＡＴＡ

B-c-2 飯田市小伝馬町1丁目3541-1

橋南

東栄公園

旧飯田測候所の隣にある公園です。
階段のような形の大きなすべり台はス
リル満点！汽車の形のカラフルな遊具
は小さな子も楽しめます。１２月中旬〜
１月上旬は公園内がイルミネーション
で彩られます。
ＤＡＴＡ

ＤＡＴＡ

桜町駅から近いので、電車に乗って
遊びに行くのもおすすめ。春は桜、
秋はイチョウがきれい。どんぐりを拾
いながらのお散歩も楽しめます。ベン
チがたくさんあるのでのんびり過ごせ
ます。小さな遊具もあります。

橋北

B-b-1 飯田市高羽町5丁目4-1

…ベビーベッド＆
ベビーシート

…ベビーホルダー
（ガード）

丸山

丸山

かざこし子どもの森公園

羽場

は

10～

ば

丸山

羽場セントラルパーク

10～

ふうえつさんろく

乳幼児と小学生などの年齢の違う子
どもを連れていくときは、羽場セントラ
ルパークがおすすめ！年齢に合わせた
遊具があります。皆でよく遊びに行く
よ。人気があるので、土日は賑わっ
てます。

地形を生かしたアスレチックのコース
があります。段々畑のような広い芝生
の広場ではダンボールを持参して芝
生すべりが満喫でき、小さな子が楽
しめる遊具もあります。季節によって
は蜂や熊などに注意。

他にもたくさんすてきな公園がありま
す。お家のまわりにある公園を探して
みてね。
…木陰＆東屋

…遊具

…さくら

風越山麓公園

A-a-1 飯田市丸山町4丁目5510-8
10～

…どんぐり

今宮公園

B-a-1 飯田市今宮町3丁目28

伊賀良

きたがた

北方公園

広いグラウンドで、ボール遊びをした
り思いっきり走り回れるよ。秋には様々
な実をつける木があるので、木の実
拾いに出かけよう！並んだ石をジャン
プしたり石碑の周りでかくれんぼも楽
しいよ。
ＤＡＴＡ

丸山

ＤＡＴＡ

大人1人で2人の子
どもを連れて公園
ク
に行くのはかなり大
変 そんな時オススメされたのが城公
園（松尾）。下の子を見ながら上の
子の様子も見られるちょうどよい広さ
や遊具。しっかり体を動かして、お弁
当を食べて、帰りの車でお昼寝。
が、わが家の定番コース！

いまみや

こじんまりとした公園ですが、遊具で
楽しく遊べます。
春のしだれ桜や藤の花は見ごたえが
あります。ぜひ見に行ってみて！
住宅街の中にあります。
ＤＡＴＡ

ＤＡＴＡ

グラウンド、親水広場、芝生、大型遊具と盛りだくさんの公園です。園内には東屋
やベンチ・芝生があり、お弁当を広げてゆっくり過ごすことができます。小さい子向
けの遊具や砂場もあるので、年齢問わず
A-a-2 飯田市羽場町3丁目5-3
遊び込めます。

の
ママチコミ

A-a-2 飯田市丸山町2丁目4-1

D-b-1 飯田市育良町3丁目14-1

公園＆おでかけガイド

☎0265-59-8080（公園事務所）

白山1号公園

住宅街の中にある公園。広いグラウ
ンドと東屋、遊具があります。
三輪車やボール等を持っていっても、
きょうだい・家族でのびのび遊べま
すよ。
ＤＡＴＡ

ＤＡＴＡ

大型遊具や小さなお子さん向けの遊具、夏には水遊びができる噴水があり、お散
歩やピクニックにも最適。
「ふくろう文庫」「雑貨＆カフェ からんころん」もおすすめ
です。
休館日 月曜日（祝日の場合は翌日）
A-a-1 飯田市丸山町4丁目5500-1
年末年始※遊具・駐車場は利用可

はくさん
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伊賀良

D-c-2 飯田市鼎中平5248-6

上郷

10～

いつの間にか集まる
ガラクタたち
大人に分からない魅力が
こんなところに！？

F-a-2 飯田市上郷別府3338-9
10～

〜無限に広がる遊びの世界〜

ドングリ

長い枝

石
バレないように捨てな

も
虫さん ！
苦手な
々
母には には興味津
達
子ども

くちゃ…

…5台前後
駐車可

10～

…10台以上
駐車可

もとぜんこうじ

元善光寺公園

F-a-1 飯田市座光寺2725
10～

しい… び
もりら
猿のつ またごっこ遊
も
で
ここ

「木に登っちゃダメよ！」
周りの目を気にしつつ…
でもちょっと微笑ましい
光景にニコッ♡

ジャングル
ジムの中が
おうちらしい…

大人には理解できない果て
なく広がるこ〜んな子ども世界。
大人が与えるものよりも子ども自身が
展開する遊びの中で子どもたちの笑顔は
キラキラ☆☆と輝いていく。
私たち大人はこのキラキラ☆☆笑顔が続くよう遊び
の空間・時間・仲間を子どもたちに与えたいよネ！！

どこでも始まるおうちごっこ
「おかあさ〜ん！」 と呼ばれ
振り向くと
「は〜い！」 と言うかわいい
ミニお母さんがいた！

5

10～

すべり台がいっぱい
付いたカラフルな遊
具はみんなで楽しめるよ！となりにある
元善光寺の境内には推定樹齢３５０年
の紅枝垂れ桜があります。
☎0265-23-2525

ＤＡＴＡ

A-a-1 飯田市上郷黒田3840

D-c-2 飯田市鼎下山1420-5

座光寺

城東2号公園

春は芝生の広場でお弁当を広げてお
花見がおすすめです。広場ではサッ
カーやキャッチボールもでき、子ども
と一緒に走り回るのも楽しいよ！

ＤＡＴＡ

ＤＡＴＡ

遊歩道や展望台があり、春は桜、秋は
紅葉が楽しめます。駐車場の横に遊
具があり、なかでもジャンボすべり台
は大人気！森林公園のマスコット
「モー
リー君」はどこにいるかな？ヘビ・ハチ・
サル・熊・落雷・ゲリラ豪雨に注意！
☎0265-22-0915
（管理事務所）

じょうとう

矢高中央公園

矢高諏訪神社隣にある木々に囲まれ
た公園。山型の滑り台、カラフルな
大型遊具、芝生スペースもあり家族
でゆっくり楽しめます。

ＤＡＴＡ

の そこ やま

野底山森林公園

や たか

鼎

松川緑地公園

松川と「ビーラクスマツカワ」の間に
ある緑地公園。春にはお花見スポット
としておすすめの場所。小さな池で
の水遊びや、自転車・お散歩も楽し
めます。「ビーラクス」の池には鯉が
いて風情ある橋も見られます。
ＤＡＴＡ

D-b-1 飯田市育良町2丁目6-2

上郷

まつかわりょくち

鼎

一面芝生の小さな公園。トンネル付
きのすべり台やブランコがあります。
芝生の傾斜も楽しめるけど、水路があ
るから気をつけてね。秋のどんぐり拾
いも、楽しみのひとつです。
ＤＡＴＡ

公園＆おでかけガイド
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いく ら

育良公園

…有料駐車場

（市営・路上パーキングのみ）

…身障者用トイレ

…ベビーベッド＆
ベビーシート

…ベビーホルダー
（ガード）

飯田線に
乗ってみよう！

飯田創造館まで５分と意外と近
いのが嬉しい。桜並木へも１ブ
ロックです。
赤い屋根の駅舎が目印。市営
の駐車場があるので、車から
の乗り替えにも便利。駅裏手の駅西公園は、
遊んだり電車を見ることができます。
駅前に川路３号公園があり、電
車を見て待ちながら遊べます。
『かわらんべ』 もこの駅から行けます。

不定期に走る電車 『ドクター東海』 は、いわば線路のお医
者さん
飯田にも月に 1〜２回来ることもあるし、来ないこ
とも…
青と黄色のラインが入った電車に出会えたらラッキー

飯田線の 138 あるトンネルの９
割近くが、天竜峡から平岡まで
の間にあるって知っていますか？そのトンネルを
数えながら行くのも楽しいよ。平岡駅は 『温泉』
もあるので、たまには電車で遠出してみよう！

全国の鉄道ファンにも人気な飯田線、親子で楽しんでみませ
んか？
松尾

じょう

松尾

城公園

10～

竜丘

たつおか

…さくら

川路3号公園

E-a-3 飯田市川路7521
10～

…どんぐり

すずおかじょうし

まつおすずおか

鈴岡城址公園（松尾鈴岡公園）

川路方面を一望出来る公園。幼児か
ら小学生までの年齢に応じた大型遊
具があります。広い芝生の広場もあ
り、1日たっぷり遊べます。松尾城址
公園と橋でつながっているので、時
間がある時には探険してみてね。
D-a-3 飯田市駄科1729
10～

下久堅

いな ば

稲葉クリーンセンター環境公園

稲葉クリーンセンター敷地内にある公
園。山に囲まれた静かな場所にあり
ます。休憩できる屋根付きスペース
もあります。平らで全面芝生なので、
小さなお子さんも安心です。
ＤＡＴＡ

E-b-2 飯田市嶋78

かわ じ

JR川路駅前にあるので飯田線を利用
して出掛けてみよう！公園に着いたら
まず川路駅で時刻表をチェック。公
園で遊んで電車の時間になったら川
路駅のホームへ。子どもたちは近くで
見る電車に大喜び！
ＤＡＴＡ

ＤＡＴＡ

電車が通ると子どもたちは大喜び！遊
具の高いところまで登り、笑顔で手
を振ります。東屋でお弁当を食べて、
広いグラウンドで思いっきりかけっこ。
国道を渡った信濃食品さん裏手には
こぢんまりした1号公園もありますよ。

…遊具

10～

川路

竜丘2号公園

…木陰＆東屋

D-a-3 飯田市松尾代田1007-1

竜丘

ＤＡＴＡ

F-a-3 飯田市松尾城5155-1

まつおすずおか

松尾城址公園（松尾鈴岡公園）

桜があってどんぐりも拾えて芝生の丘
でお弁当を食べたりボールであそべ
るよ。雪が積もったらソリもできるよ。
遊具は小さい子にも安心な造りになっ
ています。奥へ続く階段を上るとこち
らにも開放感のある芝生の広場あり。
ＤＡＴＡ

ＤＡＴＡ

松尾小学校のとなりにある公園。てん
とう虫が目印のかわいらしい遊具が目
を引きます。ニワトリ・キリンのスプリ
ング遊具や、年齢に合わせた大型遊
具があり、幼児から小学生まで幅広く
楽しめます。

まつおじょうし

F-c-3 飯田市下久堅稲葉1546-4
10～

公園＆おでかけガイド

踏切りが「カンカン」
鳴り出すと大喜びの子どもたち。
乗るとなったらもう大はしゃぎです。切符を買ったり、スタン
プを押してもらったり、電車を待つ時間も楽しい。信号を見た
り、車掌さんに手を振るのも子どもは大好きです
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南信濃

10～

高森町

10～

豊丘村

5

…5台前後
駐車可

10～

…10台以上
駐車可

だいじょう

天白幼児公園

G-c-2 松川町元大島263
10～

5

むらやま公園

南アルプスが一望でき開放感いっぱ
いです。動物や果物などをモチーフ
にしたかわいい遊具がお出迎え。芝
生の広大なスペースには、小さい子
向け・小学生向けの遊具があり、年
齢ごとに安心して楽しめます。
G-b-1 松川町上片桐1826
10～

りんごっ子公園

ターザンロープ、ゆらゆら揺れる丸太
橋、体を使いこなして挑戦するものか
ら小さい子向け滑り台など、りんごが
目印のいろんな要素が詰まった複合
遊具があります。広い芝生では、シ
ートを敷いてゆったり過ごせます。
G-c-2 豊丘村大字河野8387-1
10～

…有料駐車場

G-a-2 高森町牛牧2785-3

松川町

台城公園

「台城の城」として親しまれた中世
の城跡が公園として整備された場所。
桜やツツジの名所となっています。5
月には「台城つつじ祭り」が開かれ
ます。

ＤＡＴＡ

ＤＡＴＡ

リニューアルした新しい公園。大型遊
具や水遊びができる池があり、東屋の
奥は小さい子向けスペースになってい
ます。
イモムシやキリンがモチーフの
可愛い魅力的な遊具ばかり。
時間があ
っという間に過ぎていくので要注意！

10～

10～

豊丘村

なしっ子公園

G-c-3 豊丘村大字神稲7008

G-b-1 高森町山吹3624

ＤＡＴＡ

G-b-2 高森町山吹431-3

てんぱく

のびのびとしたスペースに4種の遊具
があります。となりには林が続いてい
てデコボコ道と木の実拾いが楽しめそ
う。

ＤＡＴＡ

ＤＡＴＡ

地形を生かした大きな赤い遊具でダ
イナミックに遊べます。公園内の小道
を歩いて散歩するのも楽しいよ。公
園奥のつつじ花壇からは、高森の景
色が見渡せます。となりには「あった
かてらす」があります。

高森町

幅広い年齢の子どもたちが遊べる遊
具があります。エリアを分けて芝生が
広がっているので、思いきり走り回っ
たり、ボール遊びも楽しそう！見晴し
台に登って景色を楽しむのもいいよ。

松川町

丸山公園

やまぶき公園

ＤＡＴＡ

南信州広域２ 南信濃八重河内204-1

高森町

ＤＡＴＡ

B&G南信濃海洋センター横にある公
園。「かぐらの湯」から車で5分足ら
ずで行けます。遊具で遊ぶのも楽し
いし、隣り合わせた川そばを散歩す
るのもいいですね！海洋センターでは
プール利用ができます。
ＤＡＴＡ

公園＆おでかけガイド
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児童公園（B&G海洋センター内）

（市営・路上パーキングのみ）

…身障者用トイレ

遠くから聞こえる笛の音、太鼓の音。
「わっしょい」のかけ声。飯田は特にお祭
りが多い地域です。夏場は毎週どこかで
花火が上がり、時には２ヶ所同時に上
がることも！
法被を着て“きおい”に参加するのも楽しい
よね。各地域の組合回覧を見たり、どん
な祭りがあるのか近所の人に聞いてみよ
う。きっと地域ならではのお祭りがあるよ。
“飯田りんごん”は飯田駅前から商店街を
練り歩くよ。同日夕方には人形劇フェス
タのパレードもあるので
たくさんの人形といっしょ
に歩いてみよう。
◀飯田のお獅子は花車付き
の大きなものが多いよ。
全国的にみてもめずら
しいんだって
…ベビーベッド＆
ベビーシート

…ベビーホルダー
（ガード）

喬木村

中原児童公園（喬木村運動公園内）

10～

リフレッシュパーク下條

斜面を利用した長いローラーすべり
台。すべり台専用シートを有料（100
円）で借りられます。広い東屋はス
ペースもあるので、小さな子を連れて
いても利用しやすい。春には100本
の桜が皆を迎えてくれるよ。
南信州広域1-a-2 下條村睦沢2530-1
10～

～外遊びの魅力と大切さ～
外遊びには、子どもの成長に欠かせない大切な要素がたくさ
ん隠されています。

お出かけ先として

声の多かった
施設の紹介

・発育に大切な 「五感」 が
刺激される
・「自発性」 「創造性」 が育つ！
・「生活リズム」 が整う！
外で体を動かして疲れると、睡眠の質が良くなりぐっすり眠れ
るようになります。昼はたっぷり遊んで、夜はしっかり寝る。当
たり前のことですが、子どもの成長にとって何より大切！
芝生があれば寝転がり、
チクチクする感触、
土の温かさや匂い、

お出かけ前に
最新情報を
ホームページで
確認してみてね！

目の前を歩くアリさん、空を見ればいろんな形の雲。ちょっと寝
転がるだけで、多くの発見に出会えます。きっと子どもの五感も
大きく刺激されるはずです。
マイレピより一部流用

丸山

かざこし子どもの森公園（体験）

窯焼きピザや五平餅がつくれる食の体験や、木の実を使った
モノづくり体験などがあります。
未就学児が楽しめるメニューも
あるので、
サークル活動などにもおすすめ！
（要予約）
◯イベントは公園HP、
「 広報いいだ」、月1回のおたよりでチェック！

…遊具

…さくら

…どんぐり

天竜川総合学習館かわらんべ

自然の中に生きる水中動植物や昆虫に身近に出会える体験学
習施設。外に飛び出しての天龍峡ムシ探険やウォーキング、小
川でサカナ捕り！くわの実のジャム作りなど企画がいっぱい！
◯イベントはHP、
「広報いいだ」
、
広報誌でチェック
ＤＡＴＡ

ＤＡＴＡ

A-a-1 飯田市丸山町4丁目5500-1
10～
☎0265－59－8080
9：00～17：00
休 月曜日
（祝日の場合は翌日）年末年始 ※遊具・駐車場は利用可

…木陰＆東屋

川路

E-a-3 飯田市川路7674番地
☎0265－27－6115
9：00 ～ 17：00
休 月曜日（祝日の場合は翌日) ￥ 無料

10～

公園＆おでかけガイド

10～

南信州広域1-a-2 阿智村伍和483-2

下條村

ＤＡＴＡ

F-c-2 喬木村3151

あち

運動公園わい・Wai（阿智村運動公園）

汽車をモチーフにしたキュートな遊具
にいちもくさん。大きな球のついたタ
ーザンロープは、しっかりつかまって
いてね。駐車場が隣接しているので、
土日祝日の利用者が多い時は飛び出
しに注意。
ＤＡＴＡ

ＤＡＴＡ

喬木村の高台にあるので風越山の山
並みが一望できます。チューブ型の
すべり台は小さな子は大人と一緒にど
うぞ。広いウッドデッキがリニューア
ルされ、お弁当持ってピクニック気分
で訪れたい場所です。

阿智村
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橋南

「びはく」として親しまれる市の美術博物館。日本画家・菱
田春草の常設展、30周年をむかえリニューアルした自然・文
化展示室のほか、土・日・祝日にはプラネタリウムの幼児向
け番組も楽しめます。
（予約投影は平日10人以上で可）
恐竜の全身骨格や推定樹齢400年の「安富桜」も一見の価
値あり！ ベビーカー・車いすの無料貸出、休憩室・授乳室が
あります。
〇展示・プラネタリウムの観覧は有料（幼児無料、ただしプ
ラネタリウムで座席を利用する場合は有料）
〇人形劇フェスタワッペン着用で小中高生は展示観覧通年無料
〇お得な年間パスポートは3種類あります
B-b-3 飯田市追手町2-655-7
10～
☎0265－22－8118
9：30 ～ 17：00
休 月曜日
（祝日の場合は開館）、祝日の翌日、年末年始など／臨時休館あり
￥ ロビー空間は無料

橋南

かわもと き はちろう

川本喜八郎人形美術館

人形美術家川本喜八郎の代
表作、人形劇「三国志」を
中心に常時約100体を展示。
スタッフによる人形操作 の
解説のほか、月ごとに作品
が変わるアニメーション上映
（ 鑑 賞 無 料 ）など、お楽し
みいただける要素が満載！
ＤＡＴＡ

…有料駐車場

（市営・路上パーキングのみ）

えさやりタイムや、飼育員さんの説明タイムなど楽しま
せてくれる工夫がたくさん♪屋根つき休憩所があり、のん
びり休みながら過ごせます☺

松川町

信州まつかわ温泉清流苑

室内プール・ふれあい広場があります。
森林セラピーロードとして認定されている
「およりての森」は自然散策が楽しめ
ます。遊んだあとは温泉でリフレッシュ！
◯天然温泉 10：00〜20：00
大人500円・3歳〜小学生250円
◯温泉プール 10：00〜20：30
大人500円・小中300円・幼児100円
ＤＡＴＡ

ＤＡＴＡ

F-b-3 飯田市松尾明7513-3
☎0265－56－6767
11：00 ～ 21：00（20：30まで入場可） 10～
休 毎月第2第4月曜日
（祝日と重なった場合は営業）
￥ 大人500円・小人（小学生以下）250円・3歳未満無料

…10台以上
駐車可

動物園は無料なのがうれしい！
プレイリードッグやペンギン、

園内を走るミニSLに子どもたちは大喜び！

と

10～

ク

れあい広場、一度は行ってみて！

ほっ湯アップル
（飯田健康増進施設）

…5台前後
駐車可

の
ママチコミ

したうさぎやヤギに触れて、大興奮。ふ

プールが併設された日帰り
温 泉。 露 天 の 桧 風呂は 天
然温泉かけ流し。桧風呂は
ぬるめの湯なので、子ども
と入っていられます。施設
隣には小さな公園があるよ。
心も体もリフレッシュ！

5

B-a-2 飯田市扇町33
☎0265－22－0416
9：00 ～ 16：30
休 月曜日
（祝日の場合は翌日）
・年末年始
￥ 入園無料／ミニＳＬ
：大人100円子ども50円／のりものランド：すべて50円

コンドルもいます。子どもたちはもふもふ

B-b-2 飯田市本町1丁目2番地
☎0265－23－3594
9：30 ～ 18：30
休 水曜日（祝日は開館）年末年始
￥ 一般400円・小中高校生200円・小学生未満無料

松尾

飯田市立動物園

子どもの手をひいて1周するの
にちょうどよい。ペンギンが泳
ぐ姿や迫力満点のコンドルの
雄姿が間近で見られます。
飼育員さんが動物の名前や餌
のことなど教えてくれるよ。
イベントは入口の掲示板や毎
月発行のおたよりをチェック。
ミニＳＬでは、動物の近況もア
ナウンスしてくれます。
ＤＡＴＡ

ＤＡＴＡ

公園＆おでかけガイド
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境南

飯田市美術博物館

G-a-1 松川町大島2784－1
☎0265－36－2000（プール 36－5565）
休 休業日はHPでご確認ください。

…身障者用トイレ

…ベビーベッド＆
ベビーシート

10～

…ベビーホルダー
（ガード）

川路
龍江

天龍峡
知ってる？〇〇の番人

市内のあちこちに「〇〇の番人」と名前の付いた
人形モニュメントがあります。

飯田市の名所のひとつで、両岸に
そそり立つ岸壁と四季折々の自然が
織り成す風景は見ごたえ十分！様々
なイベントも開催されています。ま
た天龍峡PAから歩いて行ける「そ
らさんぽ 天 龍 峡 」 は 高さ約80ｍ、
長さ約280ｍの橋で、天竜川やJR
飯田線の線路を見下ろしながら空中散歩が楽しめます。天竜
峡駅前に観光案内所があります。
〇りんご足湯（4月〜10月 10：00〜17：00）舟の浴槽にり
んごがプカプカ浮いてたよ！

南信濃

10～

25ｍプールの他に水深60ｃｍの
お子さん用のプールがあります。
海洋センター敷地内には児童公
園もあります。
◯営業期間 7月第1土曜日〜
9月第1日曜日10：00〜20：30
※状況により営業期間、営業時間
が変更となる場合があります。

ＤＡＴＡ

ＤＡＴＡ

10～

南信州フルーツカレンダー
3

4

B-b-2 飯田市中央通り2-26-1 ☎070－1250－0294（期間中のみ）
￥ 大人
（保護者）100円・小人（3歳～小6）40円・幼児無料
※状況により営業期間、営業時間が変更となる場合があります。最新の情報はホームページで確認ください。

くだもの狩りの情報は 南信州観光公社 検索

5

6

7

いちご

8

9

小梅

梨
ブルーベリー

洋梨

プルーン
りんご

さくらんぼ
ぶどう

…遊具

http://www.mstb.jp

10

桃

南信州ではほぼ1年中
くだもの狩りが楽しめるよ！
子どもも大好きな
フルーツを堪能しよう。

…木陰＆東屋

75

飯田市営市民プール

「小学生以下とその保護者専用」
のプールです。小さなお子さんでも
安心して遊ぶ事が出来ます。小さな
お子さんには本体プールとは別に
ベビープールの設置がしてありま
す。
中央駐車場をご利用ください。
◯営業期間 7月第1土曜日〜9月
第1日曜日10：00〜17：00

南信州広域2 南信濃八重河内204-1
☎0260－34－5110
￥ 中学生以上100円・小学生以下40円・3歳未満無料
コインロッカー10円（返金あり）

2

C-b-1 飯田市三日市場1986
10～
☎0265－25－6431（やってる？ダイヤル）
￥ 大人800円・中学生以上300円・3歳未満無料

橋南

南信濃B&G海洋センタープール

1

アクアパークIIDA
（飯田運動公園）

幼児用プール、
回るプール、
ウォー
タースライダー等、幅広い年齢で
1日楽しめるプールです。プール
サイドは熱くなるので、
ビーチサン
ダルを持参しよう。
◯営業期間 7月第1土曜日〜
9月第1日曜日10：00〜16：30
（一部期間11：00〜16：30）
ＤＡＴＡ

ＤＡＴＡ

E-b-3 飯田市川路4756－21
☎0265－27－2946（天龍峡観光案内所）
￥ りんご足湯 協力金100円

伊賀良

…さくら

…どんぐり

公園＆おでかけガイド

結いの番人…飯田駅前
時 の 番 人…人形時計塔ハミングパル
風 の 番 人…飯田動物園横の市営扇町駐車場
出会いの番人…アイパーク
水 の 番 人…アクアパークIIDA
など、全部で14体！お出かけしたときに探してみてね。
風の番人を見つけたときは、親子で「おお！」と声を上げたよ。

11

12

