
山辺を感じる
来春、宇賀渓キャンプ場が「Nordisk Hygge Circles UGAKEI」としてグランドオープンします。
世界的なアウトドアメーカーのノルディスクと提携し、自然の中で家族や友人と共にホッと癒
される心地よい過ごし方、「H

ヒ ュ ッ ゲ
ygge」を体験できる空間が誕生しました。

Q.宇賀渓キャンプ場を、観光客で賑わう場所

Q.宇賀渓キャンプ場には、自慢できる豊かな
自然や美しい景観が存在すると思いますか？

▶アンケートでは、宇賀渓キャンプ場を賑わ
う場所にしたい、宇賀渓の自然が自慢である
という声が多くありました。

地元アンケートの声

思う 63％

全く思わない 2％

思わない非常に思う

17％ 18％

思う 65.75％

全く思わない 2.75％

思わない非常に思う

12.5％ 19％

宇賀渓活性化事業計画
アンケート期間：2019年 7月 7日～ 28日

　いなべ市は、鈴鹿山脈の麓、中央に流れる員弁川

を挟んで田園地帯が広がる緑豊かなまちであり、キャ

ンプやサイクリングなどのアウトドアスポーツにも

最適な場所となっています。しかし、いなべ市の約

58% を占める林地面積の多くが未活用となっている

のが現状です。この未活用の森林を有効活用し、森

林放棄地の安全性強化と環境にやさしいグリーンイ

ンフラ商業施設の開発を進め、山辺の広域観光地化

に取り組んでいます。これらの取り組みもあり、い

なべ市は 2020 年に SDGs 未来都市と自治体 SDGs

モデル事業に選ばれました。

　いなべ市では、気候的に鈴鹿山脈の影響を受け、

視覚的に山の存在を強く感じられる山の麓のことを

「山辺」と呼んでいます。「海辺といえば、鎌倉・湘南。

山辺といえば、いなべ」というイメージを浸透させ、

「いなべの SDGs= オシャレでカッコいい」という意

識が生まれることを目指しています。

　宇賀渓活性化事業計画では、SDGs 先進国である

デンマークにあるノルディスクの代表が、宇賀渓の

自然を見て「とても美しい。ここなら、自然ならで

はの Hygge を表現できる」と評価してくれたのがス

タートでした。開発の前に行った住民アンケートで

多かった「昔から守り続けてきた自然をそのまま残し

てほしい」という意見を取り入れ、宇賀渓の森や土壌

をそのまま残した状態で、この事業が進められまし

た。守られ続けてきたなじみのある自然の中で、新

たな体験ができる施設となっています。宇賀渓で、

皆さんも "Hygge″を感じてみてはいかがでしょうか。
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　Hygge とは、デンマークで「ただ、人とそこにいるだけで幸せ」
を意味する言葉です。新しくなったキャンプ場は、この Hygge
をコンセプトに人々のつながりを楽しんでもらえるような場所
になっています。自宅での便利な生活と比べると、自然は「何
もない」ですが、国定公園に指定されるほど美しい自然が宇賀
渓にはあります。自然の中での楽しみ方を見つけて、自然の良
さを楽しんでいただければと思います。Hygge を感じることが
できる日本唯一の場所で、自然の中での幸せを見つけてみては
いかがでしょうか。一般社団法人 HyggeCircles　代表理事

佐野 健 さん
サードネイチャー　設計士

Flemming Rafn Thomsen（フレミング）さん

本物の Hygge 体験を

#2 センターハウス

#1 キャビン

#3 ウッドデッキ

#4 ネイチャーエリア

Hygge を最大限楽しんでほしい
　「人と自然をつなげる」ということをコンセプトに設計しま
した。建物は、自然と持続可能性を意識してデザインしていま
す。例えば、センターハウスやキャビンの屋根は、日本の太陽
の動きに合わせて、夏は光を遮り、冬は光を多く取り込めるよ
うな形に設計しました。また、建物内でも自然を感じられるよ
うに、家具には緑色のものを多く採用しています。
　Hygge を楽しむには、何も置かない、持ち込まないのがポイ
ントです。宇賀渓の美しい自然・人・建物の３つだけで Hygge
を楽しんでほしいです。

4 . 3 Grand Open
いなべ市大安町石榑南 2999-5

Nordisk Hygge Circles UGAKEI
￨MON￨2023

10. エリア内では、
大自然の中で、本格
的にキャンプをする
ことができます

1.施設内にはキャビン2棟、ウッドデッキ8棟があります2.3.室
内の家具は、デンマークのものを多く採用4.2階の寝室は、天
井以外の窓はなく、寝ながら星空観察を楽しむことができます

8.9. テント内はもちろん、外にもオシャレな家具がそろっており、リッチな気分でキャンプができます

5.6. 宿泊者たちが集まる憩い
の場。カフェ、ワークショッ
プ、テントの展示会場として
利用できます 7. 床は放射状
になっており、板一枚一枚が、
それぞれ違う大きさに作られ
ています
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グランドオープンまであと少しとなった新宇賀渓
キャンプ場。素材とデザインにとてもこだわった施
設が誕生しました。この施設の魅力を一足先にのぞ
いてみましょう。

EVENT DATA

「アウトドア自然体験」　

2023 年 1 月に開催予定
様々なアウトドアを体験できるイベントを開催予定！
対象はいなべ市民で抽選になる予定です。お見逃しなく！
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　愛犬と一緒にキャンプができるのが一番の魅
力です。全エリアで愛犬とのキャンプが可能
で、全国的にも珍しいドッグラン付きのキャン
プサイトが７つもあります。プライベート空間
も確保されていてのんびりと過ごすこともでき
ます。もちろん、愛犬と一緒ではなくてもキャ
ンプを楽しめる設備が整っています。
　やまてらすでは、犬の撮影会や犬種を絞った
オフ会など定期的にイベントを開催していま
す。犬を飼っている人もそうでない人も、イベ
ントを通じて交流を深めていただき、楽しく過
ごしていただければと思います。

　昼は川遊び、夜は星空観察など、家族で一緒に自然の中
ならではの体験ができるのが魅力の一つです。清潔感のあ
る施設や、売店、レンタル品も充実しており、誰でも安心
してキャンプを楽しむことができます。平日はソロキャン
パー、週末はファミリーキャンパーで賑わっています。また、
これからキャンプを始めたいという人も、当キャンプ場を
気軽に利用してほしいです。
　青川峡キャンピングパークは、来年の 4 月で 20 周年を
迎えます。これからも地元のみなさまにも、愛されるキャ
ンプ場になるように運営していきます。

株式会社パシュート

有馬 孝一 さん

青川峡キャンピングパーク
副支配人

田中 啓太 さん

まだまだある！

魅 力 あ ふ れ る キ ャ ン プ 場

ここがイチオシ！ ここがイチオシ！

#1 青川峡キャンピングパーク #2 やまてらす

　いなべの山辺には、数
えきれないほどの魅力があ

ります。いなべ市は、こ

の山辺を最大限に活用し、

自然をそのまま残しつつ、

人々を魅了できるまちづく

りを目指していきます。
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1.2. コテージなどの建物でもアウトドア気分
を味わえます。家族や友達と焚き火、バーベ
キューを楽しもう！3. 自分の好みに合わせて
キャンプサイトを選べます4. キャビングサイ
トは、遊、食、癒の3タイプから選べます。
それぞれテーマに合った道具が備え付けられ
ていて、ひと味違うキャンプを楽しめます

「BIKE & CAMP  TOUKAI22」
11 月 12 日 ( 土 )、13 日 ( 日 )
日本で唯一の自転車とキャンプを
テーマにした旅イベント！キャン
ピングギアの展示や自転車の試乗
会などを開催。自転車での入場無
料！ぜひ自転車でお越しください。
TEL：0594-72-8300

1.2. ドッグラン付きのキャンプサイト。テントを立
てるもよし、コテージ（KOYA）に入るもよし。安心
して愛犬とキャンプができます3.AC電源が付いた
キャンプサイト。自由なスタイルでキャンプを楽し
めます4. テニスコート約8面分の広さのドッグラ
ン。小型犬と中・大型犬とエリアが分かれており、
安心して愛犬と体を動かせます

EVENT DATA EVENT DATA
「わんワンダーてらす」
11 月 27 日（日）
10：00 ～ 16：00
NPO 法人 KIMIMO と犬のイベ
ントを共同開催！マルシェや犬
の撮影会を開催予定。犬を飼っ
てる人も、そうでない人も気軽
に来場してください！
TEL：052-459-3325

いなべ市北勢町新町 614 いなべ市藤原町鼎 728-2

愛知から
遊びに来ました

滋賀から
来たよ！

京都から
来たワン！

愛知から
来たワン！

やっと予約が
取れたワン！川辺キャンプ

楽しい！
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