
『ぷる博』 集合場所の最寄駅・最寄バス停一覧

催し
番号

催し名称 開催日 開催時間 集合場所 最寄駅・最寄バス停

1 ぷる博開催記念ぷるぷるトレイン 3月5日(日) 15:06頃発
JR打田駅

（紀の川市打田1241-2）

打田駅（Ｊ）
打田駅（地）
打田駅⻄（コ・路）

2 ぷるフェス 3月5日(日) 10:00〜15:00
紀の川市役所本庁舎

（紀の川市⻄⼤井338）
紀の川市役所（地・路）
紀の川市役所前（コ）

3 紀の川市役所庁舎"はっけん隊" 3月5日(日)
①10:20〜12:00
②13:20〜15:00

紀の川市役所本庁舎1階ロビー
（紀の川市⻄⼤井338）

紀の川市役所（地・路）
紀の川市役所前（コ）

4 食育SATでバランスチェック 3月5日(日) 10:00〜16:00
紀の川市役所本庁舎南別館1階ロビー

（紀の川市⻄⼤井338）
紀の川市役所（地・路）
紀の川市役所前（コ）

5 ソムリエがめっけもん広場をご案内
期間中

(3月7日（火）・4月4日（火）を除く）
9:15〜9:30

めっけもん広場
（紀の川市豊田56-3）

めっけもん広場前（コ）
池田⼩学校前（路）

6 パラグライダーで空の桃源郷散歩
期間中

（⾦曜日を除く）
9:30〜12:00位

ユーピーパラグライダースクール
（紀の川市竹房391）

窪（地）
百合山（コ）

7 季節を味わう和のフルーツ弁当
期間中

（木曜日を除く）
11:00〜14:00

竹屋
（紀の川市下井阪473-1）

オーストリート前（地）
下井阪（コ・路）

8 お子様と一緒にデコ巻き寿司体験
期間中

（土曜日を除く）
10:00〜15:00

⼭⼝宅
（紀の川市⻄三⾕34-12）

参考※紀伊国分寺前（路）500m

9 食べられるフルーツブーケづくり 期間中の⾦曜日 10:00〜11:00
café日和

（紀の川市打田703-3）
参考※巡回⿊⼟（地）400m

10 自分だけのフルーツ箸袋を作ろう 3月11日（土）・19日（日） 10:00〜12:00
紀の川市打田若もの広場
（紀の川市花野604）

花野（路）

11 ⼤人だけで楽しむフルブラと語らい
ほん木もん

（紀の川市打田1237）

打田駅（Ｊ）
打田駅（地）
打田駅⻄（コ・路）

12 めっけもん広場でダッチオーブン 3月19日(日) 10:00〜13:00
めっけもん広場

（紀の川市豊田56-3）
めっけもん広場前（コ）
池田⼩学校前（路）

13 中高生が描いたフルーツカルタ⼤会 3月26日(日) 9:30〜12:30
紀の川市⺠体育館

（紀の川市花野604-2）
花野（路）

14 さをり織りのフルーツマフラー 3月25日（土）・26日（日）
①10:00〜
②13:00〜
③14:30〜

シャングリラガーデン
（紀の川市下井阪617-2）

オーストリート前（地）
下井阪（コ・路）

15 初心者が教えるパークゴルフ 3月27日（月）・4月3日（月） 9:00〜12:00
紀の川市パークゴルフ場
（紀の川市窪598-1）

JA営農センター前（地）
田中⼩学校前（路）

16 ダンボールでつくるフルーツのまち 3月29日(水) 13:00〜16:00
打田生涯学習センター

（紀の川市⻄⼤井363）
紀の川市役所（地・路）
紀の川市役所前（コ）

17 ぷるぷる娘と⾏く紀の川満喫ツアー 4月3日(月) 9:30〜16:30
紀の川市役所東側駐⾞場
（紀の川市⻄⼤井338）

紀の川市役所（地・路）
紀の川市役所前（コ）

18 高校生ガイド付きで「雛さんぽ」 3月12日(日) 10:00〜16:00
紀陽銀⾏粉河⽀店

（紀の川市粉河1560-8）

粉河駅（Ｊ）
粉河駅（地）
粉河駅前（路）

19 ワイルド農業体験と癒やしランチ
期間中

（火曜日を除く）
9:30〜13:00

ファーマーズマーケットふうの丘
（紀の川市平野927）

ふうの丘前（地）

20 二人のスペシャル・パスタランチ
期間中

（月曜日を除く）
11:30〜13:30

ARS 2 duo
（紀の川市深田72-1）

⻑田（路）
紀伊⻑田（Ｊ）

21 自分で作るフルーツスムージー 期間中の土曜日・日曜日・祝日 11:00〜15:00
丸浅旅館前「門」

（紀の川市粉河2071-1）
粉河寺（地・路）
粉河駅（Ｊ）

22 フルーツ酵素でぷるぷる美肌スパ
期間中

（月曜日・第3火曜日を除く）
9:30〜18:30

Alive
（紀の川市粉河940-1）

粉河駅前（路）
粉河駅（Ｊ）
粉河駅（地）

23 フルーツ・アフタヌーンティー
期間中

（火曜日・水曜日を除く）
14:00〜17:30

ユーカリット
（紀の川市南志野644）

南志野（地・路）

24 紀の川市の八朔でポン酢を作ろう
3月6日（月）〜31日（⾦）の平日

（17日〜23日を除く）
13:00〜16:00

こかわや
（紀の川市井田35-1）

井田（地・路）

25 まりひめいちごの巻き寿司づくり 3月6日（月）・27日（月） 14:00〜16:00
⼒寿し

（紀の川市粉河10-6）
秋葉前（地・路）

26 焚き火と農作業体験しませんか？
3月6日（月）〜31日（⾦）
（3月19日（日）を除く）

9:00〜15:00
マル井柑橘

（紀の川市荒⾒213）
参考※荒⾒東（地）400m

27 自分を知って心も身体もクリーン 期間中の火曜日
①10:00〜12:00
②14:00〜17:00

奇門開運夢工房
（紀の川市荒⾒757-1）

荒⾒（地）

28 国内最⼤級のフルーツ施設⾒学 3月11日(土) 9:00〜11:00
JA紀の⾥農産物流通センター

（紀の川市井田259-1）
参考※⾼野辻(路）550m

29 男のハッサク収穫とマーマレード 3月11日(土) 9:00〜12:00
井岡農場

（紀の川市平野679付近）
佃（地）

30 フルーツこんにゃくづくり体験 3月11日（土）・25日（土） 13:30〜15:30
四季グループ工房

（紀の川市粉河4801-16）
秋葉台（地）

31 フルーツを使った笛づくり体験 3月11日（土）・19日（日） 13:00〜15:00
紀の川ぷるぷるハウス

（ＪＲ粉河駅前）

粉河駅（Ｊ）
粉河駅（地）
粉河駅前（路）

32 フルーツで健康！食育料理教室 3月11日(土) 10:00〜13:00
粉河ふるさとセンター料理室

（紀の川市粉河580）
粉河ふるさとセンター（地）

33 巡礼スイーツと絵手紙教室 3月17日（⾦）・31日（⾦） 12:30〜16:00
観光特産センターこかわ
（紀の川市粉河2046-1）

粉河寺（地・路）
粉河駅（Ｊ）

34 手づくりのアートフラワー体験
3月18日（土）・31日（⾦）

・4月1日（土）
①9:00〜12:00
②13:00〜15:30

紀の川ぷるぷるハウス
（ＪＲ粉河駅前）

粉河駅（Ｊ）
粉河駅（地）
粉河駅前（路）

35 笑顔と彩のフルーツカッティング
3月18日（土）・4月1日（土）

・2日（日）
13:00〜14:30

観光特産センターこかわ
（紀の川市粉河2046-1）

粉河寺（地・路）
粉河駅（Ｊ）

36 農家BarのスパークルDAY 3月18日(土) 14:00〜21:00
農家Bar

（紀の川市野上204-5）
川原郵便局前（地）

【説明及び連絡先】

（Ｊ）･･･JR和歌山線　、（貴）･･･和歌山電鐵貴志川線

（コ）･･･紀の川コミュニティバス・（路）･･･民間路線バス

　　　　　○和歌山バス那賀株式会社（0736-75-2151）

（地）･･･紀の川市地域巡回バス

　　　　　○粉河那賀路線・桃山路線：和歌山バス那賀株式会社（0736-75-2151）

　　　　　○貴志川路線：有田交通株式会社（073-479-5101）

・最寄駅は集合場所から500m以内、最寄バス停は集合場所から300m以内のものを記載しています。
・周辺に最寄駅及び最寄バス停が無い場合は、参考情報として、最も近いものを※の後に記載しています。
・運⾏時刻につきましては、公共交通毎の時刻表をご確認ください。

3月11日（土）18:00〜21:00
3月12日（日）17:00〜21:00



『ぷる博』 集合場所の最寄駅・最寄バス停一覧

催し
番号

催し名称 開催日 開催時間 集合場所 最寄駅・最寄バス停

【説明及び連絡先】

（Ｊ）･･･JR和歌山線　、（貴）･･･和歌山電鐵貴志川線

（コ）･･･紀の川コミュニティバス・（路）･･･民間路線バス

　　　　　○和歌山バス那賀株式会社（0736-75-2151）

（地）･･･紀の川市地域巡回バス

　　　　　○粉河那賀路線・桃山路線：和歌山バス那賀株式会社（0736-75-2151）

　　　　　○貴志川路線：有田交通株式会社（073-479-5101）

・最寄駅は集合場所から500m以内、最寄バス停は集合場所から300m以内のものを記載しています。
・周辺に最寄駅及び最寄バス停が無い場合は、参考情報として、最も近いものを※の後に記載しています。
・運⾏時刻につきましては、公共交通毎の時刻表をご確認ください。

37 フルーツの思い出をバッジにしよう 3月20日(月) 10:00〜15:00
紀の川ぷるぷるハウス

（ＪＲ粉河駅前）

粉河駅（Ｊ）
粉河駅（地）
粉河駅前（路）

38 和歌⼭発祥のバスピンをしよう！ 3月21日（火）・4月4日（火） 9:00〜15:00
紀の川ぷるぷるハウス

（ＪＲ粉河駅前）

粉河駅（Ｊ）
粉河駅（地）
粉河駅前（路）

39 いちご旅〜電⾞×収穫×⼤福づくり 3月11日(土) 9:00〜12:00
JR和歌⼭駅東改札⼝前

（和歌⼭市美園町5-61）
和歌山駅（Ｊ）

40 キレイになるピラティスとランチ 期間中の日曜日 10:00〜14:00
くつろぎ茶房きしべの⾥

（紀の川市貴志川町井ノ⼝580-1）
井ノ⼝郵便局前（地）

41 パイナップルブレスレットづくり
3月5日（日）・19日（日）

・4月9日（日）
10:00〜12:00

Kanoa
（紀の川市貴志川町神⼾722-5）

貴志駅（貴）
貴志駅（地）
貴志駅前（地）
貴志駅下（コ）

42 樹上完熟ハッサクの収穫体験
3月7日（火）・14日（火）

・21日（火）
10:00〜12:00

国道 424 沿倉庫
（紀の川市貴志川町北373付近）

参考※調月南部（コ）400m
参考※曽池前（地）400m

43 ぷるぷる娘を折り紙で折ろう
3月7日（火）・8日（水）
・10日（⾦）・14日（火）

10:00〜12:00
野かふぇおりや

（紀の川市桃⼭町神田244）
参考※三船神社前（地）450m

44 カワ美味しいアイシングクッキー
3月9日（木）・13日（月）

・25日（土）
①11:00〜
②13:00〜

Duex riche
（紀の川市貴志川町北1428-6）

東貴志⼩学校前（路）

45 カラフルなフルーツ和菓子づくり
3月9日（木）・18日（土）
・22日（水）・24日（⾦）

・28日（火）・4月3日（月）

①10:00〜12:00
②13:30〜15:30

野かふぇおりや
（紀の川市桃⼭町神田244）

参考※三船神社前（地）450m

46 マイパフェ作り&撮影講座 期間中の土曜日 14:00〜16:00
Café muro

（紀の川市桃⼭町最上757-39）
参考※尼岡橋（地）400m

47 フルーツ生八橋とまんじゅうづくり 3月11日（土）・18日（土） 10:00〜12:00
くつろぎ茶房きしべの⾥

（紀の川市貴志川町井ノ⼝580-1）
井ノ⼝郵便局前（地）

48 フルーツを使った創作パフェ作り
3月11日（土）〜4月9日（日）

の土曜日・日曜日・祝日
10:00〜12:00

藤桃庵
（紀の川市桃⼭町元901）

参考※北神田（地）450m

49 マイ・ロケットストーブをDIY 3月12日(日) 9:00〜13:00
細野渓流キャンプ場

（紀の川市桃⼭町垣内258-1）
細野渓流キャンプ場前（地）

50 あら川の桃を使った贅沢ジャム 3月12日（日）・19日（日）
①10:00〜11:30
②14:00〜15:30

桃りゃんせ夢工房
（紀の川市桃⼭町神田526-2）

参考※地域巡回バス桃山鞆渕コースの
フリー乗降区間内（三船神社前と滝の平の間）

51 特製フルーツバーガーランチ
3月12日（日）・13日（月）
・26日（日）・27日（月）

11:00〜13:00
野かふぇおりや

（紀の川市桃⼭町神田244）
参考※三船神社前（地）450m

52 フルーツを使ったパン作り講座 3月12日（日）・26日（日） 13:00〜16:00
⻄貴志コミュニティセンター
（紀の川市貴志川町⻑⼭24）

⻄貴志コミュニティセンター（コ）
⻄貴志コミュニティセンター南（地）
⽢路寺前駅（貴）

53 効果的なフルーツの食べ方講座 3月15日（水）・16日（木）
①10:00〜12:00
②13:00〜15:00

野かふぇおりや
（紀の川市桃⼭町神田244）

参考※三船神社前（地）450m

54 薪割りおじさんとアウトドア料理 3月19日（日）・20日（月） 9:00〜13:00
野かふぇおりや

（紀の川市桃⼭町神田244）
参考※三船神社前（地）450m

55 紀州百匠隊のマイ純米酒で飲み会 3月19日(日) 16:00〜22:00
野かふぇおりや

（紀の川市桃⼭町神田244）
参考※三船神社前（地）450m

56 branch婚パinぷる博 3月25日（土）・4月9日（日） 10:00〜15:00
branch

（紀の川市貴志川町丸栖735-1）
はりま池公園（地）

57 竹細工とフルーツ羊かんに親しむ 3月30日(木) 9:30〜12:00
野かふぇおりや

（紀の川市桃⼭町神田244）
参考※三船神社前（地）450m

58 ⼩春日和のフルーツ茶会 4月1日(土) 10:00〜16:00
那賀スポーツレクリエーションセンター

（紀の川市桃⼭町調月5）
スポレクセンター前（コ）

59 蔵開き〜唎き酒・唎き酢もどうぞ 4月1日(土)
①10:00〜12:00
②14:00〜16:00

株式会社九重雑賀
（紀の川市桃⼭町元142-1）

参考※段新田（コ）450m

60 美ウォーキングとフルーツバル
4月1日（土）・2日（日）
・8日（土）・9日（日）

14:00〜18:00
平池緑地公園 野鳥広場

（紀の川市貴志川町神⼾1073-1）
⽢路前駅（貴）

61 お医者さんの桃畑で健康BBQ 4月4日(火) 11:00〜15:00
紀の川河川敷桃⼭グラウンド臨時駐⾞場
入⼝付近（井阪橋南詰から東へ300m）

桃源郷⼝（地）

62 農業を身近に感じる農家⺠泊 4月8日(土) 16:00〜翌12:00
若葉農園

（紀の川市桃⼭町元205-2）
参考※段新田（コ）550m

63 紀の川市のスゴイところツアー 4月8日(土) 9:00〜17:00
貴志駅

（紀の川市貴志川町神⼾803）

貴志駅（貴・地）
貴志駅前（地）
貴志駅下（コ）

河北図書館
（紀の川市⻄⼤井363）

紀の川市役所（地・路）
紀の川市役所前（コ）

河南図書館
（紀の川市貴志川町神⼾327-1）

紀の川市貴志川支所（コ・地）

河北図書館
（紀の川市⻄⼤井363）

紀の川市役所（地・路）
紀の川市役所前（コ）

河南図書館
（紀の川市貴志川町神⼾327-1）

紀の川市貴志川支所（コ・地）

期間中
（月曜日・第4火曜日を除く）

期間中
（木曜日・第3火曜日を除く）

3月12日（日）10:30〜（子ども向け）
3月17日（⾦）10:00〜（⾚ちゃん向け）
3月18日（土）10:30〜（子ども向け）
4月9日（日）10:30〜（子ども向け）64 フルーツおはなし会で心の栄養を
3月5日（日）10:30〜（子ども向け）
3月31日（⾦）14:30〜（子ども向け）
4月2日（日）10:30〜（子ども向け）

65 知育フルーツクイズに挑戦！


