
梵珠山の概要
古くから信仰の山とされ、周辺地域には仏

教に関係深い地名が多い。梵珠山という山名
も、文殊菩薩の名から名付けられたと伝えら
れています。
明るく開けた山頂には芝草がひろがり、梵

珠七観音が安置されている。登山道の各展望
所からは津軽平野の向こうに裾野を広げる青
森県最高峰の岩木山、青森市の街並や陸奥湾
をへだてて下北半島の山々を見渡すことがで
きます。

ふれあいセンターのあらまし
青森県立自然ふれあいセンターは、「いきも

のふれあいの里」整備事業の中核施設として、
平成4年7月3日に開館しました。センターは、
県民の皆さんに自然の仕組みの不思議さや巧
みさを学んでもらい、かけがえのない自然環
境を健全な姿で後世に伝えていただくことを
願って、次のことをおこないます。

れそ、し録記・集収を料資るす関に然自 　.1
を展示したり、保管します。

援支の習学るす関に然自、や会察観然自 　.2
をします。

いろい、のめたうらもてっ知くよを然自 　.3
ろな行事をおこないます。

仲ういと」うよしに切大、うろ守を然自「 　.4
間が、増えるように働きかけます。

〔青森県立自然ふれあいセンター〕
青森県青森市浪岡大釈迦字沢内沢 1－1
入館料：無料　　開館時間：午前9時から午後4時
休館日：月曜日・年末年始（12月28日～1月4日）
　　　　※月曜日が祝日の時は翌日が休館日
TEL：0172-62-4527　 FAX：0172-62-8510
Email：bonjyu@jomon.ne.jp
URL http://www.bonjyu-furesen.info

〔所要時間のご案内〕
●最寄りの公共交通機関を使って
　徒歩で自然ふれあいセンターまで
　・大釈迦北口バス停～　約4km　約45分
　・JR大釈迦駅～　　　  約5km　約60分
●お車で自然ふれあいセンターまで
　・青 森 駅～　約23km　約45分
　・新青森駅～　約19km　約30分
　・弘 前 駅～　約28km　約50分
　・浪 岡 駅～　約11km　約20分

青森県民の森
梵珠山ガイドマップ
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県民の森とは
　青森県を代表するブナ林とヒバ林。これを保護
し、保健休養施設として県民に広く開放し、後世
に永く伝えることを目的に、梵珠山及び眺望山の
二ヶ所の地域が設定されています。
　梵珠山地域は青森・弘前・五所川原・黒石の 4
市の近郊に位置し、標高 150 ｍからブナ天然林
に覆われており、青森県自然保護課が所管し、現
在は指定管理者により管理・運営されています。
　ここでは日本海型ブナ林を特徴付ける階層構造
を観察することができ、植物の種類も豊富なこと
から野生鳥獣の生息環境にも恵まれ、四季折々、
自然の素晴らしさを体験できます。
　梵珠山の登山拠点となる「自然ふれあいセン
ター」には、動植物等の展示ホールや研修室があ
り、自然観察のポイント等のアドバイスをする専
門員が常駐し、便宜を図っています。
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このガイドマップの利用にあたって

１　観察コースは、各々コースごとに色分け
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入山に当たって！入山に当たって！
●動植物の捕獲・採取はご遠慮下さい
●ペット連れの入山やバイク等の
　乗り入れはご遠慮下さい
●枝の落下や倒木にご注意下さい
●ゴミはすべてお持ち帰り下さい
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梵珠の花ごよみ
3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月

マルバマンサク ● ●
フクジュソウ ● ●
ミズバショウ ● ●
キクザキイチリンソウ ● ●
カタクリ ● ●
イワナシ ● ●
サンカヨウ ● ●
シラネアオイ ● ●
シュンラン ● ●
オオヤマザクラ ● ●
オオバキスミレ ● ●
ヒョウノセンカタバミ ● ●
コケイラン ● ●
タニウツギ ● ●
ギンリョウソウ ● ●
トチノキ ● ●
マイヅルソウ ● ●
エゾアジサイ ● ●
ヤナギトラノオ ● ●
オカトラノオ ● ●
オオウバユリ ● ●
キツリフネ ● ●
ツリフネソウ ● ●
オクトリカブト ● ●
ミズヒキ ● ●
ツルリンドウ ● ●
サラシナショウマ ●
オオアキノキリンソウ ●
キバナアキギリ ●

梵珠の四季
ヤマアカガエル産卵 3月
ウグイス初鳴き 4月
ブナ新緑 5月上旬
エゾハルゼミ 5月～ 7月
アカショウビン 6月～ 9月
紅葉 10月下旬
初雪 11月

サワグルミの道（2.1㎞ 75 分）
　登山口には鳥居があり、古くから梵珠山の参詣
道として親しまれてきた歩道です。
��湿った土地に多いサワグルミやトチノキなどの
巨木が見られ、春にはカタクリが秋にはキバナア
キギリが群生します。

アカゲラの道（1.6㎞ 50 分）
　ふれあいセンターの背後を周回する短いコース
で、整然と生えそろったブナ林を気軽に見ること
ができます。
　斜面を登り、尾根を辿るとミズナラとクリの老
木がならぶ「双子の木」も見られます。

マンガンの道（2.4㎞ 70 分）
　昔マンガン鉱石を運び出した歩道で、センター
手前の橋のたもとから入り、尾根筋を辿るコース
です。
��ヒバやムラサキヤシオツツジなどが見られ、陸
奥湾が展望できるスポットがあります。

ミズバショウの道（0.9㎞ 35 分）
　沢内沢を挟んでサワグルミの道とアカゲラの道
をつなぐ歩道です。
��早春にはミズバショウの群落が見られるほか、
トンボやモリアオガエルが生息する池や、尾根筋
ではブナの巨木が見られます。

登山口（700m/ 20 分）　カタクリの森（310m/ 20 分）
岩木山展望所（410m/13 分）寺屋敷南広場（170m/ 7 分）
釈迦堂山（510m/15 分）　梵珠山頂上　����計�2.1km�1：15分

ホタル橋（320m/20 分）　アカゲラの森（250m/10 分）
双子の木（480m/10 分）　ドングリの森（550m/10 分）
キャンプ場　　　　　　　　　　　　　　　���計�1.6km�50 分

登山口（840m/20 分）　ブナ平（360m/10 分）
陸奥湾展望所（230m/10 分）　越口（500m/15 分）
寺屋敷北広場（470m/15 分）　梵珠山頂上　計�2.4km1：10分

ホタル橋（50m/2分）　トンボ池（170m/8 分）
カゲロウ橋（60m/2分）　ミズバショウ湿地（610m/20 分）
カタクリの森・サワグルミの道との合流点　　計�0.9km�35 分
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