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南知多のお土産は

クーポンコーナー
とこなめ焼と陶芸教室 (株)まるふく

「常滑焼箸置き」
または
「コースター」
プレゼント
【提示条件】
ご精算時
【利用条件】他券併用不可／１枚で１名様ご利用可
【有効期限】2015年8月31日まで

☎0569-35-2209
トマトケチャップ

みかん酒

お買い上げのお客様に

「乾燥カットワカメ」
ちょっぴりプレゼント
【提示条件】
ご精算時
【利用条件】他券併用不可／１枚で１名様ご利用可
【有効期限】2015年8月31日まで
知多郡美浜町大字豊丘字原子32-1

☎0569-82-6188

えびせんべいの里

トマトケチャップ

南知多のもぎたてみかんを丁寧に搾り、
お酒に仕上げました。

ハイポニカ農法（水気耕栽培）
でのびのびと
育ったトマトを贅沢に使用。

小女子・しらす

朝採りとうもろこし ミーナコーン

安心安全の食に取り組むＭＥＬ
「マリン・エコラベル・ジャパン」認定商品。

糖度にこだわり、
生食でも美味しいと評判。

漁師に聞く

豊浜は東海有数の漁業の町
豊浜漁業協同組合参事の植田和男さ
んにお話しを聞いてきました。
豊浜漁港の年間水揚げ量は、５年平均
で 22,500t で、その中でも渡り蟹は全
国第一位の水揚げを誇る。この他にも
シャコエビ、穴子等が有名。特に穴子の
干物は、全国では珍しいとのこと。
穴子自体は 1 年中獲れますが、初夏か
ら夏の終わりが旬で、脂がのる最高に
美味しい時期だとのこと。
穴子漁師は、豊浜近海から中部国際空
港セントレアを超え、名古屋港あたりま
で漁にでかける。水深約20〜30m位を
底曳網で一気に曳き入れる漁法とカゴ
を沈めて誘い込む漁法があるが、
「まめ
板」を使う底曳網
の方 法は全 国で
も珍しいとのこと
ですが、反面、漁
師さんは 網を直
す手間もあるとの
植田和男さん
こと。

【提示条件】
ご精算時
【利用条件】他券併用不可／１枚で１名様ご利用可
【有効期限】2015年8月31日まで
知多郡美浜町大字北方字吉田流52-1

☎0569-82-0248

「えびせんべい」
ちょっぴりプレゼント

『穴子』

【提示条件】
ご精算時
【利用条件】他券併用不可／１枚で１名様ご利用可
【有効期限】2015年8月31日まで
知多郡南知多町大字豊丘字駒帰34-24

☎0569-65-0323

観光農園

花ひろば

通常650円のところ

入園料 580円に割引
【提示条件】
ご入園時
【利用条件】他券併用不可／１枚で4名様ご利用可
【有効期限】2015年8月31日まで
知多郡南知多町大字豊浜高見台48

☎0569-65-2432

季刊

TAKE FREE

町役場の岡田さんも太鼓判を押す、
「みかん酒」
と
「トマトケチャップ」

2015年5月27日発行（年3回発行）
編集・発行／南知多町観光協会
TEL.0569-62-3100 info@manamichita-kk.com

詳しくはホームページをご覧下さい。

http://www.minamichita-kk.com/

全国的にも珍しい、穴子の干物を食す！

お買い上げのお客様に

鯛祭りひろば

2015年夏号

「ミーナの恵み」に関するお問い合わせは、南知多町産業振興課農政係までどうぞ TEL.0569-65-0711（代） E-mail：nousei@town.minamichita.lg.jp 応対時間：平日 8:30 から 17:15 までの開庁日

「えびせんべい」
ちょっぴりプレゼント

えびせん市場

南知多町観光情報誌「ふらっと.南知多」

※ミーナコーンは、収穫期間が６月末から７月初旬と短期間ですので、
お買い求めは要予約です。

美浜本店

お買い上げのお客様に

ふらっと 南知多

ミーナシールが目印！

みかん酒

常滑市原松町6-66-1

魚太郎本店

2015 Summer

南知多町のお土産として最近話題になっているのが、南知多町産業振興協議会で
認定された町の特産品から産まれたブランドお土産「ミーナの恵み」。その中から、
認定済の４種類をご紹介します。

お買い上げのお客様に

網元直売

2015 Summer

もう一人、穴子加工のプロである干物
専門店 魚新株式会社の高浪祐次さ
んにも話をお聞きしました。
美味い穴子の干物の条件は一番に脂
がよくのっていること。二番目は風と太
陽です。風と太陽が穴子の旨みを引き出
してくれます。穴子は開いて味付けし、
天日乾燥させます。焼くと脂がジュワッ
と浮き出てくるんです！
おつまみにも、おかずにもぴったりで網
焼きが一番ですが、フライパンやオーブ
ントースターでも焼けますよ。
当社ではすべて手作業・天日干しですの
で、大量生産が難しく天候に左右され
るため、
いつも空とにらめっこです。
今まで穴子の干物を知らなかった！と
いう方にぜひ知ってもらい、美味しく食
べていただくために、これからも手間を
惜しまず、こだわりの干物を作り続けて
いきます。
豊浜に来た時は、ぜひ！穴子の干物を
食べてみてくださいと熱く語ってくれま
した。

天日干しの穴子に拘る高浪祐次さん

豊浜漁港に水揚げされた穴子

秘伝のタレに漬け込んだ穴子は絶品です！

魚新 株式会社／ TEL.0569-65-2567

お食事処情報は観光協会・案内所までお気軽にどうぞ。 南知多町観光協会 TEL.0569-62-3100 ／篠島観光案内所 TEL.0569-67-3700 ／日間賀島観光案内所 TEL.0569-68-2388

南知多ビーチランド

入園料

大人200円割引
小人100円割引

【提示条件】
ご入園時
【利用条件】他券併用不可／１枚で4名様ご利用可
【有効期限】2015年8月31日まで
愛知県知多郡美浜町奥田428-1

☎0569-87-2000

かねふく めんたいパークとこなめ
お買い上げのお客様に

「めんたいふりかけ」
ちょっぴりプレゼント
【提示条件】
ご精算時 ※フードコーナーは除く
【利用条件】他券併用不可／１枚で１名様ご利用可
【有効期限】2015年8月31日まで
常滑市りんくう町1-25-4

☎0569-35-9900

つくだ煮街道
お買い上げのお客様に

「自家製佃煮１パック」
ちょっぴり
（豊浜産生炊き小女子）
プレゼント
【提示条件】
ご精算時
【利用条件】他券併用不可／１枚で１名様ご利用可
【有効期限】2015年8月31日まで
知多郡美浜町大字古布字枡池6-3

南知多町観光釣り大使

今年の夏は、ルアー釣りに挑戦！
−どの辺りまで釣りに行かれるのですか？
伊勢湾内、三河湾内を中心に伊良湖の先
端２０マイル（約３６㎞）までが船でいける距
離です。２０マイルの中に黒潮も入ってくるの
で、回遊してくるカジキやマグロもお客様のご
要望があれば、狙いにいきますよ
！
−えっ、
カジキも釣れるのですか？

もちろんです。夏は朝５時に出港し、潮の流
れや鳥を探し、魚を追いかけます。
−スゴイ世界ですね。なんか準備も大変そ

うなんですが、素人でも大丈夫ですか？、

最近では、
「釣りガール」
と称する女性の方も
多くトライされていますよ。船もトイレ完備です

ので、安心して乗船していただけます。レンタ
ルタックル
（要予約）
もありますので、気軽にお
越しください。
−ルアー釣りの魅力は？

正直、エサ釣りに比べると釣れる確率は良い
と言えないですが、大物を狙うならルアー釣り
が近道だと思います。ルアーの形や動かし方
を自分で考えたり、調べたりするのも魅力の
一つだと思います。自分が狙った通りに魚が
食いつく瞬間は感動を覚えます！
−夏シーズンのオススメは？

キャスティングで
「シイラ」狙い！面白いですよ
！
−お話ありがとうございました。

お話を聞いて、
「釣り」ではなく
「スポーツ」に近い感覚を感じました。良く利用さ
れるお客様にプロ野球選手が多いことも納得できます。

【提示条件】
ご利用時
【利用条件】他券併用不可／１枚で1名様ご利用可
【有効期限】2015年8月31日まで
知多郡南知多町日間賀島西港

☎0569-68-2631

まるは食堂 豊浜本店

うめの湯
入浴券100円割引

【提示条件】
ご入館時
【利用条件】他券併用不可／１枚で1名様ご利用可
【有効期限】2015年8月31日まで
知多郡南知多町大字豊浜字峠8

☎0569-65-1315

〜はじめまして編
今回、南知多町初の観光大使 ( 南知多
町観光釣り大使)に任命して頂いた岩月
大地と申します。僕は、三歳の頃から父
親の影響で釣りを始めて、親子で南知
多の堤防釣りに連れて行ってもらった
思い出があります。これからの季節南知
多で釣れる魚とポイントをアドバイス！
内海の堤防
投げ釣りで狙うキス釣り
師崎港・篠島・日間賀島
クロダイ
釣り乗合船
イサキ、
太刀魚、
ハマチ
ひそかなマイブームは、日間賀島波止釣
友会会長、中村輝夫さんの影響で「タコ
釣り」タコは大きなものになると1 ㎏を
超す大物も釣れるので、雷魚を釣るよう

貸し竿・レンタサイクル いこい

釣りざお
（エサ付）
９００円、
レンタサイクル１時間500円

釣りが好き！

南知多では船、磯、堤防、砂浜と様々な海釣りが体験できます。
今回、現役漁師でルアー釣り専門乗合船の船長「荒居徹」
さんに
ルアー釣りの魅力を聞きました。

☎0569-82-5151

日間賀島

岩月大地の やっぱり

ご予約・お問合せは シーブルー 連絡先／ 090-1565-6809

観光・ご宿泊に関するお問い合せ

［南知多町観光協会］

［篠島観光案内所］

tel.0569-67-3700
fax.0569-67-3700 営業時間／9：00〜16：00
http://www.shinojima-aichi.com/

南知多の情報が満載！

なしっかりとしたロッドにPEラインの１
０号を巻きエギに直結します。エギはタ
コエギの4号前後を基準に使います。
各漁港は釣り禁止の場所もあるので注
意しましょう。決められたマナーを守り、
帰る時は来た時よりも綺麗な釣り場に
なるように、
ゴミをしっかり持ち帰りたい
ですね。
最後に、先日地元の漁業関係者の方と
お話をしていた時のことですが、最近は
地元の子供達も目の前に豊かな海があ
るにも関わらず、家の中でゲームばかり
をしているそうです。
釣りを通して自然と触れ合う事の素晴
らしさを覚えて、将来漁師さんの道に進
んでいってくれる子が増えると嬉しいで
すね。釣り、観光、
グルメと魅力が沢山の
南知多。南知多の海では多彩な魚が私
たちを待っています。

tel.0569-62-3100

［日間賀島観光案内所］

tel.0569-68-2388
fax.0569-68-2683 営業時間／9：00〜17：00
http://www.himaka.net/

fax.0569-62-3520
営業時間／9：00〜17：00
info@minamichita-kk.com

南知多観光の
ARアプリが登場！

http://www.minamichita-kk.com/

Facebookでもチェック！
ふらっと南知多

ふらっ特集-1
ふらっ特集-2

豊浜の事はこの人に聞け！

2015年夏のビーチイベント特集

イベントインフォメーション＆定番スポットピックアップ

QRコードからダウンロードして
南知多を楽しもう！ ※アンドロイド版のみ対応

南知多町観光協会公式ホームページ
「ふらっと南知多」

南知多のこの夏の
ニュース＆イベント満載！

検索

お店／お土産／グルメ／温泉／釣り／バス旅情報も網羅！

お得な
クーポン
付き！

ふらっと 南知多

ふらっ特集-1

THE BEACH KUROTAKE（ザ・ビーチ・クロタケ）

ふぐ吉

〒470-3321 愛知県知多郡南知多町内海口揚4-6

南知多町豊浜の築４０年の古民家を使った定員８名・素
泊まり・相部屋のお宿です。自転車旅、バイク旅、釣り人さ
んなど、シンプルな旅をする方に好評で、すでに約１０００
名のお客様にご利用いただきました。
また当宿は１人旅の方も大歓迎です。ここで出会ったのが
ご縁でお友達になる方も多いです。
「ほどほど」を拠点に南
知多をのんびり、
ゆっくり旅してみませんか？

JA

7

道

国

24

Web http://hodohodo.jimdo.com/ 至内海
FB https://www.facebook.com/hodohodo77

〒470-3501 知多郡南知多町大井字浜辺31-1

タコの
モニュメント 乙姫

売店

マルハBBQガーデンは、愛知県南知多町初となる手ぶらで楽しめ
るBBQ場を新設します。野外バーベキュー場を12ブース(2〜72
名様 )、南国リゾートをイメージするVIPブースが 6ブース(2〜10
名様 )、個室 VIP ブース 4 部屋 (2〜16 名様 )、屋根付きバーベ
キュー棟(8名様 6テーブル)を設け、食材は地産地消にこだわり、
老若男女、カップル、グループのお客様まで、日常を離れ、少しリッ
チなリゾート気分を身近に感じて頂ける施設となっています。

まるはダイニングは、新しいまるは
を目指し、地産地消をコンセプト
に、知多の魚介、知多牛、知多豚、
知多野菜を全面的に売出し地元
の 食 材 を ふ ん だ ん に 使 った メ
ニューを考えお客様に安心して来
て頂けるダイニングを目指します。

まるはリゾート まるはドライブイン 内海店

2015年7月10日グランドオープン！

牛小屋

まるは食堂旅館
南知多豊浜本店

TEL.0569-65-1315

店舗所在地／ 〒470-3322 愛知県 知多郡南知多町山海高峰９-１

営業時間／11:00〜15:00
定休日／月・火・水・木曜日

至内海駅

知多牛工房
牛小屋

☎090-4117-5610

移動販売車で販売しております。 国道パチンコ店
247

千鳥ヶ浜海水浴場 白砂の湯跡地

まるはリゾート
亜細亜

至内海海岸

至内海駅

国道 247

南知多町観光協会

☎0569-62-3100

セブン
イレブン 内海川

内海

泉蔵寺

千鳥ヶ浜海水浴場
イベント会場

国道 247

矢梨潮干狩場

ぽんかふぇ
ガラス工房
グラスバレー

〒470-3411 知多郡南知多町豊丘かに川103

至師崎

篠島に新名所が誕生！
潮風を感じながら絶景が楽しめる展望台

〒470-3505 知多郡南知多町篠島

内海海岸

開催時間／11:00〜18:00
（予定）
内海西
入場料／無料

営業時間／10:00〜17:00
（土・日・祝日は9:00〜）
定休日／火曜日
http://www.poncafe.jp

太一岬 キラキラ展望台

ローソン

7月24日（金）〜26日（日）の3日間、内海海水浴場にハワ
イが出現！特設ステージでは、東海エリアのダンサーによ
るフラやタヒチアンのショーを連日開催。入場料は無料で
す！
（飲食は会場にて飲食用チケットをご購入ください。）

内海ハワイアンなフェスタ２０１５

http://www.maruha-net.co.jp

篠島の最南端に新しく整備された鳥居と展望台。その先
には伊勢神宮があります。歴史的にも伊勢神宮と深い関
わりを持つ篠島で絶景と歴史を満喫してください。
晴れた日には、渥美半島から神島、鳥羽などが一望でき、
まさにパノラマビューをご堪能いただけます。ウォーキン
グコースにもなっているので、運動しやすい服装と靴で島
の新名所を目指してください。
暗くなると足元が見にくくなるので、
日没注意！

海水浴場がハワイになる！?
今年の夏は内海が見逃せない！

5月1日
（金）
よりご予約受付開始！
！

☎0569-65-1315

☎0569-89-7524

ぽんかふぇ

豊丘

まるはダイニング

知多牛工房

〒470-3321 知多郡南知多町内海風呂谷3-3

内海

マルハBBQガーデン

至山海海岸

牧場から笑顔を食卓に届けます！

生産者直売

至山海海岸

三河湾

高校卒業まで豊浜で過ごし、
卒業後名古屋の旅行会社へ就職
退職後家業に戻り、30歳で代表取締役に就任、
現在に至る

ゲストハウス
やどかり

こんなにかわいくて、美味しいポン菓子が、店内にいっぱ
い！しかも試食もたくさん！豊丘でポン菓子製造を営み３
４年となる家田製菓の直売所。
６月１３日〜６月22日までの10日間、一周年記念セール
を開催します。夏のイチオシは「ポン菓子入りかき氷」サク
サクのポン菓子と冷たいかき氷の不思議な食感を
ぜひお試しあれ。海を眺めるカフェコーナーでまったり過
ごすもよし、
ライダーも多数訪れる人気店です。

篠島

内海

1975年7月13日生まれ 39歳
株式会社まるは 代表取締役社長
本社：南知多町豊浜本店（他５店舗）

国道 247
泉蔵院

molamolamanbou121oceansunﬁsh@docomo.ne.jp

自ら育てた知多牛を生産から販売まで責任を持って消費
者の皆様にお届けしたく加工販売を始めました。こんな
場所に精肉店？そんな自然豊かな三河湾国定公園の山
の中に小さいながらも４月にオープンしました。主に移動
販売車での販売ですので、各地のイベントや店のなくなっ
た地区など昔ながらの手渡し販売で、牛肉の美味しさと
食の豊かさを生産者の立場から伝えていきます。移動販
売の場所も募集中です。
ご連絡をお待ちしております。

〒470-3322 知多郡南知多町山海高峰9-1

営業時間／
平日11：00〜21：00
土・日10:30〜21：00
定休日／不定休

伊勢湾

☎080-3065-3796（後藤勇）

〒470-3321 愛知県知多郡南知多町内海字山尾 81-1

坂野 豊和（ばんの とよかず）

チェックイン14：00
チェックアウト10：00
大人お一人様（中学生以上）１泊3,000円
子供お一人様（中学生以下）１泊2,000円

伊勢湾

ゲストハウス やどかり

今年の７月１０日にいよいよグランドオープンする「まるはリ
ゾート まるはドライブイン内海店」は地産地消をコンセプト
に、
「知多牛」
「知多豚」
「知多野菜」
をふんだんに取り揃え、名
古屋を中心とした東海エリアの老若男女、
カップル・家族から
グループのお客様まで、日常を離れ、少しリッチなリゾートを
身近に感じていただける観光の町「ご近所リゾート南知多」
を発信しながら南知多をはじめ知多の西海岸の発展に貢献
し地元製品を中心としたお土産売場も完備いたします。

試食たっぷりの
「ポン菓子」専門店がオープン！

内海東浜海水浴場

※お部屋貸し切り等ご希望の方はご相談ください。

至師崎

豊丘

内海

この春、内海にオープンしたばかりの
素泊まり民宿です。

アサンプラージュ

http://agedonchaya.com/

247

日間賀島西港

あげ丼 CHAYA
よし

☎0569-63-2777

2015年７月１０日
グランドオープン！

まるはリゾート まるはドライブイン内海店

高速船のりば

海の幸や温泉は専門のお店で堪能して、夜は当宿でくつ
ろぐお値打ちな旅をしてみませんか？
予約して食材を持ち込んで頂けたらバーベキューも可能
です。
同時に肩こり、腰、膝等の痛みがとれる「ゴトウカイロ院」
を併設します。水曜と木曜に営業予定で、こちらにもご予
約をお願いいたします。

お忙しい中、
貴重なお時間をいただきありがとうございました。

たこ焼き
いこい

国道 247

営業時間／11:00〜14:00・
14:00〜18:30（要確認・火曜
日は除く）
定休日／水曜日

国道

営業時間／10:00〜17:00
定休日／木曜日

〒470-3504 知多郡南知多町日間賀島西港

―今後の目標は
現在豊浜以外に常滑や名古屋に店を構えていますが、ここで南
知多豊浜の魅力や付加価値を発信していきます。
『ご近所リゾート
南知多』を浸透させるために、当社としては新事業のドライブインを7
月に内海へオープンさせます。観光協会としては、観光に従事する
人々の成長なくして観光の成長はないと考えています。
これからお客
様に対して「おもてなしの心」や「ありがとう」の気持ちをしっかり伝え
れる観光地づくりをしていき、5 年後 10 年後いつでも観光客でにぎ
わっている観光地になるよう邁進していきます。

あげ丼CHAYA よし

豊浜港

（小杉昌幸）

たこ焼き いこい

―魚の町ならではのお土産はありますか？
豊浜と言ったら
『穴子の干物』
ですね。
全国的にも珍しくほとんどの
干物屋さんがつくっています。一度食べたらやみつきになりますよ。あ
と組合で作っている『しこの露』
という魚醤です。新鮮なカタクチイワ
シと塩のみでつくられ、
日本一と言ってもいいくらいの魚醤です。当社
でも使用していますが、
醤油料理の隠し味として使ってほしいです。

至内海海岸

今が旬！の三河湾を食べ尽くそう！

ほどほど

豊浜

☎090-1314-5227

☎0569-68-2631

―漁業の町でありますが、
お祭りも有名だと聞きますが？
毎年 7月に行われる奇祭『鯛まつり』があります。明治 18 年になぜ
かハツカネズミの張りぼてをつくったのが始まりで、現在では６対の大
きな鯛神輿を、毎年区民が手作りして、海を泳いだり町中を練り歩い
たりする熱いお祭りです。

http://www.uotomo.co.jp

内海西交差点

サークルＫ

チェックイン16：00
チェックアウト10：00
大人お一人様 １泊3,000円
貸切24,000円

山海

日間賀

―ホントは教えたくない豊浜のおすすめスポットもあったりしますか？
市場が休みの豊浜漁港はいいですね。
「えっ!?」
と思われるかもし
れませんが、漁船がずらっと並んで停泊している姿や静かな港は、
散歩などにお勧めです。

☎0569-62-2111

当店は、地元産の食材にこだわり、三河湾の海の幸を「丼
ぶり」で食べ尽くすことをコンセプトにオープンさせまし
た。２輪車専用の屋根付き駐車スペースを窓側に設け、愛
車を眺めながらゆったりとできるお食事が自慢です。
今から旬のめじろ（穴子）は、脂がのって絶品ですので、ド
ライブ・ツーリングの昼食は当店でお楽しみください。

大タコが入った
島ならではのたこ焼き！

日間賀島といったら「タコの島」といわれるほど良質なタ
コが獲れることで有名。
そんな名産品を使ったたこ焼き屋が西港前にオープンし
ました。アツアツのたこ焼きを頬張ると中からゴロゴロと
した大粒のタコがでてきます。
ソースとトッピングが選べるのでお好みのたこ焼きにして
お召し上がりください。
１箱８個入り500円より。

THE BEACH
KUROTAKE

三河湾

南知多ゲストハウスほどほど
〒470-3412 知多郡南知多町豊浜鳥居７-３

至野間灯台
247

たこみちゃん

チェックイン15：00
チェックアウト10：00
大人お一人様 平日１泊２食付
11,000円〜（諸税別）

国道

祭 鯛之介

天然温泉100％の
かけ流しの温泉旅館

伊勢湾

しらっぴーな

豊浜漁港近くの、
自転車、バイク、
一人旅向けのお宿です。

―名物やおすすめスポットもたくさんありそうですね。
一つ目には『豊浜市場』です。通常立ち入り禁止ですが、豊浜の
場合は今のところ競りの邪魔さえしなければ見学ができます。漁師さ
んの水揚げや競りの様子が目の前で見ることができます。
多い日で50
軒もの水揚げされた魚を見ることができます。二つ目は豊浜漁港内
にある
『魚ひろば』です。地元の7店舗の魚屋さんが所狭しと並んで
います。プロの僕たちの目から見ても掘り出し物満載です。三つ目は
『花ひろば』
がおすすめです。特にこの季節は菜の花に始まり、
ヒマワ
リやコスモスと季節の花が楽しめます。最後に釣りですね。気軽に楽
しめるのは釣り桟橋です。
本格的なら釣り船がお勧めです。

MARUHA RESORT

しらっぴー

大井

―やはり魚なんですね。
では豊浜の魅力を教えてください。
ロケーションは魅力ですね。季節によってや場所によっていいス
ポットがあります。
そして人のあたたかさがある町です。

内海

―やはり豊浜は漁業従事者が多いでしょか？
多いと思います。漁師さんには、外海と内海の底引き網、イワシや
シロメなどのバッチ網、沿岸の漁など多くの漁業従事者がいます。ま
た、
干物など加工業、
我々のような販売や飲食店も多いですね。

最新NEWS＆イベント

ミーナ
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長い間、
「魚友」の屋号でご愛顧いただきました宿が、
この
度「THE BEACH KUROTAKE」として新たにリス
タートしました。
自慢の天然温泉はもとより、四季折々の旬の素材にこだ
わった料理メニューで皆様をおもてなしいたします。
客室も全２４室が伊勢湾を望むオーシャンビューとなっ
ております。夕陽が海にゆらめく優雅なひとときをお楽し
みください。

豊浜

―豊浜はどんなところですか？
一言で言うと
「魚の町」ですね。小さいころから魚に囲まれた生活
でした。両親は共働きで休日は家業の手伝いをしていました。板場さ
んに交わり、刺身の盛り付けや皿洗いの仕事を手伝い、子供のころ
から感性を磨けました。

南知多の各エリアから発信された

坂野 豊和

愛知県民ならだれもが知るお店。戦後昭和25年に魚屋から始まっ
た活魚料理『まるは食堂』
。創業者『故相川うめ』は地元の有名人。
孫で現社長の坂野豊和さんにインタビューをしました。

株式会社まるは
代表取締役

◎◎は
この人に
おまかせ！

ふらっと 南知多

2015 Summer

豊浜の事はこの人に聞け！
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篠島
小・中学校

篠島観光協会

☎0569-67-3700

http://www.shinojima-aichi.com

太一岬
キラキラ展望台

新企画のメロン狩りが始まります！

８月中旬からメロン狩り企画がスタート！種類は、マスク
メロンです。
１玉1,000円で、
ご自分で美味しそうなメロンをお選び下
さい。毎年好評のスイカの試食販売も開催いたします。あ
わせて南知多のお土産にどうぞ。夏休み期間中は、子供
向け企画もあります。
詳しくはHPをチェックしてください。

観光農園

花ひろば

〒470-3411 知多郡南知多町豊丘高見台48

営業時間／8:00〜17:00
定休日／年中無休（天候
によりお休みさせていただ
く場合があります。）

☎0569-65-2432

http://www.hana-hiroba.net

至南知多道路
観光農園 花ひろば

南知多町
総合体育館

馬道

至師崎

ふらっと 南知多
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・豊浜花火大会
01 祭 豊浜鯛まつり
豊 浜 中洲地区 MAP D-3 須佐地区 MAP E-3

イベント
インフォメーション
祭

…祭り

E

…イベント

2015 Summer

02 祭 日間賀島ぎおん祭り
日間賀島 西浜海水浴場

MAP F-4

ふらっと 南知多

2015 Summer

03 祭 篠島ぎおん祭り／野島祭り
篠 島 篠島港 MAP F-5 篠島海岸 MAP F-5

イベントカレンダー

04 E 尾崎亜美のおもてなしin篠島
篠 島 篠島港

MAP F-5

O …アウトドア
MAP B-1

鯛まつりは、豊漁と海の安全を祈るお祭りで、10〜18ｍの竹と木材を組み合わせ
白木綿を巻いてつくった重さ約 1トンの巨大な鯛が豊浜を練り歩きます。祭りのみ
どころは、約60人程の若衆に担がれた巨大鯛が観衆の声援を受けながら、海中
をさながら生きているかのように、尾をふり、ひれをピンと張って練り歩く様子は、ま
さに勇壮そのものです。花火大会では直径300mの大玉花火が打ち上がります。
［開催日］7/18(土）
・19（日）8:00〜17:00
花火大会 7/18（土）19:30〜

「何もしなければ 何も始まらない」を合言葉に「元気＝町の振興」
という理念の
下、知多半島で毎年夏、日本一暑く日本一熱い和太鼓の祭典をめざし７年前か
ら進めてきた祭りが今年も開催！

07 E 渚のお楽しみイベント
内海
篠島 日間賀島 内海 MAP C-1

ビアシティ南知多 0569-64-0247
知多半島和太鼓こころ会 0569-62-0797

MAP F-5

タコが有名な島ならではのお祭り。地
元小学生によるたこ神輿担ぎや、
たこ
のつかみ取りが行なわれる。夜は、地
元の子供達による太鼓やダンスがあ
り、最後は打ち上げ花火などが行な
われる。
0569-68-2388

10 E 第50回 内海中日花火大会
内 海 千鳥ヶ浜

MAP C-1

篠島 MAP G-5 日間賀島 MAP F-5

［開催日］内海海水浴場東浜 7/26（日）
・27（月）
・28（火）20:00〜
内海海水浴場小桝 8/2（日）
・3（月）
・4（火）20:00〜
日間賀島西浜海水浴場 7/26（日）
・8/2（日）
・9（日）
・16（日）20:00〜
篠島海水浴場 8/2（日）13:00〜

フラダンスの夕べ

山海観光協会

フラダンスやウクレレ演奏などが楽しめる夜のイベント

13 E 魚のつかみ取り
山 海 篠 島 日間賀島

0569-68-2388

MAP E-4

［海鮮汁無料配布日］
6/21（日）
・7/19（日）
・8/16（日）9:00〜12:00
［定休日］水曜日

師崎商工会

0569-63-0349

09 E 地引き網体験と海鮮味噌汁
内 海 東浜・小桝

…スピリチュアルスポット

［開催日］
内海海水浴場東浜
内海海水浴場小枡

内海観光協会

0569-62-0985

MAP F-5

ドルフィンアイランド日間賀島

6/6（土） 内海・千鳥ヶ浜

12:00〜

愛知ビーチラン

6/7（日） 大井・大井漁港

9:00〜12:00

大井漁港とれとれ漁師市

6/13（土）
・14（日） 内海・千鳥ヶ浜

8:00〜

全日本ライフセービング種目別選手権

6/13（土）
・14（日） 内海・小桝海岸

8:00〜

ビーチハンドボール全国大会

島のおいしいごはん、笑顔いっぱいの島民とのふれあい、 篠島ウミガメ隊 が守る美し
いビーチの魅力を知ってもらおうと2014年から始まった音楽フェス。
ステージは芝生広場
（有料）とサンサンビーチ（無料）の２カ所にあり、島内を回遊して楽しめる仕掛けがいっ
ぱいの2日間。今年は親子が安心して楽しめるコンテンツも。詳しくはWEBをチェック。

［開催日］2015年7月19日
（日）〜20日
（月祝）
［入場料］前売券／1DAY 3000円・2DAYS 5000円
（プレイガイド各種で販売中）

篠島に関するお問い合わせ／0569-67-3700（篠島観光協会）
篠島フェスに関するお問い合わせ／umigame@shinojima-fes.jp
http://shinojima-fes.jp

MAP D-4

当地の一押しは、三河湾で豊富に獲
れる「アカシャエビ」
と
「シャコ」です。
他所よりも安価に求められ、
しかも味
も抜群。
［開催日］6/7（日）
・21（日）
・7/5（日・19（日）
・
8/2（日）
・23（日）9:00〜12:00

TEL.0569-63-0314

MAP C-3

今年の夏も、
日間賀島サンライズビーチに
「キッズアドベンチャー」
が登場！
「いかだ」を作って遊んだり、シュノーケリングで海を探索したり、シーカヤックで海
を走ったり、夜には、キャンプファイヤーをしたりと、子供達の夢や冒険心をくすぐ
る魅力がいっぱい！
お得な無料＆割引チケットもあるので、家族でチャレンジしてみてね。

20 M 豊浜魚ひろば
豊浜

［開催日］7/18（土）〜8/23（日）9：30〜
無料・有料プログラムがありますので、詳しくはお問合せ下さい

日間賀島観光協会

0569-65-0483

MAP E-5

海水浴場で泳ぐイルカを見ることができます。
イルカと触れ合える様々なプログラムでお楽しみ下さい。

【イルカウォッチング】特設生簀でイルカを間近に見学できます。／3歳以上300円
【イルカタッチ】
イルカにタッチしたり、
エサをあげることができます。／5歳以上1,000円
【ふれあいビーチ】海岸の浅瀬でのイルカとのふれあい／5歳以上2,000円

［開催日］5/23（土）〜9/23（水）9:00〜16:00
イルカの体調により実施プログラムが異なりますので、詳しくはお問合せ下さい。

日間賀島観光協会

0569-68-2388

22 観 尾州廻船内海船船主
内海

MAP C-2

南知多町の文化財に指定された建
物で、当地の有力船主・２代目内田佐
七により、明治初期に建てられました
当時の姿を留める貴重な遺構です。

南知多町社会教育課 0569-65-2880
みなみちた観光ボランティアガイド事務局 0569-62-3100

24 観 羽豆岬
師崎

10:00〜

南知多町浜開き式

9:00〜12:00

大井漁港とれとれ漁師市

19:00〜

ぎおん祭り(ほうろく流し・花火大会）

7/11（土） 篠島・篠島港内

19:40〜

ぎおん祭り・花火大会

7/12（日） 篠島・篠島港〜野島

10:00〜

野島祭り・船団パレード

日間賀島自然体験キッズアドベンチャー（有料／子供対象）
9:00〜16:00

ぐるりーバス運行

7/18（土） 豊浜・豊浜漁港広場

8:00〜

鯛まつり
（須佐）

7/18（土） 豊浜・豊浜漁港埋立地

19:30〜

第27回 豊浜花火大会

南知多町観光協会

MAP E-3

26 観 ハイジのブランコ
日間賀島

一般のお客様向けに豊浜漁港内で
は毎週日曜日に「豊浜はま市場」を開
催しています。鮮魚から干物まで購
入できる、漁師町ならではのイベント
です。

9:00〜12:00

師崎漁港朝市・海鮮汁の無料配布

7/19（日） 篠島・篠島海水浴場

9:00〜

魚のつかみ取り体験

9:00〜

篠島フェス

7/19（日） 山海・山海海水浴場

10:00〜

山海で獲れる魚のつかみ取り

7/19（日） 日間賀島・西浜海水浴場

10:00〜

タコのつかみ取り

11:00〜

内海ハワイアンフェスタ

7/25（土） 日間賀島・東浜海水浴場

14:00〜

タコのつかみ取り

7/26（日） 篠島・篠島海水浴場

9:00〜

魚のつかみ取り体験

7/26（日） 山海・山海海水浴場

10:00〜

山海で獲れる魚のつかみ取り

7/26（日） 日間賀島・西浜海水浴場

10:00〜

タコのつかみ取り

7/26（日） 日間賀島・東浜海水浴場

13:30〜

大アサリのつかみ取り

20:00〜

砂浜の映画館と宝探し

7/26（日） 日間賀島・西浜海水浴場

20:00〜

渚のお楽しみイベント

7/27（月） 内海・東浜海岸

6:00〜

地引き網体験と海鮮味噌汁

8/1（土） 日間賀島・東浜海水浴場

14:00〜

タコのつかみ取り

8/1（土） 山海・山海公民館付近

19:00〜

フラダンスの夕べ

8/2（日） 大井・大井漁港

9:00〜12:00

大井漁港とれとれ漁師市

8/2（日） 篠島・篠島海水浴場

9:00〜

魚のつかみ取り体験

8/2（日） 山海・山海海水浴場

10:00〜

山海で獲れる魚のつかみ取り

8/2（日） 日間賀島・西浜海水浴場

10:00〜

タコのつかみ取り

8/2（日） 篠島・篠島海水浴場

13:00〜

ラッキーボール投げ

8/2（日） 日間賀島・東浜海水浴場

13:30〜

大アサリのつかみ取り

20:00〜

砂浜の映画館と宝探し

20:00〜

渚のお楽しみイベント

8/3（月） 内海・小枡海岸

6:00〜

地引き網体験と海鮮味噌汁

8/8（土） 山海・山海海水浴場

10:00〜

山海で獲れる魚のつかみ取り

8/8（土） 日間賀島・東浜海水浴場

14:00〜

タコのつかみ取り

8/9（日） 日間賀島・東浜海水浴場

13:30〜

大アサリのつかみ取り

8/8（土） 山海・山海公民館付近

19:00〜

フラダンスの夕べ

8/9（日） 日間賀島・西浜海水浴場

20:00〜

渚のお楽しみイベント

8/10（月） 内海・東浜海岸

6:00〜

地引き網体験と海鮮味噌汁

8/12（水） 日間賀島・東浜海水浴場

10:00〜

たこ祭り

19:00〜

盆踊り大会

8/16（日） 日間賀島・西浜海水浴場

20:00〜

渚のお楽しみイベント

8/16（日） 師崎・師崎漁港

9:00〜12:00

師崎漁港朝市・海鮮汁の無料配布

8/17（月） 内海・千鳥ヶ浜

19:00〜

第50回 内海中日花火大会

8/23（日） 大井・大井漁港

9:00〜12:00

大井漁港とれとれ漁師市

9:00〜

NFUビーチバレー大会

14:00〜

知多半島太鼓祭

8/29（土）
・30（日） 内海・千鳥ヶ浜
日間賀島観光協会

0569-65-0310

活魚の美舟

0569-68-2388

8/29（土） 内海・ビアシティ南知多

みさきや

商工社

館内には、大型のいけすを完備しており
活魚料理の主役となります！

海鮮料理がメイン
！
漁師町ならではの、雰囲気が漂う店内！

Tel.0569-63-2200

Tel.0569-63-0069

Tel.0569-63-0012

料理旅館かね万別館

ビラ・マリーン南知多

さきっぽ料理の宿 信屋

Tel.0569-63-1175

Tel.0569-63-2323

http://ww.mifune.yad.jp/

知多半島最先端、
日間賀島・篠島・
渥美半島まで見渡せる宿。

師崎旅館組合

7/19（日） 師崎・師崎漁港

8/13（木）〜15（土） 南知多町内一円

有名アーティストがＰＶの撮影現場に
したことで有名。ブランコに乗ると空と
海の青さに心が癒されます。島で人
気の記念撮影ポイントです。

［開催日］毎週日曜日14：00〜16：30分頃
（悪天候の場合や漁に出ていない時は中止あり）
［場所］豊浜漁港 特設会場

知多半島最先端
師崎へぜひお越しください。

0569-62-3100

MAP F-5

9:00〜12:00 大井漁港とれとれ漁師市

8/2（日） 日間賀島・西浜海水浴場

MAP E-4

鯛まつり
（須佐・中洲）

7/19（日） 大井・大井漁港

8/2（日）〜4（火） 内海・小枡海岸

ＳＫＥ４８
「羽豆岬」歌碑や新展望台、
羽豆神社と最近話題の多い、羽豆
岬。新たな観光スポットとして人気を
集めています。

0569-65-0323

豊浜漁協

内田佐七家

［公開日］毎週土・日・祝日（年末年始除く）９時〜１６時
（入館は１５時３０分まで）※毎週日曜日はガイドが常駐
しています。
［入館料］
３００円（中学生以下は無料）

MAP D-3

25 M 豊浜漁港
豊浜

6/28（日） 篠島・篠島海水浴場

7/26（日）〜28（火） 内海・東浜海岸

［営業時間］8：00〜16：00
※土・日・祝日は17：00まで
火曜定休

営業時間8:30〜17:00（土・日・祝は18:00)
年中無休

0569-68-2388

MAP E-3

県下一の水揚げを誇る豊浜漁港に
ある市場。生鮮魚介類はもちろん水
産加工品まで海の幸ならおまかせ

とれたてのえびなど新鮮な海の幸を
ふんだんに使い、潮騒の香りと共に焼
き上げた南知多特産のおせんべい
です。

※各地区により、
内容・料金など違いますので詳しくはお問合せ下さい

山海観光協会 0569-62-2220
篠島観光協会 0569-67-3700
日間賀島観光協会 0569-68-2388

師崎漁港朝市・海鮮汁の無料配布

7/24（金）〜26（日） 内海・白砂の湯跡地

0569-65-2432

715 年、元正天皇の勅命で建立され
た尾張高野山総本山。知多四国八
十八ヶ所霊場第43番札所

23 M 鯛祭りひろば
豊丘

9:00〜12:00

7/19（日）
・20（祝） 篠島・島内各所

［営業時間］8：00〜17：00
［定休日］年中無休

0569-62-0387

【日間賀島（タコ・大アサリつかみ取り）】
7/19（日）
・25（土）
・26（日）
・8/1（土）
・2（日）
・8（土）
・9（日）10:00〜/13:30／
タコ…小学生のみ先着40名：1500円、大アサリは無料
詳しくはイベントカレンダー参照

ド日間賀島
15 O ドルフィンアイラン
日間賀島 西浜海水浴場

MAP C-3

MAP D-3

いつでも14万本のひまわりがあなたを
迎えます。
なだらかな丘陵に広がる一
面のひまわりと色鮮やかなマツバボタ
ンの大パノラマをお楽しみください。
ご
入園いただきますと、花摘み 10 本付
いています。詳しくはHPをどうぞ。

［受付時間］8：00〜17：00

【篠島】
7/19（日）
・26（日）
・8/2（日）9:00〜
大人1,000円、子供500円
（宿泊者無料）

6/21（日） 師崎・師崎漁港

7/18（土）〜8/23（日） 日間賀島・島内１周

0569-67-3780

18 観 観光農園 花ひろば
豊丘

0569-62-3939

【山海】
7/19（日）
・26（日）
・8/2（日）
・8（土）10:00〜
大人：500円、小学生200円

MAP F-5

篠島釣り天国

0569-67-3700

21 S 岩屋寺
山海

大井漁港とれとれ漁師市

7/19（日） 豊浜・豊浜漁港広場・中洲海岸 8:00〜

［営業時間］10：00〜17：00
［定休日］不定休
［入場料］高校生以上1,000円/子供500円
※団体割引あり

0569-62-0985

9:00〜12:00

7/11（土） 日間賀島・西浜海水浴場

［料金］料金・２時間制
大人（中学生以上）3,000円 女性・子供2,000円
※詳しくはお問い合わせください。

M …マーケット

19 観 南知多グリーンバレイ
内海

尾崎亜美のおもてなしin篠島

6/21（日） 大井・大井漁港

7/5（日） 大井・大井漁港

鯛やハマチ、鰺等大小さまざまな魚
が放されており、海の魚ならではの強
い引きが手軽に楽しめます。

MAP G-5

篠島観光協会

親子で楽しめる南知多ならではのイベント。各地区で開催されているので詳しく
はお問合せ下さい。

大井漁協

9:00〜16:30

7/18（土）〜8/23（日） 日間賀島・東浜海水浴場

16 観 篠島釣り天国
篠島

バンジージャンプ、
ブラヴオーレ、
スカイ
コースター、フィールドアスレチック、
ウォーターアスレチックなど遊び満載。

MAP G-5

12 E 大井漁港 とれとれ漁師市
大井 大井漁港

5/23（土）〜9/23（水） 日間賀島・西浜海水浴場

「幸せの食卓」
と題された本公演は、自ら料理本を出版するほどの知識と腕前を
持つ尾崎亜美が、
こころを込めた
「おいしい音楽」
と
「おいしい料理」
でおもてなし
をする１泊２日の宿泊型リゾートコンサート。万葉の丘公園で撮影会をしたり、子
供や若手ミュージシャンによるコンサート、新鮮な魚介類を堪能してもらったりと篠
島を１泊２日で存分に楽しんでいただけるイベント。

神話の時代から伊勢神宮と深いつ
ながりがあり、式年遷宮の際には神
明神社も20 年毎に造営されてきまし
た。今年、御遷宮を迎えます。

7/27（月）
・8/10（月）6:00〜
8/3（月）6:00〜

14 O キッズアドベンチャー
日間賀島 東浜海水浴場

観 …観光施設

17 S 神明神社
篠島

根強い人気の地引き網体験。どんな魚が獲れる
かはお楽しみ。海鮮味噌汁のサービスもあります。
このほかにも、有料ではありますが、内海・山海・
篠島・日間賀島では地引網が体験できます。詳し
くは、各観光協会までお問い合わせください。

0569-62-2220

山海 MAP D-2 篠島 MAP G-5
日間賀島 MAP E-5,F-5

MAP C-1

S

［開催日］8/17（月）19:00〜

11 E 篠島フェス2015
篠島 篠島各所

おたから博

お申込先：名鉄海上観光船（株）
イーグルツアーズ 0120-594-360 9:00〜18:00予約対応
※先着順で限定80席の販売となります。

定番スポット
ピックアップ

今年で50回を迎える歴史ある花火大
会。水中スターマインや仕掛け花火
などが楽しめてみどころが盛りだくさ
んです。会場が内海海水浴場のため
寝転びながら見物ができ、夏の夜の
暑さを忘れさせてくれます。
内海観光協会

要予約

［開催日］平成２７年６月１３日
（土）

篠島観光協会 0569-67-3700

新鮮な魚介や地元で作られた干物
など、お値打ちな商品がいっぱい〜
海鮮汁を第３日曜日に数量限定で無
料配布しています。漁師町の雰囲気
と一緒にお楽しみ下さい。

［開催日］8/1（土）
・8（土）19:00〜

MAP C-1

毎年７月第２土日に「ぎおん祭り」
「野島祭り」が２日間に渡って開催されます。初日
のぎおん祭りは船御輿の曳き回しと花火大会、
２日目の野島祭りは篠島中の漁船
100隻以上が大漁旗を掲げて船団を組み疾走する
「船団パレード」が行われます。
篠島まちづくり協議会ほか主催でフォトコンテストを開催！
詳しくは、篠島観光協会まで

［開催日］
篠島ぎおん祭り・花火大会 7/11（土）19:40〜（篠島港）
篠島野島祭り・船団パレード 7/12（日）10:00〜（篠島海岸）

08 E 師崎漁港朝市
師 崎 師崎漁港

内海観光協会 0569-62-0985
篠島観光協会 0569-67-3700
日間賀島観光協会 0569-68-2388
山海

［開催日］8/12（水）10:00〜

日間賀島観光協会

内海では砂浜にスクリーンを
立てて、16ミリの映写機でア
ニメなどを上映します。その
後、宝探しやジャンケンゲーム
にもチャレンジしてね！地区ごと
に趣向を凝らしたお楽しみイ
ベントを開催

［開催日］8/29（土）18:00〜
［入場料］大人：2000円
（前売り）
・2200円
（当日）
・中学生以下無料
チケットぴあ・サークルＫ・サンクス・セブンイレブン 絶賛発売中！
（Ｐコード：263-496）

06 E たこ祭り
日間賀島 東浜海水浴場

日間賀島のぎおん祭りは、龍神に豊漁を祈願するために約 250 年前にはじまった
祭りです。祭りは、裸の青年数十人が、漁船に堤燈を飾って仕立てた「やかた
船」
に乗って各戸から集めたほうろくに火をともし海に流す行事です。
このぎおん祭りと同時に花火大会も開催されます。

［開催日］7/11(土）19:00〜

豊浜観光協会（豊浜商工会内） 0569-65-0004

日間賀島観光協会

5/17（日）〜6/21（日） 内海・山海 一帯

6/13（土） 篠島・島内各所

知多半島太鼓祭
05 E 第８回
内 海 ビアシティ南知多

Tel.0569-63-0215

http://homepage2.nifty.com/kaneman/

5

全室オーシャービューの宿、館内には
「湯遊ゾーン」
を完備し館内でも楽しんでいただけます。
http://www.villa-marine.jp/

本場師崎のふぐを活造りで味わえる宿

http://shoukousha.com/

近海の獲れたてのい魚介類をご提供します。

http://nobuya.cc/

知多CC

杉本美術館
みはまりょくえん

田原谷

6

ふらっと 南知多

日本福祉大学

のま

線

277

東海環状
自動車道

中部国際
新名神高速道 空港

吹田I.C.

247

富士山

名古屋I.C.

名古屋

南知多町

新大阪

関西国際空港

JR飯田線

東名高速道

豊橋

富士山
静岡空港

47

梅原邸
GS

C

交番

内海海水浴場（千鳥ヶ浜）
千鳥ヶ浜の風紋

C

内田佐七家

内海駅東

古布

276

46 如意輪寺

南知多町グリーンバレイ

内海

山海海水浴場
ドルフィンタワー

41

外 奥之院
43 岩屋寺

天龍寺
42

470

西方寺
山海

276
ス（
バ
子
っ
海

知多郡南知多町
）
GS

花ひろば

知多バス
（師崎線）

馬道

大井

C

豊浜

281

大井西

C

魚ひろば

高浜
7

漁港風景

247
荒磯
まるは うめの湯

外 浄土寺

片名港

師崎

C

GS

師崎港フェリーターミナル
羽豆岬展望台
羽豆岬

★師崎漁港朝市

★ドルフィンアイランド日間賀島
★日間賀島ぎおん祭り
★ビーチイベント

師崎漁港

大漁旗

（日間賀島西浜海水浴場）

37 大光寺

●南知多町内、美浜町内の利用…160円

海景色

内海線（知多バス）

●町をまたぐ利用…300円

※朝夕は路線が変更になりますので、詳しくはお訪ねください。

毎週日曜日には、西海岸線往復おもてなしガイドが乗車します。（内海駅〜師崎港行き 10:17 〜）（師崎港〜河和駅行き 10:55 〜）

1

2

3

篠島観光案内所

0569-68-2388

MAP F-5

開催日／5月17日
（日）
〜6月21日
（日）
南知多の内海・山海の地元愛にあふれる人々が、
もっともっと内海を好
きになるため あちこちで学び遊び体験するプログラムを開催します。
どなたでも参加できますので、新たな内海・山海の魅力を再発見してく
ださい！
南知多町観光協会

松寿寺

0569-62-3100

MAP C-2

（篠島海水浴場）

太一岬
キラキラ展望台

★篠島フェス2015
★魚のつかみ取り

★渚のお楽しみイベント

・利用料金／1時間100円（入庫後50分までは無料）、1日最大2,000円
・利用出来る車両／普通車、軽自動車で、長さ5m以下、
幅1.9m以下、高さ2.1m以下のもの
0569-65-0711（代） ・駐車可能台数／193台
・利用出来る時間／入庫：午前5時〜午後9時 出庫：24時間可能

4

「いかだ」
を作って遊んだり、
シュノーケリングで海を探索したり、
シーカヤックで海を走ったり、子供たちの夢や冒険心をくすぐる
魅力がいっぱい！

篠島サンサンビーチ

師崎港公営有料駐車場のご案内
駐車場お問い合せ先／南知多町建設課

40

おたから博

正法禅寺
神明神社

MAP E-5

開催日／7月18日
（土）〜8月23日
（日）
9：30〜

日間賀島観光協会

島の駅SHINOJIMA
38

0569-68-2388

無料・有料プログラムがありますので、詳しくはお問合せ下さい

海水浴場）

大漁旗

歌碑公園

松島

砂浜に腰をおろしてイルカが泳ぐ姿を見ているだけでも癒されるのに、
実際に触れ合うこともできるプログラムを実施しています。
イルカに会いに来てください！
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内海中日花火大会
開催日／8月17日
（月）19:00〜

夏のイベントの定番「花火大会」特に今年は５０回の記念大会です。
ごろんと寝転んで楽しめる花火大会はなかなかありません。
今年の夏の思い出作りに花火大会にお出かけ下さい。
内海観光協会

0569-62-0985

MAP C-1

17

50

多くのお客様のお越しをお待ちしていますと
ポスターでＰＲする内田新三大会実行委員長

師崎線（知多バス）

東港（日間賀島東浜

内海

1日券…500円

小高い山の上にそびえたつ展望台。
昔は千賀水軍の要所でした。

開催日／5月23日
（土）〜9月23日
（水）9:00〜16:00

50

そこから最大限可能な大きさの花火を打ち
上げるため︑花 火の爆 発 音と 目の前に広が
る 花 火のライブ感 が凄いです！そして何 よ
り︑観客席が砂浜なので︑寝転んで見れるの
が何より 楽しい﹂と 内 海の花 火 大 会の魅 力
を教えてくれました︒
花火を見たお客様が感動して︑ホテル・旅館
に来年の予約を入れていくことも多いとか︒
打 上げは花 火の球 数だけで比 較できない魅
力が内海の花火大会にはあると話す内田さ
ん︒
﹁夏の思い出として家族で共有できる場
所として内海を選んでいただければ嬉しい︒
それに応えるだけのおもてなしをしますよ﹂
と 花 火 大 会に向けての意 気 込みを 語ってく
れました︒

★尾崎亜美のおもてなしin篠島
★篠島ぎおん祭り／野島祭り

篠島

西海岸線

サンライズ
ビーチ

築見島

西方寺 外

豊浜線

ハイジの
ブランコ

★たこ祭り
★キッズアドベンチャー
★ビーチイベント

医徳院 39

G

日間賀島
観光案内所

日間賀島

西港

木島

西海岸線のバスの音声案内はなんとＳＫＥ４８の松井珠理奈さん
バスにもメンバーのサインがいっぱい！ファン必見のプレミアムバス

大漁旗

サンセットビーチ

師崎港

羽豆神社の
絵馬はいかが？

ドルフィンアイランド日間賀島

日間賀島観光協会

内海

けに？カワイらしい「豆」の形をしています。石碑
には歌詞が刻まれており、
ＳＫＥ４８のファンの新
しい聖地として名乗りをあげている。
岬の南側は切り立った小山になっており、ふと見
上げると頂上付近に展望台らしきものが見える。
小山の両端から上に登ることができます。
体力に自信のない方でも大丈夫。小山の西側
からは、南知多町の町木でもある「ウバメガシ」
のトンネルを通りながら、東側からは、羽豆神社
にお参りしながら絶景の海景色をどうぞ。
展望台で景色を楽しんだ後は、バス停横の売
店で腹ごしらえ！ 大アサリが人気です。

GS

山海
MAP D-2

内海の夏といえば︑青い海︑白い砂浜︑カラフ
ルなパラソル︑海の家から漂うソースの匂い
等々︑海水浴を中心にいろいろなイメージが
わいてきます︒そんな中でも忘れてはいけな
いのが︑﹁花火大会﹂︒
今年でなんと 周年を迎える夏の代表的な
イベント﹁第 回内海中日花火大会﹂が今年
も8月 日︵月︶
に開催されます︒
昭和 年︑いざなぎ景気で賑わった時代から
始まったこの花火大会︑半世紀前から続くこ
のイベントの魅力は何といっても花火との距
離 感 ！と 教えてくれるのは︑大 会 実 行 委 員
長でもある内田新三さん︒
﹁打上げ場所と観客との距離が︑あげる玉の
大きさによって何メートル離さなくてはいけ
ないと決まってくるのですが︑内海の花火大
会の場合︑砂浜から堤防が沖に伸びていて︑

神護寺
C

30

イルカの体調により実施プログラムが異なりますので、詳しくはお問合せ下さい。

大漁旗

36 遍照寺

日間賀島

師崎は、名古屋市内から知多半島道路をまっ
すぐ直進し、突き当たった文字通り知多半島の
最南端に位置しています。南知多町にある２つ
の島「篠島」
「日間賀島」の玄関口として毎年多
くの観光客の発着地点として有名ですが、最近
では、
ＳＫＥ４８の楽曲で知られる「羽豆岬」の舞
台として注目を集めています。バスを降りると目の
前に現れるのが、島へ渡る高速船・カーフェリー
乗場の建物、そして潮のいい香り。海に来た！っ
て実感がわいてきます。町営駐車場沿いに港を
見ながら堤防方面に向かうと見えてくるのが、
Ｓ
ＫＥ４８の楽曲「羽豆岬」のモニュメント。羽豆だ

チッタ
ナポリ

GS

羽豆岬

記念すべき第一回目の途中下車は、
「師崎港」。

★大井漁港 とれとれ漁師市

片名

きりえ工房 お

海っ子バスの停留所と、
その周辺の見どころをご紹介！

34 性慶院

聖崎公園
（河津桜）
弘法大師上陸像
成願寺 35

新仲根

33 北室院

大漁旗

247

篠島
MAP G-5

詳しくは4〜5pもご覧ください。

32 宝乗院

大井漁港

31

おすすめイベントピックアップ！

30 医王寺
31 利生院

大井漁港前
GS
281

C

海っ子バス

西海岸線

コスモス街道

豊浜漁港

海っ子バス

知多半島は小豆島（香川県）、篠栗（福岡県）
と
並び日本三大新四国霊場に数えられており、年
間約 8 万人もの人が訪れています。南知多町に
は、番外を含む二十二の霊場があります。

日間賀島

ナの

29 正法寺

GS

豊浜
石之浦

280

豊丘漁港

豊丘

豊丘

豊丘南

ス
バ ）
子 線
っ 浜
海 豊
（

釣り桟橋

ミー

南知多病院前

内海
MAP C-1

開 放 感 抜 群の

40 影向寺

師崎港

山田潮干狩り場

夏の風 物 詩﹁ 花 火 大 会 ﹂

南知多町
役場
南知多役場西

★豊浜鯛まつり・豊浜花火大会

豊丘IC

鯛祭りひろば

富士ヶ峰

線

岸

海

西

★魚のつかみ獲り

伊勢湾

280
ガラス工房
グラスバレー

南知多病院

C

★地引き網体験と海鮮味噌汁

乙方潮干狩り場

27

No

イン ス ト ラ ク
タ ー がサ ポ ー ト
し な がら 子 供 た
ちの 面 倒 を 見 て
くれるので︑実は
お 父 さ ん・お 母
さんには︑
のんび
り で き る 嬉 しい
ア ト ラ ク シ ョン
なんです︒人気の
プロ グラムは ︑
シ ー カ ヤック や
シュノ ー ケ リ ン
グ︑火 起 こ し 体
験 ︒子 供 た ち が 真 剣 に 取 り 組 む 姿 は ︑シャッ
ターチャンスがいっぱいです︒

山海
247

247

いちごの丘

日間賀島
MAP E-5

山海海水浴場

★おたから博

つくだ煮街道

GS

篠島海水浴場

★第50回
内海中日花火大会

矢梨

古布IC

28

ファミリーにぴったり！

44 大宝寺

日間賀島
MAP F-5

海 水 浴 場 の 中 心 に 建つドルフィンタワ ー が 目
印 ︒遠 浅になっているので小さなお子 様も安 心
して遊ぶことができます︒
東 海 岸は 岩 場が
多 く ︑磯 遊 び が
でき る と 家 族 連
れに人気です︒
そ し て一番 の 魅
力 は ︑海 に 沈 ん
でいく 夕 日 ︒海
面 が 黄 金 色に 染
まる 景 色 は 絶 景
です︒
飲 食 店 も 充 実し
ているので︑気軽
に ご 利 用 いた だ
けます︒

浜
276

29

24

800ｍの天然ビーチ！

豊丘料金所

泉蔵院

つぶて浦
海景色

★渚のお楽しみイベント

三河湾

279
魚太郎

内海海水浴場（小桝）

★内海ハワイアンな
フェスタ２０１５

河和漁港

変 化に 富んだ 風 光 明 媚な 島 として知られる 篠
島にある 海 水 浴 場 ︒港 と は 反 対の東 側に 位 置
し ︑緩 や か な
カ ー ブを 描 く 天
然の砂浜は︑
島 な ら ではの 自
然の 魅 力 を 味 わ
うことができ
る︒ウミガメの産
卵 場 所 と し ても
有 名 ︒海 水 浴
シ ー ズン以 外 も
人気があり︑
綺麗で静かな
ビ ー チに 癒 さ れ
ると話題です︒

45

内海北

南知多IC

知

アトリエ
ぜんきゅう

内海

内海海水浴場（東浜）
海景色

南知多町
観光協会
52
うつみ

いちごの里

1

郷土資料館

52

247

内海海水浴場

持宝院

）

線

海
内
ス（
バ
多

河和

内海高校

日間賀島西浜海水浴場

樫木

日間賀島東浜海水浴場

247 ビアシティ
南知多

船
観光
海上
名鉄

★第８回
知多半島
太鼓祭

集客力︑東海地区

…体験・アトリエ

﹇砂時計のお問合せ﹈
内海海岸物語プロジェクト

★

河和港

愛知県知多郡南知多町大字内海字中浜田２６ー１

…俳句投句箱

…P.4〜7連動イベント・スポット

0569ー62ー0243

C …コンビニ

イルカと遊べる！

…撮影ポイント

通 称 サンセット
ビ ーチに 今 年 も
イ ル カ が やって
き ま す ︒今 年 で
年 目 を 迎 える
イルカ企画も
年 々 プロ グ ラ ム
が充実︒
初 めて 間 近 でみ
る イ ル カに 子 供
たちも 大 興 奮 ︒
イルカ 以 外 にも
夕 涼 みの サン
セット ビ ー チ は
ライトアップもされ︑雰囲気十分︒
潮 風を 感 じて︑散 歩してみてください︒島 内を
ぐる りと 周 る 周 遊バスが走っているので︑ぜひ
ご利用下さい︒水着乗車ＯＫです︒

芋沢

南知多で人気の海水浴場をまとめてご紹介！

…知多新四国霊場

00

GS …ガソリンスタンド

プライベートビーチは
キッズ天国?

河和駅前

美浜役場東

ビーチイベント特集

JR東海道新幹線

日 間 賀 島にあるもう一つの海 水 浴 場で通 称サン
ライズビ ーチ︒こちらでは 子 供 向けの体 験アド
ベンチャーランドがオープンしています︒

こうわ

富士I.C.

東京
羽田空港

遠 浅でき めこま
かな 砂 浜が弓 状
に約 2 k mにわ
たって 続 く 東 海
地 区 最 大の海 水
浴場︒
毎 年 ︑多 くの 海
水 浴 客で賑わう
海 水 浴 場です
が ︑新 た な プ ロ
ジェクト がス
タートしまし
た ︒内 海 の き め
細やかな 白 砂を
使っての
﹁砂時計づくり﹂
です︒
﹁ 日 本の渚 1 0 0 選 ﹂にも 選 ばれている 美しい
白 砂 の 砂 浜 は ︑昔 か ら 遊 び 場 で あ り ︑地 元 の
人々の自慢でもありました︒
誰でも簡単に作れる﹁砂時計﹂を作って︑内海の
思い出をお持ち帰りください︒

美浜町
役場

新宿

御殿場I.C.

新東名高速道

…交差点

鈴ヶ谷
みかん狩りセンター

内海港
緑地

F

線

和

河

鉄

知多
厚生病院

277

美浜
サーキット

新南愛知CC
美浜コース

京都
大阪
国際空港

土岐JCT

276

GS

E

名神高速道

名

知多半島道路

275

食と健康の館

美浜少年
自然の家

こうわぐち

JR中央本線
飯田
山本I.C.
河口湖I.C.

7

2015年夏の

イベント
ピックアップ！

藤岡JCT
中央自動車道

JR中央本線

名古屋空港

関越自動車道

松本

中央自動車道
小牧JCT

274

野間灯台

D

長野自動車道

河和口駅前

ふらっ特集-2

信州松本空港

富山空港

ふらっと 南知多

2015 Summer

JR上越新幹線

長野I.C.

岡谷JCT

新

多

知

鉄

名

C

布土

知多郡美浜町

野間大坊

B

金沢

小松I.C.

247

若松

長野

富山I.C.
小松空港

美浜インター
えびせんべいの里

恋の水神社

上越JCT

富山

美浜IC

長岡I.C.
2015
Summer

直江津

糸魚川

ちたおくだ

小野浦

北陸自動車道

273

南知多ビーチランド
南知多おもちゃ王国

A

247

ジョイフルファーム
鵜の池

奥田北

