
日曜朝市

期間中、毎週日曜

9:00～10：30
鮮魚、干物など

ホテル大新駐車場にて販売！

おたから博サービスデー
内海・山海各地で

期間中、おたから博の旗が
たっているお店では

特別サービスをしています！
見つけたらのぞいてみてくださいね。
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筆文字＆
パステルアート教室（要予約）

場 所：旅館はしもと

費 用：各1,000円 ※ランチ別途

申込先：旅館はしもと 0569-62-0190

内 容：筆文字 10：30～12：00

パステルアート 13：30～

17日(水)
10：30～
14：30

名鉄 歩いて巡拝
｢知多四国｣おもてなし

場 所：内田佐七家駐車場
お問合せ：南知多町観光協会

0569-62-3100
内 容：びわ茶などのお接待。

20日(土)
9：00～
11：00

主催 おたから博実行委員会 共催 内海観光協会、山海観光協会、きずなの会 後援 南知多町、南知多町教育委員会、
内海商工会、内海商工会青年部

海と風のアトリエ

場 所：大東旅館
お問合せ：大東旅館

0569-62-3111
内 容：もみほぐし、

クラフト体験、
セラピー他
（各有料）

14日(日)
10：30～
16：00

岩屋寺大祭（毎月17日）

場 所：岩屋寺
お問合せ：岩屋寺

0569-62-0387
内 容：お接待（お斎）が

あります。どなた
でもご参加できま
す（無料）。

17日(水)12：00～

父の日
｢お父さんいつもありがとう｣
ミニアレンジ教室
+地ビール三本付(要予約)

場 所：ビアシティ南知多
費 用：3,240円
申込先：樋口 090-5635-8946

(内海生花 0569-62-0408)

20日(土) 13：00～

かわいい３Dラテアート＆
魔法の質問会（要予約）

場 所：旅館はしもと
費 用：ラテアート1,000円

質問会800円 ※ランチ別途
申込先：旅館はしもと 0569-62-0190
内 容：ラテアート 10：00～11：30

質問会 13：30～14：30

10日(水)
10：00～
14：30

梅原邸

音 楽 ホ ー ル
マリティーム

慈光寺

御朱印帳つくり（要予約）

場 所：岩屋寺
費 用：3,000円
定 員：10名程度
申込先：岩屋寺 0569-62-0387
内 容：草木染めのオリジナル

御朱印帳を制作。
備 考：昼食はご持参ください。

19日(金)
10：00～
15：00

参加者の方に
にぎり仏進呈

日
帰
り
温
泉

6/6(土) ｢ビーチラン｣

6/13・14(土・日)

｢ライフセービング大会｣

内海海水浴場にて開催。

6/28(日) ｢南知多町浜開き式｣

今年は篠島海水浴場にて開催。

その他のイベント

内海商工会青年部による
地引網（チケット事前購入）

場 所：東浜海水浴場
：2,000円（限定50組、魚引換券付）

申込先：内海商工会 0569-62-0403
南知多町観光協会 0569-62-3100

内 容：地引網後にビーチクリーンキャンペーン
を行います。カニ汁の振舞いもあります。

21日(日)               
9：30受付
10：00開始

6/15（月）9：00～11：00
アジサイ剪定
剪定したアジサイはご自由にお持ち帰り
できます。剪定ばさみはご持参ください。
【利屋郷】里山の風景が残る地

利屋郷通信(内海みかん発祥の地)

ぜんきゅう＆ファンキーズpresents
南知多ライブ☆パーティ（要予約）
7/17(金）19:00より南国キッチンASIAにて開催！

申込みはアトリエぜんきゅうまで 0569-62-2967

ｱﾄﾘｴぜんきゅう通信

施設名 料金 タオル 電話(0569) 事前確認

ホテル魚半日吉苑 700円 付き 62-2088 なし

呼帆荘 1,500円 付き 62-0033 必要

浜辺のホテル松涛 800円 なし 62-0777 必要

内海温泉いち豆 700円 なし 62-1126 必要

南知多観光ホテル大新 800円 付き 62-2211 必要

オテル・ド・マロニエ 1,000円 付き 62-3255 必要

グランドホテル山海館 800円 付き 62-0218 必要

海栄館 鯱亭 700円 なし 62-2525 必要

プレイベント

白砂まつり（雨天中止）

5/10（日）10：00～16：00
内海小学校東側 特設会場にて開催！
内海・山海地区の祭囃子を披露。

屋台も多数出店します♪

白砂まつり
チケット 



海辺のヨガと自由な
フラワーアレンジ

（要予約）

場 所：大東旅館
費 用：2,500円

（ランチなし1,500円）

申込先：大東旅館
0569-62-3111

24日(日)
10：00～
13：00

女将カフェ（要予約）

場 所：旅館はしもと

費 用：900円
申込先：0569-62-0190

内 容：オカリナデュオさぼて
んによる新美南吉童話
集朗読会、癒しブース
（有料）もあります。

17日(日)
10:30～
17：00

5
月

きずなの会による
内海の歴史講座
（資料の関係で3日前までに要予約）

場 所：内海サービスセンター
申込先：清水 080-3664-0984

南知多町観光協会
0569-62-3100

内 容：内海の歴史DVDを観ながら
分かりやすく説明します。
知らなかった内海が発見
できるかも。

23日(土)
13:30～
15：00

そば打ち体験（要予約）

場 所：山海公民館
費 用：800円（天ぷら付）

申込先：南知多町観光協会
0569-62-3100

内 容：山海で育てたそばを挽きた
て・打ちたて・茹でたてで
お召し頂きます。

6日(土) 10：00～13：00

きずなの会による
オリーブ街道・内海小学校
周辺のごみ拾い （雨天中止）

集 合：内海サービスセンター
お問合せ：きずなの会環境部

和田 0569-62-1794
備 考：ゴミ袋は用意致します。

その他は各自ご用意ください。

7日(日) 9：00集合

山頭火の足跡を
たどってみよう（要予約）

集 合：内海駅
費 用：バス代（自己負担）
申込先：南知多町観光協会

0569-62-3100
内 容：内海駅より徒歩で熊野神社へ、

熊野神社よりバスにて師崎へ
向かいます。

9：00集合

6
月

おたから博イベントスケジュール

ブリザーブド
フラワー（要予約）

場 所：旅館はしもと
費 用：1,500円

※ランチ別途1,500円
申込先：旅館はしもと

0569-62-0190

22日(金)
10：00～
11：30

満月寺ヨガ（要予約）

場 所：慈光寺
費 用：1,500円（お抹茶付）

※レンタルマット別途200円
講師・申込先：茶木

090-8672-4868
内 容：慈光寺本堂でヨガを体験。

19：30～21：00

絵手紙教室（要予約）

場 所：大東旅館
費 用：500円
申込先：大東旅館

0569-62-3111
内 容：絵に自信のない人でも

味わいのある絵手紙が
描けます。

8日(月) 10：00～

木彫教室（要予約）

場 所：旅館はしもと
費 用：1,500円
申込先：旅館はしもと

0569-62-0190
内 容：河豚のマスコットを

彫ってみよう！

2日(火)
9：00～
12：00

リッコさんの
ハーブ教室（要予約）

場 所：旅館はしもと
費 用：1,000円

申込先：旅館はしもと
0569-62-0190

内 容：ハーブの使い方・
効能が学べます。

25日(月)
10：00～
11：30

2015.5.17（日）～ 6.21（日）

岩屋寺大祭（毎月17日）

場 所：岩屋寺

お問合せ：岩屋寺
0569-62-0387

内 容：お接待（お斎）が
あります。どなた
でも参加できます
（無料）。

12：00～

寄せ植え作り（要予約）

落ち着いた邸内で楽しく作りませんか。

場 所：梅原邸（内海駅西）
費 用：2,500円

定 員：20名

講 師：EL・ガーデン大岩ゆり香(090-4215-5774)
申込先：南知多町観光協会 0569-62-3100
持 物：エプロン、手袋

13：30～

知多牛でバーベキューしよう
（要予約）

場 所：南知多町内海風呂谷3-3
費 用：お試しセット1,000円
限 定：20名
申込先：大岩 090-4117-5610
内 容：バーベキュー

コーナーにて
お召上がり頂けます。

28日(木) 11：00～14：00

こだわり食材大集合！
こだわりのたまごかけごはん(豚汁付)

場 所：内藤屋（0569-62-0542）
費 用：500円
お問合せ：南知多町観光協会 0569-62-3100
内 容：知多産こだわり卵（荒熊神社にて祈祷済）。

山海で生産された米（コシヒカリ）。
徳吉醸造おすすめ味噌・しょうゆ。
知多牛の肉味噌。自慢の漬物ほか。

12：00～14：00

｢知多半島｣を歌う

歌手 藤川まり子の演歌
ワンポイントレッスン（要予約）

場 所：ホテル大新
費 用：500円(フリードリンク)
申込先：南知多町観光協会 0569-62-3100

内 容：好きな歌を一曲歌い、ワンポイン
トアドバイスをもらいましょう。

3日(水) 13：00～

カフェ
10：30～
12：00

和菓子作り体験と
おたから博特選定食（要予約）

場 所：内藤屋
費 用：3,000円（和菓子体験・昼食）
申込先：南知多町観光協会

0569-62-3100
内 容：和菓子職人による和菓子作り体験

（和菓子2個付）。体験後に昼食。

9日(火)11：00～

アルケミスト
～リクエストコンサート南知多～

（前売券）

場 所：音楽ホール マリティーム
費 用：3,000円（前売のみ）
申込先：音楽ホールマリティーム

090-1750-0468
14周年記念コンサート
7月中頃開催予定

5日(金)
19：00開演
(18：30開場)

今後の予定

縁結び祭

場 所：荒熊神社
費 用：500円
お問合せ：荒熊神社

0569-64-1828
内 容：結婚、就職、健康、

商売などの願いを
込めた絵馬良縁に
恵まれるようご祈
祷します。

31日(日)
11：00～
11：30

座禅と座談
～阿字観体験＋住職と茶話会～

場 所：岩屋寺本堂
費 用：500円

お問合せ：岩屋寺
0569-62-0387

内 容：空海により中国から
もたらされた古来の
瞑想法｢阿字観}を体験。

24日(日)
①10：00～12：00
②13：00～15：00

参加者の方に
にぎり仏進呈

御朱印帳つくり（要予約）

場 所：岩屋寺
費 用：3,000円
定 員：10名程度
申込先：岩屋寺 0569-62-0387
内 容：草木染めのオリジナル

御朱印帳を制作。
備 考：昼食はご持参ください。

19日(火)10：00～15：00

参加者の方に
にぎり仏進呈

ぜんきゅう教室
（要予約）

場 所：食と健康の館
費 用：1,900円

申込先：食と健康の館
0569-83-3600

内 容：誰でも簡単に
おじぞうさんが
描けます。

10：30～

どなたでも参加できます。
おたから博ってなぁに？・・・内海に伝わる埋蔵金伝説をヒントに内海・山海の
埋もれた魅力を再発見して頂く企画です。みんなでお宝を探しませんか。

（イメージ）


