1

6

月

2 あめつちかぜによる

あなたのくらしをきれいに

(水)

楽しい掃除講座２回

(木) ①ストレッチ＋１０分施術
②パワーストーンの
ブレスレット制作（要予約）

（要予約）
場所：料理旅館はしもと
時間：10：30～12：00
費用：無料（プチプレゼント付）
定員：10名
内容：梅雨に入るこの時期、
防カビ・除菌の話を絡めて
掃除の大切さを教えます。
申込：ダスキン東浦 0120-83-0715

5-

5

きずなの会主催
(日) 山海地区ゴミ拾い

5場所：あめつちかぜ

（南知多町内海小名切77-1）
時間：①13：30～14：00
②14：00～15：00
費用：①500円 ②2,000円～
申込：あめつちかぜ 090-7855-0904

そば打ち体験

場所：岩屋寺御斎場
集合：山海ふれあい会館
時間：①10：00～12：00
（旧山海小学校）
②11：00～13：00
時間：9：00～10：30
費用：1,000円（天ぷら付）
内容：県道276号～国道247号を中心 内容：岩屋で収穫したそばを
に地元住民の方と交流を図り
「挽き・打ち・茹で」
ながらゴミ拾いをしましょう。
三たてで体験でき、住職
備考：ゴミ袋のみご用意します。
によるお話もあります。
問合：きずなの会環境部会
申込：南知多町観光協会
和田 0569-62-1974
0569-62-3100

5-

7

和菓子作り体験と
(火) おたから博特選定食
（要予約）

場所：内藤屋
時間：11：00～13：00
費用：3,000円（体験・昼食代）
内容：和菓子職人による和菓子体験
（和菓子2個付）。体験後に
昼食。
申込：南知多町観光協会
0569-62-3100

5-

12 きずなの会主催
(日) 内海古道巡り
（雨天中止）
集合：内海サービスセンター
時間：8：30集合、9：00出発
11：30まで
内容：内海古道を通り
野間まで歩きます。
申込：南知多町観光協会
0569-62-3100

5-

場所：岩屋寺
時間：①10：00～12：00
②13：00～15：00
費用：5,000円（祈祷料込）
内容：本堂にてご祈祷・
精根入れをし、桐箱
に入れてお持ち帰り
頂きます。
申込：岩屋寺
0569-62-0387

20 海と風の
(月) あとりえ
場所：料理旅館はしもと
時間：10：00～15：00
内容：セラピー
もみほぐし
スイーツ他
問合：料理旅館はしもと
0569-62-0190

5-

場所：内海海水浴場（東浜）
時間：9：30受付、10：00開始
費用：2,000円（限定50組、魚引換券付）
内容：地引網後にビーチクリーンを行います。
カニ汁の振舞いもあります。
申込：南知多町観光協会 0569-62-3100

5-

入園料 580円に割引
1枚で4名様までご利用可
【有効期限2016年8月31日】
コピー不可

5/8
(日)

期間 5/8～6/20
南知多IC

樫木

（要予約）

19 内海商工会青年部による
(日) 地引網体験（チケット前売制）

観光農園
花ひろば

おたから博

うでわ念珠作り講座

（要予約）

（雨天中止）

第５回

主催 おたから博実行委員会
共催 南知多町観光協会、中日新聞社、きずなの会、内海観光協会、山海観光協会
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
このパンフレットに関するお問い合わせは南知多町観光協会まで TEL0569-62-3100

白砂まつり

場所：内海小学校東特設会場
時間：10：00～16：00
内容：内海・山海地区の祭囃
子や山車を披露します。
屋台も多数出店！

南知多IC

内海駅東

内海駅

牛小屋

観光協会

内海北

内海ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ
岩屋寺
内海西

内海

あめつちかぜ
ｱﾄﾘｴぜんきゅう

白砂まつり
花ひろば

豆千待月
いち豆

内田佐七家

内海観光センター

荒熊神社
山海
ふれあい会館

ホテル大新
大東旅館
はしもと

東浜駐車場

母の日・父の日
企画
花ひろばでフォトコンテスト！
特選には「おたからチケット」
旅館はしもと・いち豆の宿泊
補助券などをプレゼント。
【応募期間】
母の日 5月1日～5月31日
父の日 6月1日～6月30日
詳しくは 花ひろば まで
0569-65-2432

豊浜

内藤屋
山海

6/4(土)
6/5(日)

南知多役場西

狩り狩り
スタンプラリー

247

パンフレットを持参の方は以下の施設で
割引になります。
ハーブ農園リッコ 500円→450円
THファーム 700円→630円、900円→810円
花ひろば 650円→580円
3軒回った方は最後の施設で景品を贈呈。
数に限りがありますので、お早めに。

ヨガ
毎週開催！
場所：大東旅館
毎週月曜日 デイヨガ
毎週水曜日 ナイトヨガ
講師：茶木めぐみ
問合：大東旅館
0569-62-3111

5

8

延命寺 ８年ぶりの
(日) 「花まつり」 公開！
「洛中洛外図屏風展」

月

14

師崎

場所：延命寺（南知多町師崎的場83）
時間：10：00～12：30
内容：町指定文化財「洛中洛外図
屏風」を公開します。
お抹茶・甘茶の無料接待あり。
問合：延命寺
0569-63-0439

5-

(日)

場所：岩屋寺
時間：写経10：00～12：00
座禅13：00～15：00
費用：各1,000円
内容：【写経】諸々の心願成就・先祖供養など
の為に般若心経を写経してみませんか。
【座禅】古来の瞑想法「阿字観」を体験。
どちらも椅子席でも体験できます。
申込：岩屋寺 0569-62-0387

5-

・
29

(日)

5-

佐平二家
が新たに
オープン！

場 所：内田佐七家
・佐平二家
時 間：9：00～16：00
入館料：無料
内 容：呈茶があります。
問 合：南知多町観光協会
0569-62-3100

29
(日)
場
時

（要予約）

場所：内海観光センター
時間：13：30～15：00
費用：2,500円
講師：E・Lガーデン大岩ゆり香
（090-4215-5774）
持物：軍手、お持ち帰り用の袋
申込：南知多町観光協会
0569-62-3100

第９回 南知多

シーサイド寄席

5-

17

in 待月

(火)

岩屋寺大祭

（毎月17日）

5-

女将カフェ
in 待月

場所：豆千待月
時間：11：00～15：00
費用：1,000円（ドリンク付）
内容：復刻版「アイスクリー
ムの天ぷら」が登場！
限定30食。
問合：南知多町観光協会
0569-62-3100

23 ボーンチャイナの

(月) 可愛いネコとカゴ
私だけの手作りで！（要予約）

場 所：ホテル大新
時 間：10：00～11：30
参加費：1,500円
昼 食：2,000円（希望者のみ）
講 師：川添すみ子
内 容：ボーンチャイナを使用。
焼成後のお渡し（約10日間）
申 込：ホテル大新
0569-62-2211

荒熊神社「縁結び祭」

終了後は「おまかせ定食」を
（要予約）
ご用意しています。

所：料理旅館はしもと
間：9：30開場
10：00～13：30
費 用：2,500円（食事付）
※終演後にお食事
ゲスト：藤川まり子
津軽三味線 鳥居裕史
申 込：内海パソコンスクール
0569-62-2203

小
平
治
君

5-

女将カフェ

22 寄せ植え体験

（要予約）

(土) 挿し花展開催

場所：料理旅館はしもと
場所：旅館はしもと
時間：10：00～15：00
時間：10:00～15：00
内容：知多牛入り
内容：占い、ボディ、
ロコモコ丼 500円
物販
スイーツ他
問合：料理旅館はしもと
申込：料理旅館はしもと
0569-62-0190
0569-62-0190
時間：10：00～12：00
コーヒーの
費用：1,300円（コーヒー豆50ｇ付）
入れ方講座
（要予約） 講師：カフェアンコーラ志麻

5-

写経体験・座禅体験

内田佐七家＆佐平二家

5-

(水)

（要予約）

5-

28

（要予約）
場所：大東旅館
時間：10：30～12：00
費用：無料（プチプレゼント付）
定員：10名
内容：掃除・片付けの基本、ホコリの
少ない暮らし方を伝えます。
申込：ダスキン東浦
0120-83-0715

11 女将カフェ（要予約） 癒しのfamilia

場所：豆千待月
時間：11：00～15：00
集合：内海駅
場所：岩屋寺
費用：1,000円（ドリンク付）
時間：9：00集合
内容：9：00～奥之院大護摩祈祷
内容：復刻版「アイスクリームの天ぷら」が登場！
費用：バス代（自己負担）
11：00～本堂祈祷
限定30食。メナード化粧品によるハンドマ
内容：内海駅より徒歩で熊野神社へ、
その後、お接待（お斎）が
ッサージのエステ体験・若返りメイクのポ
熊野神社より10：27発のバス
あります。
イント（無料）、友禅染体験 500円～、
にて師崎へ向かいます。
第2回マルシェ同時開催！
チャリティーバザー同時開催！
申込：南知多町観光協会
問合：岩屋寺 0569-62-0387
問合：南知多町観光協会 0569-62-3100
0569-62-3100

（５月７日までに要予約）
場所：山海海水浴場水門付近
時間：19：00～21：00
費用：3号 5,000円
4号 8,400円
内容：記念日やご家族・お友達同士の
思い出作りにおすすめです。
申込：南知多町観光協会
0569-62-3100

(金)

あなたのくらしをきれいに
楽しい掃除講座１回
(火)

15 山頭火の足跡を
(日) たどってみよう

Ｍｙ花火大会

(土) 花火オーナー募集！

20

10

みなさん、
ふるってご参加ください！

場所：荒熊神社
時間：11：00～
費用：500円（絵馬代込）
内容：恋愛、就職、健康、
商売等の願いを込めた
絵馬を良縁に恵まれる
ようご祈祷します。
問合：荒熊神社
0569-64-1828

5-

5-

毎月ニクの日
コロッケ
の販売

場所：内藤屋
時間：11：00～13：00 場所：知多牛工房 牛小屋
時間：11：00～
費用：1,500円
なくなり次第終了
内容：お楽しみ！
内容：コロッケ
100円
申込：南知多町観光協会
ロース肉の特売
0569-62-3100
問合：知多牛工房 牛小屋
大岩 090-7611-4940

19 御朱印帳＆袋作り

(木) 講座[全２回]（要予約）

・
26

(木)

場所：岩屋寺
時間：10：00～16：00
費用：5,000円（2回分）
定員：10名
内容：草木染めのオリジル
御朱印帳と袋を制作。
備考：昼食はご持参下さい。
申込：岩屋寺
0569-62-0387

5-

28 きずなの会主催
(土) 飾り布ぞうり
体験教室（要予約）

場所：山海ふれあい会館
時間：9：00～12：00
費用：200円
定員：10名
内容：完成品10cm程度。好みの
布地があれば使用可能です。
申込：南知多町観光協会
0569-62-3100

5-

31
(火)

南医療生活協同組合
おかみ会班主催

笑いヨガで
免疫力UP＆健康チェック
（要予約）
5場所：料理旅館はしもと
時間：14：00～16：00
費用：1,000円、
組合員200円
申込：料理旅館はしもと
0569-62-0190

