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田中農園

内海フルーツ村

みかん狩り入園料

入園料100円割引
【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】2016年12月23日まで
知多郡南知多町大字内海字奥鈴ヶ谷70-13

☎0569-62-2430

網元直売

コピー使用
不可

魚太郎本店

「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】2017年1月31日まで
知多郡美浜町大字豊丘字原子32-1
コピー使用

☎0569-82-6188

不可

えびせんべいの里

美浜本店

お買い上げのお客様に

「えびせんべい」
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】2017年1月31日まで
知多郡美浜町大字北方字吉田流52-1
コピー使用

不可

☎0569-82-0248

豊浜魚ひろば

豊浜

営業時間／［平日］8:00〜16:00、
［土日祝］8:00〜17:00
定休日／火曜日 ※祝祭日は営業
〒470-3412 知多郡南知多町豊浜相筆33
☎0569-65-0483 http://sakanahiroba.net

岬水産 岬だより

師崎漁港朝市

鮮魚・干物等の水産加工品か
ら、青果物などのお値打ち商
品が並ぶ。毎月第３日曜日に
は、限定 500 食の海鮮汁を無
料配布。

営業時間／8:00〜12:00 定休日／水曜日（祝日の場合は営業）
・お盆・年始
〒470-3503 知多郡南知多町師崎林崎地先
☎0569-63-0349 http://morozaki.jp/asaichi.htm

師崎

山太 師崎直売店

しらす、佃煮、トロサバ干物１
枚、スルメイカ干物１枚、トロ
アジ干物３枚の詰め合わせの
ジャコデスセット￥3,270 がオ
ススメです。

営業時間／9:00〜17:00 定休日／水曜日
〒470-3503 知多郡南知多町師崎高岩29-6

☎0569-63-0203

店舗の奥がしらす工場。昨年度、
農林水産大臣賞受賞の山太のし
らすは、500g入 1,500円。ぜひご
賞味を！全国発送も承り中。

丁寧に、真剣に、自然と職人技
が織りなす干物。天日干しにこ
だわった旨い干物を年末年始
のご家庭にどうぞ。

営業時間／8:30〜17:00 定休日／年中無休※年末年始を除く
〒470-3502 知多郡南知多町片名黒地14-8

営業時間／10:00〜16:00 定休日／水曜日
〒470-3503 知多郡南知多町師崎高岩1-1
☎0569-64-6668 http://yamata-tasuke.co.jp

営業時間／8:00〜17:00 定休日／火曜日・年末年始
〒470-3412 知多郡南知多町豊浜新居138

http://misakisuisan.com

マル伊商店

師崎

片名

赤羽商店

当店で扱っている魚介類や海老、
蟹、タコ類は、300 坪の水槽に自
然の鮮度そのままにプールして
いますので、鮮度は抜群です。

新鮮な素材に天然塩で仕上
げたしらすや、まごころ込めた
手造りの新鮮な干物。地域特
産のお土産やご贈答用にご利
用下さい。地方発送承ります。

営業時間／8:30〜17:00 定休日／年中無休※お正月除く
〒470-3503 知多郡南知多町師崎林崎65-1
☎0569-63-2578 http://www.maruisyoten.net

☎0569-65-2567

篠島

営業時間／7:30〜17:00 定休日／年中無休※年末年始を除く
〒470-3502 知多郡南知多町片名新師崎5-1
☎0569-63-0678 http://www.akabane-shouten.co.jp
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※送料込みの
詰め合わせ
セットです。

TEL.0569-62-3100

「えびせんべい」
ちょっぴりプレゼント

漁師に聞く

【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】2017年1月31日まで
知多郡南知多町大字豊丘字駒帰34-24 コピー使用

http://www.uosin.com

島の駅SHINOJIMA

今年でオープン３年目を迎えま
した。篠島で水揚げされた魚介
類を使った特産品が多く揃って
います。年末年始、ご家庭で篠
島の味覚をお楽しみください。

営業時間／9:00〜16:30 ※年末年始は、営業時間が変更 定休日／年中無休
〒470-3505 知多郡南知多町篠島

☎0569-67-3700

不可

☎0569-65-0323

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】2017年1月31日まで
知多郡南知多町大字豊丘高見台48
コピー使用

不可

☎0569-65-2432

『海苔』

伊勢湾の恵みがぎゅっと詰まった、香り豊かな内海の海苔
栄養の宝庫とも言われる「海苔」は、ビタ
ミンやミネラルが豊富で、良質なタンパク
質もたっぷり。食物繊維や鉄分も多いの
で、毎日食べ続けることで美容や長寿に
も効果的です。愛知県は全国有数の海苔
の産地。特に南知多町はその3分の1を占
めるほど養殖が盛んな場所。豊浜海苔組
合副委員長であり、𠮷栄丸の網元、内田
𠮷一さんにお話を伺いました。
養殖が始まったのは明治40年頃。内海や
山海の遠浅の海に
「そだ」
と呼ばれる竹や
木を建て養殖をしていました。昭和40年

頃になると「浮き流し」と呼ばれる沖合に
ロープで網を浮かべる方法が考案され、
冬場の養殖漁業として広く普及。生産量
が一気に拡大していきます。
毎年初秋になると網に海苔の種付けが
始まり、海水温が 22 度ぐらいになる１０
月末に網を海に沈めます。11月下旬には
初海苔があがり、収穫は 3月まで続きま
す。旬は寒海苔と呼ばれる1〜２月。もぐ
り船という専用船が運動会の障害物競
走のように網の下をくぐり、海苔を摘み
取っていきます。収穫した海苔はすぐに細

かくミンチにして、漉いて乾燥し、板海苔
になります。はがき2枚ほどの大きさの板
海苔を1日に30,000 枚、多いときには
70,000 枚を生産。内海の海苔は伊勢湾
の恵みをたっぷりと吸収し、色が黒く光沢
があり、薫り高いのが特徴。あぶるときれ
いな緑色になり、風味がグッと増します。
手巻き寿司やおにぎり、
お茶漬けなどにし
て、滋味あふれる南知多の海苔を味わっ
てください。

のり

南知多ビーチランド

大人200円割引

入園料 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】2017年1月31日まで
知多郡美浜町奥田428-1
コピー使用

不可

☎0569-87-2000

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】2017年1月31日まで
知多郡美浜町大字古布字枡池6-3
コピー使用

不可

☎0569-82-5151

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
他券併用不可／１枚でグループ全員ご利用可
【利用条件】
【有効期限】2017年1月31日まで
知多郡南知多町大字豊浜字峠8
コピー使用

不可

☎0569-65-1126

「お風呂セット」
プレゼント券
有効期限：平成28年10月1日〜平成29年2月28日まで
本券１枚で、下記のいずれかにご宿泊された、お
客様全員にプレゼントさせていただきます。
（宿泊
代10,800円以上の方に限ります）

■内海／大新
■内海／大東旅館
■内海／はしもと

■内海／豆千待月
■内海／いち豆
■山海／内藤屋

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

南知多町観光釣り大使

岩月大地の
やっぱり

釣りが好き！
〜秋の南知多は大漁！です！

ント
プレゼ

南知多の秋の海は釣りモノも多く賑や
かです。船に乗りジギングすればサワラ
やタイ・ブリ・コチなどが良く釣れます。
堤防からは近年人気のターゲット、アオ
リイカが狙えます。釣り方はエギングと
いってエギという疑似餌を使います。竿
は専用のエギングロッドに、ラインは感
度の良いPEラインの0・8号、
リーダーは
フロロカーボン2 号がオススメです。エ
ギは2・5号をメインにカラーによって反

南知多ビーチランド・南知多おもちゃ王国＆日本モンキーパーク

無料招待券を10名様にプレゼント!

観光・ご宿泊に関するお問い合せ

［篠島観光案内所］

［南知多町観光協会］

コピー使用
不可
※お風呂セットに付きます石鹸につきましては、
「黒ナマコ
石鹸」
「びわ石鹸」のどちらか１つをお選びいただけます。

南知多の情報が満載！

時期のヒラメは肉厚で絶品。季節は寒く
なってきても熱い南知多の釣り。是非、
皆さんも防寒対策をしてチャレンジして
みて下さい。

■応募方法／ハガキに、希望施設、お名前、住所、年齢、性別をご記入の上ご応募くだ
さい。■応募先／〒470-3321 愛知県知多郡南知多町内海先苅 31-2 南知多町観
光協会『無料招待券プレゼント係』まで ■締切／平成 29 年 1月30日消印有効 ■
当選者発表／2月末の商品の発送をもって代えさせていただきます。 ※記入された個
人情報は本企画のみに使用し、応募ハガキは責任を持って適切に処理いたします。

tel.0569-62-3100

tel.0569-67-3700

fax.0569-67-3700 営業時間／9：00〜16：00

内海山海女将会

応が違うので数種類用意していくと良い
でしょう。場所は南知多の豊浜周辺が
有望です。同じ豊浜周辺ではアジも釣れ
ます。アジはサビキ釣りやアジングと
いってライトなルアータックルでワーム
を使う釣りでも手軽に釣れます。堤防か
ら釣りをする時はしっかりゴミを持ち帰
りましょう。
冬になれば船に乗って沖に出て、泳がせ
釣りで狙うヒラメ釣りが人気です。この

http://www.shinojima-aichi.com/

［日間賀島観光案内所］

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

tel.0569-68-2388

fax.0569-68-2683 営業時間／9：00〜17：00

南知多町観光協会公式ホームページ
「ふらっと南知多」

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

http://www.himaka.net/

Facebookでもチェック！
ふらっと南知多

検索

info@minamichita-kk.com

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

魚新商店

豊浜

南知多名産とらふぐは、ふぐ処理
師が、そのままお召し上がりいた
だけるよう調理していますのでお
持ち帰り、宅配に好評です。

☎0569-63-2122

南知多町観光情報誌「ふらっと.南知多」

クーポン

ジャコデス

師崎

ふらっと 南知多

鯛祭りひろば

お買い上げのお客様に

観光農園

師崎

愛知県の最大の規模を誇る豊
浜港のお膝元。
お正月商品のぶり、鯛、マグ
ロ、数の子、蒲鉾等豊富に取り
揃えています。

片名

お買い上げのお客様に

えびせん市場

年末年始のまとめ買いスポット

製造直売や手作りなど素材にこだわった逸品で、一年の締めくくりと新年のご挨拶を。
年末年始の食材をたっぷりとまとめ買いができるお買物スポットをご紹介します。

2016 Autumn
⁝8ページにクーポン掲載

クーポンコーナー

2016 Autumn

南知多のこの秋・冬の
ニュース＆イベント満載！
内海の事はこの人に聞け！
お得な
ふらっ特集-2 アートに触れてみよう
クーポン
ふらっ特集-1

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

お店／お土産／グルメ／温泉／釣り／バス旅情報も網羅！

付き！

ふらっ特集-1

2

ふらっと 南知多

2016 Autumn

━具体的な活動の内容は？
「砂時計の町」のPRとして流木などを使った手作り看板の制作と設
置、地元の子どもたちを中心に手作り砂時計の体験教室の開催。
さらに、
日本に2 人しかいない東京・葛飾区の砂時計職人に依頼し
た
「内海の砂の流れる砂時計」
の制作・販売などを行っています。

一般社団法人NEWSは、放課後等デイサービス事業「こんぱ
す」、
ローカルビューティ事業「こころ家」
を行っています。
「こんぱす」では、地域に暮らす発達に遅れのある子どもたち
の第３の居場所や将来に向けた練習を行える場所を目指し
活動しています。
また、
「こころ家」では、福祉施設や在宅へ訪問し、訪問美容
を行っております。カットやカラー等、すべての方の「キレイ」
を応援しています。

一般社団法人NEWS

〒470-3322 愛知県知多郡南知多町山海高峯9-1

泊2食

+1

昼食
または

す。
船できま
間もご乗
間賀島
日
〜
島
※篠

至内海駅

☎0569-62-0033
国道247

知多
http://www.wakamatsuryokan.com/chita/

内海海岸

知多

タコと
フグの島

詳しくはチラシ＆WEB を
ご覧ください。

師崎郵便局

同友会らしい先見企業づくり

開催日：2016年11月22日
（火）13:00開会
場所：名古屋国際会議場
参加費：8,000円
（基調講演・分科会・交流会）

☎052-971-2671

http://www.douyukai.or.jp/

旅行企画・実施

平成28年

8,000円〜
宿泊 11,000 円〜

ふぐ 日帰り
コース

平成29年

10月1日〜3月31日
※ご利用の7日前までに大人2名様以上でお申込みください。

日間賀島
プラン例／平日お一人様（サ込／税別）

（12月28日〜1月5日は除く）
【期間】

【お問い合せ・ご予約は】
日間賀島旅館組合

知多信用金庫

〒470-3504 愛知県知多郡南知多町片名新師崎47

〒460-0003 名古屋市中区錦3-6-29 サウスハウス2F

グルメ特選パック

国道247

二葉屋七右衛門

愛知中小企業家同友会

ビジネス自己啓発小説

営業時間／9:00〜17:00
定休日／水曜日

二葉屋七右衛門

愛知同友会主催の２大行事の一つ「第 17 回あいち経営
フォーラム」が、名古屋で開催されます。基調講演の後、南知
多町を代表する若手経営者の（株）まるは／坂野豊和、
（有）
日間賀観光ホテル／中山幸彦、
（株）萬秀フルーツ／大崎秀
樹が、
「地域の仲間との関係づくりが新たな連携へ」という
テーマで第 16 分科会を開催しますのでぜひ興味のある方は
ご参加ください。他にも「経営者の責任」
「人を生かす経営の
実践」
など様々なテーマの分科会も開催されております。

PHP研究所発行

大宝寺

南知多の地魚を使った
お得なランチ始めました。

☎0569-63-0250

南知多町を舞台にした
「ビジネス自己啓発小説」が発刊

「いいこと」を引き寄せる「ギブ＆ギブ」をテーマに20年間、全
国各地で数多くの会社や企業団体、学校で講演や著書を出
版してきた志賀内泰弘さんがあらゆる「夢」を叶えるお手本と
して「実話」をベースに感動のエピソードてんこ盛りの「ビジ
ネス自己啓発小説」
を書きあげました。南知多のホテル・旅館
や観光で取り組んだ実話をもとに物語が展開していきます。
ぜひご覧ください。お求めは、各書店・販売店などでお買い求
め下さい。

至南知多IC

内海駅

地元産の旬の地魚を天日干しで作った干物、手作りの佃煮、
ゆでだこ等 南知多の海の幸が満載！
全国発送も承っています。人気のメニューは、
お手軽だけど南
知多の風味がいっぱいの「穴子丼」（1,200 円税込）やボ
リューム満点でお値打ちな「海鮮フライ定食」
（880円税込）、
師崎港で水揚げされた日しか食べれない
「生しらす丼」。
単品も充実していて
「大アサリ焼」
「サザエ焼」
もあります。

ローソン カーマ

若松

様々な体験ができる
新たなパワースポット発見！

大宝寺

南知多 内海温泉に
「若松 知多」が9月開業！

定休日／年中無休
FAX.0569-62-1824

内海海岸

〒470-3321 愛知県知多郡南知多町内海大名切36

至内海海岸

古き佳き温泉旅館の佇まいと、老舗の歴史に磨き上げられた
おもてなしに、最新の設備やサービスを取り入れた「新たな
旅館滞在スタイル」を提案します。老舗旅館の凛とした佇ま
いに包まれる総板張りの玄関。
ご到着エリアでは、伊勢湾を眺めながら足湯をお楽しみいた
だけます。快適な眠りにこだわり、ゼロから開発した布団を導
入するなど様々な設備で旅館の新たな楽しみ方を発見して
いただけます。

ワンネス

15軒の旅館から、
ご希望の宿をご紹介致します！

事前
予約制

高速船で行くふぐの旅

亜細亜

ローソン カーマ

国道247

三河湾

定期船
往復代

島の膳

MARUHA
RESORT

名古屋

が
速船代
高
期
た
定
になっ
セット ラン！
プ
お得な

河

手作り看板

☎0569-64-0333

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

☎0569-89-8431

大宝寺は、弘法大師のお告げにより宝暦元年（1751 年）に
湧き出した霊泉の湧出地に、文化六年（1809 年）半田村の
小栗万蔵の二女堅好尼が開創したお寺。
本堂前にあるその霊泉からは今も清らかな清水が湧き出し
ている。知多四国四十四番札所、三十三観音霊場二十七番
札所でもある。御先祖供養、各種御祈願をはじめ、坐禅、写
経、パワーブレスレット作成講座なども体験出来る。
（要事前 ☎0569-62-0355
予約）
また、
山内の喫茶コーナー「もくれん茶屋」
も開設中。

師崎

らの
湖港か
・伊良
港
崎
師
和港・

砂時計

内海

MARUHA RESORT
まるはドライブイン 内海店

至山海海岸

日間賀島西港

至内海駅

営業時間／10:00〜16:00
定休日／土・日曜日

〒470-3321 愛知県知多郡南知多町内海西郷2-1

伊勢湾

名物「波まくら」

国道247
内海海岸

高速船のりば

多機能型事業所
うらら
（海空）
オープン！

一般社団法人oneness

南知多

〒470-3321 知多郡南知多町内海中浜田26-1 TEL.0569-62-0243

至内海駅

営業時間／11：00〜21：00
定休日／不定休

☎0569-68-3113

Facebook:kitchen macha

就労継続支援B型・放課後等デイサービスを運営しておりま
す。
（平成28年５月認可）
障害や生きづらさを抱えた方の就労の場、Cafe 海空 urara
はオーシャンビューで、日々変化する最高のロケーションで
す。人気メニューは、南知多産有機農法の人参ジュースと玉
ねぎドレッシングで好評をいただいております。
ワンネスとは、人々がありのままの状態でいて幸せであること
をいいます。

愛犬と海を眺めながら
リゾート気分でBBQ

「ワンちゃんと一緒にBBQがしたい！」というお客様のご要望
にお応えし、
まるはリゾート内にドッグランを新設しました。
ワンちゃんがドッグランで楽しく遊んでいる間、お客様もリ
ゾート気分を味わいながらごゆっくりとBBQをお楽しみいた
だけます。
ドッグランのみのご利用も大歓迎！ご利用料金も30 分 500
円ですので、是非一度ご来店ください。

営業時間／［月・木］10:30〜
15:30、
［水・金〜日］10:30〜
KITCHEN
タコの
macha
20:00
モニュメント 乙姫 売店
定休日／火曜日

〒470-3504 愛知県知多郡南知多町日間賀島西浜２

営業時間／9:00〜18:00
NEWS
定休日／土・日曜日、祝日、お
盆期間、年末年始 ※法人規
モス
定による
パチンコ店 バーガー
news.news.news@dune.ocn.ne.jp

NEW OPENしたばかりの
アットホームなお店

KITCHEN macha

ふぐ吉

☎0569-89-8766

〒470-3321 愛知県知多郡南知多町内海中前田34-3

〒470-3321 愛知県知多郡南知多町内海浜岡部19-1

1948年生まれ／有限会社櫻米軒 代表取締役
地元内海で育つ。高校卒業後、和菓子の老舗である東京「亀屋近江」
で修行を積む。23
才で内海に戻り、5 代目として100 年以上の歴史を持つ「櫻米軒」の暖簾を守る。地域振
興プロジェクト
「内海海岸物語プロジェクト」
（代表 竹内康隆）
に従事。

たこみちゃん

東西南北に向かって
良い知らせNEWSを！

若松
橋本 勝好（はしもと かつよし）

祭 鯛之介

247

━今後の目標をお聞かせください。
活動を通じてたくさんの人が内海に来てもらえるようになったら、海
辺でサンドアートをしたり、BBQやキャンプ、
ウインドサーフィンや綱引
き大会をしたりと、マリンスポーツの発信基地にしたいです。内海に
住む人間がこの場所を元気にする、そんな気持ちでがんばってい
きます。どなたでも仲間になれますので興味のある方は是非お問い
合わせください。090-1234-3895 橋本まで

しらっぴーな

内海

━内海の好きなところを教えてください。
やはり海でしょうか。夕陽を見ながら砂浜を歩いていると、波と風の
音だけが聞こえてきて癒されます。そんな時間が贅沢ですね。本当
の自分に戻ることができるスポットです。

しらっぴー

国道

━活動を通してなにか変わりましたか？
テレビなどのメディアにも取り上げられることが増え、内海の魅力が
たくさんの人に届きはじめています。
また、世代や職種を越えて、
メン
バーのコミュニティの輪が広がっているのもうれしいですね。

ミーナ

3

日間賀島西港を降りて右手を見ると、すぐ目に飛び込んでく
る白い壁に大きな樹が描かれたお店。島の魚介類を使ったパ
スタやアヒージョが食べられるアットホームだけれど、ちょっ
とお洒落なお店。漁師さんから獲れたての魚介類をお刺身中
心に本日のメニューとして提供するなど四季折々のメニュー
も充実。様々なイベントも行っているので要チェック！

最新NEWS＆イベント

山海

━どのような方が参加しているのですか？
「内海海岸物語プロジェクト」
として4年ほど前にスタートしました。現
在は15名のコアメンバーを中心に、100名を越えるサポーターがいま
す。内海だけでなく、大府市や常滑市からも参加される人もいます。
大工さんなどもいますが、自分ができることを無理のない範囲で協
力していただいています。活動後の懇親会も楽しみのひとつですよ
（笑）

南知多の各エリアから発信された

内海

━内海というと
「日本の渚百選」
に選ばれた千鳥ヶ浜が有名ですね
この美しい砂浜は、内海に住むみんなの自慢です。日本で最も砂の
粒が小さい砂浜とも言われ、この素晴らしい内海の砂をたくさんの
人に手に取ってもらい、内海に訪れてもらえるよう
「砂時計の町」構
想を掲げています。

クーポン

内海

内海の事はこの人に聞け！

━波まくらが生まれたきっかけは何ですか？
先代が丁稚奉公していた浅草の老舗店「亀屋近江」の粒あんを、
地元の生せんべいと組み合わせて作れないかと考えたのが始まり
です。今では、抹茶味や梅味をはじめ、夏の伊予柑入り餡、秋の栗
入り餡といった季節限定品もご用意しています。

橋本 勝好

波まくら本舗
有限会社 櫻米軒

━波まくらの人気の秘密を教えてください。
やわらかい生せんべいで、
しっとりとした粒あんを包み、一つひとつ
丁寧に手作りしている点でしょうか。ずいぶん前ですが、機械を導
入して自動化しましたが、
いままでと味が違うとお客さまからクレーム
をいただいたことがありました。手作りなので1日に作れる量は限ら
れますが、真心を込めて製造・販売しています。

日間賀島

南知多の銘菓として多くの人に親しまれているお茶菓子「波まくら」
を製造・販売する「櫻米軒」。内海にある本店の一角では、職人が
慣れた手つきで波まくらを作り、道行く人の目を楽しませてくれます。
5代目であり、代表取締役の橋本勝好さんにお話を伺いました。

⁝8ページにクーポン掲載

◎◎は
この人に
おまかせ！

ふらっと 南知多

2016 Autumn

5,000円〜
宿泊 8,000円〜

海鮮 日帰り
コース

Tel.0569-68-2388 各館のホームページへは

日間賀島旅館組合

検索

www.himaka.jp

至豊浜

ふらっと 南知多

4

イベント
インフォメーション

内海

山海

秋編

MAP C-1,C-2

02 師崎大名行列
師崎一帯

［開催日］10/15（土）〜11/19（土）

ト
03 ふぐてっさコンテス
日間賀島 日間賀島西港

MAP F-5

0569-62-3100

04 新四国八十八ヶ所巡り
南知多町内各所

大漁祈願、無病息災を願って行われる羽豆神社の祭礼です。起源は明らかで
はないが、神輿の台の裏に「天文二十年（１５５１）修理」
とあることから室町中期
に行なわれていたと思われます。祭りの見どころとしては、男衆らに担がれた神輿
と各地区の山車が一列になって御旅所へゆっくり向かうところです。

南知多町観光協会

07 初日の出
篠島

日間賀島のホテル・旅館・民宿はもとより、名古屋からも腕に覚えのある職人たち
が集まって、てっさの盛り付けコンテストを行います。毎年趣向を凝らした作品が
数多く出展されます。技だけではなくアートとしての要素も強くなってきました。皆さ
んの投票でチャンピオンが決まりますので、是非ご覧になってください。
［開催日］10/10（月）8:30〜

日間賀島観光案内所

0569-68-2388

05 おんべ鯛奉納祭
篠島漁港

0569-62-3100

大井

06 コスモス街道
知多半島道路豊丘IC付近

南知多町観光協会 0569-62-3100

MAP E-4

イチゴスイーツのお店紹介
幸せいちご大福

イチゴパフェ

苺のミルフィーユ

イチゴたると

厳選した完熟いちごのみを白餡とフワフワ羽二重
餅で包みました。12 月〜５月の期間限定販売で
す。
ご予約をオススメします。

毎年12月〜5月までの期間限定商品です。
甘みと
酸味のバランスが絶妙と評判の高い逸品です。

サクサクのパイとバニラビーンズの入ったカス
タードクリームで苺を丸ごとサンドしました。季節
限定商品ですが、遠方のお客様にも人気です。

自家製のざっくりタルト生地に濃厚なカスタード
クリームを使ったオリジナルの「イチゴたると」で
す。
この時期だけの限定商品。

一期堂（いちごどう）

夢菓子 匠房

シーサイドカプリ

●営業時間：9:00〜16:00頃
※商品無くなり次第閉店 ●定休日：不定休
●〒470-3321 知多郡南知多町内海北向41
●TEL.0569-62-0133
●http://www.ichigodo.co.jp
MAP C-1

●営業時間：11:00〜21:00
※平日18:00以降は予約制 ●定休日：水曜日
●〒470-3322 知多郡南知多町山海高峯3-4
●TEL.0569-62-3791
●http://seasidecapri.com
MAP C-2

アルザス

●営業時間：9:00〜18:30
●定休日：水曜日
●〒470-3321 知多郡南知多町内海北向9-4
●TEL.0569-62-0048
●http://www.alsace55.com
MAP C-2

永和堂製菓舗

●営業時間：8:00〜19:00
●定休日：火曜日
●〒470-3412 知多郡南知多町豊浜半月18-1
●TEL.0569-65-0118
●http://www.taipai.jp
MAP D-3

気軽に楽しめる
日帰り温泉が人気！

県内一の湯量を誇る温泉郷

内海︑山海︑
豊浜の３つの温泉を
﹁南知多温泉郷﹂
と呼びます︒

国道247号線の海岸沿いに温泉宿が点在し︑
その宿から見える海は絶景

泉質は︑ナトリウム塩化物強塩泉で慢性皮膚炎︑切り傷︑疲労回復︑やけ

です！特に︑夕日の沈む時間帯は︑
伊勢湾を赤く染め心が癒されます︒

ど︑冷え性︑婦人病などに効果があるといわれています︒日帰り入浴も可能

18

22

な施設もありますので︑美味しい海鮮料理を食べながら︑温泉で日頃の疲れ

20

15

10

日帰り入浴も可能な施設一覧

0569-62-3100

13

14

うめの湯
・入浴料金 600円︵タオルなし︶
・営業時間
時〜 時
・TEL 0569 6-5 1-126

南知多町観光協会

不定休

15

20

11

現地集合（参加自由））

13 産業まつり
豊浜漁港施設用地内

平成28年度 投句優秀賞発表

MAP E-3

豊浜

南知多の様々な産業をPR するために豊
浜漁港で毎年開催されるイベントです。
農・畜・水産物の展示即売や農畜産物の
品評会のほか、ステージでは文化協会に
よるキッズダンスやカラオケが行われます。

靴の跡どこまで続く春の浜

半田市／磯貝恵美子

大どんど海の男の黒紋付

［開催日］11/6（日）9：00〜14：30
［交通］海っ子バス豊浜停留所

南知多町役場産業振興課 0569-65-0711

春日井市／中田和子

佳作

0569-68-2388

［開催日］10月9日
（日）〜10月30日
（日）［営業時間］9:00〜17:00
http://taikenplan.jp/gogomikawa/

0569-62-3100

イドによる
「師崎散策」
（参加者は、当日

特選

「福の島」
として有名な日間賀島の玄
関口である西港・東港で、温かい「ふ
ぐ汁」が無料でふるまわれます。本場
の
「福汁」
で運気もUP
※限定数あり、無くなり次第終了

南知多町・西尾市・蒲郡市・田原市の３市１町が合同の協議会として運営してい
ます。それぞれ４つの海の駅（港）で展開する楽しくて美味しいクルーズイベントを
企画して、三河湾に浮かぶ島々の見所・遊び所を再発見しています。あわせて三
河湾の物産展や観光展なども開催したり、三河湾の魅力を伝える各コースには、
抽選会や特典がついたりして三河湾を満喫できるイベントになっています。

※9 時 30 分より「師崎朝市」発観光ガ

23

15

豊浜

花乃丸
・入浴料金 1080円︵タオル付︶
・営業時間
時〜 時・ 時〜 時
・TEL 0569 6-4 3-555

南知多町観光協会

16

オテル・ド・マロニエ 内海温泉
・入浴料金 1000円︵バスタオル貸出︶
・営業時間 平日 時〜 時・土日祝 時〜 時
・TEL 0569 6-2 3-255

0569-67-3700

19

11

大東旅館
・入浴料金 500円 ︵タオルなし︶
・営業時間 6時〜 時︵ 時頃︑掃
除のため一時閉鎖︶
・TEL 0569 6-2 3-111

［開催日］1月22日
（日）13：00〜
【交通】師崎線（知多バス）師崎バス停下車

［開催日］1/3（火）11：00〜・1/4（水）12:30〜

21

11

内海

松涛
・入浴料金 800円〜︵タオル付︶
・営業時間
時〜 時
・TEL 0569 6-2 0-777

大漁祈願をかけた大のぼりを立て、焼き尽くす左義長、一般には「どんど焼き」
と
呼ばれ一説には室町時代から続いていると言われています。持ち寄られた正月
の松飾りや、
しめ縄、などが高く積まれ「神護寺」で祈祷を受けたご神火がつけら
れ
「大漁祈願」
「無病息災」
など祈りをこめて熱気に包まれた祭は迫力満点です。

八王子社に祀られている「オジンジキサマ」
と呼ばれる男の神様が、近くの神明
神社に祀られている女の神様のところへ渡られる神渡り神事です。この「オワタ
リ」を見ることは固く禁じられ初日の夕刻の約３０分間は島の灯りがすべて消され
ます。また、
「オタナギサマ」
という神木を海に流し、
１年の漁の行方を占う神事も
同時に行われます。

日吉苑
・入浴料金 740円︵タオルなし︶
・営業時間
時〜 時
・TEL 0569 6-2 2-088

11

篠島

MAP F-5

山海館
・入浴料金 1000円︵タオル付︶
・営業時間
時〜 時
・TEL 0569 6-2 0-218

山海

0569-62-3100

12 GOGO三河湾
篠島港

日間賀島観光案内所

クーポン

MAP B-2

内海

南知多町観光協会

［開催日］2/12（日）9：00〜

●田中農園内海フルーツ村 0569-62-2430

も癒してください︒

09 梅原邸公開
知多郡南知多町内海馬場22・23

［開催日］10/29（土）〜11/6（日）
［交通］名鉄知多新線内海駅下車徒歩5分
［入場料］無料

日間賀島

●観光農園 花ひろば 0569-65-2432
●いちごの丘 0569-83-1519
●南知多いちごの里 0569-62-1115
●憩いの農園 0569-62-1851・2165

0569-62-1497

●南知多グリーンバレイ 0569-62-3939

鯛祭りひろば 0569-65-0323

MAP G-5

11 日間賀島ふぐまつり
日間賀島東・西港

●みかん狩鈴ヶ谷センター

いちご狩り

１２月上旬からは「いちご狩り」がスタート。どの施設も完全予
約制になるほどの人気狩り体験。甘くて美味しいいちごに日
頃の疲れも吹き飛びます!? 新鮮ないちごを使ったケーキやお
菓子もチェックしてみてください。

豊丘ICより県道280号を右折、その先500mのところに約200万本のコスモスが咲き乱れます。期間
は10月中旬から11月初旬まで。期間中の10月15日
（土）、16日
（日）、22日
（土）、23日
（日）にはとれたて
野菜の直売などを行い賑わいます。色鮮やかなコスモスを見ながら秋の一日、南知多の散策をお
楽しみください。近くのえびせんべいの鯛まつり広場の駐車場は、期間中は無料で利用できます。

近代の醸造業を営んだ梅原半兵衛の家屋。哲学者
梅原猛先生は、８代目の甥にあたり、青年期までこの
家で育てられました。公開中は、梅原猛先生ゆかりの
作品や地元芸術家による作品の展示も行います。

篠島観光案内所

１０月上旬からは南知多の温暖な地で育った「ミカン狩
り」
「キウイ狩り」がスタート。爽やかな秋の風を感じなが
ら食べるフルーツの味は格別。家族旅行に、
ドライブデートにそろって秋の味覚をどうぞ。

［開催日］10月中旬〜11月中旬
［交通］海っ子バス鯛祭り広場・花ひろば前

0569-67-3700

篠島

月

MAP D-3

豊丘

師崎

08 篠島大名行列
篠島海水浴場

９月スタートの「芋掘り」は、
「あまあかり」という、蒸して
も焼いても美味しい品種を2000株植えています。ものす
ごく甘いお芋！焼いてよし、蒸かしてよしの万能お芋さん
です。先着1000名様限定なのでお申し込みはお早めに。
お一人様２株のお土産付きで、軍手・スコップの貸し出し
有ります。またお子様用の軍手もありますが、使いまわし
です。
ご抵抗のある方はご自身でお持ちください。
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0569-35-2705

10 左義長まつり
師崎海岸一帯

篠島観光案内所

月

MAP D-4,E-3,E-4

他

まるは食堂新館 0569-65-1315
篠島観光案内所 0569-67-3700

［開催日］10/12（水）8:30〜
［交通］高速船で師崎港より約10分/河和港より約30分

10

ミカン狩り
キウイ狩り

※いずれも南知多の自然の恵みが詰まった体験企画です。 同じ狩り体験でも施設により、料金や受付・予約方法、団体割引、開園日などが異なってきますので、
ご確認の上、
お楽しみください。

毎年多くの日の出客で賑わう南知多。
おさえておきたいスポットをご紹介。
まるは食堂新館は元旦は朝 5:00オープン。初日の出とご入浴がお楽しみいただけま
す。篠島の太一岬キラキラ展望台は伊勢神宮の遥拝所として展望台を整備。初日
の出の穴場スポット、大井の弘法大師上陸像もおすすめです。※師崎港周辺は毎
年混雑します。路上駐車など近隣住人のご迷惑にならないようにご注意ください。

塩漬けにした鯛を毎年決まった数だけ伊勢神宮に奉納する祭礼。1,000 年以上
の長きにわたり続いていると伝えられており起源が明らかでないほど深い歴史を
持つ行事です。
「おんべ鯛奉納祭」はあくまでも伊勢に鯛を奉納する行事です
が、船団を見送る篠島漁港でも盛大なイベントが執り行われます。

月

南知多町には、第二十九番から第四十七番札所までの 19 の札所と３つの番外札
所があり、一年を通じて多くの人が訪れています。弘法大師が初めて知多半島に上
陸した地である大井聖崎の海上には弘法大師像が建立されており、知多四国巡礼
の名所になっています。他にも篠島・日間賀島の札所へ船に乗って渡り巡礼に回る
など他では体験できない札所もあります。見所満載の南知多へぜひお越しください。

知多四国霊場会

MAP F-5

篠島

豊浜

9

芋掘り

●南知多グリーンバレイ 0569-62-3939

［開催日］10/8（土）
・9（日）9:00〜
［交通］師崎線（知多バス）師崎バス停下車

2012年優勝作品

5

食欲の秋！から始まる、南知多の「狩り体験企画」

クーポン

MAP E-4

師崎

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、あちらこちらで学び・遊
び体験するプログラムを開催。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下さい。
南知多町観光協会

ふらっと 南知多

2016 Autumn
⁝8ページにクーポン掲載

01 おたから博

2016 Autumn

酒一升撒いて始まる浜どんど
どんど衆校歌歌って気勢上ぐ
伊勢音頭歌ふ若衆鯛まつり
どんどの火崩れて逃ぐる厄の蜑
左義長に境内賑わす大漁旗

あなたの一句、お待ちしています。

南知多の思い出を俳句にして
「投句箱」
または右の投句用紙を
「郵送」
にて受付いたします。
・有季定形
・
「投句箱」
は町内４ヶ所（6ページのマップ参照）
・入賞者は新聞上、
HPにて発表します。
・未発表のもの・季節は問いません
・応募締め切り平成29年6月末日
・入賞者の方には賞状と商品を発送させていただきます。
・発表は、中日新聞・観光協会HP上で発表させていただきます。
【郵送先/お問合せ】
〒470-3321 知多郡南知多町大字内海字先苅31-2
南知多町観光協会 観光案内所 みなみちた観光ボランティアガイド事務局

気軽に俳句を詠んでみませんか？

17音の小箱

投句箱

TEL.0569-62-3100 FAX.0569-62-3520

応募総数248句
大府市／嶋田尚代
日進市／野島秀子
日進市／服部萬代
名古屋市／加藤満智子
南知多町／鳥居一子

【選者感想】

都会から南知多へ来た人々が目にする地元の行
事が一番印象に残っているという感じがする。と
いうより俳句としては風景よりつくり易いという事
もある。風景ではどこもみな読み盡(つ)くされて二
番せんじになるからだ。
内田白花

ふらっと 南知多
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北陸自動車道

直江津

糸魚川

上越JCT

富山

長野

富山I.C.
小松空港
小松I.C.

金沢

長野自動車道

藤岡JCT

松本

岡谷JCT

小牧JCT
名古屋空港

名神高速道
京都
大阪
国際空港

名古屋

中央自動車道

新大阪

関西国際空港

南知多町

JR中央本線

JR中央本線

飯田
山本I.C.
河口湖I.C.

土岐JCT

富士山

名古屋I.C.
東海環状
自動車道

中部国際
新名神高速道 空港

吹田I.C.

関越自動車道

信州松本空港

富山空港

JR飯田線

富士I.C.

東京

JR東海道新幹線

富士山
静岡空港

00

アートに
触れてみよう

南知多というと直ぐに思い浮かべるのが
「海」
と
「海鮮料理」
！間違いではないのですが、実はアートな一面もあるんです。
青い空に穏やかな海、人情に溢れ、漁港などの風景が心の琴線に触れるこの場所は、多くのアーティストにも影響を与えています。
今回は、南知多に在住し創作活動をされている３人をアーティストをご紹介いたします。

石の鳥・流木作家

ガラス工芸

切り絵工房

にわぜんきゅう

グラスバレー

お

小石や流木を使って作る
「石の鳥」で知れる、
にわぜんきゅうさ
ん。内海の閑静な住宅街にアトリエとギャラリーがあります。
170 年以上あるという蔵を改築したアトリエの庭には、代表作
である石の鳥やお地蔵さまがにこやかに佇んでいます。天井
高のある古民家風のギャラリーには様々な作品が並び、お地
蔵さんの絵に添えられた心温まるメッセージに多くの人が勇気
づけられます。また、ポストカードや土で作った人形、和雑貨な
ども販売しています。
デザイナーとして東京で活躍後、42 才の時に故郷である内海
にUターン。まだ仕事のなかったぜんきゅうさんに、地元の同級
生が老人ホームでの絵画教室の仕事を紹介。試行錯誤を繰
り返しながらも、自由に絵や文字を書き、粘土で人形を作るご
老人たちの姿にやりがいを感じていきます。代表作である「お
地蔵さん」も、ご老人たちとの触れあいの中で自然と生まれた
ものでした。
「僕の絵や人形は芸術じゃないですよ。絵の線を
減らし、粘土人形も簡単に作れるように工夫しています。難し
いとみんな嫌になってしまうから。楽しんで描いてもらいたい、
作ってもらいたいという想いが根底にあり、今も、5 つの老人
ホームで絵画教室を続けています」。
帰郷したことで、改めて生まれ育った内海の海や自然の美しさ
に気付かされたといいます。海岸で見つけた石や流木に命を
吹き込んだ石の鳥が転機となり、活動の場を広げていきます。
「昔の僕は浮き草のようにフワフワしていて、地元に根を下ろし
がんばって仕事をする友人でさえ、会いたくない時期もありま
した。でも今は自分の好きなことをつきつめ、お役に立つ仕事を
させてもらっています。内海に帰ってこなければ石の鳥やお地
蔵さまは生まれてこなかったでしょうし、今があるのも内海の人
と自然のおかげです」。そんな感謝の心を忘れない、優しい人
柄が、見る人を思わず笑顔にさせる作品を生み出す秘密なの
かもしれません。

知多半島道路「豊丘IC」
を降りて海沿いを走ること5分。穏やか
な三河湾を見渡す丘の上で、大きなアーチとヤシの木が出迎え
てくれる「グラスバレー」。こちらはガラス作家として第一線で活
躍する加川良宏さんが主宰するガラス工房であるとともに、制
作工房の一部を体験教室の場として開放しており観光客にも
人気のスポットです。
好きな色ガラスを選びはんだごてを使いランプやフォトスタンドを
組み立てる「ステンドグラス体験」をはじめ、ガラス棒を溶かして
作るとんぼ玉でネックレスやストラップにする「バーナーワーク体
験」、グラス表面に好きな柄を彫刻する「サンドブラス体験」など
を体験できます。1 時間程度のものから、5 時間もかかる本格的
なものまで、自分の興味にあわせた多彩なメニューを選べるのも
魅力。ガラスの魅力にはまった方には、
ワークショップや教室も用
意されています。プロが使う本格的な道具を手に、溶かす、彫る
といった様々な技法を一度に体験できる工房は、全国的にも珍
しいとのこと。プロのガラス作家がサポートするので、難易度の
高いものやオリジナリティある作品づくりができるのも嬉しい限り。
店内にはギャラリーが併設され、加川さんが手がけたガラスの
作品も展示され、繊細で躍動感ある美しさに目を奪われます。他
にも、2500 度の炎を操る幻想的な模様の作品など、ガラスが持
つ奥深い魅力に触れることができます。またショップではオリジナ
ルのガラス作品も販売。体験教室は連日開催し、団体での受付
も可能。制作した作品は当日持ち帰ることができるので、大切な
人へのプレゼントにもぴったり。繊細で美しいガラスの魅力を体
験してください。

南知多町をはじめ、知多半島の海や漁といった日常の風景、
町並みや祭りといった風物詩をきり絵を通して伝える、
きり絵作
家の山﨑修さん。1946 年、南知多町師崎に生まれ。32 才のと
きに、版画家・きり絵作家である滝平二郎氏に魅せられ、仕事
のかたわら独学できり絵を始めます。1989 年からは全国切り
絵コンクールにて連続入賞、他にも半田市美術展議長賞な
ど、様々な美術展やコンクールで受賞を重ねます。現在は早期
退職し、作品作りに専念。絵はがきやポスター、本の表紙に企
業カレンダー、個展など、精力的に活動を行っています。
師崎の細い路地を抜け、昔懐かしい風景が続く一角に、ギャ
ラリーを併設した「きり絵工房 お」があります。古民家をリノ
ベーションした工房の扉を開けると、色とりどりの作品が入口を
飾ります。すぐ横には大きなテーブルがあり、こちらで作品作り
を行っています。靴を脱いで中に入ると、大小さまざまな作品
が並び、繊細で力強い作品に思わず見入ってしまいます。
「知
多半島のまだ知られていない景色と、そこに暮らす人々の力
強さを伝えていきたいんです」
と語る山﨑さん。出港や朝市の
風景、網を直す漁師など、山﨑さんならではの視点で描かれ
た何気ない日常には、南知多の町や、ここで暮らす人たちへ
の優しい眼差しを感じることができます。作品作りでは実際に
町を歩いて写真やスケッチをしたり、町の人とおしゃべりを楽し
んだりして、モチーフを探していきます。下絵を描き、
きり絵の主
線となる黒い紙をカッターで切り抜いていきます。海の絶妙な
濃淡、陰影や人物の表情など、いくつもの色紙重ね、色を付け
ていきます。サイズによりますが、1週間から10日ほどで完成。
こ
のあたりは昔と比べ魚船の数が減ってきたが、若い人たちの
活躍を期待しています。山崎さんが生み出す太く力強い線と
優しい細い線でデフォルメされた風景を見ると、南知多の魅力
に気付かされずにはいられません。

…知多新四国霊場

GS …ガソリンスタンド

…撮影ポイント

C …コンビニ

…俳句投句箱

…P.4〜7連動イベント・スポット
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羽田空港

東名高速道

豊橋

…交差点

★

新宿

御殿場I.C.

新東名高速道

ふらっと 南知多

2016 Autumn

ふらっ特集-2

JR上越新幹線

長野I.C.

中央自動車道

A

長岡I.C.
2016
Autumn

…体験・アトリエ

…初日の出・初詣スポット

B
★梅原邸公開

三河湾

一期堂
アルザス

C

シーサイドカプリ
★おたから博

D

★コスモス街道

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。

伊勢湾
永和堂製菓舗
中須

★産業まつり

ナの

ミー

中須
E

海っ子バス

海っ子バス

西海岸線

海っ子バスの停留所と、
その周辺の見どころをご紹介！

★左義長まつり

どこか懐かしい風景に出会える港町「中須」

F

内海駅から師崎港行きのバスに乗り、伊勢湾を
見ながら国道 247 号線を南下。山がせり出し、海
に挟まれたわずかな土地に寄り添うように集落が
並びます。20分ほどして
「中須」バス停で下車。南
に歩いていくと、中洲漁港に向かって立つ「中洲
神社」の一の鳥居が見えてきます。参道を進み二
の鳥居を抜け、緑に包まれた拝殿に到着。凛とし
た空気に身が引き締まります。こちらの神社が建
てられたのは、今から400年ほど前。明治11年に
中洲神社と改められました。毎年 7月に行われる
「鯛まつり」は、この神社の祭礼がルーツと言われ
ています。
次に向かった「影向寺（ようごうじ）」は、知多四国
40 番札所をはじめ、多くの霊場を兼ねたお寺。特

に子安観音霊場として広く知られ、安産祈願の
御守腹帯を求め、多くの参拝客が訪れます。ま
た、本堂正面にある名工・立川音四郎種清が手
がけた親子龍や獅子の彫刻も忘れずにチェック。
豊浜では15 時頃に水揚げされたばかりの魚介を
販売する夕市が人気。そんな新鮮な魚介類が買
えるお店が軒を並べる。16 時（漁によっては16 時
半）に開店するやいなや、獲れたての魚介類を求
める人で大賑わい。南知多の浜風で手造した干
物もおみやげにぴったり。涼しくなり始める秋。カメ
ラを手に、
フォトジェニックな漁師町を散策するのも
おすすめです。
・内海駅からご利用の場合は160円
・河和駅からご利用の場合は300円

★日間賀島ふぐまつり

★師崎大名行列

石の鳥・流木作家 にわぜんきゅう

★ふぐてっさコンテスト

〒470-3321 愛知県知多郡南知多町内海北向55-3
TEL：0569-62-2967／FAX：0569-62-2968／定休日：月曜日
営業時間：１０時〜１７時
https://www.nande.com/zenkyu/index.htm

職人技からアート作品 へ

★おんべ鯛奉納祭り

「ふぐ刺し＝薄造り」
といわれるほど
向こう側が透けて見えるくらい薄くひくのがてっさの常識。
理由は、
ふぐの身は弾力性が強く、厚切りにすると
噛み切るのが大変だからなんです。
刺身の貫数が増えることより生まれたのが「盛付技術」。
★篠島大名行列

G

●ステンドグラス体験／ハンドミラー 1,800円
（作業時間1時間〜）
など
（とんぼ玉1個、金具、組み立て代込み）／マーブル模様
●バーナーワーク
1,500円
（作業時間15分、徐冷約35分）
など
●サンドブラスト／グラス1回1,500円
（30分〜）
※価格は全て税抜き

豊浜線

1日券…500円

西海岸線

※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。

海っ子バスお問い合わせ先／南知多町地域振興課 ｔel.0569-65-0711（代）
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最初は、菊盛りや鶴盛りが主流だった盛り方も、

●町をまたぐ利用…300円

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 〜）
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様々な芸術的作品が生まれています。
日間賀島でも毎年「てっさ盛りコンテスト」が開催されてきました。

師崎線（知多バス）

●南知多町内、美浜町内の利用…160円

下関では
「菊盛」
「ぼたん盛」
「鶴盛り」
など

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
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・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
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若手職人の台頭により、立体的になったり、
新たなモチーフが生まれたりと年を追うごとに
本場下関にも負けず劣らずのアート作品になってきています。

ガラス工房グラスバレー

〒470-3411 愛知県知多郡南知多町大字豊丘字かに川106
TEL.0569-65-3270／FAX.0569-65-3271／定休日：火曜日
営業時間：１０時〜１７時
http://www.glass-valley.net/

切り絵工房 お

〒470-3503 愛知県知多郡南知多町師崎朝日町１
TEL＆FAX 0569-63-1016／定休日：不定休／営業時間：９時〜１６時
http://edamame.zero-city.com/yamasaki01.htm
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南知多の冬の風物詩といえば最近では「ふぐ料理」が有名
で、毎年名古屋を中心とした全国から人が押し寄せる。町内
でふぐ料理を提供するお店で良く見かけるのが「ふぐ提灯」。
ゆらゆらと愛嬌たっぷりに揺れている様は、さすが「ふぐの本
場」と思うような光景なのだが、実はこれら多くのふぐ提灯を
趣味で作り、プレゼントをしている人がいるのをご存じだろう
か？それが坂野正一（ばんのまさいち）さん。知り合いのふぐ
料理店でふぐ提灯を見たのがきっかけで、以来 43 年間、ふぐ
提灯を作り続けている。今まで作ってきた提灯は、何千匹と
いうので「ふぐ提灯職人」といっても過言ではない。
「ふぐは下
関では” 福（ふく）”といわれ縁起物だし、豊浜にも昔から水揚
げされていたふぐを見て何かできないかと考えた」という坂野
さん。試行錯誤しながら独学で提灯づくりを学んだ。ふぐ提灯
の難しさは完成をイメージしながら、皮を剥ぐことだという。
もちろん、ふぐの身はお客様に食べていただくので提灯づくり
のための処理ではないことといかにふぐらしく膨らませること
ができるかだと話してくれた。
「ふぐにも男前や美人がいるん
ですよ」
とふぐ提灯に囲まれながら笑顔で教えてくれた。

