ふらっと 南知多

4

2016 Spring

ハーブティー

ジャンボ黒ニンニク

ふらっと 南知多

2016 Spring

南知多町観光情報誌「ふらっと.南知多」

ワンフローズンしらす

2016年春号

クーポンコーナー
日間賀島

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
【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】2016年6月30日まで
知多郡南知多町日間賀島西港
コピー使用

不可

☎0569-68-2631

網元直売

南知多ブランド「ミーナの
恵み」
に新たに３つの認定

意外性のある新しい南知

お買い上げのお客様に

不可

漁師に聞く

いきな農園

【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6月30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

えびせん市場

鯛祭りひろば

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

『蝦蛄』
シャコ

愛知県はシャコの漁獲量が日本一。特

け方は、固く身がしまっていること、色が

水揚げを誇ります。今回は豊浜漁業協

のを選ぶのがポイント。旬を迎え、脂が

師をされている青山修さんに話を伺

血圧予防やコレステロールを抑える効

1 年を通じて獲ることができるシャコ

んでしまうほど鮮度が命のシャコを、ぜ

のってコラーゲンもたっぷり。さらに高

いました。

果もあるとか。水から上げるとすぐに死

は、春から初夏にかけてが旬になりま

130kgを超えることもあるといいます。 ひ南知多で味わってください。

ア、さらに名古屋港の南にある伊勢湾

買人の手によって茹で上げられ、殻をむ

シャコが生息する水深 37m ほどの比較

需要も増え、さらにカツブシと呼ばれる

る底びき網でさらっていきます。時期に

されています。

観光農園

不可

汁を取って素麺のつけ汁にしたり、新鮮

なものは刺身として振る舞ってくれるお
店もあります。おいしい生シャコの見分

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

杉本美術館

大人200円割引
中・高生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4名様ご利用可
【有効期限】2016年6月30日まで
知多郡美浜町美浜緑苑1-12-1
コピー使用

不可

つくだ煮街道

南知多の温泉宿で湯ったり
うめの湯

【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6月30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枚で何名様でもご利用可
【利用条件】
【有効期限】2016年6月30日まで
知多郡南知多町大字豊浜字峠8
コピー使用

☎0569-65-1126

不可

有効期限
「お風呂セット」 平成28年
プレゼント券 6月30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

釣りが好き！

春告魚という言葉を聞いた事があるで

今までの経験上、満潮前後の時間帯が

て南知多の各釣り場を賑わすメバルの

動していることが多く、時合がくると連

・日帰りご入浴／大人600円、小人400円（10:00〜22:00)

しょうか。
春告魚とは、
これから春に向け

〒470-3412 知多郡南知多町豊浜峠8
http://www.maruha-net.co.jp/

ことです。クリッとした目が愛らしく、小

☎0569-62-3255

内海温泉の泉質は、
ナトリウム塩化物強塩泉です。
神経痛や冷え性などに効果的で療養泉として適用さ
れています。当ホテルでは、露天風呂の他に岩風呂や
水風呂、
サウナなどもお楽しみいただけます。

になると日中よりも積極的にエサを追う

います。メバルは食べてもとても美味し

す。胴付仕掛けや、浮き釣り、ルアー釣り

メ。さらに20 ㌢を超える良型は上品な

この季節は風が強いのでなるべく風裏

ら春を告げるメバルに胸が熱くなること

ようになるので中層から表層を攻めま

など様々な釣り方で狙う事が出来ます。

・日帰りご入浴／1,000円
（15:00〜19:00)

ます。またメバルは凪の日に活性が高い

〒470-3321 知多郡南知多町内海小桝40
http://marronnier.info/utumi/

チェックして出かけたいですね。そして

傾向が強いので、しっかりと天気予報を

杉本美術館・無料招待券を
5組10名様にプレゼント!

観光・ご宿泊に関する
［南知多町観光協会］
お問い合せ
［篠島観光案内所］

fax.0569-67-3700 営業時間／9：00〜16：00
http://www.shinojima-aichi.com/
内海山海女将会

南知多の情報が満載！

続で釣れるので集中的に釣果を伸ばす

のがコツです。私は豊浜の釣り桟橋や師

のポイントを選ぶことも大切になってき

ント
プレゼ

狙い目だと思います。メバルは群れで行

気味良い引き味で釣り人を魅了します。
基本的に昼間に狙う場合は底周辺。夜

オテル・ド・マロニエ

tel.0569-67-3700

※お風呂セットに付きます石鹸につきまして コピー使用
不可
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。

岩月大地の やっぱり

〜南知多町の春の釣り

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

南知多町観光釣り大使

☎0569-65-1126

伊勢湾を望む絶景に加え、心と体を癒やす天然温泉
の大浴場。休憩所やリラクゼーションルームも完備して
おり、体を癒やした後にゆっくりと過ごすこともできま
す。隣接した、
まるは食堂もご一緒にどうぞ。

崎漁港からメバルを狙って竿を出して

い魚で、塩焼き・煮つけが大地のオスス
白身でお刺身にすると絶品です。これか

間 違いなし。マナーを守って楽しい

フィッシングライフを楽しみましょう。

■応募方法／ハガキに、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28年3月31日消印有効 ■当選者発表／4月上旬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
［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/

営業時間／9：00〜17：00
知多郡南知多町内海先苅31-2 fax.0569-62-3520
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

===アイデアのヒントはどこから来るのでしょうか？
意識を変えることです。毎日通る同じ道でも、新しい道だと意識する
ことで、いつもの見慣れた場所でも多くの発見があります。煮詰まっ
たときは外に出て自然に触れることで、
ひらめくことも多いです。
===このあたりは自然が豊かですよね。豊丘の魅力を教えてく
ださい。
やはり自然に囲まれていることでしょうか。恵みだけでなく、厳しさも
教えてくれますし、風の匂いや四季の移り変わりなど、豊かな自然が
インスピレーションを与えてくれます。すぐ目の前が三河湾なので、内
湾ならではの穏やかな海に癒されます。この場所は日の出がとても
美しいですよ。海に光の道ができ、
さえぎるもののない空間が朝日に
染まっていく様子は感動的です。
===国内外をはじめ、作家さんも訪れると聞きましたが。
3 年に 1 度、国内外で活躍するプロ作家を招いた「B.G.A.D」
（Borosilicate Glass Art Demo）
というイベントを開催しています。
技術力の向上、ガラスの魅力を世界へ発信することを目的にしてい
ます。
また、3年ほど前から研修生の受け入れもはじめ、作家の育成
にも力を入れています。
===今後の目標をお聞かせください。
切り絵や陶芸など、南知多で創作活動をするクリエイター集団「空
の会」に所属しています。地域の歴史や文化を咀嚼し、
この地域の
文化芸術の向上、南知多の魅力に興味を持つきっかけになるよう
作品づくりに励んでいきたいと思います。

検索

加川 良宏（かがわ よしひろ）

グラスバレー

1969年、長崎県生まれ／ガラス工房グラスバレー代表
幼少期を半田市で過ごす。幼い頃から絵が好きで、ガラス工芸の道に進み、
8年の修行を経て独立。2002年「グラスバレー」
を設立。

〒470-3411 知多郡南知多町豊丘字かに川106
TEL.0569-65-3270 FAX.0569-65-3271
http://www.glass-valley.net/

TOYOOKA
area

豊丘エリア
花ひろば

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」

===工房ではどのような体験ができるのですか？
ステンドグラスやトンボ玉、サンドブラストといった体験が可能です。
ガラスを彫る、溶かすなどの様々な技法を1 度に体験できる工房は
全国的にも珍しく、
つくる楽しさを感じてもらえればと思います。
また、
スタッフを含め、プロのガラス作家がサポートすることで、難易度の
高いもの、
オリジナリティある作品づくりができるのも特徴です。

===作品のテーマは？
「人と自然をつなぐ掛け橋」を意識して作品を制作しています。自然
物である鉱物に人間が手を加えることでガラスへと変化し、作品と
して昇華していきます。ガラスの蝶やカマキリなどの繊細なものや、
ボロシリケイトのかたまりから造形したゴブリンなど、工房にはさまざ
まな作品を展示しています。

コツ。ほかにも味噌汁の具にしたり、出

【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】2016年6月30日まで
知多郡南知多町大字豊浜高見台48
コピー使用

☎0569-88-5171

東京では寿司ネタとして重宝されてい

水を目安に、生きたまま茹であげるのが

入園料 580円に割引

入館料

卵を持った子持ちシャコは高値で取引

は塩茹でが一番とのこと。塩加減は海

花ひろば

三河湾を望む海沿いに佇むガラス工房「グラスバレー」。ステンドグ
ラスやトンボ玉の制作といった体験教室を通じ、ガラスや南知多の
魅力を発信し続けています。ガラス作家として第一線で活躍する
代表の加川良宏さんにインタビューしました。

===ガラスの魅力とはなんでしょうか？
ガラスをずっと見つめていると、時間や空間を超えてガラスの世界
に入り込んでしまうような不思議な魅力があります。30 年近くこの仕
事をしていますが、
まだまだ分からないことばかりですね。

ますが、漁師のみなさんがおっしゃるに

通常650円のところ

☎0569-65-2432

水揚げしたシャコは競りにかけられ、仲

灯台付近にまで出かけ漁を行います。 いて出荷されます。最近では生シャコの

もよりますが、一度の漁で多いときには

不可

☎0569-65-0323

薄いものよりも背中の黒い筋が濃いも

同組合に所属し、親子 3 代にわたり漁

的浅い砂地の海底を、間口 8〜10mあ

【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6月30日まで
知多郡南知多町大字豊丘字駒帰34-24 コピー使用

info@minamichita-kk.com

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

〒470-3502知多郡南知多町片名新師崎8-3（師崎商工会内）
電話0569-63-0349
http://www.morozaki.jp

美容や健康にもおすすめ！獲れたてシャコをいただく

す。豊浜沿岸から中部国際空港セントレ

TEL.0569-62-3100

加川 良 宏

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

2016年3月1日発行（年3回発行）

［編集・発行］南知多町観光協会
［編集長］南知多町観光協会 企画広報委員長 坂野豊和
［編集委員］
内海支部：角和洋／山海支部：米村喜裕／豊浜支部：斎藤慎
也／片名支部：辻一馬／師崎支部：畑野博之／篠島支部：中村智貴／日
間賀島支部：大西誉悠貴

南知多ＭＥＬジャパン普及協議会

〒470-3412知多郡南知多町豊浜西山口9-1
電話0569-65-0475
http://www.ikinafarm.com/

に南知多にある豊浜漁港は県内一の

美浜本店

☎0569-82-0248

ハーブ農園リッコ

〒470-3322知多郡南知多町山海荒井36
電話090-8555-2307
http://www.riccoherb.com/

TAKE FREE

味にこだわったしらすをご家庭に届けたい
という思いから、南知多町内にあるマリン
エコラベル認定のしらす加工工場数社が
流通工程の見直しや製造工程の工夫によ
り、みなさんのお手元に届くまで冷凍が１
回だけのワンフローズンしらすを実現いた
しました。しらすの本場ならではの新たな
取り組みと新商品をご堪能下さい。

通常のニンニクの７倍にもなる有機栽培
のジャンボニンニクを４ヶ月間じっくり熟
成。熟成により色は黒く、嫌な臭いが消え、
フルーティーで甘く、プルーンのようなもち
もちとした食感になります。
また、生に比べ糖分は２倍、ポリフェノール
は１５倍になります。
コレステロール低下や
抗菌作用に効果があるといわれています。

豊丘の事はこの人に聞け！

【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6月30日まで
知多郡美浜町大字豊丘字原子32-1
コピー使用

多をお楽しみください。

栽培中に農薬は使用せず育てた安心安全
なハーブを１枚１枚丁寧に摘み、
じっくりと
低温乾燥させハーブの成分を凝縮。
味と香りを引き立て高品質のハーブティー
にしました。20種類にも及ぶハーブからブ
レンドしたので、お好みの味が見つかるは
ずです。

ガラス工芸家

「乾燥カットワカメ」
ちょっぴりプレゼント

えびせんべいの里

ミーナの
恵み
商品が加わりました。

魚太郎本店

☎0569-82-6188

季刊

THファーム

鯛まつり広場

ぽんかふぇ

春のお出かけは、南知多に決まり！
特集／あなたは釣り派？ 潮干狩り派？

お店／お土産／グルメ／温泉／イベント情報も網羅！

お得な
クーポン
付き！

ふらっと 南知多
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内海

南知多の各エリアから発信された、

2016 Spring

手ぶらでOK!!
雨でもOK!! かたづけ不要！
！

最新NEWS＆イベント

営業時間／10：00〜15：00
定休日／火曜日
しらっぴー

祭 鯛之介

しらっぴーな

たこみちゃん

☎0569-62-1171

ふぐ吉

国道247

http://hamayakioukoku.com/
〒470-3321 知多郡南知多町内海新田47

同社は、2016年1月16日
（土）
より新造高速船「はやぶさ2」
の運航
を開始しました。同船は、現在就航している「はやぶさ」の姉妹船で
す。総トン数は約68トン、旅客定員は138名です。
「はやぶさ２」
は篠
島・日間賀島への定期高速船航路に就航。三河湾、伊勢湾の貸切
船にも対応可能。

名鉄海上観光船株式会社

☎0569-67-2567

http://www.meikaijo.co.jp

師崎港

〒470-3503 知多郡南知多町師崎明神山８

3月1日に新館リニューアルオープンいたします。全室ツインベッド形
式で高級感たっぷりのモダンリゾート風をコンセプトにしておりま
す。今までの本丸客室、海鮮和食処花水軍も引き続き営業をしてお
りますので、南知多へ御旅行御食事をと、お考えのお客様はぜひ御
検討くださいませ。皆様のお越しを心よりお待ちいたしております。

花乃丸
営業時間／9：00〜21：00
定休日／年中無休（メンテナンスのため休館の場合あり）

花乃丸

羽豆岬

しらす本来の美味しさを
ワンフローズンで実現！

港に水揚げされたしらすを島の加工場から仕入れた鮮度抜群の
「生しらす定食」をぜひ、ご賞味あれ。ワンフローズンによりドリップ
を抑えることでしらす本来の旨味を存分に味わうことができます。
おすすめの食べ方は、
「生しらす」
「釜揚げしらす」
「しらすの佃煮」を
ご飯の上にのせて食べる
「３色しらす」
！

松鶴

国道247

☎0569-64-3555

http://www.syoukaku.net/

〒470-3412 知多郡南知多町豊浜廻間17-18

葡萄屋は、和魂洋菜をテーマに南知多山海で歩み始めて22年の年
月が経ちました。
これを機に、店舗を増設しレストランの充実と、
テイ
クアウトのベーカリーと菓子の売り場を併設しました。地元山海か
ら新しい商品を発信します。是非お立ち寄りください。オープンは春
を予定しております。

知多半島の魅力を発信する
お店が誕生！

葡萄屋

建物は、大きなエビフライを持った招き猫が目印。1 階には地元常
滑の焼物を使って焙煎した「常滑珈琲」をお楽しみいただけるカ
フェや知多半島の名産品を多数取り揃えるお土産コーナーを、2階
には 10 名〜最大 200 名様までの団体に対応できるお食事処を新
設。また、団体お食事以外に、各種会合・講演会・パーティー等での
ご利用も可能です。個人・団体問わず気軽にお立ち寄りください。

☎0569-38-8108

イオンモール
常滑

山海海水浴場
伊勢湾

葡萄屋

営業時間／1F お土産コーナー10：00〜17：00、1Fカ
フェ10：00〜17：00、2F団体用お食事処11：00〜15：
00※その他、時間帯も相談承ります。 定休日／年中無休

りんくうＩＣ

至豊浜

☎0569-62-3593

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

247

〒470-3322 知多郡南知多町山海橋詰59

日間賀島西港

02 自然体験プログラム
日間賀島島内・近海

大井

豊丘

［開催日］4月3日
（日）

0569-62-3100

南知多町観光協会

05 乙方熊野神社祭り
乙方地区一帯

0569-62-3100

06 海と空の自然学校
サンセットビーチ

豊丘

「めざめるぞ さくらの香り 誘われ
て 龍が天かけ 笑いが集う
！」豊丘
乙方熊野神社春の例祭とボランティ
アグループ「はるの会」の龍の舞がコ
ラボして春のお祭りを盛り上げます！
［開催日］4月3日
（日）

南知多町観光協会

［開催日］4月29日
（金）
・30日
（土）、
5月1日
（日）
・3日
（火）
・4日
（水）
・5日
（木）
［料金］
プログラムにより異なりますので、
詳細はお問合せ下さい。

日間賀島観光協会

0569-68-2388

ド日間賀島
09 ドルフィンアイラン
サンセットビーチ

08 白砂まつり
内海小学校東側特設会場

日間賀島

内海

内海・山海地区が一堂に会して行う
祭イベントです。各地区の祭山車や
フラダンスチームも参加してイベントを
盛り上げます。かき氷やフライドポテ
ト、風船釣りなどの出店もでます。
［開催日］5月8日
（日）

南知多町観光協会

0569-62-3100

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］5/28（土）〜9月下旬
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

松新 ☎0569-63-1173

愛知県知多郡南知多町大字片名字新師崎16-7

大人（中学生以上）1,200円
小人（小学生）900円

・くまで（かぎ）貸出料／1丁100円 ・駐車場／500台（無料）
4/6（水）〜6/25（土）
※開催時間は日によって異なる
専用の袋にて1.5kgまで。追加は別途料金
TEL.090-7025-5797
TEL.0569-65-0370
乙方海岸（乙方海岸連絡所／山本）
山田海岸（大井漁協豊丘支所）

0569-62-3100

篠島
海水浴場で魚のつかみどりを行いま
す。獲った魚はお持ち帰りできます。
篠島島内の旅館・民宿にお泊りのお
客様は無料で参加できます。5日は
キッズデー、
お子様のみです。
［開催日］5月4日
（水）
・5日
（木）9:00〜
※当日参加可（有料）

篠島観光協会

大粒のアサリを獲る、
春の風物詩を満喫
小さなお子さんから、
おじいちゃんおばあちゃんまで、年齢を問
わず楽しめる海のレジャー、潮干狩り。新鮮な魚介類が豊富な
南知多は、身が大きく甘いアサリが獲れることで、毎年多くの
人でにぎわうエリア。三河湾に面する豊丘にある乙方海岸と山
田海岸では、4/6（水）
〜6/25（土）にかけて潮干狩りを開催。
乙方あさり組合理事である山本勝さんにお話を伺いました。
海岸の幅は約300m、奥行き50mほどの会場でアサリやマテ
貝、バカ貝が獲れます。昔は地元の人だけが利用する知る人ぞ
知る場所でしたが、今では岐阜県や滋賀県、長野県などから
訪れる人がいるほどの人気スポット。
潮干狩りは、
砂地よりも少し小石が混じった場所を掘るのがポ
イントで、小石の周りの豊富な栄養素で育ったアサリは、黒っ
ぽく身がしまり、味も格別とのこと。狩ったアサリは、酒蒸しに
したり、味噌汁やパスタに入れるなど、アレンジは自由。新鮮な
アサリを食べれば、
口の中に潮の風味が広がります。
こちらではくまで（かぎ）や長靴のレンタルができますが、数に
限りがあるので持参するのがおすすめ。無料駐車場もあるから
着替えなどの荷物が増えても安心。営業時間は日によって異
なるので、ウェブなどで事前に確認を。潮の香りと心地よい陽
ざしの中で、
海の恵みを体験しよう。

0569-67-3700

投稿ネーム：春風1号

投稿ネーム：山海人

山海の通称鯛公園、鯛の
すべり台が目印。公園を囲
むように桜が包んで
くれます。 春のポカ
投稿ネーム：HAZUMISAKI
ポカ陽気にぜひ。
知多半島最南端！ 羽豆
岬には展望台があり、 三
河湾・伊勢湾が一望でき
ます。そこから見る
師崎
夕日は絶景です！

春になると花ひろばの花畑
がいい匂いに包まれます。
花摘みをしておばあちゃんに
プレゼントしてみては？
豊丘

島で春の旬と言えば、「小
女子」 ！一年で篠島がもっ
とも活気にあふれる季節
です。 旅館、 民宿で小女
子料理をお楽しみ下さい。

「聖」 なる港町大井に春を告
げる小さなピンクのつぼみ。 ま
だ寒いかな？明日は暖かいか
な？「崎（みさき）」で大師とさ
さやきあう河津たち

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28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

桜味のプリンを食べた事があ
りますか？ 桜色のとよはまプ
リンは、 味も香りも春を感じ
られる豊浜の逸品です。

豊浜

投稿ネーム：よしちゃ

今では貴重な「島あさり」を
使った酒蒸しや味噌汁が
日間賀の春の風物詩。 ど
えらい旨いでぇいかんわぁ！

日間賀島

投稿ネーム：崎っぽ人

投稿ネーム：石黒

［開催日］4月6日
（水）〜6月25日
（土）
［料金］1袋まで−大人（中学生以上）1200円、小人（小学生）900円

南知多町観光協会

http://matsusin.com/

潮干狩り場

投稿ネーム：シラス王子

篠島

ジャングル探検にツリートレッキング、
ス
ポーツカイトや火起し体験。春の日間
賀島で大冒険！

0569-62-3100

春の行楽といったら潮干狩り
！町内には、乙方・山田に２つの潮干狩り場がありま
す。潮風を感じながら、
ポカポカ陽気の南知多を満喫してください。
注）潮干狩りのできる日が決まっておりますので、
ご確認下さい。

内海にある大宝寺は、 「もくれん寺」とも
呼ばれています。 知多四国八十八ヶ所、
四十四番札所のお寺で、春先には境内
にたくさんの木蓮が花開き、木蓮観音と
供に訪れる参拝者を迎えてくれますよ。

07 魚のつかみどり大会
篠島サンサンビーチ

日間賀島

内海

投稿ネーム：you-to-me

内海

［開催日］2月下旬〜3月上旬
［住所］南知多町大井聖崎1-16／駐車場あり

※小学生以下は
1,000円引き

※体験フィッシング、釣りべキューともに竿、氷、エサ付きです。
仕掛けはワンセット追加は別途。
※詳しくはお問い合わせください。

投稿ネーム：のだなのだ

03 内海春まつり
内海地区一帯
上陸大師が見える聖崎公園には、50数本の河津桜が植えられており、
ソメイヨシ
ノと比べて1か月ほど早く、2月下旬から3月上旬にかけて見頃を迎えます。
ひと足早い春の訪れを感じてみてはいかがでしょうか。

8,500円（税込）
9,000円（税込）

・8：00〜12：30 釣り＋船上バーベキュー
・14：00〜18：30 釣り＋船上バーベキュー

南知多の各地区から春の風物詩をご紹介！

0569-68-2388

五穀豊穣、村中安全を願い内海各地区で行なわれ
る春祭りです。馬場区、北脇区、中之郷区の3地区
が、三郷祭りとして、棒の手（北脇区）や蛇車（馬場
区）、奴さん（中之郷区）を行います。その他にも、吹
越区では山車からくり、東端では山車・みこしなど、
内海中で個性豊かなお祭りを見ることができます

平 日／1名
土日祝／1名

あなたは、
いくつのオススメに出会うことができるかな？

［開催日］4月1日
（金）〜10月31日
（月）
［料金］
プログラムにより異なりますので、
詳細はお問合せ下さい。

日間賀島観光協会

釣りベキュー（船上バーベキュー＋体験フィッシング）

あれこれ百景

04 潮干狩り
乙方海岸・山田海岸

日間賀島

検索

店

・4月〜10月 午前便5：30〜12：00、午後便14：00〜 ※小学生以下は
500円引き
・11月〜3月 午前便6：30〜12：00

山海

漁船クルージング、魚・タコのつかみ
取り、地引き網、干物作り等、日間賀
島だからこそ味わえる自然を体験で
きるプログラムを実施しています。

南知多町観光協会

南知多 釣船

スメ

りんくう
常滑駅

イベントインフォメーション
01 聖崎公園の河津桜
聖崎公園

海釣りに興味はあるけれど、ちゃんと釣れるか不安な方は、
優しい船頭さんがレクチャーしてくれる大型乗合船がオス
スメ。
船を操縦するのは、経験豊かな船頭さん。季節やその日の
状況に合わせて最高の漁場まで案内してくれるから、まっ
たく釣れないということは少ないとのこと。さらに、釣り方の
アドバイス、釣った魚の名前や食べ方なども教えてくれるの
も初心者にはうれしい。海に目をやれば、スナメリやトビウ
オなどが船の周りを泳いでいたり、運がよければイルカに出
会えることも！
気になる船酔いも、大型の船になるので揺れが少ないのも
魅力。また、水洗トイレや冷暖房も完備しているから、女性
やお子さん連れでも安心して楽しめます。ご利用人数や時
間により料金が異なりますので、詳しくは各釣り船にお問
い合わせください。
魚の種類が増え、産卵前で身体が大きくなる春は、海釣り
のベストシーズン。開放感いっぱいの乗合船で海釣りの魅
力を体験して。

平 日／1名 5,000円（税込）
土日祝／1名 5,500円（税込）

オス

まるは
ドライブイン
りんくう常滑店

〒479-0882 常滑市りんくう町3丁目9-5

至内海海岸

初心者でも安心！ 体験フィッシング

漁師さんと一緒に
大型乗合船で海釣りを満喫！

まるはドライブイン りんくう常滑店

国道

営業時間／●レストラン（予約制）［ランチ 11:30〜
14:30、ディナー 18:00〜21:30］●テイクアウト・売場
［11:30〜17:00］
定休日／水曜日、第二火曜日

売店

高速船のりば

〒470-3504 知多郡南知多町日間賀島常山22

常滑

山海

レストランに
テイクアウト売場を併設！

タコの
モニュメント 乙姫

☎0569-68-2357

師崎港

http://www.hananomaru.jp/

松鶴

営業時間／11:00〜14:00(L.O 13:30)
定休日／不定休

畑野商店

至豊浜

おくらば

〒470-3505 知多郡南知多町篠島浦磯
日間賀島

豊浜

2016年3月1日
新館「ふらり」
オープン！

島の駅SHINOJIMA

営業時間／ランチ11:30〜14:00、居酒屋17:00〜
定休日／不定休

至篠島漁港

☎0569-63-2035

内海海岸

おくらば

潮干狩り派

、
は
た ？
な
あ ち派
どっ

至内海駅
まめじろう
浜焼き
マーケット
ローソン
カーマ

カウンター５席、テーブル５席、個室１室のアットホームなお店なの
で、カップルやご家族連れ、友人とのお食事会や飲み会、２次会など
様々なシーンでご利用いただけます。
ちなみにカラオケは１曲100円！

畑野商店

至豊浜

釣り船派

篠島に新しくできた呑み喰い処。 オーナー自ら包丁を握り、新鮮な島の食材を使ったリーズナブルな
ランチを提供してくれる。夜には、カラオケもできる居酒屋に変身！
島の魚介類が満載！

羽豆岬

国道247

営業時間／予約センター9：00〜18：00
定休日／年中無休

篠島

師崎

新造高速船
「はやぶさ２」
の運航を開始

3

春の南知多オススメレジャー特集

まめじろうならではの新鮮な魚貝類はもちろん、お肉や野菜など多
彩な食材をお楽しみいただけます。調味料、食器などの浜焼きバー
ベキューに必要なものはすべてご用意致します。海の目の前にある
浜焼きバーベキュー席は200席！！団体様のお客様でも安心してご
利用いただけます。他にも海鮮丼やしらす丼などお食事メニューも
ご用意しております。

まめじろう浜焼きマーケット

ミーナ

ふらっと 南知多

2016 Spring

大井

春が旬の貝類！ 絶品串
あさりの他にもある色々な
貝の干物！ 春の匂いを漂
わせる岬だよりに行かな
きゃ！

片名

