ふらっと 南知多
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マル伊商店

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9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

不可

えびせんべいの里

TAKE FREE

「干物」。お泊りになった旅
館・民宿の朝食で食べたり、
昼食で立ち寄ったお店で食
べて「旨い！」と唸った方も
多いはず⁉お店ごとのこだ
わりが詰まった干物をぜひ

真心込めた手作りの干物は、中
骨を取ってあるのでお子様やお
年寄りにも安心してお召し上が
りいただけます。出来立てを真空
パックにすることで風味・鮮度を
落とさず保存できます。

当店では貝の干物が人気です。
活貝の殻を外して太 陽の光を
たっぷり浴びさせて、旨味を凝縮
させています。軽く炙れば磯の香
りが立ち、一度は食べていただき
たい味となっております。

南 知 多 の 干 物といえば「あな
ご」。その穴子の干物にこだわり
続けるのが魚新商店です。天日
干しにこだわり、丁寧に、真剣に
自然と職人技が織りなす干物を
ぜひご賞味下さい。あなごの味
醂干しは当店おすすめ№１．

日間賀島の漁師が家族でやっている
お店です。日間賀島で獲れたばかり
の新鮮なたこ、穴子、波美貝（ミル貝）
など魚介類の干物や海産物を販売し
ています。名物のタコの干物作り体験
もできますのでぜひどうぞ！（1500
円／お一人様・要予約・30分）

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

営業時間／8:30〜17:00
定休日／年中無休
〒470-3502 知多郡南知多町片名黒地14-8
TEL.0569-63-2122
http://misakisuisan.com/

営業時間／8:30〜17:00
定休日／火曜日
〒470-3412 知多郡南知多町豊浜新居138
TEL.0569-65-2567
http://www.uosin.com/

営業時間／8:00〜16:00
定休日／不定休
〒470-3504 知多郡南知多町日間賀島北登立17
TEL.0569-68-9222
http://www.kaneto-shouten.com/

漁師に聞く

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】2016年9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

『車海老』
くるまえび

【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9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

花ひろば

入園料 580円に割引

不可

☎0569-65-2432

片名漁業協同組合参事の磯部宏
さん、片名魚市場販売課部長の鈴木
真治さんにクルマエビの魅力をお聞き
しました。
黒 色の縞 模 様が 特 徴のクルマエビ。
体を丸めたとき、大八車の車輪のよう
に見えることからその名が付けられた
といいます。愛知県の漁獲量は全国
トップクラスで、平成 2 年には県の魚と
して認定されています。6月から12月に
かけ、伊勢湾や三河湾を舞台に小型底
引き漁船を使って水揚げ。初夏から秋
にかけて旬を迎える夏の食べ物です。

高タンパク質、低脂肪で糖質はゼロ。
成人病予防にも効果的。特に矢作川や
豊川が流れ込むミネラル豊富な三河
湾で獲れるクルマエビは、食感もよく、
甘みが多いといわれています。
そんなクルマエビのおいしい食べ方を、
漁師旅館「内藤屋」の大将である内藤
弘行さんに教えていただきました。

としているものを選ぶのがポイント。
海水よりも濃いめの塩水で茹でた後、
氷 水でしめることで赤と白の美しい
姿に仕上がります。何も付けずにその
まま食べるのが漁師風。他にも、焦げ
た殻の香ばしさ、焼くことで引き立った
甘みがクセになる塩焼きも人気です
が、自宅では鮮度や火加減が難しいと
のこと。冷凍では味わえない、獲れたて
のクルマエビのおいし
さを南知多で堪能
してください。

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9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

☎0569-88-5171

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】2016年9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9月30日まで
知多郡南知多町大字豊浜字峠8
コピー使用

不可

有効期限
「お風呂セット」 平成28年
プレゼント券 9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／豆千待月
■内海／いち豆
■山海／内藤屋

白浜のロングビーチに、
リゾート感あふれる島ビーチなど

個性あふれる5つの海水浴場！
夏といえば、やっぱり海水浴。青い空に白い雲、広がる砂
浜で目いっぱい夏を楽しめる南知多自慢のビーチをご
紹介します。
ドルフィンタワーが目印の「山海海水浴場」は、遠浅のき
れいな砂浜が魅力。東海岸には岩場が多く磯遊びも楽
しめるとファミリーからも人気です。お隣にあるのは東海
地区最大級の「内海海水浴場」。2kmにわたって続く千
鳥ケ浜は「日本の渚百選」にも選ばれるほどの美しさ。海
の家、シャワーやトイレが充実しているのもうれしい。お
次は、多幸（タコ）の島と呼ばれる日間賀島。サンセット
ビーチの名前で知られる「日間賀島西浜海水浴場」で
は、なんとイルカと一緒に遊ぶことができます。目の前で
泳ぐ姿に子どもたちも大興奮！島の反対にあるのが、サ
ンライズビーチこと「日間賀島東浜海水浴場」。こちらは
シーカヤックやシュノーケリングといったキッズ向けのア
クティビティを体験できます。最後は風光明媚な島、篠
島。
「篠島海水浴場」は三河湾を一望する800ｍの天然
ビーチ。水も澄んで波も穏やかなので、浜辺でのんびり
過ごしたい人にぴったり。それぞれ魅力いっぱいのビー
チで、思い出に残る素敵な夏を楽しんでください。

ント
プレゼ

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］

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

内海山海女将会

※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。

片名漁業協同組合／磯部宏 参事
片名魚市場販売課／鈴木真治 部長

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

■内海／大新
■内海／大東旅館
■内海／はしもと

info@minamichita-kk.com

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

ぷりぷりの食感と旨みが絶品！天然クルマエビを食す

「塩焼きやおどり食いなど、食べ方は
いろいろとありますが、自宅で手軽に
味わうなら塩茹でがおすすめ。シンプ
“ 姿は伊 勢エビ、味はクルマエビ ” と ルな料理ですが、ぷりっぷりの食感と
いわれるほどで、古くから高級えびと えびならではの甘さを楽しめます」。何
して食されてきました。栄養価も高く、 より鮮度が大事。縞の模様がしっかり

【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9月30日まで
知多郡南知多町大字豊丘高見台48
コピー使用

☎0569-65-1126

TEL.0569-62-3100

内藤屋／内藤弘行 社長

通常650円のところ

入館料

2016年6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

不可

☎0569-65-0323

観光農園

2016年夏号
季刊

美浜本店

☎0569-82-0248

南知多町観光情報誌「ふらっと.南知多」

かねと商店

南知多定番のお土産といえ

お買い上げのお客様に

☎0569-82-6188

魚新商店

ば、新鮮な魚介類を干した

「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】2016年9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

岬だより

ふらっと 南知多

2016 Summer

干物特集

お土産にどうぞ！

魚太郎本店

2016 Summer

南知多の情報が満載！

南知多町観光釣り大使

岩月大地の

やっぱり

釣りが好き！

山海海水浴場

南知多町には、世界でも有数の粒が

きめ細やかな砂浜である千鳥ヶ浜海水
内海海水浴場

浴場(内海)をはじめ、素晴らしい海水浴

場が沢山あります。若者や家族連れで
夏の南知多町の砂浜はとても賑やかで

すね。そんな夏の季節、実は砂浜の先の

きたら海水浴に GO です。帰ってから

天ぷらにして食べるキスは絶品ですよ。
夏の海に出掛ける際は釣竿を忍ばせ、

いつもより早めに家を出発して南知多
の海をとことん満喫してください。

海中もとても活気づいています。シロギ

日間賀島西浜海水浴場

ス・ヌメリゴチ・ハゼ・ゼンメなど砂地を
好む魚達が気軽に狙えるのです。

基本的な釣り方は投げ釣りです。私は

ゴカイを餌に3 本針のセットで売られて
日間賀島東浜海水浴場

いる投げ釣り用の仕掛けを多用してい

ます。朝早くの誰もいない時間を狙って、
空いている道を走りポイントを目指しま

す。そしてお土産をゲットし、日が昇って

夏休み、家族で釣りを楽しもう！

篠島海水浴場
■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6月30日消印有効 ■当選者発表／7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

南知多のこの夏の
ニュース＆イベント満載！
ふらっ特集-1
ふらっ特集-2

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」

お得な
クーポン
付き！

検索

山海の事はこの人に聞け！
スピリチュアルスポット特集

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
お店／お土産／グルメ／温泉／釣り／バス旅情報も網羅！

ふらっ特集-1

ふらっと 南知多

ふらっと 南知多

2016 Summer

しらっぴーな

祭 鯛之介

■大一商店 TEL：0569-67-2666
http://www.morozaki.jp/shirasu/company/09̲daiichi.html
■マルイチ水産 TEL：0569-67-3030
http://www.morozaki.jp/shirasu/company/08̲maruichi.html
■テルニ商店 TEL：0569-67-2526
http://www.shinojima-teruni.com/

定休日／年中無休

くるみ庵

☎0569-63-4300

至南知多道路

http://www.kurumian.nagoya

くるみ庵

師崎小学校
国道247

至豊浜
羽豆岬

至師崎港

一面のひまわりが咲き広がる花ひろばから新しく果物狩り
のお知らせです。
今年はスイカ狩りを７月上旬から始めます。お客様自身で
お好みのスイカをお選びください。
超ビックサイズのスイカ狩りが、なんと800 円！
（入園料
別）美味しいスイカの選び方はスタッフがアドバイスいたし
ます。ひまわり＆スイカで南知多の夏をお楽しみください。
大好評のメロン狩りも８月上旬にスタート！

営業時間／8:00〜17:00
定休日／年中無休

☎0569-65-2432

http://www.hana-hiroba.net

観光農園 花ひろば

至南知多道路

豊丘IC
馬道

観光農園
花ひろば

至師崎

内海

牛肥育農家で「知多牛工房 牛小屋」の店名で移動販売
をする大岩智さんのこだわりの知多牛を使った「知多牛お
たから御膳」が誕生しました。
「ロコモコ丼 肉味噌仕立
て」
「サーロインステーキ」
「牛すじ入り茶碗蒸し」
と地元お
すすめの「お刺身」などで構成されています。豊かな、
自然環
境ならではの
「知多牛おたから御膳」是非ご賞味ください。
至知多半島道路 至河和

営業日／第１・３日曜日
営業時間／9:00〜12:00

大井西

とれとれ
漁師市

大井漁港

☎0569-63-0314

至師崎

［企画開催店］

①いち豆／TEL：0569-62-1126
②料理旅館 はしもと／TEL：0569-62-0190

③海栄館 鯱亭／TEL：0569-62-2525
④漁師旅籠 内藤屋／TEL：0569-62-0542

知多牛おたから御膳
〒470-3321

知多郡南知多町内海先苅31-2

南知多町観光協会 お問合せ時間／9:00〜17:00

TEL：0569-62-3100

日間賀島

毎年好評のキッズアドベンチャーから、
大人も楽しめるプログラムがスタート！

今年の夏も日間賀島はアクティビティ満載！
例年、子供に好評のキッズアドベンチャーに、大人向けの
「お手軽ウィンドサーフィンスクール」
「モーニングビーチヨ
ガ」
「ビーチマッサージ」
の３つのプログラムが追加！
潮風を感じながら楽しい夏の思い出を日間賀島でどうぞ！
イルカも待ってます！
営業時間／平日17:00-23:00
土日祝16:00-23:00(L.O 22:30)
開催期間／５/19（木）〜9/１７（土）

☎029-303-5424

太閤通

名古屋

名鉄グランドホテル12階

多目的に使える宿がリニューアル！

新作メニュー誕生！
「知多牛おたから御膳」

国道２４７

名古屋

ウィ〜！知多 プレミアムBBQガーデン

至内海海岸

〒470-3411 知多郡南知多町豊丘高見台48

南知多の産地直送の食材をふんだんに使ったプレミアム
BBQガーデンが期間限定で名鉄グランドホテルにOPEN！

〒450-0002 名古屋市中村区名駅1丁目24

山海海水浴場
ドルフィンタワー
伊勢湾

■太次平商店 TEL：0569-67-2954
http://www.yamata-group.com/

大井漁協

料金／知多プレミアムBBQコース 大人お一人様 4,490 円（税込）／小学生以
下2,990円（税込）
（BBQセット＋食べ放題料理＋飲み放題＋チケット１枚付き）

http://coco-jungle.jimdo.com/

COCO-JUNGLE

COCO-JUNGLE

サークルＫ

豊丘

■かじや水産 TEL：0569-67-3078
http://kajiyasuisan.com/

大井
漁港前

知多の思い出を感じるワンランク上のビアガーデンが、名
駅に期間限定でOPEN。名古屋の誰もが一度は遊びに行っ
た
「知多」、海水浴、BBQ、釣り等夏の知多の「楽しい」
「美味
しい」思い出を感じることがコンセプト。南知多町観光協会
公認の食材でおもてなしするとともにコールマン社製の
BBQ グリルを使用した本格的な BBQ がお楽しみいただけ
ます。仕事終わりにお仲間や女子会、
ファミリーでどうぞ！

至豊浜

夏の果物の王様
「スイカ」狩りを花ひろばで！

売り切れ御免の漁師市

〒470-3501 知多郡南知多町大井北側55

☎0569-62-0073

〒470-3503 知多郡南知多町師崎西新町32

至内海海岸

しらす水揚げ日本一！の底力
ワンフローズンしらすをご家庭で！

とれとれ漁師市

営業日：7月オープン予定
定休日：不定休 ※予約制

〒470-3322 知多郡南知多町山海西松相46-1

師崎

佐宗

伊勢湾

http://www.海楽.jp

大井漁協の漁師が、伊勢湾・三河湾で獲れた魚介類を販
売。地物以外の魚は売りません！
底曳網６店、さし網１店、貝類１店、地元農家２店、みそた
まり問屋１店、
その他10店舗が出店しています。一押しは、
「シャコ」を筆頭に「アカシャエビ」
「タコ」
「黒鯛」
「アサリ」
「サザエ」
「平貝」
「農家の朝獲野菜」
など目白押し。
7／3 は「シャコ祭 無料試食会」を開催！漁師ならではの
調理方法やハサミを使わない食べ方をお教えします。

白い砂浜がきれいな山海海水浴場のビーチの目の前に今
夏OPENするBBQスペースCOCO-JUNGLE！
BBQしながら海で泳げるから丸一日遊べる！なんと持ち
込みもOK！機材レンタルあり！BBQプランとセットでご予
約できる「スタンダップパドルボート体験」や「地引き網＆
BBQ」も随時承っております。山海海水浴場は遠浅のため
砂浜もキレイで波も穏やか、一面を見渡せるので小さなお
子様連れにも安心してご利用いただけます。

国道247

三河湾

SUP SHOP海楽

☎0569-77-0319

山海海水浴場内！
海で遊べるBBQ場OPEN！

宿泊、バーベキュー、カラオケと多目的にご利用できるアッ
トホームなペンション風民宿です。
これからの季節は、敷地内に生えている木苺、ボイセンベ
リー等々いろいろな果実や持山ではタラの芽摘みなども楽
しんでいただけます。
家族、お仲間、お一人様も海、山で遊びのんびりとまったり
と南知多を満喫してみませんか？

至山海海岸

営業時間／9:00〜19:00
定休日／火曜日

国道２４７

━この土地らしさが求められているのですね
どこでも体験できるのであれば、
わざわざこの場所に来る必要はありま

━今後の目標を教えてください。
観光力アップには地域力が重要です。山海をはじめ、南知多の魅力
を体験できるワークショップや地のものを使った料理メニューなど、常
に新しい試みにチャレンジしていきます。地域あってこその旅館なの
で、
今後も地域の魅力作りに貢献していきたいと思います。

至師崎

手ぶらでSUP体験＆
サンセットヨガ専門店

とにかく美味しく、味にこだわったしらすを食卓に届けたい
という思いから篠島の５軒のしらす加工場が流通工程の
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」を実現しま
した。だから鮮度は抜群！さらに冷解凍を１回以内にする
ことで旨味の低下を抑えることが可能になり、しらす本来
の旨味もキープ。しらすの本場、篠島ならではの新たな取り
組みと新商品をお試し下さい。それぞれの加工場の味を比
べてみてください。
※ご購入に関しては、各お店にお問合せ下さい。

大井

━山海ならではの体験というと
その名の通り、山と海に恵まれた場所ですよね。特に海水浴場として
も人気のビーチは遠浅で海岸線も長く、
大きな魅力だと考えます。

南知多病院前

ハーブ園
リッコ

http://www.riccoherb.com

〒470-3321 知多郡南知多町内海小桝142-13

篠島

━コンセプトのアイデアはどのように作られるのですか？
知多半島の特産品でもある花卉や、千賀水軍といった歴史など、
その
土地に根ざしたものをベースにコンセプトを考えています。館内では、
ミニコンサートや和菓子作り体験の他、押し花を使ったコースター
作り、地元で活躍するガラス工芸作家を招いてのワークショップなども
開催しています。

営業時間／10:00〜16:00
国道247
定休日／月・火・水曜日
４月末〜１０月末までの
THファーム
営業となります。

☎090-8555-2307

国道247

伊勢湾

〒470-3412 知多郡南知多町豊浜廻間17-18

山海

海と田園が望める南知多豊丘の大地に観光ハーブ農園を
開園しました。
心休まるひとときをお過ごしください。
入園料は、大人（中学生以上）500 円（ハーブティー付）、
子供（小学生まで）300円
（ジュース付）
となっております。
カモミール摘み、
ラベンダー摘み、ハーブ収穫体験、その他
ハーブティー講座、
リース作り体験などもできます。

内海

━旅館の経営で大切にしていることは何でしょうか
日本の旅館は1000年以上の歴史があります。ホテルとはちがい、料理
や接客などトータルサービスを提供する日本の伝統的なスタイルを大

渡邉 幸一
︵わたなべ こういち︶

1951年生まれ︒
父親の転勤で幼少期を武豊町や南知多町大井で過ごす︒
大学卒業後︑名古屋の百貨店広告課を経て︑1981年
に株式会社海栄館を設立︒
現在まで の旅館運営を手がける︒愛知県ホテル旅館生
活衛生同業組合理事長︑愛知県温泉協会会長︑日本旅館
協会副会長なども務める︒

━山海はどのような場所ですか
「海栄館 鯱亭」
と
「源氏香」がある山海は創業の地であり、私の原点
でもあります。30 年以上も前の話ですが、満月の夜、潮が引いた砂浜
に立ち「戦国乱世よ来たれ」と、月に誓ったのを覚えています。厳し
い時代が来れば若輩者でも成功できるチャンスがあると思ったたか
らです。

ふぐ吉

ハーブ畑で
ハーブティーを飲みませんか？

SUP SHOP 海楽

せん。私たちは地域に根ざした旅館を目指しています。歴史や文化、
地場産業など、その地域の魅力を発掘し、情報を発信していくことが
重要だと考えています。お客さまにこの場所ならではの価値を提供し
ていかないと。値段を下げればお客さまは来てくれますが、
それは一時
的なこと。持続的に来てもらうためにも本質的な価値を大切にしなけれ
ばいけません。
それはどの業界にもいえることではないでしょうか。

たこみちゃん

花乃丸

至師崎

しらっぴー

花乃丸

至豊浜

ミーナ

水上散歩しながら誰でも無理なく体幹トレーニング！
それを可能にしたのはスタンドアップパドルボード（通称：
SUP）
というサーフボードの上に立ちバランスをとりながら
１本のパドルでコキコキしながら水面を進みます。SUP 体
験は、
￥4,500／3時間！
5 月からはサンセットヨガ、サンセットヨガ SUP もスター
ト！SUPフィッシングも体験できます！
詳しくはホームページへ

切にしています。旅館全体では「記念日の宿」をコンセプトに掲げ、
お客さまの満足を日々追求しています。旅館での滞在中はもちろんの
こと、チェックイン前、チェックアウト後も含めて、お客さまにどのような
体験をしていただくかが重要です。例えば、
「源氏香」
では香りを、
「花
乃丸」では花と千賀水軍をコンセプトに掲げ、その旅館ならではの
サービスをご提供しています。

和モダンリゾートを
コンセプトにした新館が完成！

http://www.hananomaru.jp

ハーブ園リッコ

「源氏香」や「花乃丸」
などを運営する
「海栄RYOKANS」は、創業の
地である南知多をはじめ、愛知や三重、富山、愛媛に 19 の旅館を
展開しています。お客さまの満足を生み出すためにさまざまなチャレ
ンジを続ける、最高経営責任者である渡邉幸一さんにインタビューを
しました。

3

花乃丸に新館「南蛮渡来の風 ふらり」がオープン。伊勢
湾の眺望に加え、フロアごとのテーマに沿ったインテリア
となっている。お部屋も和モダンリゾートをコンセプトとし
た「露天風呂付和洋室」、
「露天風呂付ツイン」、
「デラック
スバス＆シアターツイン」の３タイプをご用意。お料理も豊
浜漁港で水揚げされる豊富な魚介類と知多半島の肥沃な
大地に恵まれた野菜をふんだんに使った創作和食となっ 定休日／年中無休
ている。
☎0569-64-3555

最新NEWS＆イベント

〒470-3411 知多郡南知多町豊丘山田116

19

豊浜

南知多の各エリアから発信された

豊丘

渡邉 幸一

海栄RYOKANS
最高経営責任者

◎◎は
この人に
おまかせ！

2016 Summer

山海の事はこの人に聞け！

2

開催期間／2016年7月16日〜8月28日
受付時間／9:00〜
※プログラムにより実施時間は異なります

桜通
名鉄
グランドホテル
12階
笹島

キッズアドベンチャー
〒470-3504

知多郡南知多町日間賀島

☎080-4225-8046

※開催期間中のお問合せ先

ふらっと 南知多

4

・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

2016 Summer

02 祭 日間賀島ぎおん祭り
日間賀島 西浜海水浴場

MAP E-5

ふらっと 南知多

2016 Summer

14 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

15 E

南知多町観光協会主催

5/8（日）〜6/20（月） 内海・山海 一帯
5/28（土）〜9/25（日） 日間賀島・西浜海水浴場

O …アウトドア
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］7/23(土）
・24（日）8:00〜17:00
花火大会 7/23（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8 年前か
ら進めてきた祭りが今年も開催！

日間賀島観光協会

篠島 MAP G-5 日間賀島 MAP F-5

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

0569-68-2388

MAP E-4

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。
［開催日］8/12（金）10:00〜

日間賀島観光協会

0569-68-2388

08 E 第51回 内海中日花火大会
内 海 千鳥ヶ浜

MAP C-1

［開催日］内海海水浴場東浜 7/24（日）
・25（月）
・26（火）20:00〜
内海海水浴場小桝 7/31（日）
・8/1（月）
・2（火）20:00〜
日間賀島西浜海水浴場 7/24（日）
・7/31（日）
・8/7（日）
・21（日）19:00〜
篠島海水浴場 8/7（日）13:00〜

山海

山海観光協会

0569-62-2220

［開催日］
内海海水浴場東浜
内海海水浴場小桝

フラダンスや手筒花火などが楽しめる夜のイベント
・スイカ割りイベント
［8/11（祝）
・8/12（金）
・8/13（土） 14：00〜］

10 E 魚のつかみ取り
山 海 篠 島 日間賀島

内海観光協会

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

内海観光協会

MAP C-1

7/25（月）
・8/8（月）6:00〜
8/11（月）6:00〜

0569-62-0985

11 O キッズアドベンチャー
日間賀島 東浜海水浴場

MAP F-5

観 …観光施設

ドルフィンアイランド日間賀島

9:00〜12:00

大井漁港とれとれ漁師市

6/19（日） 師崎・師崎漁港

8:00〜12:00

師崎漁港朝市・海鮮汁の無料配布

6/19（日） 大井・大井漁港

9:00〜12:00

大井漁港とれとれ漁師市

8:00〜

ビーチハンドボール全国大会

10:00〜

南知多町浜開き式

7/3（日） 大井・大井漁港

9:00〜12:00

大井漁港とれとれ漁師市（シャコ祭り）

7/9（土） 日間賀島・西浜海水浴場

19:00〜

ぎおん祭り(ほうろく流し・花火大会）

7/9（土） 篠島・篠島港内

19:40〜

ぎおん祭り・花火大会

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／E-mail:umigame@shinojima-fes.jp
http://shinojima-fes.jp

12 E 大井漁港 とれとれ漁師市
大井 大井漁港

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］6/5（日）
・19（日）、7/3（日）
・17（日）、
8/7（日）
・21（日）9:00〜12:00

TEL.0569-63-0314

MAP C-3

20 M 鯛祭りひろば
豊丘

MAP D-3

7月〜11月は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。
［営業時間］8：00〜17：00
［定休日］年中無休

0569-65-2432

【日間賀島（タコ・大アサリつかみ取り）】
7/23（土）14:00〜・24（日）10:00〜/13:30〜・30（土）14:00〜・31（日）10:00〜
/13:30〜・8/6（土）14:00〜・7（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

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。

22 M 豊浜漁港
豊浜

［営業時間］8：00〜16：00
※土・日・祝日は17：00まで
火曜定休

0569-65-0483

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

［開催日］7/16（土）〜8/28（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

ド日間賀島
13 O ドルフィンアイラン
日間賀島 西浜海水浴場

MAP E-3

豊浜漁協

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。

MAP F-5

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

26 観 羽豆岬
師崎

知多半島最先端
師崎へぜひお越しください。

0569-68-3055

日間賀島観光協会

活魚の美舟

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

活造り料理旅館 商工社

料理旅館かね万別館

http://ikeuo-mifune.co.jp/

本場師崎のふぐを活造りで味わえる宿

師崎旅館組合

みさきや

Tel.0569-63-0012

http://shoukousha.com/

9:00〜

篠島フェス

9:00〜16:00

ぐるりーバス運行

7/23（土） 豊浜・豊浜漁港広場

8:00〜

鯛まつり
（須佐）

7/23（土） 豊浜・豊浜漁港埋立地

19:30〜

第28回 豊浜花火大会

7/23（土） 日間賀島・東浜海水浴場

14:00〜

タコのつかみ取り

7/24（日） 豊浜・豊浜漁港広場・中洲海岸 8:00〜

鯛まつり
（須佐・中洲）

7/24（日） 山海・山海海岸

11:00〜

地引き網

7/24（日） 篠島・篠島海水浴場

9:00〜

魚のつかみ取り体験

7/24（日） 日間賀島・西浜海水浴場

10:00〜

タコのつかみ取り

7/24（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

19:00〜

渚のお楽しみイベント

7/25（月） 内海・東浜海岸

6:00〜

地引き網体験と海鮮味噌汁

7/30（土） 日間賀島・東浜海水浴場

14:00〜

タコのつかみ取り

7/31（日） 篠島・篠島海水浴場

9:00〜

魚のつかみ取り体験

7/31（日） 日間賀島・東浜海水浴場

10:00〜

タコのつかみ取り

7/31（日） 日間賀島・東浜海水浴場

13:30〜

大アサリのつかみ取り

7/31（日） 山海・山海海水浴場

11:00〜

山海で獲れる魚のつかみ取り

7/31（日） 日間賀島・西浜海水浴場

20:00〜

渚のお楽しみイベント

20:00〜

砂浜の映画館と宝探し

8/6（土） 内海・小桝海岸

10:00〜20:00 フラレレ

8/6（土） 日間賀島・東浜海水浴場

14:00〜

タコのつかみ取り

8/7（日） 大井・大井漁港

9:00〜12:00

大井漁港とれとれ漁師市

8/7（日） 篠島・篠島海水浴場

9:00〜

魚のつかみ取り体験

8/7（日） 山海・山海海岸

11:00〜

地引き網

8/7（日） 篠島・篠島海水浴場

13:00〜

ラッキーボール投げ

8/7（日） 日間賀島・西浜海水浴場

10：00〜

タコのつかみ取り

8/7（日） 日間賀島・東浜海水浴場

13:30〜

大アサリのつかみ取り

8/7（日） 日間賀島・西浜海水浴場

20:00〜

渚のお楽しみイベント

8/8（月） 内海・東浜海岸

6:00〜

地引き網体験と海鮮味噌汁

8/11（月） 内海・小桝海岸

6:00〜

地引き網体験と海鮮味噌汁

8/12（金） 日間賀島・東浜海水浴場

たこ祭り
盆踊り大会

8/11（木）〜13（土） 山海・山海海岸

14:00〜

スイカ割りイベント

8/14（日） 山海・山海海水浴場

11:00〜

山海で獲れる魚のつかみ取り

8/15（月） 山海・山海公民館付近

19:00〜

山海夏まつり

8/15（月） 内海・小桝海岸

13:00〜21:00 六火祭

8/17（水） 内海・千鳥ヶ浜

19:00〜

第51回 内海中日花火大会

8/20（土） 内海・ビアシティ南知多

15:30〜

知多半島太鼓祭

0569-62-3100

8/21（日） 日間賀島・西浜海水浴場

20:00〜

渚のお楽しみイベント

8/21（日） 師崎・師崎漁港

8:00〜12:00

師崎漁港朝市・海鮮汁の無料配布

8/21（日） 大井・大井漁港

9:00〜12:00

大井漁港とれとれ漁師市

15軒の旅館から、
ご希望の宿をご紹介致します！
タコとフグの島

日間賀島

■プラン例／平日お一人様（サ込／税別）※ふぐコースは10月〜3月の提供となります。

5,000円〜
宿泊 8,000円〜

知多半島最先端、
日間賀島・篠島・
渥美半島まで見渡せる宿。

海鮮 日帰り
コース

Tel.0569-63-0215

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

【お問い合せ・ご予約は】
日間賀島旅館組合

8,000円〜
宿泊 11,000円〜

ふぐ 日帰り
コース

Tel.0569-68-2388 各館のホームページへは

山海で獲れる魚のつかみ取り

19:00〜

MAP E-4

南知多町観光協会

0569-68-2388

11:00〜

10:00〜

［開催日］5/28（土）〜9/25（日）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

師崎漁港朝市・海鮮汁の無料配布

8/11（木）〜15（月） 南知多町内一円

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。

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。

【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2,500円

MAP C-2

［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）

0569-65-0310（日曜のみ）

25 観 ハイジのブランコ
日間賀島

内田佐七家

尾州廻船内海船船主、内田家（佐七家・佐平
二家）当時の有力船主だった内田佐七家（公
開中）に隣接する内田佐平二家（佐七家の新
家）を新たに公開します。ぜひご覧ください。

［開催日］毎週日曜日14：00〜16：30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

0569-68-2388

MAP E-5

23 観 尾州廻船内海船船主
内海

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。

※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

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

0569-65-0323

【篠島】
7/24（日）
・31（日）
・8/7（日）9:00〜
大人1,000円、子供500円
（宿泊者無料）

7/17（日） 山海・山海海水浴場

7/31（日）〜8/2（火） 内海・小桝海岸

21 M 豊浜魚ひろば
豊浜

営業時間8:30〜17:00
年中無休

9:00〜12:00 大井漁港とれとれ漁師市

7/24（日） 日間賀島・西浜海水浴場

MAP D-3

日間賀島自然体験キッズアドベンチャー（有料／子供対象）

7/17（日） 大井・大井漁港

7/24（日）〜26（火） 内海・東浜海岸

0569-67-3780

19 観 観光農園 花ひろば
豊丘

えびやイカ等の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。

【山海】
7/17（日）
・31（日）
・8/14（日）11:00〜
大人：500円、小学生200円

［開催日］2016年7月17日
（日）〜18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）

［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。

0569-62-3939

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。

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。

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。

野島祭り・船団パレード

8:00〜12:00

7/17（日）
・18（月） 篠島・島内各所

MAP F-5

10:00〜

7/17（日） 師崎・師崎漁港

7/23（土）〜8/21（日） 日間賀島・島内１周

17 観 篠島釣り天国
篠島

［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/3才〜中学生500円
※団体割引あり

MAP G-5

7/16（土）〜8/28（日） 日間賀島・東浜海水浴場

ちょっとお知らせ！

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。

0569-62-0985

7/10（日） 篠島・篠島港〜野島

「ガリガリ君の歌」で有名なコミックバンド「ポカ
スカジャン」が「第一回岩月大地南知多町観光釣
り大使就任記念釣り大会」のゲストで参加して頂
いたご縁で、今回海の町「南知多町」のイメージソ
ング「会いに来た南知多」を制作して頂けました。
軽快な音楽に南知多の名所を歌詞に盛り込んだ
歌になっています。色々な所でこれから耳にして
頂けると思いますので是非聞いてみて下さい。

内田家（佐七家、佐平二家）オープン

7/9（土） 内海

荒天中止

0569-62-3100

篠島釣り天国

18 観 南知多グリーンバレイ
内海

［開催日］8/17（水）19:00〜

09 E 篠島フェス2016
篠島 篠島各所

［開催日］
８／21（日）新師崎松新前、7:30受付 ※小雨決行
［参加人数］30名 ※８／１３
（土）
申込締切
［参加費］大人8,000円／子供7,500円

M …マーケット

今年で51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

0569-62-0985

定番スポット
ピックアップ

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。

［開催日］8/15（月）19:00〜

MAP C-1

［開催日］8/15（月）12:00〜21:00

0569-63-0349

07 E 地引き網体験と海鮮味噌汁
内 海 東浜・小桝

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

山海会夏まつり

MAP C-1

お子様からお年寄りまでお楽しみい
ただける花火祭り
！ロケット花火 30,000
発を打ち上がる様子はスゴイの一言！
無数に広がる光と音のシャワーを大
迫力で体験する事が出来ます！

［海鮮汁無料配布日］
6/19（日）
・7/17（日）
・8/21（日）
［営業時間］8：00〜12：00［定休日］水曜日

師崎商工会

04 E たこ祭り
日間賀島 東浜海水浴場

16 E 第９回六火祭
内 海 内海小桝海岸

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。

釣船のメッカ
「師崎」
で開催される観光協会主催の船釣り大会です。
どなたでも参加OK。釣船、釣り具、
エサ一式、昼食まで含んでいるので、
女性の方でもお気軽に参加できます。
釣果部門・特別賞等いろいろな商品もご用意しております。

南知多町観光協会

篠島観光協会 0569-67-3700

06 E 師崎漁港朝市
師 崎 師崎漁港

内海では砂浜にスクリーンを
立てて、DVD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］8/20（土）15:30〜
［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）

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 7/9（土）19:40〜（篠島港）
篠島野島祭り・船団パレード 7/10（日）10:00〜（篠島海岸）

［開催日］7/9(土）19:00〜

豊浜観光協会（豊浜商工会内） 0569-65-0004

05 E 渚のお楽しみイベント
内海
篠島 日間賀島 内海 MAP C-1

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。

おたから博

9:00〜16:30

6/26（日） 内海海水浴場
MAP B-1

要予約

6/5（日） 大井・大井漁港

6/25（土）
・26（日） 内海・小桝海岸

知多半島太鼓祭
03 E 第9回
内 海 ビアシティ南知多

大井漁協

イベントカレンダー

2016夏の体験船釣り大会

MAP E-4

片名

日間賀島旅館組合

5

検索

www.himaka.jp

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

274

275
277

野間灯台

大井漁港

外 浄土寺

33 北室院

大漁旗

★大井漁港 とれとれ漁師市（シャコ祭り）

聖崎公園
（河津桜）
弘法大師上陸像

片名

チッタ
ナポリ

成願寺 35

新仲根

山海

34 性慶院

師崎

南知多の各地区のこの時期の風物詩をご紹介！

大漁旗

GS

36 遍照寺

C

★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

神護寺

羽豆岬

GS

C

師崎港フェリーターミナル
羽豆岬展望台
羽豆岬

GS

★師崎漁港朝市
師崎漁港

大漁旗

（日間賀島西浜海水浴場）

37 大光寺

2

内海

投稿ネーム：you-to-me

SUPで気軽に水上散歩を楽し
んでみませんか？リラックスする
にはもってこいの新しいマリンス
ポーツです。

投稿ネーム：しらっぴー

海水浴場にサンサンと降り
注ぐ太陽！しらす漁の水揚
げで活気溢れる篠島漁
港！！

島の駅SHINOJIMA

篠島観光案内所

正法禅寺
松寿寺
（篠島海水浴場）

太一岬
キラキラ展望台

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。

篠島サンサンビーチ

歌碑公園

★篠島フェス2016
★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

軽自動車で、長さ5m以下、
師崎港公営有料駐車場のご案内 ・利用出来る車両／普通車、
幅1.9m以下、高さ2.1m以下のもの

駐車場お問い合せ先／南知多町建設課 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

5

７月２３・２４日の鯛まつ
りの「鯛みこし」の製作の
様子が豊浜内の５ヶ所
で見ることができるタイ！

豊浜

投稿ネーム：よしちゃ

夕暮れ時の日間賀島サン
セットビーチ！オレンジ色に染
まる空を眺めていると心が和
みます。

全長２㎞の空海ロード （花
遍路） に、 28 社巡りで御馴
染みの「風ノ三郎・風天宮」
と「前の山・虚空菩薩像」の
案内板を設置しました。

大漁旗

神明神社

師崎

夏のオススメは、観光農園花ひ
ろばの 「ひまわり」 ！６月下旬ぐ
らいから辺り一面満開になる
様は圧巻です。
豊丘

日間賀島

投稿ネーム：コタのママ

投稿ネーム：BS

海水浴場）

★篠島ぎおん祭り／野島祭り

4

ちょっと高台にある縁結びの
荒熊神社では、 キラキラと
輝く海を一望できま
す。 午前中に西風が
投稿ネーム：釣人
吹く日がBEST！
南知多の中でも乗合船の
数が多い師崎で、 この時期
は、マタカ・黒鯛と大物を狙
いに行くのがオススメ！

サンライズ
ビーチ

篠島

38

投稿ネーム：祭鯛之介

投稿ネーム：タイソン

東港（日間賀島東浜

築見島

師崎線（知多バス）

3

ハイジの
ブランコ

投稿ネーム：花×花

★たこ祭り
★キッズアドベンチャー
★ビーチイベント

海景色

※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。

日間賀島
観光案内所

日間賀島

西港

松島

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 〜）

大漁旗

サンセットビーチ

師崎港

篠島

●町をまたぐ利用…300円

夏のあれこれ百景
あなたは、いくつのオススメに出会うことができるかな？

片名港

西方寺 外

1

潮 干 狩 り や 海 水 浴 ︑海 釣 り な ど ︑マリンレジャーのイ

高浜

漁港風景

247
荒磯
まるは うめの湯

●南知多町内、美浜町内の利用…160円

メージが強い南知多ですが︑お遍路さんでお馴染み知多

32 宝乗院

医徳院 39

1日券…500円

地域としても知られています︒

31 利生院

大井漁港前
GS
281

7

初 代日本総領事・ハリスとの悲しい恋のヒロ
インとして知られるお吉は、この内海の出身。
台 座には内海を思うお吉の人生が刻まれて
います。ここまで来ると内海海水浴場（千鳥ヶ
浜）はもうすぐそこ。東海最大級のビーチで、
夏には県内外から多くの海水浴客でにぎわい
ます。波も穏やかで SUP（スタンドアップパドル
ボード）を楽しむ人の姿も見えます。お盆の頃
には花火大会も開催され、開放感満点の中で
見るスターマインは必見。周りには海の家や
旅館などもあるから、夏の思い出作りに途中下
車の旅を楽しんで。

西海岸線

羽豆神社（師崎）

30 医王寺

木島

豊浜線

四国八十八箇 所といった霊 場も多く︑スピリチュアルな

281

大井西

C

247

海っ子バスの停留所と、
その周辺の見どころをご紹介！

G

山 海にある 岩 屋 寺もそんな 場 所のひとつ︒厄 除けや商

大井

きりえ工房 お

伊勢湾を見ながら247 号線を北上。停留所を
降りると、
目の前には知多四国45番目の霊場で
もある「泉蔵院」がお出迎え。だるま大師として
知られるこちらは小高い丘の上にあり、急な階
段を登っていくと、目の前には伊勢湾と内海の
町並みが広がるパノラマビューを楽しめます。
停留所の名前にもなっている「内田佐七家」は
歩いてすぐ。幕末から明治にかけて活躍した
尾州廻船内海船船主である2 代目内田佐七
が明治 2 年に建てた屋敷で、当時の様子を
伺い知れる貴重な文化財です。海へと向かう
道を行くと「唐人お吉の像」が見えてきます。

日に行われる 大 祭

知多バス
（師崎線）

馬道

C

海辺の町を散策する
「内田佐七家前」

F

花ひろば

豊浜漁港

海っ子バス

売 繁 盛などの御 利 益もあり︑毎 月

釣り桟橋

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。

コスモス街道

豊浜

海っ子バス

西海岸線

280

豊丘漁港

GS

魚ひろば

石之浦

には屋台が並び︑多くの人でにぎわいます︒歴史は古く︑

豊浜

1 3 0 0 年以上 前の奈 良 時 代 ︑元 正天皇の勅 願 寺とし

GS

ナの

南知多病院前

29 正法寺

C

40 影向寺

ミー

山田潮干狩り場

豊丘

豊丘

豊丘南

ス
バ ）
子 線
っ 浜
海 豊
（

て建立︒その後︑弘法大師・空海が訪れ修行を行い︑奥の

）

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

知多郡南知多町

院を開いたともいわれています︒江戸時代には尾張徳川

276

神明神社（篠島）

乙方潮干狩り場

南知多病院

ス（
バ
子
っ
海

★地引き網体験と海鮮味噌汁

伊勢湾

247

280
ガラス工房
グラスバレー

山海

家の祈 願 所の役を 果たし ︑境 内に葵の紋を 見ることが

西方寺

できます︒今は弘法大師ゆかりの寺であり︑尾張高野山

470

の総本山として知られていますが︑実は昭和26年に改

42

宗するまで天台 宗のお寺でした︒確かに︑本 尊である千

外 奥之院
43 岩屋寺

天龍寺

手 観 音 の 脇 に 不 動 明 王 を 置 くスタイル は 天 台 宗 の 様

41

矢梨潮干狩り場

GS

いちごの丘

山海
247

17

矢梨

古布IC

つくだ煮街道

C

E

式︒さらに︑本堂に飾られている700年ほど前の真言

★おたから博

内田
佐七家

八祖の掛 け 軸 を 見ると ︑本 来であれば 祖 師のひと りと

44 大宝寺

山海海水浴場
ドルフィンタワー

D

師・円仁が描かれています︒千手観音が分け隔てなく多

浜
276

つぶて浦
海景色

★渚のお楽しみイベント

して空海が並ぶはずですが︑こちらでは天台宗の慈覚大

豊丘料金所

泉蔵院

くの人を 救 済するように︑岩 屋 寺も 古くから 宗 派を 超

内海

魚太郎

内海海水浴場（小桝）

★第51回
内海中日花火大会

三河湾

279

えた包容力のあるお寺だったといえそうです︒

内田佐七家

南知多町グリーンバレイ

﹁ 今の時 代 ︑初 詣やお墓 参りぐらいしかお寺との関わり

46 如意輪寺

上陸大師像（大井）

古布

276

はありませんが︑昔のようにもっと気 軽に来てもらいた

内海駅東

いですね ﹂と 話す後 藤 住 職 ︒その言 葉の通り︑念 珠や御

45

河和漁港

朱 印 帳 作 り︑写 経に座 禅 体 験を 開 催 ︒この4 月には 雑

内海海水浴場（東浜）
海景色

247

南知多IC

アトリエ
ぜんきゅう

内海

荒熊神社（山海）

…体験・アトリエ

貨市﹁岩屋寺マルシェ﹂もはじめ︑幅広い世代にとってお

C

内海北

…俳句投句箱

…P.4〜7連動イベント・スポット

寺が身近になるイベントを行っています︒

内海海水浴場（千鳥ヶ浜）
千鳥ヶ浜の風紋

交番

C …コンビニ

IWAYA-JI

岩 屋 寺の 他にも﹁ 縁 結 びの 椿の 木 ﹂で知 られる 荒 熊 神

GS
C

…撮影ポイント

社︑聖崎公園にある上陸大師像︑伊勢神宮との深い関わ

梅原邸

…知多新四国霊場

00

河和

内海高校

52

南知多町
観光協会
52
うつみ

富士山
静岡空港

7

おすすめ
スポット

岩屋寺

JR東海道新幹線

東名高速道

豊橋

GS …ガソリンスタンド

★

河和港

富士I.C.

羽田空港

りを持つ篠島の神明神社︑古から伊勢湾・三河湾の要所

内海港
緑地

C

47

郷土資料館

河和駅前

美浜役場東

いちごの里

持宝院
GS

こうわ

田中農園

樫木

関西国際空港

ふらっ特集-2

心癒される南知多のスピリチュアルスポット

として海を 見 守ってきた 羽 豆 神 社など パワースポット

247 ビアシティ
南知多

南知多町

新大阪

JR飯田線

東京

船
観光
海上
名鉄

★第9回
知多半島
太鼓祭

鈴ヶ谷
みかん狩り
センター

東海環状
自動車道

中部国際
新名神高速道 空港

御殿場I.C.

新東名高速道

…交差点

芋沢
276

富士山

名古屋I.C.

新宿

ばしてみてください︒

美浜少年
自然の家

土岐JCT

名古屋

吹田I.C.

247

美浜町
役場

知多
厚生病院

277

美浜
サーキット

新南愛知CC
美浜コース

線

JR中央本線
飯田
山本I.C.
河口湖I.C.

まだまだあります！
南知多の
スピリチュアルスポット
！

がいっぱいの南 知 多 ︒夏のレジャーと一緒にぜひ足を 伸

食と健康の館

京都
大阪
国際空港

和

河

鉄

名

知多半島道路

鉄

名

線

名神高速道

新

多

知

中央自動車道

JR中央本線

名古屋空港

こうわぐち

のま

藤岡JCT

松本

中央自動車道
小牧JCT

関越自動車道

信州松本空港

長野自動車道

河和口駅前

ふらっと 南知多

2016 Summer

JR上越新幹線

長野I.C.

富山空港

岡谷JCT

知多郡美浜町

野間大坊

B

小松I.C.

布土

えびせんべいの里

金沢

247

若松

長野

富山I.C.
小松空港

美浜インター

恋の水神社

上越JCT

富山

美浜IC

長岡I.C.
2016
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

・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9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

大井

片名地区の郷土料理 「崎っ
ぽ料理」がオススメ！漁師町な
らではの魚介類と地元の味
噌を豪快に混ぜて食べる料理
は絶品。

片名

