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南知多町観光情報誌「ふらっと.南知多」

お店／お土産／グルメ／温泉／イベント情報も網羅！

春のお出かけは、南知多に決まり！

特集／釣り船に乗って豪快な海釣りを体験しよう！

ふらっと 南知多ふらっと 南知多
4

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

張り出した大きな目玉が特徴のメバ
ルは、アカメバル、シロメバル、クロメ
バルの3種類あり、南知多では特にお
いしいと言われるクロメバルがよく獲
れます。競り直前の片名漁港を訪ね、
仲買業を営む「味里」の中村文彦さん
にお話を伺いました。

メバルは一年中水揚げされますが、産
卵を終えた春に群れることが多く、こ
の時期は漁の最盛期を迎えます。南知
多での漁法は2種類あって、1つは魚
の通り道に刺し網と呼ばれる帯状の
網を仕掛け、編み目に魚を絡ませる漁
法。もう1つは、竿で1匹ずつ釣り上げ
る方法。数こそ多く獲れませんが、生
きたまま釣り上げるので新鮮さが違
います。メバルは夜行性の魚で、今の
時期なら、日が昇る朝の5時半や6時
前から漁がスタート。水深が深い場所
よりも、磯周りで獲れるメバルの方が
おいしいと言われ、特に中ノ島や沖ノ

瀬よりも北側、つまり日間賀島や篠島
周辺のメバルは味が良く、競りでも人
気です。
　続いて食べ方を聞いてみると、メバ
ルの旨味や栄養素を丸ごといただけ
る煮付けが一番とのこと。白身魚でも
良質な脂が多く、さらに、必須脂肪酸
であるDHAやEPAもたくさん含まれ
ています。新鮮なメバルほど身がはぜ
やすく、こってりと味付けした煮付け
は、南知多の人たちの大好物。また、
25cm以上のメバルなら刺し身にして
も絶品で、白身ならではのもっちりと
した食感を楽しめます。春を告げる魚
とも呼ばれるメバル。温かくなる南知
多でぜひ味わってください。

『春告魚』
メバル

良質な脂が煮魚にぴったり。春告魚「メバル」を食す！漁師に聞く

日間賀島　貸し竿・レンタサイクル　いこい

【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】2019年6月30日まで
知多郡南知多町日間賀島西港

☎0569-68-2631

網元直売　魚太郎本店

【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】2019年6月30日まで
知多郡美浜町大字豊丘字原子32-1

☎0569-82-6188

えびせんべいの里　美浜本店

【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】2019年6月30日まで
知多郡美浜町大字北方字吉田流52-1

☎0569-82-0248

えびせん市場　鯛祭りひろば

【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】2019年6月30日まで
知多郡南知多町大字豊丘字駒帰34-24

☎0569-65-0323

観光農園　花ひろば

【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】2019年6月30日まで
知多郡南知多町大字豊丘高見台48

☎0569-65-2432

杉本美術館

【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】2019年6月30日まで
知多郡美浜町美浜緑苑1-12-1

☎0569-88-5171

クーポンコーナー

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

「えびせんべい」
　　　　ちょっぴりプレゼント

入園料

入館料 大人200円割引
中・高生100円割引

まるは食堂 豊浜本店

【提示条件】ご入館時
【利用条件】他券併用不可／１枚で何名様でもご利用可
【有効期限】2019年6月30日まで
知多郡南知多町大字豊浜字峠8

☎0569-65-1126

うめ乃湯
入浴券100円割引

釣りざお（エサ付）９００円、
レンタサイクル１時間500円

「乾燥カットワカメ」
　　　　ちょっぴりプレゼント

お買い上げのお客様に

お買い上げのお客様に

つくだ煮街道

【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】2019年6月30日まで
知多郡美浜町大字古布字枡池6-3

☎0569-82-5151

「自家製佃煮１パック」
　　　　　ちょっぴりプレゼント

お買い上げのお客様に

580円に割引
通常650円のところ

コピー使用
不可

コピー使用
不可

コピー使用
不可

コピー使用
不可

コピー使用
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コピー使用
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コピー使用
不可

コピー使用
不可

コピー使用
不可

ステーキハウス ロック・サポートイン南知多

【提示条件】ご注文時
【利用条件】他券併用不可／１枚で２名様ご利用可
【有効期限】2019年5月31日まで
知多郡南知多町内海一色３６

☎0569-64-1555

ランチ時ソフトドリンク
無料券

コピー使用
不可

コピー使用
不可

TEL.0569-62-3100　info@minamichita-kk.com
http://www.minamichita-kk.com/

2019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：平山晴基／山海支部：米村喜裕／豊浜支部：斎藤
慎也／師崎支部：濱本忠則／篠島支部：辻佳佑／日間賀島支部：鈴木貴
博／大井支部：沢田美稲

小
笠
原 

辰
夫

小
笠
原 

辰
夫

豊
丘
の
事
は
こ
の
人
に
聞
け
！

豊
丘
の
事
は
こ
の
人
に
聞
け
！

園
主
園
主

観
光
農
園「
花
ひ
ろ
ば
」

観
光
農
園「
花
ひ
ろ
ば
」

野
田 

有
美
香

野
田 

有
美
香

広
報
・
企
画
担
当

広
報
・
企
画
担
当

観光農園「花ひろば」  
園主 小笠原辰夫さん
広報・企画担当 野田 有美香さん

（辰夫さん）農業や花き栽培を学ぶため、22歳でアメリカ西海岸に渡
る。帰国後は花き栽培に従事し、2001年「花ひろば」を開園。花の他
に、いちご狩りやメロン狩りなども手がけ南知多の人気スポットに成
長させる。趣味の社交ダンス歴は30余年。
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広報・企画担当 野田 有美香さん
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る。帰国後は花き栽培に従事し、2001年「花ひろば」を開園。花の他
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お得な
クーポン
付き！南知多の情報が満載！

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/
Facebookでもチェック！

ふらっと南知多 検索

観光・ご宿泊に関するお問い合せ ［南知多町観光協会］tel.0569-62-3100 fax.0569-62-3520 
営業時間／9：00～17：00　
info@minamichita-kk.com

［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/

［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/

プレゼントプレゼント
えびせんパーク「タコペッタン」

無料体験券を10名様にプレゼント!
■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『無料体験券プレゼント係』まで　■締切／平成31年6月30日消印有効　■
当選者発表／7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。

TOYOOKA area

南知多町のキャラクターのミーナです。「みなみちた」
の「みな」から「ミーナ」とし、キャラクターの持つ元気
で明るくはつらつとしたイメージから、南知多町の
人々が「みな（皆）」そうあって欲しいという願いを込
めて命名されました。
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南知多町観光釣り大使

岩月大地の
南知多町観光釣り大使

岩月大地の
釣りが好き！釣りが好き！やっぱりやっぱり

春の南知多は空が広く澄んでいて、潮の香りを含んだ南
風が心地よく、海辺を歩くだけで気分がとても良いので
僕は大好きです。そんな春の心地よい日は堤防でのんび
りと座って投げ釣りをするのがオススメです。ターゲット
はシロギス、カレイ、メゴチ、ベラなどで、南知多町の
堤防ならどこでも釣れます。タックルはリール竿なら何で
も OK。ラインはトラブルの少ない３号程度のナイロンラ
イン。後はオモリと仕掛けがセットになった「チョイ投げ」
セットを釣り具屋さんで買うだけ。餌は石ゴカイを小さく
ちぎって針に通し刺しにすれば完璧です。投げて糸ふけ
をとったり、あとは春のうららかな日差しの中でウトウト
しながらのんびりと待つだけ。たまに少し仕掛けを動かし
て誘いを入れるのも効果的です。このチョイ投げはお子
さんや初心者にもオススメ。もちろん堤防なのでルール
を守って、安全面には注意してください。ゴミの持ち帰
りも絶対に忘れずにお願いします。

南知多ちょっと　　　な宿○○

知多半島の最南端「師崎」から高速船で日間賀島
へ。日間賀島の中央部高台に建つ日間賀観光ホテ
ルは、館内どこにいても海を感じることができます。特
にデッキテラスからの眺めは最高！近くに篠島、遠く
に伊良湖・鳥羽を眺めながらのひとときは、海を全身
で感じることができる特別な時間。朝食・昼食後にフ
リードリンクをご用意して贅沢な時間を過ごしていた
だいております。また、ヨガなどのイベントを開催。こだ
わりの島料理とともに、思い出の一日を過ごしてみま
せんか？

南知多町内にはホテル・旅館・民宿が約150軒！
個性豊かな魅力的な宿をご紹介いたします！

TEL：0569-68-2211　FAX：0569-68-2212

日間賀観光ホテル
〒470-3504 愛知県知多郡南知多町日間賀島

春のマリンレジャーと言えば、子どもから大人まで楽しめる「潮干狩り」がおすす
め。大井漁協豊丘支所長の山本豊明さんにお話をお聞きしました。愛知県でも有
数の潮干狩り場として知られる山田潮干狩り場では、4／5（金）～6／22（土）
にかけて潮干狩りを開催！矢作川や豊川などが流れ込む三河湾は栄養素が豊富
で、身が大きく、甘いアサリが獲れると、毎年多くの人でにぎわいます。幅200m、
奥行き50mほどのエリアに、アサリをはじめ、バカ貝（アオヤギ）、カガミ貝、マテ
貝が生息。砂地よりも、少し小石が混じった場所を10cmから12cmほど掘るの
がポイントで、黒っぽく、身がしまったアサリの味は別格。獲ったアサリは塩水で
しっかり塩抜きして、定番の酒蒸しやアサリご飯にしたり、みそ汁やパスタの具材
にしてもOK。新鮮なバカ貝（アオヤギ）は刺し身にしてもおいしく、口いっぱいに
広がる潮の風味を楽しんで。ケガをしないようにサンダルや軍手の準備は忘れず
に。営業日は日によって異なるので事前に確認を。
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知多半島を縦走する南知多道路の終点、豊丘
ICがある豊丘地区は、海や田畑が広がるのどか
なエリア。いちご狩りやひまわり畑を手がける「花
ひろば」園主である小笠原辰夫さんと、広報・企
画担当の野田 有美香さんに豊丘の魅力を教え
ていただきました。

─豊丘はどのような場所ですか？
有美香さん：昔から半農半漁の暮らしを続けてき
た、自然豊かな場所ですね。春は山田海岸での潮
干狩り、夏は一面のひまわり畑に包まれて、秋にな
ると紅葉とコスモスがきれいです。冬は、いちごの
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おいしい季節。一年を通じてみなさんに楽しんでい
ただけるのが豊丘です。

─北海道を思わせるような広大な畑が続く風景が
印象的です。
辰夫さん：このあたりは愛知県でも有数の農作地
帯なんです。海底に堆積した泥が隆起してできた
地形で、肥料にも使われるケツガン（頁岩）が多く、
栄養豊富な場所。キャベツやブロッコリーの栽培が
盛んで、そのまま食べてもおいしいですよ。
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─豊丘のおすすめと言うと。
有美香さん：花ひろばでは季節ごとの花摘みだけ
でなく、エディブルフラワー（食用フラワー）を使った
スイーツや、いちごの手作りシェイクなど、おいしいメ
ニューも充実していますよ。でも、一番の魅力はやっ
ぱり「人」。昔ながらの日本の風景や生活が残って
いて、人情味あふれる町がとても好きです。空き家
バンクなどを活用して、ぜひ住んでいただけたらう
れしいですね。
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バンクなどを活用して、ぜひ住んでいただけたらう
れしいですね。

4～5月はポピーが満開4～5月はポピーが満開5月上旬まで楽しめるいちご狩り5月上旬まで楽しめるいちご狩り

人気の山田海岸で大粒あさりをゲット！人気の山田海岸で大粒あさりをゲット！

TEL.0569-62-3100TEL.0569-62-3100
南知多町観光協会南知多町観光協会 ●大人（中学生以上）1,400円

●小人（小学生）1,000円
●くまで（かぎ）貸出料1丁100円

●●金 ●●土4/5～6/224/5～6/22

交番

杉本美術館

ジョイフルファーム
鵜の池

恋の水神社日本福祉大学

鈴ヶ谷
みかん狩り
センター

田中農園

えびせんべいの里

美浜IC

南知多IC
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●●問合先

─今後の目標を教えてください。
辰夫さん：今年は糖度13度のキャベツ作りに挑戦し
ていて、4月に収穫予定です。他にも、ブルーベリー
畑やブドウ狩りも計画しています。
有美香さん：4月～5月にかけては、ポピーやキンセ
ンカなど、いろいろな花が咲くのでカラフルな花束を
お土産にできるとお客さんから喜ばれています。い
ちご狩りは5月上旬まで楽しめますよ。豊丘がもっと
魅力的な場所になるよう、これからも頑張ります！
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ていて、4月に収穫予定です。他にも、ブルーベリー
畑やブドウ狩りも計画しています。
有美香さん：4月～5月にかけては、ポピーやキンセ
ンカなど、いろいろな花が咲くのでカラフルな花束を
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中村文彦さん

山本豊明さん
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動物写真家岩合光昭初監督　映画「ねことじいちゃん」は、佐久島・
篠島などの三河湾で撮影され2月22日（金）から公開されています。
映画公開記念として「名鉄海上観光船」定期船内に映画のパネル
を、「島の駅」では映画のカットや原作コミック「ねことじいちゃん」の
どこかで見慣れた風景をパネルで展示ご紹介中です。原作のモデル
のひとつになった「篠島」へ是非お出かけください。

『ねことじいちゃん』パネル展を
島の駅SHINOJIMAで開催！

篠
島

島の駅SHINOJIMA

〒470-3505 知多郡南知多町篠島浦磯　島の駅SHINOJIMA

営業時間／10:00～16:00
定休日／無休

☎0569-67-3700
http://www.shinojima-aichi.com/

人気カラオケ番組「激カラ」の収録を５／７（火）山海・まるはリゾー
ト、６／４（火）日間賀島・大海老で行います。両日ともイチローの父
「チチロー」さんが参加し、イチローに関するトークショーも開催し
ます。この他にも地元演歌歌手の「富士ひろみ」「水原ゆか里」「なな
せじゅん子」等も出演予定です。
チチローさんの出演時間は１４時頃です。

南知多でＴＶ収録イチローの父
『チチロー」さんがやってくる！
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海
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南知多町観光協会

〒470-3321 知多郡南知多町内海先苅31-2　

営業時間／9：00～17：00　
定休日／

☎0569-62-3100
http://www.minamichita-kk.com/

千種区で営業していた久留米ラーメンの専門店が南知多・内海に
OPEN!　独特な豚骨臭さが久留米ラーメンの特徴。毎日継ぎ足さ
れた濃厚豚骨スープはクセになること間違いなし。
クリーミーでマイルドなスープに細ストレート麺はもちろん、薄切り
チャーシューなどシンプルなトッピングが絶妙なコンビネーション。
ラーメン500円～とリーズナブルな料金設定も嬉しい。

名古屋の名店「とんぱーれ」が
内海に登場！

内
海

とんぱーれ

波まくら様駐車場

営業時間／17:00～21:00　
※スープがなくなり次第終了
定休日／土日休業
☎090-6768-8108

シンガーソングライター、ラジオパーソナリティとして人気の河原崎辰也の野外
ライブが、まるはリゾートで開催されます。熱い河原崎辰也さんのライブと一緒
にまるはリゾートで伊勢湾を望む絶景のＢＢＱもお楽しみいただける他では体
験できないライブです。ＧＷを熱いライブとＢＢＱで盛り上がってみませんか。

サマーシーズン第一弾 
河原崎辰也野外ＬＩＶＥ決定！

山
海

まるはリゾート

〒470-3322 知多郡南知多町山海高峯9-1　

☎0569-64-0333
http://www.maruha-net.co.jp

昨今、台湾からの訪日教育旅行の滞在先として人気が出始めた日
間賀島。昨年８月に、台北市でデザインを学ぶ商業高校の女子生
徒１８人が来訪されました。彼女達は、島の魅力を台湾へ広げよう
と、滞在中に、島の広報宣伝物等の制作に取組みました。製作物
は、島の観光スポット、特産のタコやフグをあしらった観光ポス
ターや絵はがき、お土産用グッズ、えびせんべい箱など。帰国後に
作品を完成させて、昨年１０月５日から７日に台北市で開催された
アジア最大級の学習博覧会「雑学展台北2018」で作品発表を行
いました。開催期間中は約１０万人が来場。アイデア感と可愛いら
しさがあふれた作品を並べた彼女達のブースには多くの来訪者の
ほか、台湾最大のテレビ局「TVBS」の取材も入って大変な盛況を
見せたそうです。

台湾で台北市の高校生が
日間賀島の魅力をPR

日
間
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三河湾に浮かぶ「篠島」「日間賀島」への船旅を演出する名鉄海上
観光船は、このたび「はやぶさシリーズ」の３隻目を就航させました。
定員１３４名とゆったりとした大型船で、従来よりも遮音性・耐振動
性に優れ、静かで安全な船旅をお楽しみいただけます。
はやぶさシリーズの特徴でもある屋外デッキも備え、爽やかな風を
感じながらクルージングを満喫できます。

名鉄海上観光船
新造船「はやぶさ3」就航

師
崎

名鉄海上観光船

〒470-3503 知多郡南知多町師崎明神山8　

営業時間／7:00～19:00
定休日／無休

☎0569-63-2025
http://www.meikaijo.co.jp/

満開の桜から舞い降りた花びらを、そのままガラスに封じ込めたよ
うな情緒あふれる「とんぼ玉体験」をご用意いたしました。
銀箔でできた花びらが麗らかな日差しの中で輝きます。
初心者の方でもスタッフがサポートしますので新しい事を始めるこ
の季節にぜひガラス工芸に触れてみて下さい。

春限定　銀箔の桜玉豊
丘

グラスバレー

〒470-3411　知多郡南知多町豊丘かに川106

営業時間／10:00～17:00
定休日／火曜日

☎0569-６５-３２７０
http://www.glass-valley.net
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ふらっと 南知多ふらっと 南知多

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。今年も南知多町大
井の風物詩「聖崎公園河津桜」をテーマにした「第2回大井河津桜フォトコンテスト」を
開催します。２月中旬から咲く河津桜は一足早い春を告げるものです。上陸大師像とと
もに大井の名所をお楽しみください。フォトコンテストの締め切りは３月１５日です。

［住所］知多郡南知多町大井聖崎1-16／駐車場あり
南知多町観光協会　0569-62-3100

聖崎公園の河津桜
聖崎公園

01
大井

潮干狩り
山田海岸

04
豊丘

地域の活性化をはかるイベント「おたから
博」。今回は美浜町、武豊町、そして阿久比
町が加わり、さらに充実したイベントが満載
です。おたから博専用チラシを持参するとお
得な店舗も！6月23日（日）は、SUP・カヤック体
験の恋活イベントを開催します。特産品が当
たる大ビンゴゲーム大会は目が離せません！

第11回おたから博開催！02
内海 山海

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！

［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

キッズアドベンチャー
サンセットビーチ

07
日間賀島

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・加盟店にお
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。

※当日参加可（有料）
篠島観光協会　0569-67-3700

※一般の方は大人1,000円、小人500円

魚のつかみどり大会
篠島サンサンビーチ

08
篠島

「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」がコラボして春
のお祭りを盛り上げます！

南知多町観光協会　0569-62-3100

乙方熊野神社祭り
乙方地区一帯

06
豊丘

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。
南知多町観光協会　0569-62-3100

南知多町観光協会　0569-62-3100

内海春まつり
内海地区一帯

03
内海

国の重要文化財 旧内田家住宅（尾州廻船内海船船主 内田佐七家）にて「空の
会」の会員の切り絵、陶芸、楽書などのアート作品やライブを体験できます。ゆっくり
座って見て、聞いていただける空間作りになっています。明治初期に建てられた
内田家の趣と合わせて心地よい波動を感じていただければ幸いです。

南知多町観光協会　0569-62-3100

‘19 座してみるアート展
旧内田家住宅（内田佐七家）

05
内海

イベントインフォメーションイベントインフォメーション

南知多の各エリアから発信された、
最新NEWS＆イベント

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 な々プログラムでお楽しみ下さい。

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

ドルフィンアイランド日間賀島
サンセットビーチ

09
日間賀島

【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。／3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

［開催日］2月下旬～3月上旬 ［開催日］5月12日～6月23日

［開催日］4月7日

［開催日］4月27日～5月6日

［開催日］5月4日・5日

［開催日］4月27日（土）～5月6日（月・祝）

［開催日］4月7日

［開催日］5月25日～9月23日

［開催日］4月5日～6月22日

春の行楽といったら潮干狩り！町内には、
山田に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。

［料金］1袋まで－大人（中学生以上）1400円、
         小人（小学生）1000円
南知多町観光協会　0569-62-3100

［公開時間］10:00～16:00　入場無料
［住所］知多郡南知多町内海南側39・55

〒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
TEL.0569-62-3100  FAX.0569-62-3520

気軽に俳句を詠んでみませんか？ あなたの一句、お待ちしています。

・有季定形
・「投句箱」は町内４ヶ所
・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
・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。
・応募締め切り平成31年6月末日

南知多の思い出を俳句にして「投句箱」または下の投句用紙を「郵送」にて受付いたします。

投句箱17音の小箱

【郵送先/お問合せ】

好評いただいております「１７音の小箱」の選者を新しく伊藤敬子先生にお願いすることになりました。
伊藤先生は、愛知県出身で山口誓子に師事、東海俳句懇和会「笹」主宰。
俳人協会評議員・愛知県支部長を務めるなどしている。

今回の俳句のお題は「旅」とさせていただきます。

クーポン

気軽に楽しめる日帰り温泉が人気！気軽に楽しめる日帰り温泉が人気！気軽に楽しめる日帰り温泉が人気！気軽に楽しめる日帰り温泉が人気！ 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。
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、やけど、
冷え性、婦人病などに効果があるといわれています。

オテル・ド・マロニエ　内海温泉
・入浴料金：1,000円（バスタオル貸出）　・TEL 0569-62-3255
・営業時間：火・木曜日15時～20時・その他13時～20時
日吉苑
・入浴料金：大人800円、小人700円、4～6歳500円、0～3歳400円（タオルなし）
・営業時間：11時～19時　・TEL 0569-62-2088
松涛
・入浴料金：大人1,000円、 小人700円、幼児500円（タオル別）
・営業時間：通年11時～16時／夏期14時～19時　・TEL 0569-62-0777
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海

豊
浜

うめ乃湯
・入浴料金：大人600、小人400円（タオルなし）
・営業時間：10時～22時
・TEL 0569-65-1126

花乃丸
・入浴料金：1,080円（タオル付）
・営業時間：11時～14時・15時～18時
・TEL 0569-64-3555

源氏香
・入浴料金：1,500円（タオル、バスタオル、コーヒー1杯付）
・営業時間：11時～14時　・TEL 0569-62-3737
鯱亭
・入浴料金：864円（タオル付）
・営業時間：15時～18時　・TEL 0569-62-2525
グランドホテル 山海館
・入浴料金：800円（タオルなし）
・営業時間：11時～21時　・TEL 0569-62-0218

まつしん丸［大型乗合船］／☎0569-63-1173
直栄丸［大物釣乗合船］／☎090-8867-3768
祐英丸［ルアー船］／☎090-3550-9730
優誠丸［大物釣乗合船］／☎0569-89-0502

ブルードラゴン［ルアー船］／☎090-7957-4152
みやけ丸［ルアー船］／☎090-6353-8190
海王丸［大物釣貸切船］／☎080-9114-2750
忠栄丸［大型乗合船］／☎0569-63-0655

山
海

県内一の湯量を誇る温泉郷

本格派から観光、ファミリーまで楽しめる、
釣り船に乗って豪快な海釣りを体験しよう！
本格派から観光、ファミリーまで楽しめる、
釣り船に乗って豪快な海釣りを体験しよう！

三方を海に囲まれ、海の幸に恵まれた知多半島。その南端にある南知多は、古くから1本釣りの漁業が
盛んで全国で有数の釣り船の数と釣りの技術レベルの高さがあります。マダイやブリ、カサゴなど、一年
を通じて様々な種類の魚が釣れる国内有数のスポット。そんな伊勢湾、三河湾で釣り船の楽しさを
もっとたくさんの人に知ってもらいたいと、片名漁港の8軒の釣宿が「片名観光協会釣部」を結成！代々
釣宿から、脱サラ・転職で始めた人など、経験豊かで優しい船長たちがお迎えいたします。釣り船の魅
力は何といっても魚のいるポイントまで船で移動して釣りができこと。初めて人でも釣れる確率はぐっ
と上がります。さらにぐるりと海に囲まれた非日常感も気分を高めてくれます。

こちらでは、様々な釣りのスタイルに対応できると人気を集めています。ひとりでもふらっと乗船できる
「乗合船」仲間と釣り船を貸し切ってワイワイ楽しめる「仕立て船」があり、エサ釣りとルアー釣りが可
能。タイやヒラメなどの大物釣り、アジやメバルなどの中物釣り、アカムツ・オニカサゴといった水深
150mから300mほどの中深海など、希望する魚に合わせてコースを選べます。また、午後便のショー
トコースもあり、初心者やファミリーなど観光をしながら体験釣りもおすすめ。手ぶらでもOK!経験豊
富な船長が優しく丁寧に教えてくれるのがうれしい。釣り船には、トイレや客室も完備し女性も安心で
す。釣れた魚は地元の料理店や民宿旅館で下処理や調理して食べられたりもできます。自分の釣った
魚で舌鼓、話もさらに盛り上がってくるはずです。料金やコースなどは船宿によって異なるので、詳細は
直接問い合わせてください。

希望にあわせて柔軟に対応。 釣りも、料理も楽しめる。 

【ご予約・お問い合わせは直接各釣船にお問い合わせください。】

・平成31年4月27日開催／受付：15時30分
・ＢＢＱ：16時～／ＬＩＶＥ：18時～19時30分
・ＢＢＱは限定販売60名様／
・お一人様 ＢＢＱ＆ＬＩＶＥ ￥５０００（ワンドリンク付）
・ＬＩＶＥのみ（ワンドリンク付） ￥３０００
・飲み放題：お一人様 ￥２０００ 19時まで

・体験料金2,700円（税込）
※土日月水曜日限定の体験になります。（要予約）

※混雑時ご利用不可・要お問合せ
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