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クーポンコーナー
日間賀島

【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】2020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

魚太郎本店

お買い上げのお客様に

「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】2020年6月30日まで
知多郡美浜町豊丘原子32-1
コピー使用

☎0569-82-6188
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南知多グリーンバレイ
〒470-3321
知多郡南知多町内海打越77-1

TEL.0569-62-3939

縦切りと横切り、
どっちがお好き？肉厚
「平貝」
を食す！
り。地元ではタイラギ（タイラゲとも）
と
呼ばれる高級貝「平貝」について、日間

不可

☎0569-82-0248

るので、ぜひ食べ比べてくださいね。ま

ある仕事です。深さにもよりますがボン

めりを取って刺身にしていただきます。

源の保護のため、採れる量は春なら 1

まざまな貝が旬を迎える春。新鮮な貝

平貝はオリーブ色をした二等辺三角形

ください。

た、貝柱周辺のヒモもおいしく、塩でぬ

どありますが、海流に流される危険も

平貝をはじめ、アサリやナミガイなどさ

賀島で潜水業をしながら民宿「まりん」 ベ 1 本で 2 時間ほど潜れます。水産資

を営む鈴木誠也さんを訪ねました。

鯛祭りひろば

お買い上げのお客様に

朝 5 時になると船を出し、豊浜沖や篠

「えびせんべい」
ちょっぴりプレゼント

島、伊良湖岬の間にある漁場へ向かい

『平貝』

【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】2020年6月30日まで
知多郡南知多町豊丘駒帰34-24
コピー使用

ます。くぐりと呼ばれる潜水士がボンベ

タイラガイ

を背負い、懐中電灯を付けたヘルメット
をかぶって、水深12〜15ｍほどの海底

不可

☎0569-65-0323

特に縦切りと、横切りでは食感が変わ

海底は平坦ではなく、丘などの起伏が

あるので歩くのも大変。視界は10ｍほ

に潜り、海底から半分貝殻を出した平

貝を手作業で採っていきます。漁は2人

花ひろば

1組。親子や兄弟、親戚が多いですね。

通常700円のところ

松田 圭右
松田 良子

た南知多の貝は、肉厚で旨みがたっぷ

女将

ミネラル豊富な三河湾や伊勢湾で育っ

【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】2020年6月30日まで
知多郡美浜町北方吉田流52-1
コピー使用

料理を味わいに、南知多へ遊びに来て

日に400個が上限になります。

のきれいな姿で、35cmほどとビッグサ

はずのほし

漁師に聞く

美浜本店

「えびせんべい」
ちょっぴりプレゼント

観光農園

季刊

不可

お買い上げのお客様に

えびせん市場

2020年春号

代表取締役

えびせんべいの里

南知多町観光情報誌「ふらっと.南知多」

イズ。食べるのは貝柱で、直径 5cm ほ

どもあり肉厚。ステーキや塩焼きなど、
焼いて食べるのもいいですが、おすす

めはお刺身。ホタテよりあっさりした優

片名の事はこの人に聞け！

寒かった冬が終わると、春の陽気に誘われて自然と体を動かしたくなるもの。そんな時におすす
めなのが、自然あふれる敷地で、さまざまなアウトドアアクティビティを楽しめるテーマパーク
「南知多グリーンバレイ」。
一番人気は、全30種目ある本格的な「フィールドアスレチック」。木に登ったり、ぶら下がったり、
沼をわたったりと、遊び応えも満点。迂回路もあるので小さなお子さんも心配なし。
「がんば
れー」
「あぶない」
と声を掛け合いながら、全種目クリアを目指して。
もっと刺激が欲しいという方には、1994 年に日本で初めて開設された「バンジージャンプ」はい
かが？高さ 20ｍのジャンプ台から空中にダイブすれば、恐怖心とともに日ごろのストレスも解
消！5分以内に飛べなかったら強制終了になるのでご注意を。
ほかにも、3人まで一緒に楽しめる巨大ブランコ「スカイコースター」は、上空32ｍを時速90km
で滑空する爽快アトラクション。小さなお子さんには、10 万個のカラーボールが入ったボール
プールやすべり台などがある室内アスレチック
「アスレボール」を、おじいちゃん、おばあちゃんも
楽しめる「パターゴルフ」もあるから、家族みんなで楽しめるのがうれしい。思いっきり遊んだあ
とはバーベキューでおなかを満たして。食材も販売しているから手ぶらでも OK。知多半島道路
南知多I.Cより車で5分とアクセスも便利。家族みんなで気持ちいい汗をかいてください！

釣りざお
（エサ付）1,0００円、
レンタサイクル１時間500円

網元直売

ふらっと 南知多

2020 Spring

大自然の中で子どもも大人も楽しめる
「南知多グリーンバレイ」

貸し竿・レンタサイクル いこい

☎0569-68-2631

2020 Spring

しい甘さと、かみ応えある食感が楽し
めます。

刺身

入園料 630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】2020年6月30日まで
知多郡南知多町豊丘高見台48
コピー使用

不可

☎0569-65-2432

杉本美術館

入館料

鈴木誠也さん

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】2020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

南知多ちょっと

○○な宿

不可

☎0569-88-5171

お買い上げのお客様に

「自家製佃煮１パック」
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】2020年6月30日まで
知多郡美浜町古布枡池6-3
コピー使用

不可

☎0569-82-5151

まるは食堂 豊浜本店

うめ乃湯
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】2020年6月30日まで
知多郡南知多町豊浜峠8
コピー使用

不可

☎0569-65-1126

南知多でも珍しい
﹁カニ漁師﹂
が営む宿

つくだ煮街道

バター焼き

片名観光協会 釣部

南知多の
釣船の魅力

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！
知多半島を代表する魚介類の「渡り蟹」は全国でも
トップクラスの水揚げを誇っています。
その渡り蟹を専

教えます！

門に漁をしているのが篠島にある「大漁屋」。渡り蟹

冬も過ぎ，ぽかぽかと春めいてきました。さぁ、ここは船でダ
イナミックなアクティビティ。船の魚釣りに挑戦してみよう！
南知多片名港では春の伊勢湾にのっこんでくる魚はマダイ、
スズキ、
ワラサの他活性が上がるメバル、
アジ、
サバなどの回
遊魚が狙えますよ。
大型乗合船ではメバルやカサゴ、アジ、サバ、イサキなど。大
物乗合船やルアー船ではマダイ、ヒラメ、スズキ、ワラサなど
ビックな魚を狙っています。
片名港の釣船ではやさしくて親切な船長ばかりいて初心者
でも優しく教えてくれます。
また、釣った魚を地元の料理屋や旅館などで捌いてくれた
り、調理して食べさせてくれたりもできます。
みなさん是非、
お出かけください。

には大きく分けるとオスの旬とメスの旬があると教え
てくれる。メスは12月から6月の初旬までで内子が美
味しいとのこと。オスは７月から１０月下旬までで内子
はないが身が詰まり、
メスより数倍甘いとのこと。主人
自ら海に出て獲った魚介類をタップリ使った舟盛を
はじめ、食膳を海鮮が埋め尽くします。もちろんボ
リュームだけでなく、
質が良いのも大漁屋の自慢。
http://www.tairyouya.com/
オベージュ・ドン・イル大漁屋
〒470-3505 知多郡南知多町篠島浦磯1-60
TEL：0569-67-2600

はずのほし
代表取締役 松田圭右さん
女将 松田良子さん

FAX：0569-67-3150

（松田圭右さん）株式会社まるはに調理人として入社。まるは食堂
旅館ではフロント業務などを経て、支配人として 10 年以上活躍。
2019 年グループ会社を立ち上げ、
「はずのほし」代表取締役に就
任。趣味は釣りのほか、熱帯魚や金魚の飼育も楽しむ。
■はずのほし
〒470-3502 知多郡南知多町片名新師崎48

知多半島の先端に位置する片名は、新鮮な魚介
類を使った漁師料理「崎っぽ料理」で知られてい
ます。ランドマークである高層マンションのほか、
成願寺の周辺には古い家屋も残り、新旧が入り
交じる魅力的な場所。昨年11月にオープンした料
理旅館「はずのほし」代表の松田圭右さんと女将
の松田良子さんを訪ね、片名の魅力を教えてい
ただきました。

【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】2020年5月31日まで
知多郡南知多町内海一色36
コピー使用

不可
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☎0569-64-1555

ント
プレゼ

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!

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］

ミーナ

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。

tel.0569-62-3100

tel.0569-67-3700

fax.0569-67-3700 営業時間／9：00〜16：00

南知多の情報が満載！

■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 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／2020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。

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/

す。でも、宿が多い国道247号線から海側は、50年
釣った魚を1匹500円程度で調理してくれる宿もあり
ほど前に埋め立てられてできた比較的新しい場所 ます。
自分で釣った魚を味わうのは格別ですよ。
なんですよ。昔は山側に田んぼがあって、小さな頃
は友だちと一緒にザリガニやカエルなどを捕まえて 「はずのほし」
のこだわりは？
遊んでいましたね。
1日7組限定の隠れ家のような料理旅館です。古い
建物を和モダンにリノベーションし、露天風呂付きや
片名のおすすめというと。
和洋室タイプなど、客室ごとにデザインを変えてい
やはり、おいしい魚を食べられることですかね。春 ます。新鮮な魚介類に、季節ごとに収穫される野菜
ならサクラダイがおすすめ。名前の通りうっすらとピ やお肉、知多半島名物の味噌や魚醤。海と、大地
ンク色の体がきれいで、お造りやフライ、干物にして
もおいしいです。釣り船を出してくれる宿も多く、

検索

と、旨みの恵みを使ったこだわりの料理が自慢で
す。三河湾を一望する大浴場や天然温泉の露天
風呂で、
日ごろの疲れを癒してください。小さな宿だ
からできる、上質なおもてなしを大切にしています。
今後の目標を教えてください。
片名は夜遅くまで営業するお店が減って寂しくなっ
てきたので、宿のエントランスのライトアップを始めま
した。まずは雰囲気づくりから（笑）。料理に温泉、
海辺の風景。片名を目的にたくさんの人に来てもら
えるようがんばります！

春のお出かけは、南知多に決まり！
お店／お土産／グルメ／温泉／イベント情報も網羅！

Facebookでもチェック！
ふらっと南知多

片名はどのような場所ですか？
釣り場としても知られる片名漁港をはじめ、船宿や
漁師宿が多く、海のイメージが強い町だと思いま

はずのほし 客室の一例

片名漁港

KATANA area

TEL.0569-63-0880

ステーキハウス ロック

ランチ時ソフトドリンク
無料券

片名地区

特集／春のおすすめアクティビティ！

お
お得
得な
な
クーポン
クーポン
付き
付き！
！

篠島

愛知県初！カキ養殖が
本格的にスタート！

ふらっと 南知多

2020 Spring

今年から篠島で養殖した牡蠣が島内で食べられるようになりまし
た。鳥羽に行かなくても名古屋から90 分の篠島で冬の味覚を存分
に味わうことができます。
篠島といえばしらすの水揚げ日本一といわれる漁師島ですが、新た
な魅力が加わりました。

篠島観光協会
営業時間／9:00〜16:00
定休日／無休
ミーナ

しらっぴー

祭 鯛之介

しらっぴーな

たこみちゃん

狙うは大粒のアサリ3月27日
（金）、潮干狩り解禁！

☎0569-67-3700

ふぐ吉

毎年3月から6月にかけて開催される潮干狩り。矢作川や豊川が流れ込む三河湾は栄養
素が多く、身が大きくて、甘いアサリが取れることで有名。豊丘にある山田海岸には愛知
県だけでなく、岐阜県や長野県などから訪れる人がいるほどの人気スポット。遠浅の海
岸にはアサリのほかに、
バカ貝
（アオヤギ）、
カガミ貝、
マテ貝が採れます。潮干狩りのコツ
は、砂地よりも少し小石が混じった場所を掘ること。小石の周りの栄養素で黒っぽく身
がしまったアサリの味は絶品。塩水でしっかり砂抜きしたら、酒蒸しやアサリごはんにし
たり、味噌汁やパスタの具材にしたりと、アレンジは自由。新鮮なバカ貝（アオヤギ）は刺
身にしてもおいしい。口の中いっぱいに広がる潮の風味を楽しんで。ケガをしないよう軍
手やサンダルをお忘れなく。くまで（かぎ）や長靴のレンタルがあるけれど数に限りがあ
るので持参がおすすめ。営業日は日によってことなるので事前に確認を。

http://www.shinojima-aichi.com

〒470-3505 知多郡南知多町篠島浦磯 島の駅SHINOJIMA
日間賀島

日間賀島

島の四季折々の旬を
味わえるお宿がオープン

民宿徳川が、街灯も少なく暗い漁師港に、ぽつんと暖かい灯りがと
もるような、
皆様の心にほんわか灯りがともるような、そんな宿を目指し、
「島灯
りの宿 とく川」
として生まれ変わりました。
漁師宿ならではの新鮮な島の魚介類を楽しみにぜひ日間賀島へお
越し下さい。

日間賀島に自動運転バス、
実証実験始まる

島灯りの宿 とく川
定休日／無休

☎0569-68-2074

http://www.himaka-tokugawa.com/

〒470-3504
知多郡南知多町日間賀島久渕道下21

日間賀島自動運転
全域

名古屋

「海の癒し ワークショップ」名古屋市西区ＭＯＺＯワンダーシティ
で開催！南知多町で広がり始めた「おたから博」。その中から砂時計
作り、多肉植物の寄せ植え体験、蔓かご編み体験など盛りだくさん!
南知多町の魅力を発信します。地域で輝いているステキなものや
ユニークな活動を掘り起こし、楽しい出会い・交流を広げるプロ
ジェクト
「mozo jiimo（モゾ ジーモ）」
！ 是非お越し下さい。

お一人様でもお気軽に何回目
からでも参加OKの人気企画

開催日／2020年 ３月２８日
（土）
・２９日
（日）10：00〜17：00
[お問い合わせ]

南知多町観光協会 ☎0569-62-3100

南知多町観光協会 ☎0569-62-3100

「まるは食堂」
創業７０周年記念公演

篠島海水浴場時計台付近に新たなお店がオープン。陽だまりのよう
な楽しい場所になるように
「サニー」
と名付けられた。
名物は「クロワッサンたい焼き」外側のパリッとしたパイ生地と甘さ
控えめの餡子が美味しい。
これ以外にもドリンク、
ソフトクリーム等
メニューも充実。きれいな海水浴場を散歩しながら寄りたくなるお
店。島の子供達にも人気です。

漁師さんからレクチャー開放感抜群の海釣り体験

70周年に向け、
まるはの歴史に何か残せないかと考え、素敵なご縁
をいただき、5月に創業者のうめさんを題材とした、
「まるは食堂」と
いう演劇が公演されます。
ボロ家のさかな屋から
「まるは食堂」
を築いた女傑・相川うめの一代
記！出演：竹下景子 渡辺哲 寺十吾 他

名古屋公演

会場／ウインクあいち

2020年

[名古屋公演に関するお問い合わせ]
中京テレビ事業 TEL 052-588-4477
https://cte.jp/ (平日10:00〜17:00/土･日･祝休業)

サニー
営業時間／10:00〜16:00
定休日／不定休

東京公演

☎090-9029-2281

〒470-3505 知多郡南知多町篠島

予約制

海釣り初心者にこそ体験してもらいたいのが、船頭さんがレクチャーしてくれる大型
中物乗合船、大物乗合船、貸切船、ルアー船での海釣り。釣り船の魅力は何と言って
も、魚のいるポイントまで移動できること。経験豊富な漁師さんが船を操縦し、季節
やその日の天候にあ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
いうことは少ないそう。さらに、釣り方のアドバイス、釣った魚の名前や食べ方を教え
てくれるのもうれしい限り。大型船なので揺れが少なく、冷暖房やトイレも完備して
いるので、小さなお子さんや女性も安心して楽しめます。海に目をやれば、スナメリや
トビウオが泳ぎ、運が良ければイルカと出会えることも。魚の種類も増え、産卵前で
体が大きくなる春は、海釣りのベストシーズン。釣った魚は地元の料理店や旅館など
で下処理や調理して食べることもできます。利用人数や時間帯で料金が変わるので、
各釣り船に問合せを。
ぐるりと海に囲まれ開放感いっぱいの釣り船を満喫して。

〒470-3505 知多郡南知多町内海先苅31-2

内海

篠島

篠島海水浴場の真ん中に
甘いスポット発見！

釣り船

第１３回コース

２０２０年４月１８日（土）／距離:約6.0km／スタート
受付:内海駅（8:00〜10:30［時間厳守］）※後開催【4
月19日（日）〜26日（日）】もございます。

〒470-3505 知多郡南知多町内海先苅31-2

大井漁港豊丘支所／☎0569-65-0370

［料金］
・1袋まで
・大人（中学生以上）1400円／小人（小学生）1000円
・くまで
（かぎ）貸出料1丁100円

内海駅をスタートに日間賀島・篠島・師崎を巡る港町巡拝コース。参
加者には各本開催のゴール受付にて「オリジナル巡拝記念カード」
をプレゼントされます。このカードには、各回ごとに巡拝する寺院の
イラストと弘法大師の金言が載っています。予定が合わず本開催に
参加できない場合や天候が悪くて諦めていた方でもご参加いただけ
るよう後開催が設定されています。
お好みの日程でご参加ください。

歩いて巡拝（まいる）知多四国

会場／ｍozoワンダーシティ

〒452-0817名古屋市西区二方町40番 １階イーストコート

【お問い合わせはこちら】

お だやかな 海 と どこ までも 広 がる 大 空 が 自 慢の 南 知 多 町 は ︑大
自 然 を 満 喫でき る 観 光 地 ︒あ た たかな 春 を 迎 え ︑身 も 心 も 自 然
と ア ク ティ ブ に なって き た の で は な いでし ょ う か ︒今 回 は﹁ ふ
らっと 南 知 多 ﹂がおすすめする ︑自 然の恵みを 体 感できるお 出か
けスポットやアウトドアアクティビティを ご 紹 介します︒

愛知県の魅力再発見！
ｍozo jiimo南知多町編

日間賀島で、
「離島における観光型MaaSによる移動」
をテーマとした
自動運転の実証実験が実施されました。鉄道の切符に付属したＱＲ
コードを介し、名古屋から日間賀島までの鉄道と船舶の乗り継ぎ情
報、島内の自動運転バスの運行時間、シェアサイクル、観光情報と
いった観光客にとって必要な情報がスマートフォンなどの情報端末
から取得できるMaaSによる移動サービスを住民や観光客らに体感
いただきました。自動運転バスには、顔認証乗降、遠隔監視、また国
内初となる車内転倒防止支援技術システムが実装され最先端技術
が満載。今よりぐっと身近な日間賀島、南知多町になる時代がすぐそ
こまで来ている予感。

会場／東京芸術劇場シアターウエスト

[東京公演に関するお問い合わせ]
Mitt TEL: 03-6265-3201 (平日12:00〜17:00)

5月15・16日

2020年 5月27日〜31日

【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。
】
・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

3

いちご狩り

予約制

摘みたて新鮮いちごを味わう至福のひととき

5 月下旬頃まで楽しめるいちご狩りは、春を代表するレジャーの 1 つ。冬場のハイ
シーズンと比べて料金もリーズナブルになり、甘くて新鮮ないちごをお得に、おなか
いっぱい味わうことができます。おいしいいちごを見分けるポイントは 3つ。1つはヘ
タの近くまでいちご全体が赤く色づいているもの。2 つめにツブツブが盛り上がっ
て、はっきりしているもの。ちなみにこのツブツブは種ではなく、いちごの実。赤いと
ころは茎なんだそう。3つめはヘタの色が新鮮で、ピンと反りかえっているもの。最初
は練乳をつけずに、いちご本来の味を楽しんで。ヘタ側は酸味が強く、先端は甘いの
で、お好きな方からどうぞ。春といえども天気が良いとハウスの中は蒸し暑くなるの
で、脱ぎ着しやすい服装がおすすめ。南知多には「いこいの農園」
「いちごの里」
「いち
ごの丘」
「 観光農園 花ひろば」の4つの農園があるので、食べ比べてみるのも楽しい
かもしれませんね。
ウェブ予約できるので、早速アクセス。

【ご予約・お問い合わせはこちら】

・観光農園 花ひろば／☎0569-65-2432 http://www.hana-hiroba.net/
・南知多いちごの里／☎0569-62-1115 http://www.1115.jp/
・いちごの丘／☎0569-83-1519 http://www.15oka.com/
・いこいの農園／☎0569-62-1851・2165 http://ikoinoichigo.jp

観光農園

料
営業時間も施設ごとににより異なります︒予め︑
ご確認ください︒
※金設定期間や年齢︑

最新NEWS＆イベント

潮干狩り

おすすめ
の
ア ク ティビ ティ！

南知多の各エリアから発信された、

2020 Spring

春

ふらっと 南知多

2

花ひろば

一面の色鮮やかな花畑が圧巻SNS映え間違いなし！
南知多の温暖な気候のもと、広大な敷地に 1 年を通じて色とりどりの花が咲き誇る
観光農園「花ひろば」。3 月下旬までなら、60 万本の菜の花がまるで絨毯のように広
がる美しい景色にくぎ付けに。ほかにも春はポピーやキンセンカ、アイリス、ルビナ
ス、スイセン、金魚草といった花々も見ごろを迎えます。愛犬の入場も OK だから、花
畑をバックにお気に入りの写真を残すのもすてき。入場料を払えば、園内の花をどれ
でも１人 10 本まで摘み帰れるので、家でも春の花の美しさを楽しんで。館内ではエ
ディブルフラワー（食用フラワー）を使った花スイーツを用意。季節のフルーツをふん
だんに使った限定ケーキは、SNS映えすること間違いなし。花ひろばのいちごを使っ
たブラックタピオカ入りのいちごミルクや、テレビでも紹介され話題の手づくりいち
ごシェイクもおすすめです。近隣農家からの産直野菜も要チェック。

【お問い合わせはこちら】

観光農園 花ひろば／☎0569-65-2432
http://www.hana-hiroba.net/

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

［開催日］2月下旬〜3月上旬

大井

02 第13回おたから博開催！［開催日］5月17日（日）〜6月28日（日）

04 潮干狩り
山田海岸
豊丘

［開催日］3月27日
（金）〜6月22日
（月）

地域の活性化を図るイベント「おたから
博」。今回は美浜町、武豊町、阿久比
町、そして常滑市が加わり、
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！地引
網や今人気のおたから工房など、
この時
期は知多半島の魅力がいっぱいです。
南知多町観光協会

豊丘

南知多町観光協会

07 キッズアドベンチャー
サンセットビーチ

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！

篠島

［開催日］5月4日
（月・祝）
・5日
（火・祝）

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。
※一般の方は大人1,000円、小人500円
※当日参加可（有料）

篠島観光協会

日間賀島観光協会

0569-62-3100

0569-67-3700

09 ドルフィンアイランド日間賀島
サンセットビーチ
日間賀島

0569-68-2388

［開催日］5月23日
（土）
〜9月22日
（火・祝）

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。／3歳以上1,500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3,000円

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

日吉苑
・入浴料金：大人800円、小人700円、4〜6歳600円、0〜3歳500円（タオルなし）
・営業時間：11時〜19時 ・TEL 0569-62-2088
浜辺のホテル 松涛
・入浴料金：大人1,000円、小人700円、幼児500円、1・2歳300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

0569-68-2388

源氏香 ※混雑時ご利用不可・要お問合せ
コーヒー1杯付）
・入浴料金：1,650円（タオル、バスタオル、
・営業時間：11時〜14時／15時〜18時 ・TEL 0569-62-3737
鯱亭 ※混雑時ご利用不可・要お問合せ
・入浴料金：880円
（タオル付）・TEL 0569-62-2525
・営業時間：11時〜14時／15時〜18時
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

0569-62-3100

［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。

08 魚のつかみどり大会
篠島サンサンビーチ

［開催日］4月29日
（水・祝）
〜5月6日
（水・祝）

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

花乃丸
・入浴料金：1,100円
（タオル付）
・営業時間：11時〜14時・15時〜18時
・TEL 0569-64-3555

17音の小箱

投句箱

［開催日］4月25（土）
・26日
（日）、
5月2（土）〜6日
（水・祝）

日間賀島

祭礼行列が祭囃子を奏でながら林
若子神社に向かいます。
祭礼後には、ゆめ風船飛ばしやもち
投げなどを行い。会場を盛り上げま
す。

南知多町観光協会

内海

オテル・ド・マロニエ 内海温泉
・入浴料金：大人1,000円（バスタオル貸出）／小人500円 ・TEL 0569-62-3255
・営業時間：火・木曜日15時〜20時・その他13時〜20時

豊浜

0569-62-3100
［開催日］4月5日
（日）

座してみるアート展
05 20 旧内田家住宅
（内田佐七家）

0569-65-0370

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。

山海

［住所］知多郡南知多町大井聖崎／駐車場あり

06 乙方熊野神社祭り
乙方地区一帯

大井漁港豊丘支所

東端区の祭礼は二百年以上続く祭りで、
金色の装飾が施された神輿と山車の練り
歩きが見所です。また、吹越区と岡部区で
は力強い山車の曳き回しとからくりの奉納
があり、馬場・北脇・中之郷区では「三郷ま
つり」として棒の手や蛇車、奴さんなど個
性豊かな民俗芸能の奉納が行われます。

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 3 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。

南知多町観光協会

0569-62-3100

［開催日］4月5日
（日）

内海

［料金］1袋まで−大人（中学生以上）1400円、
小人（小学生）1000円

内海

03 内海春まつり
内海地区一帯

気軽に楽しめる日帰り温泉が人気！

春の行楽といったら潮干狩り
！町内には、
山田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。

県内一の湯量を誇る温泉郷

国の重要文化財 旧内田家住宅にて「空の会」の会員の切り絵、陶芸、楽書、彫
刻、ガラス工芸、水彩画などのアート作品やライブを体験できます。各地で活躍す
る作家の作品を座りながら内田家の趣と合わせてご覧ください。
最終日の18時からは三線のライブも無料でお楽しみいただけます。
［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

南知多町観光協会

0569-62-3100

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。
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。

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、東海俳句懇話会「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
「海」
とさせていただきます。
・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2020年6月末日
【郵送先/お問合せ】

〒470-3321 知多郡南知多町内海先苅31-2
南知多町観光協会 観光案内所

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

