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※このページの内容は、中国地方「とっておきの景色と食」に応募頂いた内容を基に構成しています。 

※「周辺のとっておきの景色と食」の丸数字はそれぞれ以下の内容を示しています。 

  ①紹介文、②食せる代表的なお店・眺望ポイント 

※人口は総務省「住民基本台帳に基づく人口」(平成 26年 1月 1日現在)、 

 面積・アクセスは各市町、ＪＲ等のホームページによります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（鳥取県鳥取市） 

白兎
は く と

海岸
かいがん

と白いかづくし 1 
 

白兎（はくと）海岸 

神話「因幡（いなば）の白兎（しろうさぎ）」の舞台。夏

には水のきれいな海水浴場として、多くの人が訪れます。

また、日本海に夕日が沈み、夕闇が静かに訪れるころ海

に灯り始める「漁火」の光は、幻想的な世界をつくりだ

します。また、白兎を祀った白兎（はくと）神社があり、

神話で白兎が身体を洗った不増不減の池などがありま

す。 

白いか 

5月から10月頃まで旬を迎える白イカは

鳥取を代表する、とろけるような濃厚な

甘さで、イカの大トロとも呼ばれていま

す。新鮮なイカは刺身で食べるほか、イ

カ丼なども有名です。食べる時にはワサ

ビでなく、生姜醤油で食べるのが鳥取流

です。 

 

周辺のとっておきの景色と食 鳥取市の概要・アクセス 

鹿野城下町 

①武家屋敷のあった殿町、商人町、紺

屋町などの町割は今も良く残ってお

り、城下町の面影を伝えています。 

②鳥取市鹿野町鹿野付近 

①トチやブナの原生林に覆われ、新緑か

ら雪景色まで、四季折々の彩りを楽し

め、高さ 40 メートルからの落水は、

迫力満点です。夏になると涼を求めて

たくさんの人が訪れます。雨滝の下流

には落差２０m の布引の滝があり、北

側には二段の筥滝があります。さらに

上流にも数多くの滝があり周遊歩道

などから眺めることができます。 

②鳥取市国府町雨滝付近 

雨滝 

☆食べることができる代表的なお店 

（イカ丼）山田屋 

  鳥取市賀露港 (TEL)0857-28-1004 

 

問い合わせ：鳥取市 観光コンベンション推進課 (TEL)0857-20-3227 

 

 

 

 

【人口】193,908人 【面積】765.66 k㎡ 

【アクセス】 

○アクセス（車） 

・岡山方面から 約２時間 30分 岡山市～(Ｒ

53) ～智頭 I.C～（鳥取自動車道）～鳥取

I.C～鳥取市 

・大阪方面から 約２時間 30分 吹田 I.C～

(中国道、鳥取道)～鳥取 I.C～鳥取市 

○アクセス（ＪＲ） 

・大阪方面から 約２時間30分 大阪駅～（ス

ーパーはくと）～鳥取駅 

・岡山方面から 約１時間50分 岡山駅～（ス

ーパーいなば）～鳥取駅 

（地図Ａ） 

（地図Ｂ） 

（地図Ｃ） 

春 
 

345689601 

345472287 
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（鳥取県倉吉市） 

倉吉の白壁土蔵群と 
      清流に育まれた関金の根わさび 

2 
 

白壁土蔵群 

倉吉市の玉川沿いに並ぶ白壁土蔵群は、江戸・明治期に建て

られたものが多く、国の重要伝統的建造物群保存地区に選定

されています。倉吉はかつて城下町として発展し、白壁土蔵

群周辺は中心的な商家が集まっていた場所であり、当時の落

ち着いた風情ある町並みが今も大切に残されています。この

土蔵群に立ち並ぶ古い蔵を利用して、現在ではお店や工房が

開かれており、買い物や手作り体験を楽しむことができま

す。 

関金の根わさび 

東大山山麓に位置する関金町は、古

くからわさびの生産が盛んな地域で

あり、西日本有数の産地となってい

ます。この地域を流れる川は周辺に

湧水が数ヶ所あり、その源泉は２０

０～３００年経過したものと推測さ

れ清流として有名です。わさび田は

畳石式と呼ばれる独特の栽培方法が

とられており、清流に育まれたこの

わさびは、辛みの中にほんのりした

甘みがあるのが特徴で、春からが旬

の季節です。 

周辺のとっておきの景色と食 倉吉市周辺の概要・アクセス 

坂本並木街道（三徳桜） 

①三朝町三徳地内に多く植生して

いるサクラは「三徳桜（ミトク

ザクラ）」といわれており、その

特徴は花、葉が大きく一見サト

ザクラ（ボタンザクラ）に似て

いますが、色が濃く遅咲きで花

持ちが長く、４月下旬の三徳桜

が満開の頃には地元の祭りが開

催され、多くの人で賑わいます。 

②三朝町坂本 坂本並木街道 

 

①鳥取県と岡山県の県境に位置する

「若杉山」（海抜 1021m）。恵まれた

ロケーションから、手ごろのハイキ

ングコース（片道約５０分程度）と

して人気を集め、春～初夏にかけて

中高年の登山愛好家や多くのハイ

カーなどで賑わっています。５月か

ら６月初旬にかけて、自生する「オ

キナグサ（県絶滅危惧種指定）」の

花が見頃をむかえます。 

②三朝町大谷 

 

若杉山 

問い合わせ：倉吉白壁土蔵群観光案内所(TEL)0858-22-1200、三朝温泉観光協会(TEL)0858-43-0431 

 

 

 

☆ 販売する代表的なお店 

 道の駅「犬挟」 

(TEL)0858-45-1313 

 

 【人口】49,729人 【面積】272.15 k㎡ 

【アクセス】 

○アクセス（車） 

・岡山方面から 約２時間 岡山 I.C～(岡

山道・中国道・米子道)～湯原 I.C～

(R313)～倉吉市 

・大阪方面から 約３時間 吹田 I.C～(中

国道)～院庄 I.C～(R179)～倉吉市 

○アクセス（ＪＲ） 

・大阪方面から 約 3時間 15分 新大阪駅

～（特急スーパーはくと）～倉吉駅 

・岡山方面から 約 2時間 40分 岡山駅～

（特急スーパーいなば）～鳥取駅～（特

急）～倉吉駅 

 

（地図Ａ） 

（地図Ｂ） 

（地図Ｃ） 

（地図Ｄ） 

春 
 

189654429 

345245897 

189115445 
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（鳥取県岩美町） 

浦富
うらどめ

海岸
かいがん

と幻の「モサエビ」 3 
 

浦富海岸（菜種五島） 

四月の上旬、展望台からは青く澄

み切った浦富海岸と黄色い菜の

花で色づいた菜種五島が臨めま

す。（城原海岸駐車場から歩いて１分） 

モサエビ 

モサエビは、松葉がにと同じ海底に生息し、鳥取沖での沖合底びき網漁

で捕獲されます。特に、松葉がに漁が終わりを迎える３月から５月は、

海水温が低いため、鮮度が抜群で桜色をし、緑色の卵を腹一杯に抱いて

います。刺身がおすすめで、外見からは想像できないほど甘く、トロけ

るような味わいがあります。モサエビは傷みが早いため、ほとんど地元

でしか食べられないまさに「幻の味」です。 

周辺のとっておきの景色と食 岩美町の概要・アクセス 

唐川のカキツバタ群落 

①標高４００ｍの谷間に発達した

中国地方の代表的な湿原。東西２

００ｍ、南北８００ｍの範囲に、

小川や大沢池に沿って大小の湿

原が分布し、約１００種類の湿原

植物が自生している。５月中旬頃

から６月初旬、濃い紫色のカキツ

バタの花が咲き揃います。全国か

ら花の愛好者で賑わいます。 

②岩美町唐川 

 

①５００枚・２５ha、洗井・横尾・

蕪島の三集落にまたがる勾配

緩やかな棚田です。これぞ日本

の原風景。清流に育てられた米

は、大変美味しいです。棚田オ

ーナーを募集しています。平成

１１年日本の棚田百選に選ば

れています。５月には田植えシ

ーズンを迎えます。 

②岩美町蒲生 横尾付近 

 

横尾の棚田 

☆食べることができる代表的

なお店 

海岸民宿・岩井温泉旅館 

（問い合わせ先） 

岩美町観光協会 

(TEL)0857-72-3481 

問い合わせ：岩美町観光協会 (TEL)0857-72-3481 

 

 

  

【人口】12,417人 【面積】122.4 k㎡ 

【アクセス】 

○アクセス（車） 

・岡山方面から 約３時間 20 分 岡山市～

(R53･R９)～岩美町 

・大阪方面から 約２時間 40 分 吹田 I.C

～(中国道、鳥取道)～鳥取 I.C～(R９)～

岩美町 

○アクセス（ＪＲ） 

・大阪方面から 約 3 時間 30 分 新大阪駅

～（特急スーパーはくと）～鳥取駅～（山

陰本線）～岩美駅 

・岡山方面から 約 2 時間 30 分 岡山駅～

（特急スーパーいなば）～鳥取駅～（山陰

本線）～岩美駅 

（地図Ａ） 

（地図Ｂ） （地図Ｃ） 

春 
 

960005041 

125564141 365303898 
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（島根県松江市） 

宍道湖の夕景と湖の幸 4 
 

宍道湖七珍 

時がたつにつれ様々に表情を変える夕景の美しさは絶景で、宍道湖の夕日は日本夕陽百選にも選

定されており「水の都松江」の象徴です。さらに、夕日の落ちる方角は神々の里出雲の地（出雲

大社等）であり、雲の切れ間から湖面に指す日の光は神々しささえ感じます。宍道湖に沈む夕日

が嫁ヶ島とともに見える絶景ポイントには、湖沿いを歩ける歩道や、腰掛けて夕日を楽しむこと

が出来るテラスなどが整備されています。 

周辺のとっておきの景色と食 松江市の概要・アクセス 

カラコロ工房 

①城下町松江の殿町に位置す

る旧日銀松江支店ビルは歴

史的建造物として市民に親

しまれてきました。これを修

復し、「匠」をテーマにした

製造・販売一体型の工芸館に

リニューアルしたのが「カラ

コロ工房」です。  

②城下町松江の堀川沿い 

 

①百花の王ともたたえられる牡丹の

日本一の生産地です。５月の牡丹、

１２月の寒牡丹をはじめ、園内の

室内牡丹園では一年中牡丹の花を

愛でていただけます。 

②松江市八束町 日本庭園 由志園 

 0852-76-2255 

 

由志園の牡丹 

☆食べることができる代表的なお店 : 松江市内 郷土料理店、旅館 

宍道湖の夕日 

淡水と海水が混ざりあう汽水湖である宍道湖で獲れる

魚介類の中から、"宍道湖七珍"と称される独特な郷土の

味覚が誕生した。「スズキ、モロゲエビ、ウナギ、アマ

サギ、シラウオ、コイ、シジミ」の七種類である。特に

シジミは、粒が大きく身は肉厚で、漁獲高は全国一。大

粒貝は湖北で、小粒貝は南岸で獲れる。一年を通してシ

ジミ汁は欠かせないが、旬は春。 

問い合わせ：松江市 観光文化課 (TEL)0852-55-5214 

 

  

 

【人口】206,404人 【面積】573.00k㎡ 

【アクセス】 

○アクセス（車） 

・広島方面から 約２時間 50分 広島 I.C

～(広島道・中国道・松江道)～松江玉造

I.C～松江市 

・大阪方面から 約４時間 吹田 I.C～(中

国・米子・山陰道)～東出雲 I.C～(R９)

～松江市 

○アクセス（ＪＲ） 

・岡山方面から 約２時間 30分 岡山駅～

(特急やくも)～松江駅 

（地図Ａ） 

（地図Ｂ） （地図Ｃ） 

春 
 

163441307 

163501081 

109546493 
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（島根県雲南市） 

三刀屋
み と や

の「御衣
ぎ ょ い

黄
こう

」とさくら餅 5 

三刀屋の御衣黄（ぎょいこう） 

国道 54号線に沿って流れる三刀屋川の河畔は桜の名所です。約

2キロメートルにわたり約 1,000本の桜が咲き誇ります。そのソ

メイヨシノの開花から遅れること 2週間、4月中旬から下旬にか

けて黄緑色の桜「御衣黄（ぎょいこう）」が満開を迎えます。さ

わやかで気品ある色合いが貴族の衣装を思わせることからその

名がついたとされ、全国でも希少な桜として有名です。 

さくら餅 

ピンク色のソメイヨシノと、気品

のある緑色の桜「御衣黄（ぎょい

こう）」。お花見を１シーズンで２

回楽しめる風土を生かしたのが、

20年以上もの間、地元の人から親

しまれているピンクと緑のさくら

餅。緑の皮にはヨモギを入れて御

衣黄の色を表現。食感もよく豊か

な香りと上品な風味は格別です。 

☆販売する代表的なお店 

・御菓子司 橘屋 

 雲南市三刀屋町殿河内 51-3  

 (TEL)0854-45-2742 

・しっぽもひと役本舗 天満屋 

 雲南市三刀屋町三刀屋 315 

 (TEL)0854-45-2117 

 
周辺のとっておきの景色と食 雲南市の概要・アクセス 

斐伊川堤防桜並木 

①「日本さくら名所百選」に認定さ

れた中国地方随一の桜の名所。毎

年 3月下旬から 4月中旬には、約

2 キロメートル、800 本の桜のト

ンネルが楽しめます。雲南市で

は、桜管理の専門職「桜守（さく

らもり）」を配置し、樹齢 80年以

上になる老木の保護や新たな苗

の育成に取り組み、桜のまちづく

りを進めています。 

②雲南市木次町木次 

 

八重滝 

①うっそうと老樹が繁茂する山

峡の清流約１キロ半にわたっ

て千姿万態の滝が集まり、一

大渓谷美をなしています。そ

の名のとおり、猿飛滝、滝尻

滝、紅葉滝、河鹿滝、姥滝、

姫滝、八塩滝、八汐滝の８つ

の滝からなり、二段構えで落

下する八汐滝（上段）と八塩

滝(下段)は水量が非常に豊富

です。 

②雲南市掛合町入間 

 

問い合わせ：雲南市 商工観光課 (TEL)0854-40-1054 

 

 

  

【人口】41,566人 【面積】553.4k㎡ 

【アクセス】 

○アクセス（車） 

・広島方面から 約２時間 30分 広島 I.C

～(広島道・中国道・松江道)～三刀屋木

次 I.C～(R54)～雲南市 

・大阪方面から 約４時間 20分 吹田 I.C

～(中国・米子・山陰・松江道)～三刀屋

木次 I.C～雲南市 

○アクセス（ＪＲ） 

・岡山方面から 約３時間 40 分 岡山駅

～(特急やくも)～宍道駅～(木次線)～

木次駅 

（地図Ａ） 

（地図Ｂ） （地図Ｃ） 

春 
 

134134415 

134138393 543547133 
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（岡山県岡山市） 

後楽園と岡山ばら寿司 6 
 

岡山後楽園 

１７００年に岡山藩主・池田綱政によって造

られた「岡山後楽園」。延養亭を中心とした回

遊式の庭園で、春の桜をはじめ四季を通して

さまざまな景色を楽しむことができます。昭

和２７年には文化財保護法による「特別名勝」

に指定され、後世に伝えるべき文化遺産とな

りました。近接する岡山城は、豊臣五大老の

一人となった宇喜多秀家が築城。黒い下見板

の姿から「烏城(うじょう)」とも呼ばれています。

現在のお城は戦後に再建されたものです。 

岡山ばら寿司 
岡山を代表する寿司といえば、岡山ばら寿司。一

般に寿司といえば寿司酢入りの飯に数種の具を

混ぜネタを乗せた｢ちらし寿司｣の形態が主流。し

かし岡山のばら寿司は、魚のつけ酢と具を飯に混

ぜ込み、一つひとつ味付けした具材をさらに飾る

もので、まったりと味わい深いのが特長です。ま

た、岡山の特産物である黄にらを使用した黄にら

ばら寿司も評判です。 

周辺のとっておきの景色と食 岡山市の概要・アクセス 

鰆（さわら） 

①鰆は回遊魚特有の濃厚な味をもっ

ていますが、大きいものでは臭み

は少なく上品な風味になります。

その風味は、まぐろやかつおなど

の大型魚と、さばやあじなどとの

中間的なもので、醤油にも酢にも

よく合います。岡山では昔から醤

油におろした生姜をいれて刺身な

どで食べられており、「ばら寿司」

の具材としても重宝されます。 

②市内各所 

 

①宗堂桜は八重桜の一種で直径 3

ｃｍ大の花弁が約 60枚もありま

す。内側 20枚ほどが反転して二

重の弁となり、八重桜としては

他に類を見ない珍しいもので

す。伝説では。この桜を植えた

雲哲日鏡上人が若くして殉教し

たのを悲しみ、花は開ききるこ

とがないとされています。 

②岡山市東区瀬戸町宗堂 

 

宗堂桜 

☆食べることができる代表的なお店 ： 市内各所 

問い合わせ：岡山市 観光コンベンション推進課 (TEL)086-803-1332 

 

 

  

【人口】704,572人 【面積】789.92k㎡ 

【アクセス】 

○アクセス（車） 

・大阪方面から 約２時間 20分 吹田 I.C～

(中国道・山陽道)～岡山 I.C～(Ｒ53)～岡

山市 

・高知方面から 約２時間 40分 高知 I.C～

(高知・高松・瀬戸中央道)～早島 I.C～(Ｒ

２)～岡山市 

・米子方面から 約２時間 米子 I.C～(米子

道・岡山道)～岡山 I.C～(Ｒ53)～岡山市 

○アクセス（ＪＲ） 

・大阪方面から 約 45 分 新大阪駅～(新幹

線)～岡山駅 

（地図Ａ） 

（地図Ｂ） 

春 
 

19892649 

151607072 
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（岡山県倉敷市） 

天領倉敷の風情と味わい 7 
 

返し寿司 

「白壁の町」「文化の町」として有名な「倉敷エリア」。

江戸時代、幕府直轄地「天領」として栄えた商人の町

でもありました。その中でも倉敷美観地区・本町・東

町の町並みは、古き情緒を今も色濃く受け継いでいま

す。白壁の屋敷、町の建築様式に息づく江戸の風情、

春には倉敷川沿いの柳並木が芽吹きます。そんな倉敷

の象徴的な風景は、いつの季節もそぞろ歩きがよく似

合います。 

倉敷市の概要・アクセス 

倉敷美観地区・本町・東町の町並み 

倉敷は海の幸、山の幸とも非常に豊富で質

が高く「倉敷寿司」は食材のオーケストラ

であり、名物料理として認知されています。

その中で、「返し寿司」は江戸時代に出され

た「一汁一菜の倹約令」に対抗して考案さ

れた町民の知恵寿司であり、金糸卵が敷か

れた裏面を見せておき、実際に食べる時は

ひっくり返して旬の食材が乗っている表面

からいただきます。 

☆食べることができる代表的なお店 

蔵 Pura  倉敷市阿知 3-18-18  (TEL)086-435-2211 

周辺のとっておきの景色と食 

観光に関する問い合わせ：公益社団法人倉敷観光コンベンションビューロー (TEL) 086-421-0224 

  

倉敷らしい甍の風景 

①倉敷ならではの甍が重なり合

う風景は、倉敷の町家散策の

途中に、是非見て頂きたいビ

ューポイント。特に明治４２

年創業の「森田酒造」の横に

ある「平翆軒」２Ｆから窓越

しに眺める倉敷の風景は、又

一味違ったものが味わえま

す。 

②岡山県倉敷市本町・美観地区付近 

平翆軒２Ｆ「破゛流知庵」 

 

①羽根を広げたすずめが稲穂に群が

る姿に似ていることから、「むら

すゞめ」と名づけられました。卵

をたっぷり使った生地を薄くのば

し、粒あんを包み込み、しっとり

としたソフトな食感に焼き上げま

す。また倉敷にある橘香堂・美観

地区店では実際に手作り体験（3個

500円、ジャンボサイズ 1個 1,000

円）もできます。 

②橘香堂・美観地区店 

 

むらすヾめ 
  

【人口】483,348人 【面積】354.72k㎡ 

【アクセス】 

○アクセス（車） 

・大阪方面から 約２時間 30分 吹田 I.C～

(中国道・山陽道)～倉敷 I.C～倉敷市 

・広島方面から 約２時間 広島東 I.C～(山

陽道)～玉島 I.C～(Ｒ２)～倉敷市 

・高知方面から 約２時間 30分 高知 I.C～

(高知・高松・瀬戸中央道)～水島 I.C～(県

道)～倉敷市 

○アクセス（ＪＲ） 

・大阪方面から 約 1時間 15分 新大阪駅～

(新幹線)～岡山駅～(山陽本線)～倉敷駅 

（地図Ａ） 

（地図Ｂ） 

春 
 

19632199 

19632199 
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（岡山県倉敷市） 

島々をつなぐ瀬戸大橋と海の幸 8 
 

周辺のとっておきの景色と食 

①瀬戸内海国立公園にある王

子が岳（新割山）は荒い花

崗岩の山肌に変わった形の

岩がたくさんある山です。

山頂まで登山道路が通じて

おり、瀬戸内海の多島美や

対岸の四国連山も見渡せま

す。パラグライダーのフラ

イトポイントもあり、スカ

イスポーツも盛んです。 

②倉敷市児島地区付近及び玉野

市渋川付近 

 

王子が岳 

下津井活蛸の石焼き 

鷲が羽を広げたように瀬戸内海に突きでている標高１３３ｍの景

勝地。山頂「鍾秀峰」に登れば、東は播磨灘から西は水島灘まで

の展望が開けます。三百山から見た瀬戸内海に沈む夕日は、「日本

の夕陽百選」に選定されています。 

鷲羽山からの瀬戸内海 

下津井産蛸の味覚を堪能でき

る逸品料理。そのままでも召し

あがれる活蛸を熱々の石の上

で焼いて頂きます。あっさりと

ポン酢でお召し上がり下さい。 

☆食べることができる代表的なお店 

せとうち児島ホテル内 和食「岐備」 

倉敷市下津井吹上 303-53 

(TEL)086-473-7711（代表） 

 

 

 

玉島円通寺本堂 
①円通寺は奈良時代（8世紀）に僧・

行基が創建したと伝えられる。江

戸時代、安永８年（１７７９年）、

青年時代の良寛さまが出雲崎より

訪れ約 18年間修行した。良寛さま

ゆかりの建築物や遺墨が数多く残

されており、付近一帯は公園とし

て整備されている。４月初旬には

吉野桜、５月初旬には、つつじが

咲きます。 

②倉敷市玉島柏島 451 

①玉島の乙島海岸で採れた「乙島シャク（穴ジ

ャコ）」の天ぷら。皮はやわらかく、丸ごと食

べられます。普通のシャコと違い、１匹ずつ

獲るので大量に流通しません。旬は３～10月。 

②国民宿舎 良寛荘 (TEL) 086-522-5291 

乙島シャクの天ぷら 

 

 

観光に関する問い合わせ：公益社団法人倉敷観光コンベンションビューロー (TEL) 086-421-0224 

倉敷市の概要・アクセス 

概要・アクセスは前頁参照 

 

（地図Ａ） 

（地図Ｂ） 

（地図Ｃ） 

春 
 

19037804 

19165299 

111139505 
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津山ホルモンうどん 

牛ホルモンの旨みがうどんに絡まり、ビ

ールによく合う一品。 ホルモンは低カ

ロリーでコラーゲンが豊富なので近年

は女性からも人気。 平成２１年９月、

秋田県横手市で開催された「Ｂ－１グラ

ンプリ」で初出展ながらブロンズグラン

プリ（３位）を受賞。一気に全国区の人

気グルメに躍り出ました。 

☆食べることができる代表的なお店 

津山ホルモンうどん研究会加盟の 24店舗ほか 

 

（岡山県津山市） 

津山の鉄道文化遺産とホルモンうどん 9 
 

旧津山扇形機関車庫 

津山市は古くから畿内と出雲を結ぶ交通の要衝として

栄えてきました。近代に入り鉄道が整備されると、瀬

戸内と日本海を結ぶ鉄道の中間点としての役割も担う

ようになりました。昭和初期には、蒸気機関車１７線

を格納することができる扇形機関車庫と機関車の方向

転換をするための転車台が作られました。旧津山扇形

機関車庫は現在、梅小路機関車庫に次ぐ国内で２番目

の大きさの現存する機関車庫として全国から注目を集

めています。 

 ３月～１１月の間、毎月第２・４の土曜・日曜に見

学会が行われています。現役で使用されている施設な

ので、見学会の日以外は立入が禁止されていますが、

ＪＲ津山駅の南側道路から見ることができます。 

周辺のとっておきの景色と食 

津山市の概要・アクセス 

①黒岩高原一帯の水を集めて落合

渓谷に流れ落ちる布滝。高さ 50

メートル、幅 10メートルで黒い

岩の上に白い布を晒しているよ

うに見えることからこの名が付

きました。滝壺周辺はヤマボウ

シ、カエデが多く、新緑と紅葉

の季節がとりわけ美しいと言わ

れています。布滝周辺は渓流沿

いにトレッキングコースが整備

されています。 

②津山市阿波 

 

布滝 
 

 

【人口】105,557人 【面積】506.36k㎡ 

【アクセス】 

○アクセス（車） 

・大阪方面から 約２時間 吹田 I.C～(中国

道)～津山 I.C～津山市 

・広島方面から 約２時間 50 分 広島 I.C～

(広島道・中国道)～院庄 I.C～津山市 

○アクセス（ＪＲ） 

・大阪方面から 約 2 時間 30 分 新大阪駅～

（新幹線）～岡山駅～（津山線）～津山駅 

・広島方面から 約 2時間 15分 広島駅～（新

幹線）～岡山駅～（津山線）～津山駅 

問い合わせ：津山市 観光振興課 (TEL) 0868-32-2082 

（地図Ａ） 

（地図Ｂ） 

春 
 

153495009 
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（岡山県瀬戸内市） 

古より伝わる迫門
せ と

の曙と「どどめせ」 10 
 

虫明の朝日「迫門（せと）の曙」 

瀬戸内市邑久町虫明の朝日は「迫門（せと）の曙」と呼

ばれ、平安末期の玉葉集の中で「平忠盛」は、「虫明の

迫門（せと）の曙見る折ぞ都のことも忘られにけり」と

詠み、その眺望を称えています。虫明湾に浮かぶ牡蠣い

かだと朝日のコントラストはとても美しく、多くの写真

家が訪れています。 

どどめせ 

鎌倉時代吉井川を高瀬舟の渡しが往復して

いた頃、「福岡の市」の渡し場にあるめし屋

は毎日炊き込みご飯を炊いていました。あ

る日、酒に酔った武士が酸っぱくなったど

ぶろくを炊き込みご飯にかけたところ、い

つもと違う味とおいしさにびっくり。いつ

しか名物となり「どぶろく飯」がなまって

「どどめせ」になりました。どどめせは岡

山名物の「備前ばら寿司（祭り寿司）」のル

ーツになったといわれています。 

周辺のとっておきの景色と食 瀬戸内市の概要・アクセス 

福岡の町並み 

①福岡はかつては中国地方随一を

誇った大商業都市でした。かつ

ての備前福岡の市の賑わいは

「一遍上人絵伝」にも描かれて

います。現在も古い町並みが残

り、当時の面影を伝えています。 

また、毎月第 4 日曜日には当時

の福岡の市の賑わいを再現しよ

うと、地元の方たちが現代版の

福岡の市を開催しています。 

②瀬戸内市長船町福岡周辺 

 

☆食べることができる代表的なお店 

備前福岡 一文字うどん 

瀬戸内市長船町福岡 1588-1 (TEL)0869-26-2978 

 

  鳥取市賀露港 (TEL)0857-28-1004 

問い合わせ：瀬戸内市 産業振興課 (TEL) 0869-22-3953 

 

 

 

（地図Ａ） 

（地図Ｂ） 

春 
 

【人口】38,754 人 【面積】125.53 k㎡ 

【アクセス】 

○アクセス（車） 

・大阪方面から 約２時間 20分 吹田 I.C

～(中国道・山陽道)～備前 I.C～Ｒ２～

瀬戸内市 

・広島方面から 約２時間 30 分 広島東

I.C～(山陽道)～山陽 I.C～瀬戸内市 

○アクセス（ＪＲ） 

・大阪方面から 約１時間 30分 新大阪駅

～（新幹線）～岡山駅～（山陽本線・赤

穂線）～長船駅 

・広島方面から 約１時間 15分 広島駅～

（新幹線）～岡山駅～（山陽本線・赤穂

線）～長船駅 

151387667 

151430149 
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（岡山県真庭市） 

旭川の春風 のれんの町並みと舟形羊羹 11 
 

落合羊羹（舟形） 

岡山県下で最初に町並み保存地区に指定された勝山は三浦藩２万

３千石の城下町です。端正な連子格子と白壁の美しい商家が並び、

旭川の川面に映る町並みは落ち着いたたたずまいと、懐かしい面影

を今も残しています。保存地区内の家々の軒先には色とりどりの

「のれん」が掛かり、訪れる人々を優しく迎えます。 

勝山町並み保存地区 

落合地域は古くから羊羹どころ

として知られている。かつてこ

の地を流れる旭川を往来した高

瀬舟を模して作られたのがこの

羊羹。ひと口で食べられるサイ

ズの小さな舟は、どことなく親

しみを感じる。（真庭ブランド） 

周辺のとっておきの景色と食 真庭市の概要・アクセス 

☆食べることができる代表的なお店 

㈱古見屋羊羹、㈲西口屋本店、 

加藤商店、㈲梅田屋羊羹店、㈲おちあ

い羊羹 

問い合わせ：真庭市産業観光部産業政策課  (TEL) 0867-42-1033 

山乗渓谷・不動滝 

①山乗渓谷は旭川の支流山乗川の

上流部、左右に切り立った渓谷

の間を縫って流れる清流と杉の

巨木に囲まれ、日中の気温が真

夏の酷暑の中でも２４℃を超え

たことがないという別世界の涼

しさ。ＮＨＫ大河ドラマ「武蔵」

のロケで武蔵が滝に打たれるシ

ーンも撮影された荘厳かつ美し

い滝です。 

②真庭市蒜山下和付近 

 

①映画「ＡＬＷＡＹＳ 三丁目の

夕日」のロケにも使用された築

百年を超すルネッサンス調のロ

マンあふれる木造校舎。国の重

要文化財にも指定されており、

校舎内も自由に見学できます。 

②真庭市鍋屋付近 

 

旧遷喬尋常小学校 

 

 

 

 

【人口】49,222人 【面積】828.43k㎡ 

【アクセス】 

○アクセス（車） 

・大阪方面から 約２時間 30分 吹田 I.C

～(中国道)～久世 I.C～(Ｒ181)～真庭

市 

・広島方面から 約２時間 40分 広島 I.C

～(広島道・中国道)～落合 I.C～(Ｒ

313・Ｒ181)～真庭市 

・岡山方面から 約１時間 20分 岡山 I.C

～(岡山道・中国道)～落合 I.C～(Ｒ

313・Ｒ181)～真庭市 

○アクセス（ＪＲ） 

・岡山方面から 約２時間 30分 岡山駅～

(特急やくも)～新見駅～(姫新線)～中

国勝山駅 

 

（地図Ｂ） （地図Ｃ） 

春 
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（広島県竹原市） 

「安芸の小灘」竹原の地酒と古い町並み 12 
 

江戸時代の古い町並みを今に伝える、竹原市町並み

保存地区は、重厚な家が軒を連ね、製塩業や酒造業

で栄えた当時の様子がうかがえます。棒瓦の屋根

や、ふかい飴色の格子など細部にもこだわりが施さ

れています。 

周辺のとっておきの景色と食 竹原市の概要・アクセス 

黒滝山 

①竹原市忠海町のシンボルで、標高

２６６メートルの山頂からは、大

久野島や芸予諸島、遠く四国連山

を一望できます。元旦には、初日

の出登山でにぎわいます。 

②竹原市忠海町 

 

町並み保存地区 

日本酒 

江戸時代には「安芸の小灘」と呼ばれ、有名

な酒どころであった。現在竹原市内には、三

軒の酒蔵が残っている。軟水の特徴を生かし

たコクのある旨さで、数々の酒鑑評会賞に輝

く名酒ばかり。写真左から、竹鶴酒造の「竹

鶴」、藤井酒造の「龍勢」と「宝寿」、中尾醸

造の「誠鏡」と「幻」。 

☆食べることができる代表的なお店 

竹鶴酒造㈱ 竹原市本町３丁目 10-29(TEL)0846-22-2021 

藤井酒造㈱ 竹原市本町３丁目 4-14 (TEL)0846-22-2029 

中尾醸造㈱ 竹原市中央５丁目 9-14 (TEL)0846-22-2035 

問い合わせ：竹原市 観光交流室 (TEL)0846-22-7745 

 

 

 

たけはら魚飯(ぎょはん) 
 

①竹原市は江戸時代から 1960年頃ま

で約 310 年間、塩田業で栄えまし

た。商人は町を発展させ、町人文

化は頼山陽や頼一門など多くの学

者を輩出しました。その頃主に浜

旦那(製塩業者)たちが、祭事やお

もてなしとして好んで食べていた

料理がこの魚飯(ぎょはん)です。

塩田が無くなった今、「塩田と共に

消えた幻の料理」と呼ばれていま

したが、2008 年夏に古い紙面を頼

りに復活させました。 

②味ますや・瀬戸内ゴルフリゾートほか 

 

【人口】28,250人 【面積】118.30k㎡ 

【アクセス】 

○アクセス（車） 

・大阪方面から 約４時間 吹田 I.C～(中

国道・山陽道)～河内 I.C～(Ｒ432)～竹

原市 

・松江方面から 約４時間 松江玉造 I.C

～(山陰・松江道)～三刀屋木次 I.C～(Ｒ

54)～三次 I.C～(中国・広島・山陽道)

～河内 I.C～(Ｒ432)～竹原市 

・山口方面から 約３時間 山口 I.C～(中

国・広島・山陽道)～河内 I.C～(Ｒ432)

～竹原市 

○アクセス（ＪＲ） 

・大阪方面から 約２時間 30分 新大阪駅

～(新幹線)～三原駅～(呉線)～竹原駅 

（地図Ａ） 

（地図Ｂ） 

春 
 

154634196 
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（広島県尾道市） 

尾道のまち歩きと地だこ料理 13 

尾道のまち歩き 

土堂本通りの桂馬蒲鉾店の東角から海岸通りに抜ける路地があります（写真左上）。この路地は尾道

では一番よく知られたところで、尾道では数少ない、風情のある石畳の路地として有名です。文化三

年(1806年)正月中旬の築庭といわれる浄土寺の庭園（写真右上）、一人の大工さんがコツコツと作り

上げた急斜面の路地の一角にある和風木造建築物「ガウディハウス」（写真左下）、なかた美術館の名

木枝垂れ梅（３月上旬）（写真中下）、「壽齢」というブランドをもつ造り酒屋・吉源酒造場（創業が

安政元年(1854年)）の風格のある店構え（写真右下）など、尾道のまち歩きには発見が多いのです。 

地だこ料理 

たこの天ぷらを天丼にした B

級グルメなど、尾道には名物

のたこ料理が色々ある。 

☆食べることができる代表的なお店 

大浜パーキングエリア（しまなみ海道下り） 

尾道市因島大浜 (TEL)0845-24-1202 

周辺のとっておきの景色と食 尾道市の概要・アクセス 

高見山「みはらし台」 
 

①高見山は、標高２８３ｍで山頂

からの展望は四方に開け、四国

山脈を望み、瀬戸内海に浮かぶ

島々を一望することができる内

海随一の国立公園です。また、

高見山の自然散策道は、「瀬戸の

うたみち」として、尾道、向島

を訪れた文人等の詠んだ詩歌を

刻んだ２２の石碑があります。 

②広島県尾道市向島 

しまなみ海道（レンタサイクル） 
 

①いろいろと紹介されている風光

明媚な「しまなみ海道」ですが、

レンタサイクルでの自然満喫を

とくにお勧めします。車での移

動では絶対に味わえない風を感

じ、見過ごしてしまいそうな風

景に出会い、道端で思わぬ掘り

出し物の特産品をみつけられた

りと、普段と全く違う、ゆった

りとした時間が過ごせます。 

②広島県～愛媛県 しまなみ海道 

 

問い合わせ：尾道市 観光課 (TEL)0848-25-7184 

 

 

【人口】144,935人 【面積】284.85k㎡ 

【アクセス】 

○アクセス（車） 

・大阪方面から 約３時間 20分 吹田 I.C

～(中国道・山陽道)～福山西 I.C～(Ｒ

２・県道)～尾道市 

・今治方面から 約１時間 30 分 今治北

I.C～(しまなみ海道)～尾道大橋 I.C～

尾道市 

○アクセス（ＪＲ） 

・大阪方面から 約１時間 30分 新大阪駅

～（新幹線）～福山駅～（山陽本線）～

尾道駅 

（地図Ａ） 

（地図Ｂ） （地図Ｃ） 

春 
 

48248105 

48100725 154321205 
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（広島県福山市） 

潮待ち港鞆
とも

の浦
うら

と桜鯛 14 

鞆の景色 

鞆の浦は瀬戸内海のほぼ中央に位置し、このあたりで潮の流れ

が変わることから「潮待ちの港」として栄えたところで、古い

土壁のつづく路地や情緒ある家並、昔の土蔵などがそのまま残

っています。江戸時代の港湾施設である「常夜燈」、「雁木」、「波

止場」、「焚場」、「船番所」が全て揃って残っているのは全国で

も鞆港のみです。 

鯛兜飯 

鯛の旨味を閉じ込めた、目にもお

いしい釜飯。鯛のアラで取ったダ

シに、醤油・みりん・酒を加え、

焼いた鯛兜をご飯の上に載せて一

緒に炊く。5 月の鯛は桜鯛と呼ば

れ、年間を通じて最もおいしい時

期です。 

周辺のとっておきの景色と食 福山市の概要・アクセス 

保命酒 

①焼酎ともち米を主原料とする甘

口の原酒に，地黄・甘草など 16

種の漢方の薬味を漬けた薬味酒

で，浦賀にやってきたペリー提督

一行や，ハリス総領事一行にも振

る舞われた。現在も鞆の浦の特産

として人気が高く，近年は保命酒

を使った菓子も開発されている。 

②鞆酒造㈱ほか多数 

福山グリーンラインか

ら眺める日の出 

①瀬戸内の島々を眺められるビ

ューポイントである、グリー

ンラインからの眺める日の出

です。仙酔島から昇る朝日は、

ため息の出るような美しさで

す。 

②福山市鞆町後地 

 

問い合わせ：福山市観光課 (TEL)084-928-1042・1043 

 

 

 

 

☆食べることができる代表的なお店 

景勝館漣亭 

 福山市鞆町鞆 421番地 

 (TEL) 084-982-2121 

【人口】472,839人 【面積】518.08k㎡ 

【アクセス】 

○アクセス（車） 

・大阪方面から 約３時間 吹田 I.C～(中

国道・山陽道)～福山東 I.C～福山市 

・広島方面から 約１時間 30 分 広島東

I.C～(山陽道)～福山東 I.C～福山市 

・高松方面から 約２時間 高松中央 I.C

～(高松・瀬戸中央・山陽道)～福山東 I.C

～福山市 

○アクセス（ＪＲ） 

・大阪方面から 約１時間 10分 新大阪駅

～(新幹線)～福山駅 

（地図Ａ） 

（地図Ｂ） 

春 
 

465451512 

48209237 
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（広島県廿日市市） 

宮島の春の景色と鯛料理 15 
 

瀬戸の黒鯛 

世界遺産「宮島」には嚴島神社に次ぐ人気のパワースポット「弥

山（みせん）」があります。「弥山」に向かう宮島ロープウエーの

ゴンドラから見る美しい瀬戸内の多島美は絶景です。弥山山頂付

近には弘法大師が修行した火が１２００年以上経った今も霊火

堂の中で燃え続ける「消えずの火」、汐の満ち干を知らせるとい

う「干満岩」、自然のトンネル「くぐり岩」など、見所満載です。 

周辺のとっておきの景色と食 廿日市市の概要・アクセス 

極楽寺山 

①� 極樂寺は 731 年に僧侶行基が開山。

1560年、毛利元就によって、再興され

た唐様式の本堂は、県重要文化財。阿

弥陀堂には、日本最大級の木造阿弥陀

如来大仏が安置されています。境内か

らは瀬戸内海を一望出来ます。登山初

心者でも、のんびりと散策できる極楽

寺山登山コースが数か所あり、登山者

で賑わっています。 

②廿日市市原 2180 

 

①津和野街道は、現在の島根県津和野町と

広島県廿日市市を結ぶ津和野藩参勤交代

の古道です。廿日市市栗栖には、古より

のこる石畳道が４００メートルあまりあ

り、往時を偲べます。殿様が籠を置いて

休息されたと伝えられる籠立岩、安芸、

石見、周防の三国を横に見ながら進む三

国横へ、四季折々に咲く草花、多種の樹

木、渓流の音等魅力一杯の古道です。 

②廿日市市栗栖付近 

 

津和野街道 

☆食べることができる代表的なお店 

宮島コーラルホテル 茶屋わたや・居食茶房わたや 

廿日市市宮島口 1丁目 9-8 

(TEL) 0829-56-0555 
 

宮島の春の景色（ロープウエーからの眺望など） 

広島が全国一の漁獲量を誇る「黒

鯛」。潮流の厳しい宮島大野瀬戸の

海域がはぐくんだ黒鯛は、身が引き

締まり、黒鯛特有の磯臭さもなく、

歯ごたえのある白身が特徴です。旬

は５月から 10月にかけて。この味

の良い黒鯛をこんがり焼いてほぐ

し身にし、だし汁をかけて頂く「瀬

戸の黒鯛めし」も好評です。 

問い合わせ：一般社団法人はつかいち観光協会 (TEL)0829-31-5656 

      一般社団法人宮島観光協会 (TEL)0829-44-2011 

 

 

 

 

【人口】117,623人 【面積】489.36k㎡ 

【アクセス】 

○アクセス（車） 

・大阪方面から 約４時間 30分 吹田 I.C

～(中国道・山陽道)～廿日市 I.C～廿日

市市 

・松江方面から 約３時間 40分 松江玉造

I.C～(山陰・松江道)～三刀屋木次 I.C

～(Ｒ54)～三次 I.C～(中国・広島・山陽

道)～廿日市 I.C～廿日市市 

○アクセス（ＪＲ） 

・大阪方面から 約２時間 新大阪駅～(新

幹線)～広島駅～(山陽本線)～廿日市駅 

（地図Ａ） 

（地図Ｂ） 

（地図Ｃ） 

春 
 

103721622 
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（広島県安芸太田町） 

癒しのブナ林と山菜料理 16 
 

山菜の天ぷら 

台所原は、広島県最高峰の恐羅漢山の裏側に位置し西中国山地

国定公園内の国有林の中にあり、樹齢 400年前後のものもある

ブナの巨木群です。ブナのほか、トチやホウの木、ナラの巨木

も混生しています。 

周辺のとっておきの景色と食 安芸太田町の概要・アクセス 

井仁の棚田 

①広島県で唯一日本の棚田百選に選

ばれた井仁の棚田は、四季折々の景

色が自慢です。５月中旬から１１月

下旬は、地元清浄野菜の青空市が開

かれ、あまりのおいしさ・人情にリ

ピーターもいらっしゃいます。 

②安芸太田町中筒賀 

 

①安芸太田地域では昔から秋

祭りのときなどに角寿司が

つくられていました。これを

みなさんにも食べてもらい

たいと、町の元気な母ちゃん

グループ「味彩紀行」が販売

中！あまずっぱいお寿司を

ぜひとも召し上がれ！ 

②味彩紀行戸河内ＩＣ店 

 

田舎寿司 

ブナ巨木群（恐羅漢山） 

広島県最高峰、恐羅漢山の澄んだ空

気の中で採れる山菜は、風味がとて

もよく、採れたてをてんぷらにして

食すると口の中いっぱいに山の香

りが広がってきます。また、当地で

は山菜をてんぷらで食する以外に

も、塩漬けなどにして保存食として

も重宝されています。 

問い合わせ：安芸太田町観光協会 (TEL) 0826-28-1800 

 

 

 

 

☆食べることができる代表的なお店 

恐羅漢レストハウス 

(TEL) 0826-28-7270（要問い合わせ） 

 

【人口】7,120人 【面積】342.25k㎡ 

【アクセス】 

○広島方面から 約 50 分 広島 I.C～(広

島道・中国道)～戸河内 I.C～(Ｒ191)～

安芸太田町 

○松江方面から 約３時間 20 分 松江玉

造 I.C～(山陰・松江道)～三刀屋木次 I.C

～(Ｒ54)～三次 I.C～(中国道)～戸河内

I.C～(Ｒ191)～安芸太田町 

○山口方面から 約１時間 40分 山口 I.C

～(中国道)～戸河内 I.C～(Ｒ191)～安

芸太田町 

（地図Ａ） 

（地図Ｂ） 

春 
 

363602862 
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（広島県世羅町） 

世羅高原の春の花とスイーツ 17 
 

世羅高原の春の花 

70 万本のチューリップ（世羅高原農場、写真左上）、本州最

大８０万株の芝桜（花夢の里、写真右上）、1,200本のピンク

のふじ（フラワーパークせらふじ園、写真左中）、菊桃、菜

の花、レンギョウ（ラ・スカイファーム、写真右中）、50 万

株のアイスランドポピー（香山ラベンダーの丘、写真左下）、

140種 50万本日本最大のゆり園（世羅ゆり園、写真右下）。 

せらの大麦ロールケーキ 

六条大麦の生産高は、広島県内では

世羅町が一位で、世羅の名産品とな

っています。その世羅の六条大麦を

使ってロールケーキを作りました。

せらロールケーキは、このほか「せ

らの米粉ロール」、「もみじ卵ロール」

と、色々な味が楽しめます。 

周辺のとっておきの景色と食 世羅町の概要・アクセス 

①三原市久井町方面から、世羅

町の市街地へ向かう県道三

原東城線（25 号線）沿いに

広がる田園風景です。今高野

山の庄園として栄えた大田

庄、現在では県有数の米どこ

ろの風景が広がります。 

②世羅町青山付近 

 

青山の田園風景 

☆食べることができる代表的なお店 

サンマルク 

 世羅町本郷 906-12 (TEL) 0847-22-0838 

問い合わせ：世羅町観光協会 (TEL)0847-22-4400 

 

 

 ①使用する素材は地元にこだわり、せ

ら高原や県内で採れる自然の食材

を自在にアレンジしたジェラート

です。中でもブルーベリーは、せら

高原の大地と太陽の恵みで健やか

に育ったものを使っています。 

②せらブルーベリーガデン内『レガーロ』  

  (TEL)0847-22-3251 

ジェラート＆ソルベ 
 

【人口】17,635人 【面積】278.29k㎡ 

【アクセス】 

○アクセス（車） 

・広島方面から 約１時間 20分 広島東 I.C

～(山陽道)～三原久井 I.C～(県道)～世羅

町 

・岡山方面から 約１時間 50分 岡山 I.C～

(山陽道)～尾道 I.C～(Ｒ184)～世羅町 

・松江方面から 約３時間 20 分 松江玉造

I.C～(山陰道・松江道)～三刀屋木次 I.C～

(Ｒ54・Ｒ184)～世羅町 

○アクセス（ＪＲ） 

・岡山方面から 約２時間 岡山駅～（新幹

線）～福山駅～（福塩線）～備後三川駅 

（地図Ａほか） 

（地図Ｂ） 
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（山口県萩市） 

城下町「萩」を彩る夏みかん 18 
 

夏みかんと土塀 

城下町萩のシンボル的風景である「夏みかんと土塀」。夏み

かんの木は武家屋敷エリアを中心に町中どこでも見ること

ができ、５月になると夏みかんの花の爽やかな甘い香りが萩

を包みます。今では萩の名物となっていますが、その由来は

明治維新後、禄を失った士族救済の為、萩藩士・小幡高政が

夏みかんの栽培を奨励したことがきっかけです。環境省が実

施する“伝えたい香り・残したい風景”がテーマの「かおり

風景百選」（平成 13年 11月 12日認定）に山口県で唯一選ば

れた風景です。平安古地区の”かんきつ公園”では、萩の夏

みかんを中心とした、かんきつ類を見学することができま

す。 

夏みかん丸漬け 

萩を象徴する果実である夏みかんを素材にした加工品で、最も有名な

のが、丸漬けです。夏みかん一個全体の中身を、皮を壊さないように

丁寧に抜き取り、中に夏みかん製の羊羹を再充填したお菓子。萩なら

ではの上品なお土産として、人気があります。その他、夏みかんゼリ

ー、夏みかんジュース・マーマレード、夏みかんソフトクリームなど

様々なお菓子があります。 

周辺のとっておきの景色と食 萩市の概要・アクセス 

萩の真ふぐ 

①萩の新名物として売出し中の天然ふぐ。刺身・

鍋・唐揚どんな料理法でも大者トラフグと比べ

て遜色無し。価格はトラフグの半分以下で、と

ってもお手頃。すべて天然物の活魚です。 

②萩魚（旬の地魚料理）提供店 

 

①萩のブランド魚種の筆頭格にあげられるのが、

瀬つきアジです。通常の回遊性のマアジとは違

い、萩沖に点在する天然岩礁に住み着いた定着

性の種類です。岩礁帯が育む豊富なプランクト

ンや藻類を食べて育つ瀬付きアジは、ぽってり

とよく肥えており、上質の脂が乗って最高品質

とされています。毎年３月の下旬から巻網が解

禁となり、４月の走りの時期を経過して５月か

ら８月上旬までが旬とされています。あまり大

型ではなく、２５センチ程度の中型が脂の乗り

がよく、最も美味しいです。 

②萩魚（旬の地魚料理）提供店 

 

萩の瀬つきアジ 

問い合わせ：萩市 観光課 (TEL)0838-25-3139 

 

 

 

 

【人口】52,430人 【面積】698.79k㎡ 

【アクセス】 

○アクセス（車） 

・広島方面から 約３時間 広島 I.C～（山陽

道・中国道・小郡萩道路）～絵堂 I.C～Ｒ

490・県道・Ｒ262～萩市 

・福岡方面から 約２時間 30 分 福岡 I.C～

（九州道・中国道・小郡萩道路）～絵堂 I.C

～Ｒ490・県道・Ｒ262～萩市 

○アクセス（ＪＲ・バス） 

・広島方面から 約２時間 広島駅～（新幹

線）～新山口駅～バス～萩 B.C～東萩駅 

・福岡方面から 約２時間 博多駅～（新幹

線）～新山口駅～バス～萩 B.C～東萩駅 

（地図Ａ） 
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（山口県岩国市） 

錦帯橋の桜と岩国寿司 19 
 

錦帯橋の桜 

国の名勝に指定されている錦帯橋は、１６７３年に考案され

た、木造５連のアーチ橋です。その構造は非の打ち所がない

といわれており、平成の架け替えにおいても、当時と変わら

ない技法が用いられました。錦帯橋は、春には桜、夏には鵜

飼、秋には紅葉、冬には雪化粧と、四季それぞれに違った顔

を持っており、１年を通して楽しんでいただくことができま

す。 

岩国寿司 

１度に４～５升もの寿司飯を使

い、型の中で具と寿司飯を交互に

重ねて押すという豪快な作り方が

特徴。具は、岩国れんこんや瀬戸

内の新鮮な魚などを入れます。江

戸時代には、岩国藩主にも献上さ

れており、別名「殿様寿司」とも

呼ばれています。 

周辺のとっておきの景色と食 岩国市の概要・アクセス 

錦川清流線 

①岩国駅と錦町駅を結ぶ一時間の

列車旅。雄大な自然のなかを走る

カラフルな車体から透明感溢れ

る清流･錦川のゆるやかな流れを

眺めながら、自然豊かな四季折々

の景観を楽しむことができます。 

③錦川鉄道株式会社 

 0827-72-2002 

 

①江戸時代、年貢や災害などで、農

民は米を食べることはほとんど

できない中で、お祭りや婚礼等は

「お寿司」でもてなしたいと思っ

た先人が生み出したのが「あんこ

寿司」です。米を節約するため、

切り干し大根や人参、干し椎茸な

どを醤油で味付けした具が、まる

で餅の中の「あんこ」のように入

っています。 

②四季の味 山代の里（水・土 営業）

岩国市本郷町本郷 1694-1 

あんこ寿司 

問い合わせ：岩国市 観光振興課 (TEL)0827-29-5116 

 

 

  【人口】143,258人 【面積】873.78k㎡ 

【アクセス】 

○アクセス（車） 

・広島方面から 約１時間 五日市 I.C～

(山陽道)～大竹 I.C～（Ｒ２）～岩国市 

・松江方面から 約４時間 松江玉造 I.C

～(山陰道・松江道)～三刀屋木次 I.C～

（Ｒ54）～三次 I.C～（中国・広島・山

陽道）～大竹 I.C～（Ｒ２）～岩国市 

・福岡方面から 約３時間 15分 福岡 I.C

～(九州・中国・山陽道)～岩国 I.C～（Ｒ

２）～岩国市 

○アクセス（ＪＲ） 

・広島方面から 約 50 分 広島駅～（山

陽本線）～岩国駅 

 

（地図Ａ） 

（地図Ｂ） 
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甘露醤油 

天明年間(1780 年代)に従来の濃口醤油を改良した

醤油を岩国の吉川公に献上したところ、あまりにも

おいしかったので｢甘露、甘露｣というお褒めの言葉

をいただいたことから名づけられた柳井の「甘露醤

油」。その製法は再仕込みといわれ、出来上がりに

3年半から 4年かかり、独特のこくと甘みを持った

醤油です。江戸時代から続く大切な柳井の食文化を

昔ながらの製法で今でも味わうことができます。 

☆食べることができる代表的なお店 

株式会社 佐川醤油店、重枝醤油  

（山口県柳井市） 

柳井の甘露醤油と醤油蔵 20 

佐川醤油蔵 
甘露醤油を製造している佐川醤油蔵。創業は

天保元年(1830年)。蔵は明治初期に酒蔵とし

て建てられたものを、明治 40 年頃に現在地

に移築したものです。甘露醤油資料館として

一般公開されており、中に入ると堅牢な梁

や、醤油作りに使われた昔の道具を見ること

ができます。また、三十石桶(1升びんに換算

すると 3000本分。明治期の製造)に仕込まれ

た甘露醤油の製造過程も見学でき、樽が 20

個並んでいる状況は圧巻です。 

周辺のとっておきの景色と食 柳井市の概要・アクセス 

大畠瀬戸 

①周防大島を隔てる大畠瀬戸は、日本三大潮流のひとつに数えら

れ、「これやこの 名に負う鳴門の 渦潮に 玉藻刈るといふ 

海人娘子ども」と『万葉集』にあるように古くから風光明媚な

景観で知られていました。最大潮流９ノットの干満潮の合間に

は渦潮が巻く壮大な光景が繰り広げられ、ポモナグリーンに彩

られた連続トラス橋「大島大橋」から眺めることができます。 

②柳井市神代付近 

 

問い合わせ：柳井市観光協会 (TEL)0820-23-3655（代表） 

  

 

【人口】34,254人 【面積】139.89k㎡ 

【アクセス】 

○アクセス（車） 

・広島方面から 約１時間 20 分 五日市

I.C～(山陽道)～玖珂 I.C～柳井市 

・松江方面から 約４時間 30分 松江玉造

I.C～(山陰・松江道)～三刀屋木次 I.C～

（Ｒ54）～三次 I.C～（中国・広島・山

陽道）～玖珂 I.C～柳井市 

・福岡方面から 約３時間 15分 福岡 I.C

～(九州・中国・山陽道)～玖珂 I.C～柳

井市 

○アクセス（ＪＲ） 

・大阪方面から 約３時間 新大阪駅～(新

幹線)～広島駅～(山陽本線)～柳井駅 

（地図Ａ） 

（地図Ｂ） 
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