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390672055 

（鳥取県智頭町） 

紅葉の中の豪邸とひやおろし 1 
 

智頭急行智頭駅から徒歩１０分のところにある石谷家

住宅は、江戸時代に宿場町として栄えた智頭宿で宿場問

屋をつとめた大林業家の邸宅です。敷地面積３０００

坪、部屋数は４０室以上と、大規模な構成で近代和風建

築物として近年高く評価され、現在では「国指定重要文

化財」となっています。「石谷家」の中にある庭園は、

池泉式（ちせん）といい、各座敷からその庭園を眺める

ことができます。そして、秋には紅葉した木々が一段と

美しくより味わいの深い庭園を眺めることができるこ

とも大きな見どころのひとつになっています。 

「満天星（まんてんせい）ひやおろし」は、智頭町にある諏訪酒造で造られてい

るお酒で、口当たりが柔らかく、さっぱりと透明感のある味わいです。満天星と

は智頭町の町の花である、「ドウダンツツジ」のこと、そして、ひやおろしとは、

春先にしぼった新酒を火入れ（加熱殺菌）し、貯蔵した酒を涼しい蔵の中で熟成

させ、秋風が吹き始めた頃、二度目の火入れをせずに出荷するお酒のことを言い

ます。二度目の火入れをしないのは、熟成によ 

る風味を損なわないためです。「満天星ひやおろ 

し」は季節限定の稀少品で、秋しか飲むことが 

出来ません。智頭町の紅葉を眺めながら味わう 

最高の一品です。 

周辺のとっておきの景色と食 

①山菜料理のお店「みたき園」。茅葺

き屋根の古民家や森の中で、自然の

風とぬくもりを満喫しながら、新鮮

な料理を楽しむことが出来ます。紅

葉の中での会席料理はまた格別、手

づくりの豆腐やこんにゃく、秋は旬

の山菜や茸が料理に入ります。お越

しの際はぜひご予約を。 

②智頭町芦津 

 みたき園 ℡0858-75-3665 

☆食べることができる代表的なお店 

諏訪酒造(株) (TEL) 0858-75-0618 

らーめん処吉芳 (TEL) 0858-75-3226 

林新館        (TEL) 0858-75-0122 

花仙          (TEL) 0858-75-0078 

手打ちそば武玄 (TEL) 0858-75-0750 

満天星ひやおろし 
 

みたき園 
 

①氷ノ山後山那岐山国定公園の中に位

置する渓谷です。天然の杉や桧と落

葉広葉樹が混在する雄大な森林の里

で、三滝ダムの湖面に映る紅葉は見

事です。渓谷は花崗岩の崖や急流、

淵、滝などがあり、魅力溢れる渓谷

です。遊歩道は中国自然歩道として

整備され、現在、町の森林セラピー

ロードとして活用されています。 

②智頭町芦津 

芦津渓谷 
 

智頭町の概要・アクセス 

【人口】7,792人 【面積】224.61 k㎡ 

【アクセス】 

○アクセス（車） 

・岡山方面から 約２時間 10分 岡山市～

(Ｒ53) ～智頭 

・大阪方面から 約２時間 10分 吹田 I.C

～(中国道・鳥取道）～智頭 I.C～智頭 

・広島方面から 約 3時間 30分 広島市～

(中国道)～津山 I.C～(Ｒ53) ～智頭 

○アクセス（ＪＲ） 

・大阪方面から 約２時間 5分 大阪駅～

（スーパーはくと）～智頭駅 

・岡山方面から 約１時間 20 分 岡山駅

～（スーパーいなば）～智頭駅 

問い合わせ：智頭町観光協会 (TEL)0858-76-1111 

（地図Ｂ） 

（地図Ｃ） 

秋 
 

390684455 

石谷家住宅 
 

（地図Ａ） 
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（鳥取県大山町） 

秋色深き散策道と大山そば 2 
 

大山そば 

「大山そば」は、出雲そばの源流と

いわれる古い歴史をもつそばです。 

大山観光局と（一財）大山恵みの里

公社、大山旅館組合では「大山そば

認定店制度」を創設し、大山山麓産

そば粉を使用した「大山そば」を食

べていただける店をご紹介してい

ます。 

大山（だいせん） 

大山の秋はブナの黄や鮮やかな紅に彩られます。特に大山参

道から大神山神社奥宮へは、巨大な杉やさまざまに色づいた

葉が印象的な陰影を描き、日本一長い自然石の石畳の道を散

策すると、神聖なパワーを感じそうです。 

その他、阿弥陀堂を経て桝水原まで黄金色のブナ林を抜ける

横手道など、大山の秋は森林ウォークに最適です。 

周辺のとっておきの景色と食 大山町の概要・アクセス 

☆食べることができる代表的なお店 

「大山そばの食べられる店」認定店 

リストはこちらから 

http://www.daisen.gr.jp/ 

鳥取県西伯郡大山町大山（大山参道周辺） 

問い合わせ：大山町観光案内所 (TEL)0859-52-2502 

 

 

（地図Ａ） 

大神山神社奥宮周辺 

①� 大智明大権現を本尊とす

る大神山神社奥宮は江戸

末期の建造で、全国最大

級の権現造りの社殿は重

要文化財に指定されてい

ます。周囲の紅葉と静寂

さに包まれた秋はまさに

霊場を感じさせる場所で

す。10月 20日から 11月

5日は大山の秋色週間。ま

た、大山寺では 10 月 24

日に採燈大護摩法要、稚

児行列などが行われ、格

好のフォトチャンスを提

供します。 

②鳥取県西伯郡大山町大山 

 

【人口】17,408人 【面積】189.80 k㎡ 

【アクセス】 

○アクセス（車） 

・岡山方面から 約２時間 岡山市～(岡山道・中国

道・米子道)～米子ＩＣ～(山陰道) ～大山 

・大阪方面から 約 3時間 15分 吹田 I.C～(中国道・

米子道)～米子 I.C～(山陰道) ～大山 

○アクセス（ＪＲ） 

・岡山方面から 約 2時間 50分 岡山駅～（スーパ

ーやくも）～米子駅（又は伯耆大山駅）～（山陰

本線）～名和駅 

秋 
 

252498833 

252498833 
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（鳥取県伯耆町） 

奇祭蛸
たこ

舞式
まいしき

神事
し ん じ

と源流どぶろく 3 
 

福岡神社では、「蛸舞式神事（たこまいしきしんじ）」という、伯耆

町が全国に誇る伝統行事が毎年 10月に行われます。 その昔、速玉

男命（はやたまおのみこと）が紀伊国熊野灘で遭難した際、大蛸に

助けられ、無事吉備国へと上陸。その後、この地を訪れたという社

伝にちなみ、このお祭りが行われてきました。奇祭といわれる訳は、

境内にある舞堂（まいどう）で、ふんどし一丁となった氏子たち（地

元民）が、藁（わら）で作った蛸を掲げ持つ男を、神楽囃子（かぐ

らばやし）にあわせ幾度となく担ぎ上げ、藁の蛸の舞いを演じた後、

丸梁（まるはり）に抱きついた主役の氏子を下から大勢で回転させ

るという世にも変わった神事であることから、昭和 61年には鳥取

県無形民俗文化財の指定を受けました。 

周辺のとっておきの景色と食 

①限界集落になった地域が、「なんかやらんといけん」と立ち上がり、

「株式会社 上代（かみだい）」を結成しました。地元産のそば粉、

大豆を使って、地元のかあちゃんたちがそばを打ち、手作り豆腐を

作っています。そばの種類は、「ざるそば」「かまあげそば」「おろし

そば」「変わりそば」の４種類。手作り豆腐付きで、どれも好評です。 

  営業日：土・日（食事：11:00～14:30、喫茶 11:00～16:00） 

②農家食堂 上代学校 

鳥取県西伯郡伯耆町福岡 2073－1 (TEL) 0859-62-1711 

問い合わせ：伯耆町 商工観光課 (TEL)0859-68-4211 

源流どぶろく 
 

蛸舞式神事 
 

（地図Ａ） 

平成２１年には、「どぶろく特区」の認

定を受け、地元で生産した酒米で「源流

どぶろく上代」を製造。どぶろく独特の

口当たりとすっきりとした辛口は、地元

の料理と合わせるともってこいです。 

かあちゃんそば 
 

伯耆町の概要・アクセス 

【人口】11,418人 【面積】139.5 k㎡ 

【アクセス】 

○アクセス（車） 

・大阪方面から 約３時間 10分 吹田 I.C～(中国

道・米子道)～溝口 I.C～伯耆町 

・岡山方面から 約２時間   岡山 I.C～(岡山

道・中国道・米子道) ～溝口 I.C～(Ｒ181)～伯

耆町 

○アクセス（ＪＲ） 

・大阪方面から 約３時間 40分 新大阪駅～（新

幹線）～岡山駅～（特急やくも）～根雨駅～（伯

備線）～伯耆溝口駅 

・岡山方面から 約２時間 45分 岡山駅～（特急

やくも）～根雨駅～（伯備線）～伯耆溝口駅 

（地図Ｂ） 

秋 
 

252002893 

☆食べることができる代表的なお店 

農家食堂 上代学校上 

（旧二部小学校福岡分校） 

 (TEL) 0859-62-1711 

☆販売する代表的なお店 

株式会社上代 

（旧二部小学校福岡分校） 

(TEL) 0859-62-1711 
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（島根県松江市） 

松江水燈路と宍道湖のゴズ、スズキ 4 
 

由志園紅葉夜間鑑賞会 

①山陰最大級の池泉

回遊式日本庭園で

紅葉をライトアッ

プする秋の夜間鑑

賞会を開催いたし

ます。11月中旬か

ら下旬期間は 21

時まで営業。 

②松江市八束町 

 日本庭園 由志園 

(TEL)0852-76-2255 

問い合わせ：松江市 観光文化課 (TEL)0852-55-5214 

 

松江水燈路 
 

（地図Ｂ） 

（地図Ａ） 

松江市のシンボルである現存天守の一つ松江城と武家屋敷な

どの江戸時代の街並み、老松が残る塩見縄手は、城下町松江の

風情を十分に感じることのできる景観が保存されています。

「松江水燈路」ではその景観を照明デザイナー内原智史氏の監

修のもとライトアップし、光と影が松江らしい情緒を演出して

います。また、沿道には市民の手作りによる 400個の行灯がな

らびほのかな行灯の灯りの中で夜の散策を楽しめます。松江城

では二の丸上の段にて、市民の応募による手作り行灯 300個が

ならべられます。期間中は、地元の食材を使った屋台や毎週テ

ーマに沿ったイベントを楽しむことができます。 

※松江水燈路は９月中旬から１０月中旬の土曜、日曜及び祝日の 18:30～21:00

に行われます。 

日本第３位の大きさを誇る汽水湖、宍道湖で

は秋限定でハゼ（地元ではゴズとも呼ばれ

る。）を食すことができます。ハゼは淡白な白

身魚で天ぷらに非常に良く合います。 
松江開府 400年祭にあわせ、宍道湖七珍のひとつであ

る「すずき」の新しい味を食していただける創作料理

です。「古事記」には神様へのお供物として、「出雲国

風土記」には既に宍道湖に棲んでいたと記されるほ

ど、松江と深い縁で結ばれている「すずき」。神々が

出雲に集う「神在月」の頃、松江に雷鳴が響くと宍道

湖のすずきは海へと泳ぎ出すと伝えられています。こ

の頃のすずきは一番おいしく、またその時の雷を「鱸

落とし」と呼んだことにちなみ命名されています。 

ゴズの天ぷら 
 

周辺のとっておきの景色と食 

創作すずき茶漬け 鱸落とし 
 

松江市の概要・アクセス 

【人口】206,404人 【面積】573.00k㎡ 

【アクセス】 

○アクセス（車） 

・岡山方面から 約２時間 30分 岡山 I.C

～(岡山・中国・米子・山陰道)～東出

雲 I.C～(R９)～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～(R

９)～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 

秋 
 

163531040 

109546493 

☆食べることができる代表的

なお店 

天神橋南詰たてまち 

松江市竪町２番地  

(TEL) 0852-20-6335 

☆食べることができる代表的

なお店 

ホテル一畑 

島根県松江市千鳥町 30 

(TEL) 0852-22-0188(代) 
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（島根県浜田市） 

石見の夜神楽と弥栄
や さ か

のどぶろく 

 

5 

 

周辺のとっておきの景色と食 

坂本の棚田 

問い合わせ：浜田市 産業経済部 観光振興課 観光振興係 (TEL)0855-25-9530 

 

（地図Ａ） 

島根県西部石見地方に伝わる伝統芸能”石見神楽”。 

その勇壮な囃子と舞、絢爛豪華な衣装は、見る者を神

話の世界に誘います。 

石見地方には１５０～２００の神楽団体があり、秋の

奉納シーズンともなれば、各集落のお宮で夜を徹して

神楽が奉納されます。 

公演情報は次のホームページでご覧ください。 

http://www.all-iwami.com/または「ALL いわみ」で

検索。 

中国地方第 1 号のどぶろく特区、浜田市

弥栄町（旧那賀郡弥栄村）で、4 事業者

が製造するどぶろくです。人口 1,700 人

の山里の清流と美味しい米で醸造され

た”どぶろく”は、まさに絶品です。特

に、ふるさと弥栄体験村が醸造している

「弥盛（いやしろ）」は、全国どぶろくコ

ンテストで最優秀賞に輝きました。他に、

「神乃恵」（かみのめぐみ）、「里山桜」（さ

とやまざくら）の 2銘柄があります。 

☆食べることができる代表的なお店： 

浜田市弥栄町内 3か所の農家レストラン 

  

 

どぶろく 
 

石見の夜神楽 
 

 

室谷棚田 
 

（地図Ｂ） 

①浜田市旭町坂本地区は、旭ＩＣ

から車で１０分のところに位置

する山間部の地区です。旭町に

は、日本棚田１００選にも選ば

れている都川の棚田もあります

が、この坂本の棚田も稲穂が実

る時期のこの風景は絶景といえ

ます。 

②浜田市旭町坂本 

①浜田市三隅町室谷地区には棚田

が数多く残っており、日本の棚

田１００選にも選定されていま

す。毎年、１０月下旬に行われ

る「室谷棚田まつり」には県内

外から多くの観光客が訪れ、秋

の棚田の風景を満喫されていま

す。 

②浜田市三隅町室谷 

浜田市の概要・アクセス 

【人口】58,285 人 【面積】689.44 k㎡ 

【アクセス】 

○アクセス（車） 

・大阪方面から 約５時間30分  吹田I.C

～(中国道・浜田道)～浜田 I.C～浜田市 

・広島方面から 約１時間 30分 広島 I.C

～(広島道・浜田道)～浜田 I.C～浜田市 

○アクセス（ＪＲ） 

・広島方面から 約３時間 広島駅～（新

幹線）～新山口駅～（特急スーパーおき）

～浜田駅 

○アクセス（バス） 

・広島方面から 約 1時間 50分 

秋 
 

636541671 520781857 

http://www.all-iwami.com/
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① 須佐神社は、「出雲国風土 

記」にも出てくる歴史の古 

い神社で出雲神話のヒー 

ロー「須佐之男命（すさの 

おのみこと）」を祀ってい 

ます。神社本殿裏にある樹

齢 1300年以上と言われる杉の古木を、地元の人は親しみをこめ

て「大杉さん」と呼んでいます。その昔、加賀藩から帆柱にと

金八百両で所望がありましたが、当時の須佐国造がこれを断っ

たと伝えられています。近年では縁結びスポットとして有名で

若い女性が多く集まる観光スポットとなっています。 

②出雲市佐田町 

（島根県出雲市） 

神々降り立つ稲
いな

佐
さ

の浜と出雲ぜんざい 

 

6 
 

周辺のとっておきの景色と食 

問い合わせ：出雲市 観光交流推進課 (TEL)0853-21-6588 

「稲佐の浜」は、出雲大社から西へ向かって約１

ｋｍにある日本の渚百選の浜です。ここは、わが

国創生期を物語る神話「国譲り」の舞台であり、

須佐之男命（すさのおのみこと）から出雲の国を

引き継いだ大国主神（おおくにぬしのかみ）が高

天原から出雲支配のための使者として派遣され

武甕槌神（たけみかづちのかみ）を稲佐の浜に迎

え、美保関の事代主神（ことしろぬしのみかみ）

と相談して国譲りを決意したという場所です。ま

た、旧暦 10月 10日の夜７時、全国各地から参集

される八百万の神々をお迎えする「神迎神事」が

執り行なわれるのもこの浜です。穏やかな景観の

浜にそびえる巨岩の弁天島に夕日がかかる様子

は絶景です。 

出雲ぜんざいは、出雲地方の「神在（じんざい）

餅」に起因しています。旧暦の十月（神無月）

は、出雲では、全国から神々が集まり男女の縁

組などについて会議をされるため「神在月（か

みありつき）」といいます。このときに「神在

祭（かみありさい）」と呼ばれる神事が執り行

なわれ、その祭りの折に振る舞われたのが「神

在（じんざい）餅」です。その「じんざい」が

出雲弁（ずーずー弁）で訛って「ずんざい」、

さらには「ぜんざい」となって、京都に伝わっ

たと言われています。10月 31日は「ぜんざい

の日」です。 

☆食べることができる代表的なお店 

日本ぜんざい学会壱号店 ほか  

出雲市大社町杵築南 775-11（神門通り）

(TEL) 0853-53-6031 

出雲ぜんざい 
 

須佐神社と大杉 
 

出雲市の概要・アクセス 

【人口】174,849人 【面積】624.13 k㎡ 

【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・米子道・山陰道)～斐川 I.C～R9～出雲市 

・広島方面から 約３時間 10 分 広島 I.C～(広

島道・中国道)～三次 I.C～Ｒ54～吉田掛合 I.C

～（松江道)～斐川 I.C～R9～出雲市 

○アクセス（ＪＲ） 

・大阪方面から 約４時間 新大阪駅～（新幹線）

～岡山駅～（特急やくも）～出雲市駅 

・広島方面から 約３時間 50分 広島駅～（新幹

線）～岡山駅～（特急やくも）～出雲市駅 

 

稲佐の浜と弁天島の夕日 
 

（地図Ａ） 

（地図Ｂ） 

秋 
 

258831601 

258238713 
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旬な魚ならではの味は、エコ・アド

ツアーの１便のお客様のみ味わえま

す。当日朝に目の前の日本海であが

る地元の新鮮な魚貝類を大胆かつ豪

快にさばく本格漁師料理を、帰港後

に潮香る波根漁港で楽しめます。 

そのほかで食したい場合は、新鮮な

魚が売りなので、必ず旅館への予約

が必要です。 

☆食べることができる代表的なお店 

波根旅館街 

とぎ汁 
 

（島根県大田市） 

掛
かけ

戸
ど

松島
まつしま

に灯る夕日と「とぎ汁」 7 
 

掛戸松島 

絶壁と奇岩からなる景勝地。要害山と梶山の切り通しの

間から、眼前に日本海の荒波に洗われる奇岩「掛戸松島」

がみられます。約２０メートルの塔状に屹立する岩の上

に、一本の青松を載せる姿は見事です。現在の一本松は、

３代目であり、台風で倒れた２代目から２００５年に住

民の協力で新たな松が植えられ、よみがえりました。日

本海の波間にすくっと立っている松島の絶景は「石東

（せきとう）の名所」と呼ばれており、秋限定の夕日が

沈む幻想的な空間を間近で体感できます。 

※９月末頃までの日没前１時間くらいが見ごろです。 

 

（地図Ａ） 

周辺のとっておきの景色と食 

ヨズクハデ 
 

問い合わせ：大田市 産業振興部 観光振興課 (TEL)0854-82-1600 

①『ヨズクハデ』は、温泉津町の西田地区で見られる稲ハデで、そ

の姿が「ヨズク（フクロウ）」が羽を休めている姿に似ているこ

とから、この名が付きました。西田の田園を飾る「秋の風物詩」

となっています。神代の昔、海上を守る上津綿津美命（うわづわ

たつみのみこと）と上筒男命（うわづつおのみこと）の二柱の神

様は、大風で稲ハデが倒れ難儀している西田地区の里人を見て、

海岸で網を干す方法を教えられました。木を三角錐状に立てるこ

の方法は、材料が少なくて済む上に、面積も狭く、しかも短時間

で組み立てることが出来、風で倒れる心配が殆どありません。 

②大田市温泉津町西田地区 

（地図Ｂ） 

大田市の概要・アクセス 

作成中 

【人口】37,707人 【面積】436.11 k㎡ 

【アクセス】 

○アクセス（車） 

・大阪方面から 約 5時間 20分 吹田 I.C～(中国

道・米子道・山陰道)～出雲 I.C～R９～大田市 

・広島方面から 約 2時間 30分 広島 I.C～(広島

道・中国道・浜田道・江津道路)～江津 I.C～R９

～大田市 

○アクセス（ＪＲ） 

・岡山方面から 約 3 時間 50 分 岡山駅～（特急

やくも）～出雲市駅～（山陰本線）～大田市駅 

○アクセス（バス） 

・広島方面から 約 3時間 

 

秋 
 

258242212 

599018000*08 
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① 安来市から伯太川に沿って南に

入った静かな町大塚。江戸時代

につくられた薬師堂からのびる

通りは独特の雰囲気がありま

す。レトロ感のあるこの町は、

漫画家水木しげる氏の妻武良布

枝さん著「ゲゲゲの女房」で一

躍有名になりました。 

②島根県安来市大塚町 

① 遠く平安時代に滋覚 

大師によって伝えられ 

たという清水羊羹。実 

は精進料理の一種で、 

羊の肝料理を精進化し 

て羮にしたものだそう 

です。山陰では当たり 

前の清水羊羹は昔なが 

らの素朴な味わいが特

徴。４つの製造元がそれぞれ境内に売店を持ち、そこで世間話をしな

がら買い比べてみるのも一興です。 

②黒田千年堂、西村堂、深田豊隆堂、遠藤瑞泉堂 

 清水寺境内に売店 

日常から解き放たれる時間を体感できる瑞光山

清水寺。５万坪の境内には国の重要文化財も数多

く、荘厳な空気に包まれています。 

和の雅な風情に包まれる境内は、特に約 100本の

ソメイヨシノが咲き乱れる「春」、そして境内が

真紅に染まる「秋」は特に見頃です。 

清水寺の精進料理は、古くから伝えられた

精進料理の調理法に現代の感覚を加え、会

席料理と見紛うばかりの献立を用いると

ころに特徴があります。見て美しい、食べ

て美味しい、そしてヘルシーな精進料理

を、ぜひ一度味わってみてください。特に、

やみつきになる「うれしの」と、濃厚な味

わいの「ごま豆腐」は絶品です。 

 
※「うれしの」は、和がらしを塩漬けした赤じそ

でくるみ、砂糖漬けにしたものです。 

精進料理 
 

（島根県安来市） 

山陰の古刹清水寺と精進料理 

 

8 
 

安来市の概要・アクセス 

周辺のとっておきの景色と食 

問い合わせ：安来市 商工観光課 (TEL)0854-23-3340 

 

☆食べることができるお店 :  

ゆう心  (TEL) O854-23-1100 

松琴館    (TEL) 0854-22-2002 

紅葉館    (TEL) 0854-22-2530 清水羊羹 
 

【人口】41,213人 【面積】420.97 k㎡ 

【アクセス】 

○アクセス（車） 

・大阪方面から 約 3時間 30分 吹田 I.C

～(中国道・米子道・山陰道)～安来 I.C 

・岡山方面から 約 2時間 30分 岡山 I.C

～(岡山道・中国道・米子道・山陰道)～

安来 I.C 

○アクセス（ＪＲ） 

・岡山方面から 約 2時間 20分 岡山駅～

（特急やくも）～安来駅 

大塚の町並み 
 

（地図Ｂ） 

秋 
 

109229784 清水寺 
 

（地図Ａ） 

109167004 
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（島根県奥出雲町） 

金言寺の銀杏と仁多
に た

米
まい

 9 
 

樹齢推定 400年の大銀杏と、茅葺き屋根の寺のハーモニ

ーが美しく情緒溢れる景色を作りあげており、写真家た

ちに人気のスポットです。高さ約 33 メートル、幹の太

さ 5.7メートルの金色の大銀杏は、近くでみるとその色

の鮮やかさ、大きさに圧倒されます。また、日蓮宗松尾

山金言寺の茅葺き屋根が醸し出す雰囲気から、時代を超

えてタイムスリップしたかのような気分を味わうこと

ができます。 

島根県仁多郡奥出雲町の自然に育まれた「出雲國仁多

米」。面積の約９割を占める森林で蓄えられたミネラル豊

富な雪解け水、標高３００～６００ｍにある棚田、昼夜

の温度差や完熟堆肥を使った昔ながらの土づくりが粘り

のある旨みのある「出雲國仁多米」を育てます。また「出

雲國仁多米」は一年中籾のまま低温貯蔵しその都度籾摺

りし、出荷直前に精米する「今摺り米」ですので新鮮さ

が違います。玉峰山荘ではこの仁多米の籾がらを使って

すくも釜で炊きます。程良い火加減で昔懐かしいご飯が

食べられます。また「おこげ」も人気です！！ ☆食べることができる代表的なお店 

亀嵩温泉 玉峰山荘 

島根県仁多郡奥出雲町亀嵩 3609-1 (TEL) 0854-57-0800 

出雲國仁多米 
 

問い合わせ：奥出雲観光協会 (TEL)0854-54-2260 

 

①奥出雲で栄えた日本古来の製鉄技

術である、「たたら」の鉄師頭取の

要職を務めた櫻井家の庭園は、秋

になると奥出雲随一ともいえるほ

ど美しい景観を見せてくれます。

櫻井家の家並みや蔵、流れ散る滝

は、まるで江戸時代のまま時の流

れが止まったような趣です。水車

小屋では、秋限定で食べられる、

清聴庵のそば粉をひいています。

小川によく映える櫻井家の紅葉を

見に来てください。 

②島根県仁多郡奥出雲町上阿井 1655番地 

（地図Ｃ） 

周辺のとっておきの景色と食 

木次線奥出雲おろち号 
 

（地図Ｂ） 

櫻井家の紅葉 
 

①紅葉が美しい中国山地の里山を駆

け抜けるトロッコ列車の窓から、

涼しい風を受けながら絶景を眺め

てみませんか。全国的にも珍しい

出雲坂根のスイッチバック、長寿

たぬきで一躍有名になった延命

水、全国最大級のループ橋の迫力

など奥出雲おろち号の旅は見どこ

ろがいっぱい。車内では奥出雲の

選りすぐりの食が頂けます。 

②木次線沿線 

奥出雲町の概要・アクセス 

【人口】14,152 人 【面積】368.06 k㎡ 

【アクセス】 

○アクセス（車） 

・大阪方面から 約 4時間 40分  吹田 I.C

～(中国道)～東城 I.C～(314)～奥出雲町 

・広島方面から 約 2時間 50分 広島 I.C

～(広島道・中国道)～庄原 I.C～(432)～

奥出雲町 

○アクセス（ＪＲ） 

・岡山方面から 約 4時間 30分 岡山駅～

（特急やくも）～宍道駅～（木次線）～

出雲三成駅 

 

秋 
 

388352496 金言寺の銀杏 
 

（地図Ａ） 

388359803 388368574 
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円通寺は奈良時代（8世紀）に僧・行基が創建したと伝

えられています。江戸時代、安永８年（１７７９年）、

青年時代の良寛さまが時の住職、国仙和尚を慕い、出雲

崎より訪れ約 18 年間修行しました。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

して整備されています。(岡山県指定名勝地） 

毎年 11 月には備中玉島良寛まつりが開催され、多くの

人が訪れます。 

良寛ゆかりの「しのうどん」 

茹でると幅２センチ、長さが１５０セン

チにもなる長く太い麺。250年前から玉島

円通寺で接待されていた「一筋一椀」と

いううどんでした。時代とともに普通の

うどんに代わっていたものを、2002 年に

地元の人が復活させました。材料は塩と

小麦粉のみ。女性の視点で食べ方もパス

タにラザニアにと多彩なメニューで食べ

ることができます。 

周辺のとっておきの景色と食 

①ＪＲ児島駅より鷲羽山夕景鑑賞バスで夕景ポイント２

箇所へアクセスします。瀬戸内の夕景とダイナミック

な瀬戸大橋のコントラストを楽しめます。 

②鷲羽山レストハウス（鷲羽山展望台） 

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 
                                 ・倉敷駅前観光案内所 (TEL)086-424-1220  ・倉敷館観光案内所 (TEL)086-422-0542 

                                 ・児島駅観光案内所 (TEL)086-472-1289    ・新倉敷駅観光案内所 (TEL)086-526-8446 

玉島円通寺 
 

 

鷲羽山からの夕日 
 

（地図Ａ） 

（地図Ｂ） 

（岡山県倉敷市） 

良寛さまゆかりの玉島円通寺と 
「しのうどん」 

倉敷市の概要・アクセス 

【人口】483,348人 【面積】354.72k㎡ 

○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 

・福岡方面から 約５時間 30分 福岡 I.C～(九州・

中国・山陽道)～玉島 I.C～(Ｒ２)～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 

○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 

秋 
 

111139505 

19037804 

☆食べることができる代表的なお店 

良寛荘・きゃろっと亭・マダム Kitchen・うどんの

蔵・武蔵の国・あるてふぁっと 

 詳しくは「玉島おかみさん会」ホームページ 

http://www.tamatele.ne.jp/~madamu/top-.html 
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井倉峡 
 

（岡山県新見市） 

11 
 

高梁川の清流によって刻まれた、高さ２４０ｍにも及ぶ石

灰石の絶壁です。秋の紅葉は、石灰石の灰色とのコントラ

ストが美しく、下方には、西日本では秋芳洞に次ぐ規模を

誇る鍾乳洞「井倉洞」があり、洞内には、落差５０ｍの「地

軸の滝」をはじめ「くらげ岩」、「瀬戸の海」など見所が数

多くあります。 

岡山県北で昔から親しまれている

鯖寿司。 

内陸部に位置し、昔は海からの輸送

に時間がかかっていたこの地で、い

かに鯖を美味しく食べるかという

昔の人々の知恵と工夫から生まれ

ました。バッテラと違い、肉厚の鯖

が特徴です。 

周辺のとっておきの景色と食 

新見市の概要・アクセス 

☆食べることができる代表的なお店 

伯備 

新見市西方 469-1 (TEL) 0867-72-3125 

寿司一 

新見市高尾 2479-11 (TEL) 0867-72-0710 

 

問い合わせ：新見市 商工観光課 (TEL) 0867-72-6136 

井倉洞 
 

（地図Ａ） 

鯖寿司 
 

井倉の渓谷、洞窟と鯖寿司 

☆問い合わせ先 

㈱井倉洞 (TEL) 0867-75-2224 

 

【人口】32,529人 【面積】793.29k㎡ 

○アクセス（車） 

・大阪方面から 約２時間 50分 吹田 I.C

～(中国道)～新見 I.C～新見市 

・広島方面から 約２時間 広島 I.C～

(広島道・中国道)～新見 I.C～新見市 

○アクセス（ＪＲ） 

・大阪方面から 約 2 時間 新大阪駅～

(新幹線)～岡山駅～(特急やくも)～新

見駅 

・広島方面から 約 1時間 50分 広島駅

～(新幹線)～岡山駅～(特急やくも)～

新見駅 

 

特選千屋牛ステーキ 
 

①松坂・近江・神戸牛のルーツとい

われながらもその飼育頭数の少

なさから全国には出回ることが

なかった、まさに知られざる銘

品、それが”千屋牛”。和牛の味

や肉質の決め手は７割が系統、３

割が飼育の技術といわれる中で、

千屋牛は日本三大蔓の中でも日

本最古の蔓牛ともいわれる「竹の

谷蔓」の血統を受継ぐ優秀な黒毛

和種です。 

②新見千屋温泉いぶきの里 

新見市千屋花見１３３６－５ 

(TEL) 0867-77-2020 

（地図Ｂ） 

秋 
 

236618817 
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（岡山県備前市） 

閑谷学校と備前焼でカレー 12 
 

旧閑谷学校は、岡山藩主池田光政公が 340年余り前

に、この地を訪れた際にその静けさと美しさに心う

たれ、岡山藩直営の庶民教育のための学校として創

設されたのが始まりです。学校建築としては日本唯

一の国宝の講堂をはじめ、聖廟や閑谷神社などほと

んどの建造物が国の重要文化財に指定されていま

す。樹々や花々が四季折々の彩りを見せ、訪れる人

を楽しませてくれます。特に聖廟前にうえられた、

中国孔子墓所由来の２本の楷の木は左が赤色、右が

黄色と鮮やかに紅葉し、日本一との評価のある銘木

です。 

周辺のとっておきの景色と食 備前市の概要・アクセス 

①標高 400ｍの高原に開ける「八塔

寺の村」。約１３００年の歴史が

ある山岳仏教の地ですが、今では

静かな里山風景がひろがります。

ふるさと村のシンボル的存在の”

カヤ葺き民家”と寺院からその歴

史がほのかに漂い、周囲の黄金色

に色づく田圃との景観はどこか

懐かしさを感じさせてくれます。

標高５３９メートルの八塔寺山

からの眺望は、瀬戸内海、中国山

地も一望のもとに眺めることが

出来ます。 

②岡山県備前市吉永町加賀美 

お店ごとにに工夫を凝らした、備前産の野

菜・シーフード・フルーツといった、味わ

いの異なるカレーを、これまた趣の異なる

備前焼の器に盛られたカレーは、食べごた

えたっぷり。お気に入りの味を見つけに、

各店のカレーを食べ比べてみませんか？ 

☆食べることができる代表的なお店 

http://bizen-curry.mods.jp/（華麗備前会ＨＰ） 

備前焼ギャラリー山麓窯 

備前市東片上 1281-21 (TEL) 0869-64-2176 

そのほか華麗備前会加盟の各店 

問い合わせ：備前市 商工観光課 （TEL）0869-64-1832 

八塔寺ふるさと村 
 

閑谷学校 
 

備前カレー 
 

（地図Ａ） 

（地図Ｂ） 

（地図Ｃ） 

【人口】37,543人 【面積】258.23k㎡ 

○アクセス（車） 

・大阪方面から 約 2時間 吹田 I.C～(山

陽道)～備前 I.C～備前市 

・広島方面から 約２時間 30分 広島 I.C

～(山陽道)～和気 I.C～備前市 

○アクセス（ＪＲ） 

・大阪方面から 約 1時間 40分 新大阪

駅～(新幹線)～相生駅～(赤穂線)～西

片上駅 

秋 
 

151776199 

233285286 

http://bizen-curry.mods.jp/


中国地方 とっておきの景色と食 （秋） 57 

※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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（岡山県真庭市） 

秋空に映える蒜山
ひるぜん

三座と伝統食 13 

高原リゾートを楽しめる蒜山高原。岡山県と鳥取

県の県境に連なる蒜山三座（上蒜山、中蒜山、下

蒜山、最高峰は上蒜山の 1,202ｍ）は、山の稜線

付近までブナ林が広がり、特に秋は山全体が色鮮

やかな表情を見せてくれます。サイクリングロー

ドや牧場もあり、さまざまなレジャーを楽しむこ

とができます。 

手斧で木を削った時に出来る“こけら”に切

り身にした魚の形が似ていることから「こけ

らずし」の名が付きました。新米が取れたあ

と秋祭りのごちそうとして各家庭で作られて

います。鯖が普通ですが、昔は日本海で取れ

た「シイラ」の塩漬けを使っており、今でも

「シイラ」を使う家庭もあります。 

☆食べることができる代表的

なお店 

ハッスルかあちゃん工房 

真庭市蒜山下和 1080-1 

(TEL) 0867-67-2665 

周辺のとっておきの景色と食 

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

こけら寿司 
 

蒜山高原は県下一のソバの生産地です。栽培され

るのは「夏ソバ」と比較して、より冷涼な気候に

適し品質が高いとされる「秋ソバ」で、蒜山の気

候とマッチしてより品質の高いものになってい

ます。「歯ごたえ」と「のど越し」そして口に入

れた瞬間に鼻をぬける「ソバの香り」をお楽しみ

ください。 

☆食べることができる代

表的なお店 

味覚工房 そばの館 

 真庭市蒜山上徳山 1375-1  

(TEL) 0867-66-7101 

①ヤマブドウは日本固有のブドウですが、西日

本では珍しく、蒜山高原に自生した 1,000本

の野生の木を選抜し、たった 3本の木から栽

培化がスタートしました。徐々に規模を拡大

し、いまやヤマブドウといえば蒜山といわれ

るまでになりました。日照時間など気候の違

いから、本場とされる東北地方のものよりも

甘みが強く、野性味をしっかり残しながらも、

上品な味わいが特徴です。（真庭ブランド） 

②ひるぜんワイン㈲ 

 真庭市蒜山上福田 1205-32 (TEL) 0867-66-4424 

真庭市の概要・アクセス 

【人口】49,222人 【面積】828.43k㎡ 

○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～(Ｒ313・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 

ひるぜん焼そば 
 

①昔から各家庭で工夫して調合した味噌ベー

スのたれで焼きそばなどを食べていたこと

がはじまりのご当地グルメ。濃厚な味噌ベー

スの甘辛ダレと噛めば噛むほど味の出る鶏

肉が癖になる一品。 

②ひるぜん焼そば好いとん会事務局 

 真庭市蒜山富山根 303-1 (TEL) 0867-66-3220 

秋 
 

蒜山高原 
 

蒜山ヤマブドウ製品 
 

蒜山そば 
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（岡山県美咲町） 

14 

平成 13 年、耕作放棄地に赤そば(高嶺ルビー)の

花を植えたのを機にそばの植栽がはじまり、現在

は、白そば 7ha、赤そば 2haが植栽されています。

赤そばの花が染まるのは１０月上旬。平成 15 年

には地産地消を目的に棚田のそば屋「紅(あか)そ

ば亭」を開店させ、多くの人が訪れています。 

美咲町の概要・アクセス 

問い合わせ：美咲町 産業観光課 （TEL）0868-66-1118 

☆食べることができる代表的なお店 

棚田のそば屋「紅そば亭」 

久米郡美咲町境 1371  

(TEL) 0868-68-0661  

（地図Ａ） 

赤いそばと黄金の稲穂、 
町をおこす棚田の恵み 

赤そば畑（大垪和境地区） 
 

棚田でつくられた白そば、

赤そばをその地で食べるこ

とができます。そばはもち

ろんのこと、具材も境産に

こだわり、境地域の農家 23

戸が取り組むエコファーマ

ー米とエコファーマーそば

が食材として提供されてい

ます。 

（地図Ａ） 

そば 
 

おおはがの棚田（大垪和西地区） 
 

棚田の織りなす縞模様が独特の曲線をも

って描き出す景観は見事で、また四季

折々に変化する様も美しく、日本の棚田

百選にも選ばれています。秋の刈り入れ

の頃、黄金色の稲穂に覆われた棚田の光

景は、昔懐かしい思いにしばらくひたる

ことができます。 

美咲町の素材にこだわった美咲

流「たまごかけごはん」は〝地

産地消〟と〝安心安全食材〟を

大きく掲げ、①西日本最大級の

養鶏場、②日本棚田百選に選ば

れている棚田の米、③地元産の

醤油をベースとした特製専用タ

レ、④卵かけご飯をこよなく愛

した美咲町出身の岸田吟香。こ

れら郷土の文化と歴史、誇りが

多く詰まっています。 

たまごかけごはん 
 

（地図Ｂ） 

【人口】15,664人 【面積】232.15k㎡ 

○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～(Ｒ53)～美咲町 

・広島方面から 約２時間 40 分 広島

I.C～(広島道・中国道)～院庄 I.C～

(Ｒ53)～美咲町 

○アクセス（ＪＲ） 

・岡山方面から 約 1時間 10分 岡山駅

～(津山線)～亀甲駅 ☆食べることができる代表的なお店 

 食堂 かめっち。 

 久米郡美咲町原田 2155 

※問い合わせは美咲町役場産業観光課へ。 

秋 
 

153124357 

153120354 
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（広島県広島市） 

15 
 

周辺のとっておきの景色と食 広島市の概要・アクセス 

問い合わせ：(公財)広島市観光コンベンションビューロー観光振興部 (TEL)082-247-6916 

 

三滝寺と古江のいちじく 

静かな時間が流れる、山の谷間に位置

する古刹です。紅葉のシーズンには広

い境内の木々が真っ赤に色付き、とて

も気持ち良く散策ができます。また、

ここは宗箇山の登山口でもあり、ここ

から歩いて 45 分ほどの山頂からは、

広島市中心部や瀬戸内の島々が見渡

せます。 

古江いちじくは、皮が薄く甘みが強いのが特徴

です。おいしいいちじくの代名詞として市民の

間で親しまれており、一度食べるともう他のい

ちじくは食べられないと言う人もいるほどで

す。長距離輸送に向かないため、地元広島市を

中心に販売されています。 

また三滝寺近くの三滝茶屋では古江いちじくを

使った料理やデザートを秋の会席料理で楽しむ

ことができます。 

☆食べることができる代表的なお店 

三滝茶屋 (TEL)082-237-2408 

（「古江のいちじく」は市内スーパ

ー、百貨店等で購入可能） 

三滝寺 
 

①広島市中心部からほど近くにある小高い丘、比治山は

全体が公園になっており、秋が深まると木々の葉がき

れいに色付きます。公園内には広島市現代美術館や広

島市まんが図書館もあり、行楽の秋、芸術の秋、読書

の秋が一度に楽しめる贅沢スポットです。 

②広島市南区比治山公園 

【人口】1,186,928 人 【面積】905.25 k㎡ 

【アクセス】 

○アクセス（車） 

・大阪方面から 約４時間 10分 吹田 I.C～(中

国道・山陽道)～広島東 I.C～広島市 

○アクセス（ＪＲ） 

・大阪方面から 約１時間 30分 新大阪駅～（新

幹線）～広島駅 

（地図Ａ） 

古江のいちじく 
 

※写真は三滝茶屋の秋の会席料理の例 

秋 
 

22278842 

22162664 比治山公園 
 

（地図Ｂ） 
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【人口】56,095 人 【面積】778.19 k㎡ 

【アクセス】 

○アクセス（車） 

・大阪方面から 約３時間 50分 吹田 I.C

～(中国道)～三次 I.C～Ｒ375～三次市 

・広島方面から 約１時間 10分 広島 I.C

～（山陽道・広島道・中国道）～三次 I.C

～～Ｒ375～三次市 

○アクセス（ＪＲ） 

・大阪方面から 約３時間 30分 新大阪駅

～（新幹線）～広島駅～（芸備線）～三

次駅 

・広島方面から 約１時間 50分 広島駅～

（芸備線）～三次駅 

三次の霧の海 
 

（広島県三次市） 

晩秋の霧の海と山の芋料理 

 

16 
 

 

周辺のとっておきの景色と食 三次市の概要・アクセス 

月夜の奥田元宋・小由女美術館 

①日本で一番、月が美しくみえる美術館 

設計のコンセプトは、"自然と人と芸術

の交歓"。元宋作品のモチーフとなって

いる”月”を意識したレイアウト。ロ

ビーでは、東側の窓の外に広がる屋上

庭園と、池の水面に光を落としながら

夜空をわたる月を楽しめます。３月と

９月には、窓のほぼ中央に見える名月

を鑑賞できます。 

②三次市東酒屋町 453-6 (TEL)0824-65-0010 

 

問い合わせ：三次市 地域振興部 観光交流課 (TEL) 0824-64-0066 

 

 

（地図Ｂ） 

秋から早春にかけての早朝、四方を山々に囲まれ、

三本の川が巴に織り成す三次盆地は深い霧に覆わ

れ、「霧の海」を見ることができます。霧の海から

顔を覗かせる山々の頂は、海に浮かぶ島のように見

え、幻想的な光景を生み出します。日の出に合わせ

て刻一刻と表情を変化させるその様は、壮大かつ神

秘的。早起きしてでも見る価値のある、三次の風物

詩です。吉舎町の登美志山、粟屋町の高谷山、上田

町の岡田山、畠敷町の岩屋寺、布野町の岩倉山、甲

奴町の弘法山など、市内各地の山から眺めることが

できます。 

☆食べることができる代表的なお店 

とみしの里 

広島県三次市吉舎町安田 1496-３ (TEL) 0824-43-4661 

三次市吉舎町特産の「山の芋」。そのまま素揚げもできるほど粘り気の強

いすり身は、ミューシンと呼ばれる高級タンパク質を豊富に含むなど、

滋養に優れています。調理法もとろろご飯や素揚げ、酢の物や鉄板焼、

お吸い物など様々。登美志山にある多目的施設の中のレストラン「とみ

しの里」では、「山の芋とろろ定食」（要予約・11月～3月頃）をはじめ、

「山の芋」を使った豊富なメニューを楽しめます。お米も１００％三次

産にこだわっており、三次市「地産地消の店」に認定されています。 

（地図Ａ） 

山の芋とろろ定食 
 

香淀迦具神社 

境内にあるイチョウ 

①香淀迦具神社境内にあるイチ

ョウで、樹高約 32ｍ、胸高幹

囲 7.28ｍの雄樹です。葉はラ

ッパ状になります。秋には黄

色く色づき周囲の紅葉とあわ

さり一層きれいです。 

②三次市作木町香淀 460 

 （問い合わせ） 

 三次市作木支所 

 TEL(0824-55-2111) 

 

 

（地図Ｃ） 

登美志山からの霧の海 

秋 
 

267255116 

244389793 
244553800 
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（広島県安芸太田町） 

三段峡探訪と橡餅 17 
 

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 

①西中国山地国定公園の秀峰深入山と臥龍山に挟ま

れた小板高原には、今もかやぶきの民家が点在し田

園風景とともに古き良き時代をかもし出していま

す。 

②安芸太田町小板 

 

小板のかやぶき 

問い合わせ：安芸太田町観光協会 (TEL) 0826-28-1800 

 

（地図Ａ） 

切り立った絶壁と原生林、エメラルドグリーンの水面が神秘

的な雰囲気をたたえ、紅葉シーズンは多くの観光客でにぎわ

います。絵の具のパレットのように色づいた山肌を渡し船か

ら見る景色は世界レベルです！また桟橋のある絶壁にへば

りつくように建てられている黒淵荘は、峡内探勝のオアシス

として食事や休憩処として親しまれています。 

国の特別名勝三段峡一帯などに

群生する橡の木の実を加工した

お餅。添加物なしの昔ながらの手

作りの味で、独特の風味が特徴。

色づく紅葉を見に入峡する三段

峡正面口で焼き上げる香ばしい

香りは、食べずにはいられない。 

☆食べることができる代表的なお店 

 三段峡ホテル 

 安芸太田町柴木 1596 

  (TEL) 0826-28-2308 

三段峡 黒淵 
 

【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～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 

とち餅 
 

（地図Ｂ） 

（地図Ａ） 

（地図Ｃ） 

秋 
 

363728453 

363878226 
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井仁の棚田 

（広島県安芸太田町） 

寺領
じ り ょ う

の里の秋と祇園坊
ぎ お ん ぼ う

柿
がき

 18 
 

安芸太田町の特産品を代表する祇

園坊柿の主産地である寺領地区。地

区内 80 戸の農家のほとんどがこの

祇園坊柿を生産しています。毎年

11 月に入ると年末の贈答品として

広島県の特産品として有名な「祇園

坊柿の干し柿」作りが始まります。

地区内の農家の軒先には今も昔な

がらの手作業でつくられた干し柿

のれんが家を囲む様子を見ること

ができます。 

祇園坊柿は、他の柿よりも一段と大きく、果肉が豊富で水

分が多く、 渋柿の渋を抜いて作るため甘過ぎずさっぱり

した味で、メロンにも勝るとも劣らない味をしており、柿

の王様といわれています。広島県の特産品として脱渋した

あおし柿や干し柿として出荷されています。 

周辺のとっておきの景色と食 

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 

☆食べることができる代表的なお店 

 広島市農協戸河内支店 安芸太田町上殿 618 (TEL) 0826-28-2247 

祇園坊柿 
 

 

（地図Ａ） 

安芸太田町の概要・アクセス 

【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 

問い合わせ：安芸太田町観光協会 (TEL) 0826-28-1800 

寺領の農家 
 

（地図Ｂ） 

（地図Ｃ） 

筒賀の大銀杏 

①国道 186 号線沿いの大歳神社の境

内にそびえ立つ高さ 48ｍ、周囲 8．

3ｍの巨樹。推定樹齢 1,100年以上

といわれ、県の天然記念物にも指

定されています。 

 近年この大銀杏はアクセスの良

さ、樹齢と荘厳な黄金色の葉から、

長寿と金運のパワースポットとし

て訪れる人があとをたちません。 

②安芸太田町上筒賀 

 

（地図Ｄ） 

秋 
 

363676124 

363499847 

363337802 
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（広島県北広島町） 

白い絨毯の豊平と手打ちそば 19 
 

西日本有数のそば処 豊平。秋には可憐で真っ白いそばの花が

じゅうたんのように咲き誇ります。そもそも豊平地区でそばが

盛んに栽培され始めたのは 20 年前。昔からこの地区で栽培さ

れていたそばで町おこしをしたいと、日本を代表するそば打ち

名人の高橋邦弘さん（達磨 雪花山房）の指導を受け、行政・

住民が一体となってそばの里をめざし、今や地元の誇りとなり

ました。豊平地区内の至る所でそば畑を見ることができます。 

豊平のそばは、実の部分だけを挽

いたそば粉を使っているので、白

く美しいそばができます。食べた

時、適度なコシで舌触りがなめら

かなのも特長。「挽きたて、打ち

たて、湯がきたて」の「三たてそ

ば」は逸品。 

周辺のとっておきの景色と食 北広島町の概要・アクセス 

①道の駅豊平どんぐり村の眼前にそびえる標高９

２８．４m の独立峰。登山道が整備されており、

山頂は 360度の大展望がひらけ、中国山地の山並

みを一望のもとに見ることができます。 

②北広島町都志見 

 

龍頭山 

問い合わせ：北広島町 企画課 観光交流室 （TEL）050-5812-1856 

そばの花畑 
 

豊平そば 
 

（地図Ａ） 

☆食べることができる代表的なお店 

 どんぐり荘    (TEL) 0826-84-1313 

 どんぐり庵    (TEL) 0826-84-1313 

 豊平手打ちそばこぼり(TEL) 0826-84-0474 

  そばお味処いそべ (TEL)090-3179-8359 

お休み処吉川本陣  (TEL) 0826-83-1289 

 達磨 雪花山房  (TEL) 0826-83-1116 

 

（地図Ｂ） 

【人口】19,790人 【面積】645.86k㎡ 

【アクセス】 

○広島方面から 約 40 分 広島 I.C～(広

島道・中国道)～千代田 I.C～北広島町 

○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)～千代田

I.C～北広島町 

○山口方面から 約１時間 50分 山口 I.C

～(中国道)～千代田 I.C～北広島町 

秋 
 

322188887*85 
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今高野山 龍華寺 

（広島県世羅町） 

今高野山龍華寺の紅葉と松茸 20 
 

世羅町甲山を中心とする世羅郡の東半一帯は、鎌倉

時代以来、紀州高野山領大田荘でした。弘法大師開

基と伝えられる今高野山龍華寺は、大田荘経営の中

心で、丹生・高野明神も歓請され、十二院が一山を

なしていました。 

今日では今高野山憩いの森として整備されており、

11月上旬～11月中旬には鮮やかに色づいたもみじ

を楽しんでいただけます。まだ多くの方には知られ

ていない紅葉スポットです。散策しながらゆったり

としたひと時を過ごすことができます。 

『玉乃家』では国内産松茸を使用した松茸料理を

召し上がっていただけます。なかでも松茸御膳は、

松茸入り茶碗蒸し、松茸御飯など秋の味覚を手軽

に味わっていただけます。 

周辺のとっておきの景色と食 世羅町の概要・アクセス 

上津田地区の 

神殿入り（こうどなり） 

①毎年 10月上旬に行われる世羅町

上津田地区の秋祭りです。祭り

の夜、御神灯を稲荷神社に奉納

する幻想的な神事です。 

 また広島県の無形民俗文化財に

指定されています。 

②世羅町上津田付近 

 

問い合わせ：世羅町観光協会 (TEL)0847-22-4400 

松茸御前 
 

 

（地図Ａ） 

（地図Ｂ） 

☆食べることができる代表的なお店 

料理旅館 玉乃家 

広島県世羅郡世羅町本郷 25-2 (TEL) 0847-22-1161 

【人口】17,635人 【面積】278.29k㎡ 

○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 松江玉造 I.C

～(山陰道・松江道)～三次 I.C～(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 

 

ダリア 

①世羅高原農場では、400種類 2万

5千株のダリアが畑を彩り西日本

最大規模を誇ります。夏のイメー

ジの強いダリアですが、秋が深ま

るにつれて次々と花を咲かせ、色

も鮮やかになっていきます。直径

30 センチを超える巨大輪など

様々な花姿、色豊富な様子はまさ

に百花繚乱。豪華な花として再び

注目されているダリアが一面に

広がり、ダリアの魅力が再発見で

きる景色です。 

②世羅町別迫 世羅高原農場 

 

 

（地図Ｃ） 

秋 
 

257592553 

257860439 



中国地方 とっておきの景色と食 （秋） 65 

※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。 

 

最近では８月上旬から極早生の

りんごが店頭に並び、11月下旬頃

まで買い求めることができます。

最も人気のある品種は“ふじ”で

す。10月中旬ごろから 11月中旬

に駈けてが、食べ頃です。 密が

入ったものが多く、かじると程よ

い酸味とともに甘みを含んだジ

ュースが出て、口の中にりんごの

香りが広がります。 

☆食べることができる代表的なお店 

阿東地区内のりんご園、果物店 

山口市阿東地区内 

（山口県山口市） 

SLの車窓に広がるりんご畑 21 

太平洋戦争後の昭和 21 年（西暦 1946 年）頃から、徳佐の地

でリンゴの栽培が行われだし、昭和 24年に始めて出荷され、

以後西日本随一のリンゴの栽培地となりました。ＪＲ山口線

の鍋倉駅付近では車窓から、色づいたリンゴを見ることがで

き、国道９号線からもリンゴが実った農園を望めます。ＪＲ

山口線には、３月下旬から 11月末までＳＬやまぐち号が走り、

りんご園をかすめて通るＳＬの姿を写真におさめようとする

人も多く見受けられます。 

周辺のとっておきの景色と食 山口市の概要・アクセス 

長門峡 

①渓谷を彩る紅葉と流れる水の音。例年１０月下旬頃から１１月中旬頃ま

で、渓谷が黄色・紅色の葉の華やかな衣装をまといます。また、遊歩道

近くの楓の葉が、多くの小さな赤子の手を連想させます。道の駅「長門

峡」の前には、ＪＲ山口線が通り、土曜日・日曜日および祝日には、SL

やまぐち号が１日１往復運行され、長門峡駅で乗下車することができま

す。萩市川上まで約 5㎞の遊歩道はハイキングに最適です。 

②山口市阿東生雲東分・長門峡～萩市川上 

問い合わせ：ＮＰＯ法人 あとう観光協会 （TEL）083-956-2526 

阿東のりんご 
 

ＳＬ「やまぐち」号とりんご
園 

 

 

（地図Ａ） 

（地図Ｂ） 

【人口】195,412人 【面積】1023.31k㎡ 

○阿東までのアクセス（車） 

・広島方面から 約 2時間 10分 広島 I.C

～(広島道・中国道)～鹿野 I.C～(R315)

～山口市阿東町 

○アクセス（ＪＲ） 

・広島方面から 約２時間 30分 広島駅～

（新幹線）～新山口駅～（山口線）～鍋

倉駅 

秋 
 

358728887 

870189225 
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（山口県萩市） 

萩の海を染める夕陽と赤魚 

問い合わせ：萩市 商工観光部 観光課  (TEL)0838-25-3139 

 

周辺のとっておきの景色と食 

22 
 

「金太郎」は「ヒメジ」の地方名。ま 

とまった漁獲がないため、都市部での 

流通はほとんどない魚ですが、全国有 

数の漁獲量を誇る萩では、昔から親し

まれてきた魚です。15 センチ程度の小魚ながら、甘味のあるほ

っこりした身は、大型の白身魚にも勝る味わい。萩ならではの

味を是非ご堪能ください。 

萩の金太郎 

都市部では「超」が付く高級魚。萩産の「あまだい」は漁場が近いため、鮮

度が良く、地元ではもっぱら刺身で賞味します。名前のとおりほんのり甘い

い身が特徴。その他焼物、煮物、唐揚など、料理法も多彩です。 

☆萩の魚を食べることができるお店 

萩市内の旅館・ホテル・料理店約 30 店舗

が「旬の地魚提供店」として登録して提供。 

[萩旬の地魚]と入力してクリックしてく

ださい。 

萩のあまだい 
 

日本海に多いアカムツは、体長 40センチ 

ぐらいですが、50センチ以上に達するも 

のもあります。眼は大きく、犬歯を持っ 

ています。体色は名前のとおり赤色です

が、口の中が黒いため山陰地方を中心にノドグロと呼ばれてい

ます。煮付けにすると、大変美味しい魚です。 

萩のあかむつ 

萩市の概要・アクセス 

【人口】52,430 人 【面積】698.79 k㎡ 

【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 

 

 

 

大照院 

①２代藩主毛利綱広が初代藩主秀就

の菩提所とするため再建した臨済

宗の寺院です。11 月中旬から下旬

にかけて 600 を超える石灯籠上の

紅葉のほか本堂裏の池を包むよう

に色づく紅葉も楽しむことができ

ます。 

②萩市椿 4132 

 

（地図Ｂ） 

「快水浴場百選」に選ばれた美しい海岸

です。海岸からは、沖合に浮かぶ島々を

眺めることができ、「夕陽百選」にも選ば

れた夕日も大変美しいものです。西側に

見える指月山も含めた菊ヶ浜海水浴場の

風景は、地元の人々が愛する自慢の風景

です。 

（菊ヶ浜からの夕日） 

秋 
 

243886478 

日本海に沈む夕日 
 

（地図Ａ） 

243827037 


