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（鳥取県米子市） 

中海に憩う水鳥と弓ヶ浜の白ネギ 1 
 

中海は、2005年にラムサール条約の登録湿地となりました。

毎年数万羽のカモ類が越冬する国内有数の水鳥の飛来地で、そ

の北東部にある米子水鳥公園は、広さ 27.8ｈaを誇る水鳥のサ

ンクチュアリ(保護区)で、中海で最も重要な水鳥の生息地のひ

とつです。冬はコハクチョウのねぐらになっており、雪化粧を

した大山をバックに、朝方は公園を飛び立つ姿、夕方は帰って

くる姿を観察できます。他にもカモ類やサギ類・国の天然記念

物であるマガンなど約 30 種類の野鳥が観察できます。ネイチ

ャーセンターには解説員が常駐しており、望遠鏡も備えてあり

ますので、野鳥観察が初めての方でも安心です。 

米子市弓ヶ浜半島を中心に栽培

される鳥取県西部の白ねぎは、長年

にわたる品種改良を経て、今や西日

本有数の産地として名を馳せてお

り、京阪神市場では約４割のシェア

を誇っています。鳥取西部の白ねぎ

は、冬の厳しさから軟らかく、とろ

けるような甘さに仕上がり、その食

味の良さには定評があります。 

周辺のとっておきの景色と食 

①江戸時代の廻船問屋「米屋」は、

米子の良質な米などを関西や

九州方面に出荷していました。

五代目・米屋吾左衛門とその妻

女は航海の安全を祈願して、船

子たちのために鮓飯に鯖をの

せた弁当を振る舞いました。こ

れが山陰名物『吾左衛門鮓』の

始まりです。明治三十五年、「米

吾」として創業してからは “品

質へのこだわり”を探究しなが

ら山陰の美味を全国にお届け

しています。 

②株式会社米吾（米子市弥生町） 

☆食べることができる代表的なお店 

写真は弓ヶ浜荘(米子市皆生温泉 4丁目

6-12：TEL0859-22-7476）の「新・白葱発見伝」 

白ネギ 
 

吾左衛門鮓 
 

①昔から寒の入りには、家族の健康

を願って作られる弓ヶ浜地域の

代表的な郷土料理です。漁場や農

家などの多忙な働き場の弁当と

して考えられました｡三角形の姿

が、伯耆富士と呼ばれる大山の頂

上の形に似ていることから「いた

だき」と呼ばれています｡また、

ふっくらした形が、防寒用の綿入

れを着た子ども「布子（ぬのこ）」

に似ていることから「ののこめ

し」とも呼ばれています｡  

②鳥取県米子市弓ヶ浜地域、境港市 

いただき（ののこめし） 
 

米子市周辺の概要・アクセス 

問い合わせ：米子市観光協会 (TEL)0859-37-2311 

【人口】150,313人【面積】132.21 k㎡ 

【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・米子道)～米子 I.C 

・岡山方面から 約２時間 

 岡山 I.C～(岡山道・中国道・米子道)～米

子 I.C 

○アクセス（ＪＲ） 

・大阪方面から約３時間 5分 新大阪駅～（新

幹線）～岡山駅～（特急やくも）～米子駅 

・岡山方面から約２時間 10分 岡山駅～（特

急やくも）～米子駅 

冬 
 

109379793 米子水鳥公園 
 

（地図Ａ） 
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（鳥取県岩美町） 

伝統の湯かむり唄・岩井温泉と「ばばちゃん」 2 
 

ばばちゃん 

「ばばちゃん（タナカゲンゲ）」は、松葉がに

と同じ水深に生息する深海魚です。ヌメヌメの肌

をした大きさ 60㎝～1ｍほどのタラに似た魚で、

松葉がにの漁の底引き網に一緒にかかります。旬

の時期は雪の降る 12 月～2 月で、オススメの食

べ方は鍋です。鍋にするとふかふかの白身とだし

汁がうまく合わさり体がぽかぽか温まります。ま

た、活きのいい物を刺身にすると、身は淡泊な味

をしており姿に似合わず上品な味わいがありま

す。 

岩井温泉 

１２００年の歴史がある源泉かけ流しの岩

井温泉。江戸時代から伝わる「湯かむり」と

いう奇習（頭に手ぬぐいをのせ、ひしゃくで

湯をかむりながら「湯かむり唄」をうたいま

す。）があり、「国民保養温泉地」の指定や日

本源泉かけ流し温泉協会へも加盟していま

す。温泉街には共同浴場「ゆかむり温泉」、趣

のある木造三階建ての旅館が３軒あります。 

周辺のとっておきの景色と食 

☆食べることができる代表的なお店 

 海岸民宿 （問い合わせ先：岩美町観光協会） 

 

 

（地図Ａ） 

冬の浦富海岸（城原海岸） 

①2010 年 10 月に世界ジオパークネットワークへの加

盟が認定された、京都、兵庫、鳥取にまたがる山陰

海岸ジオパーク。その中でも日本海の荒波と風雪に

よって浸食された断崖・絶壁・洞門・洞窟・奇岩の

荒々しい景観が続く浦富海岸は真っ青な夏の海、海

を紅く染める秋の夕日など１年を通じて見事な景色

を見せてくれます。冬の季節には荒々しさと厳しさ

を実感できる迫力と、海ですら波が雪のように真っ

白に見える絶景を見ることができます。 

②岩美町 

 

岩美町の概要・アクセス 

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） 

・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 

・岡山方面から 約 3時間 10分 岡山 I.C～（山陽道・岡山道・

中国道）～津山 I.C～（Ｒ53・鳥取道・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Ｂ） 

冬 
 

125808206 

960007490 
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 ☆食べることができる代表的なお店 

みささゆけむり家さん 

倉吉市清谷町１丁目８２ (TEL) 0858-26-0921 

http://yukemuriya.net/ 

 

（鳥取県倉吉市・三朝町） 

三朝温泉と自然薯おぼろ豆腐 3 
 

三朝温泉は 1164年、白狼を助けた侍の夢に現れたお告げで

見つかったという伝説がある 800年以上の歴史がある温泉で

す。高濃度のラドン含有量を誇る屈指の放射能泉で、免疫力や

自然治癒力が高まるといわれ、療養目的で訪れるお客様も少な

くありません。また、温泉街は「湯の町ギャラリー」と呼ばれ

るスポットが幾つもあり、昔懐かしい情緒ある暖かい雰囲気が

楽しめます。また、三徳川にかかる三朝橋のたもとの有名な河

原風呂は１００％開放的な露天風呂で、勇気のある人は思い切

って入ってみましょう。 

周辺のとっておきの景色と食 

①白壁土蔵群周辺にある町屋清水庵は、伝統の餅

作りを活かした餅料理が有名で、中でも薄く切

った餅を熱々のダシにくぐらせていただく「餅

しゃぶ膳」は人気の名物料理となっています。

寒い時期には特におすすめの餅しゃぶは、栃

餅、蓬餅、胡麻餅など数種類の味が楽しめます。

また、清水庵の店舗は明治期に建てられた建物

で、天窓を見上げる吹き抜けや渡り廊下のある

二階など昔ながらの町屋づくりの建築様式も

見ることが出来ます。 

②町屋 清水庵 倉吉市堺町 1丁目 876 

 (TEL) 0858-22-4759 

自然薯とろとろおぼろ 
 

三朝温泉 
 

（地図Ａ） 

三朝町の気候風土を活かして作っ

た自然薯を使い、鳥取県産大豆、天

然にがり、地下５０メートルから汲

み上げたラジウム温泉水で作った豆

腐に、自然薯を練りこんであります。

とろっとした舌触りで自然薯の風味

が残る逸品です。湯豆腐でも楽しめ

ます。（容器のまま電子レンジで調理

できます。） 

餅しゃぶ膳 
 

倉吉市・三朝町の概要・アクセス 

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

倉吉市【人口】49,729人 【面積】272.15 k㎡ 

三朝町【人口】 7,020人 【面積】233.46ｋ㎡ 

【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・米子道）～湯原 I.C～（Ｒ313・482・179）

～三朝町 
・岡山方面から 約 2時間 10分 岡山 I.C～（岡
山道・中国道・米子道）～湯原 I.C～（Ｒ313・

482・179）～三朝町 

○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 

八橋往来 

①八橋往来は、伯耆国の中心であった倉吉市と琴

浦町八橋を結ぶ奈良時代からの街道です。その

昔、伊能忠敬もこの街道を歩いて測量を行いま

した。およそ 200年前の道筋が今に残るこの街

道は、国の夢街道モデル地区にも認定されてお

り、風情ある街道として懐かしさをしのばせて

います。かつて商都として栄えた倉吉の伝統・

文化は、庶民の間に受け継がれ今に生きていま

す。写真は鉢屋川沿いの景色。 

②倉吉市 

 

（地図Ｂ） 

（地図Ｄ） 

冬 
 

345242793 

189654429 （地図Ｃ） 

http://yukemuriya.net/
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（島根県松江市） 

大根島の寒牡丹と郷土料理 4 
 

猪（シシ）肉料理 

① 年間約１万頭のイノシシが捕獲され

る島根県。松江市の八雲町では、有

害鳥獣であるイノシシを特産品化す

るために、昨年から猪（しし）肉の

販売を開始しています。猪（しし）

肉は低カロリーで高たんぱく、脂身

はコラーゲンたっぷり。町民から公

募した「やくも猪舞（ししま） 

い」というブランド名で販売し、町内外のイベントでＰＲしてい

ます。 熊野大社前の八雲温泉「ゆうあい熊野館」では、ぼたん

鍋（写真）や猪（しし）肉のしゃぶしゃぶなどが味わえます。（要

予約） 

②ゆうあい熊野館 松江市八雲町熊野 773-1 

  (TEL) 0852-54-0140 

問い合わせ：松江市 観光文化課 (TEL)0852-55-5214 

寒牡丹 
 

（地図Ｂ） 

（地図Ａ） 

島根県の県の花にもなっている牡丹。

特に冬の雪が降る中で藁の傘をかぶっ

た牡丹は、春の陽光の中で揺れる牡丹と

はまた違った趣のある風情を味わうこ

とができます。中海に浮かぶ大根島の牡

丹栽培は３００年前に始まったと言わ

れ、島内全域に牡丹園や農園があり、日

本有数の牡丹の産地になっています。 

特にこの季節、昔から多くの俳句や詩

で詠まれ、今では松江の冬の風物詩に数

えられるようになった『寒牡丹』。冷え

込み厳しい中、凛とした表情をたたえ、

見る者の心を和ませてくれます。写真の

由志園では毎年寒牡丹祭りを 12月上旬

より開催しています。 

大根島にある由志園内３つの食事処

では、庭を眺めながら特産の高麗人蔘

や旬の食材を使った会席料理が楽しめ

ます。特に冬は山陰の冬の食材や寒牡

丹に因んだ「寒牡丹御前」など、冬の

郷土料理を寒牡丹とともに楽しむこと

が出来ます。 

☆食べることができる代表的なお店 

日本庭園 由志園   松江市八束町    (TEL) 0852-76-2255 

周辺のとっておきの景色と食 

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 

 

冬 
 

109546493 

郷土料理 
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（島根県出雲市） 

季節風の中の十六
う っ ぷ

島
るい

と天然岩のり 

 

5 

 

周辺のとっておきの景色と食 

木綿街道 

日本海に北西の季節風が吹き荒れ、 

本格的な冬が到来するころ、出雲地方 

の正月雑煮にかかせない「岩のり」摘みの季節がやってきます。

「出雲国風土記」にもその名が登場する「十六島（うっぷるい）

のり」は、十六島地方で獲れる天然の岩のりで、江戸時代は、

藩主に献上され、献上品は将軍家や懇意な藩主等へ贈答され、

献上後に商売が許されることになっていました。磯の香りが濃

く、弾力があり、板状に干したものは黒紫色でツヤがあります。 

 半生で搾ったものは「かもじ 

のり」といわれています。 
☆食べることができる代表的なお店： 

日本料理 味処おかや   出雲市平田町 2390-3 (TEL) 0853-63-3167 

十六島のり 
 

十六島の海岸と風車 
 

 

①平田船川の曲がりに沿って切妻妻入り塗り壁造りの家々が軒を連ね、商い

で賑わった江戸期の面影をとどめる一角が平田木綿街道です。松江藩の市

場町として発達し、とくに木綿取引の中心として栄えたことからその名が

つけられました。国登録有形文化財の本石橋邸や名物生姜糖をつくる老

舗、木桶手づくりの伝統を受け継ぐ醤油屋、そして 130年の歴史を誇る造

り酒屋といった、「黒瓦」や「なまこ壁」、長短の格子が美しく組み合わさ

れた「出雲格子」を持つ商家や蔵の家並みが見事です。節分の日には、つ

きたての餅（一個 100円）を買って木綿街道を歩き、各店の個性豊かなト

ッピングで雑煮を楽しむ「もち街」イベントが開催されます。 

②出雲市平田町木綿街道 

出雲市の概要・アクセス 

問い合わせ：出雲市 観光交流推進課 (TEL)0853-21-6588 

【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・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 

 

（地図Ａ） 

（地図Ｂ） 

（地図Ｃ） 

冬 
 

134780621 

出雲市の北浜地区、西田地区、久

多美地区、佐香地区にまたがる島

根半島湖北山地地帯に日本最大

規模の集合型風力発電施設「ユー

ラス新出雲ウィンドファーム」が

稼働しています。北西の強い季節

風を受けて回転する２６基の風

車と日本海の荒波は、出雲の冬の

新しい景色です。 

134668117 
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①すき焼き？なのに肉ではなく

魚！漁のときに肉を食べる

ことを禁じられていた漁師

たちが魚を使った料理とし

て食していたとされていま

す。現在は地元で広く愛好さ

れている。「へか」とは牛に

耕させるための鋤（すき）に

付いていた鉄板のことと言

われています。 

②大田市波根地区の料理店など 

（島根県大田市） 

雪の三瓶山
さ ん べ さ ん

と三瓶そば 

 

6 
 

周辺のとっておきの景色と食 

三瓶山は、大山隠岐国立公園の一部で、男三瓶（1126メー

トル）、女三瓶、子三瓶、孫三瓶などの峰々が環状に連なる

一帯を総称している山です。大山火山帯に属し、活火山に

指定されています。山の周辺には北の原などの高原地帯が

四季折々の姿を見せてくれ、ハイキング、キャンプ、登山、

温泉など様々なアウトドアレクリエーションや癒しのひと

時を楽しむことができます。また、冬も真っ白に雪をかぶ

った山の姿や原生林、針葉樹林の樹氷などが美しく、雪原

での雪遊びやスキーなどを楽しむことができます。 

三瓶そばは、三瓶の火山灰で、初秋期

朝夕冷え込みの厳しい三瓶高原で栽

培されています。安永２年（１７７３

年）三瓶山麓で薬用人参の栽培が始ま

るとともに盛んになり、米、あわ等と

同様に重要な食用となり、祭礼、年越

しそば、節分、あるいは一家の祝い事

などで食膳を賑わしていたといわれ

ています。三瓶そばは三瓶の火山灰

で、初秋の朝夕冷え込みの厳しい三瓶

山周辺でも９月中旬から１０月上旬

にかけて、一面に広がるそばの花を見

ることができます。 

☆食べることができる代表的なお店 

大田市内の食事施設 

三瓶そば 
 

へか焼き 

大田市の概要・アクセス 

雪の三瓶山 
 

（地図Ａ） 

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

【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 

 

 

①三瓶温泉は、大山隠岐国立公
園三瓶山（さんべさん）の麓
に湧く名湯として古くから
知られています。1 分間に
3000 リットルの湧出量は全
国でも有数で、泉質はアルカ
リ食塩性炭酸泉です。お湯は
温泉街から約１km 離れた泉
源から湧き出しており、各旅
館・共同浴場に配湯されてい
ます。 

②大田市三瓶町志学 

三瓶温泉 
 

（地図Ｂ） 

冬 
 

430705347 
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津山市は一頭の牛を余すところ無く食べつ

くす食肉文化を持っています。そんな「肉の

城下町」津山が誇る伝統的牛肉料理が「そず

り鍋」です。そずり肉とは骨の周りの肉のこ

と。マグロの中落ちのように骨からそぎ落と

して（津山方言でそずって）使うことからこ

の名がつきました。そずり鍋は現在は様々な

部位を削ぎ切りした肉を混ぜて使っていま

す。醤油ベースの出汁に濃厚な旨みが溶け出

しており、異なる肉の食感が楽しめます。野

菜やキノコなど山の幸もふんだんに使われ、

後口はさっぱりしたヘルシー鍋。具を食べ終

わったら、日本そばをいれてシメにします。 

☆食べることができる代表的なお店 

酔虎（他 20軒） 津山市戸川町４０－５ 

(TEL) 0868-23-4966 

そずり鍋 
 

（岡山県津山市） 

雪の衆楽園とそずり鍋 7 
 

衆楽園 

明暦年間、津山藩２代目藩主、森長継が京都から小

堀遠州流の作庭師を呼び寄せ、仙洞御所をモデルに作

らせた池泉回遊式の庭園です。国の史跡にも指定さ

れ、岡山県で最も古い大名庭園。春の桜、夏のスイレ

ンと大賀ハス、秋の紅葉、冬の雪景色と四季折々の表

情を見せます。中でも冬の雪景色は、春～秋の華やか

な様子と異なり水墨画ような静謐な美しさを見せ、雪

の朝には各地から多くのカメラマンが訪れます。 

 

（地図Ａ） 

周辺のとっておきの景色と食 

①昭和初期の古い木造駅舎。改札

やチッキの窓枠などすべて木

製のまま残っており、周辺の豊

かな自然と見事に調和し、趣き

深い。訪れた思い出を書き残す

「知和駅ノート」が設置されて

います。 

②津山市加茂町小渕 

津山市の概要・アクセス 

【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 

津山の木造駅 
 

（地図Ｂ） 知和駅（因美線） 

①木製の電信柱や円筒状の赤い

ポストなどを配置し、古き良き

駅舎の雰囲気を演出した木造

駅舎。入口には自然木の駅名看

板が掲げられ、構内も整然と整

えられていて美しい美観を保

持しています。 

②津山市領家 

（地図Ｃ） 美作千代駅（姫新線） 

冬 
 

153556181 

544084678 153484541 
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岡山県笠岡諸島は大小３０以上の島々からなる瀬

戸内海中部にある島です。昔ながらの日本的な景

観を残しているので、映画のロケ地としてもよく

利用されています。夏の祭、キャンプだけでなく、

冬も温暖ですごしやすく、豊富な水産資源と花に

包まれ、島ならではの癒しが味わえます。また真

鍋島をはじめ花作りも盛んで、六島は、山の斜面

一面に自生の水仙がひろがり、島の人々も保護に

努め、毎年多くの人々が訪れます。 

平成１７年に NHKの「おーいにっぽん」で発表。

過疎高齢化の著しい笠岡諸島で何か特徴となる

ものを作ろうということで島民が奮起。６つの

島がそれぞれ検討組織を作り、昔の食文化や食

材に注目しメニューを発案しました。改めて作

り込むのではなくて、新鮮な食材が何よりもの

ごちそう。素朴な中にも島のお母さんの味が感

じられるお弁当。アンテナショップの「ゆめポ

ート」で、日曜、水曜のみ注文を受けて販売し

ていますので、詳細についてはご相談下さい。 

しまべん 
 

（岡山県笠岡市） 

笠岡諸島の水仙と「しまべん」 

 

8 
 

笠岡市の概要・アクセス 

周辺のとっておきの景色と食 

問い合わせ：ＮＰＯ法人かさおか島づくり海社アンテナショップゆめポート (TEL) 0865-62-2250 

六島の水仙 
 

（地図Ａ） 

☆食べることができる代表的なお店 

「ゆめポート」及び笠岡諸島内 

笠岡市中央町１８－１０  (TEL) 0865-62-2250 

①平成21年に北木島で開発された「熟

成干物」。三宅島の火山岩を北木島

の石材技術で粉にし、３枚におろし

塩水で 20 分程度つけた魚を上下、

セロハン・不織布ではさみその上下

を火山灰ではさむというもの。生臭

さがなく、そのまま焼いたり、お寿

司等の具材としても利用できます。 

②「ゆめポート」 

灰干し 
 

①鶏ガラスープに鶏のチャーシュ

ー、鶏だけで作る「笠岡ラーメ

ン」。ラーメンのまち笠岡は元祖

笠岡ラーメン「坂本」を始め、

30 数店のラーメン店が市内にあ

ります。 

②問い合わせ：笠岡商工会議所「ラ

ーメンのまち笠岡全国展開プロ

ジェクト」推進委員会 

 (TEL) 0856-63-1151 

笠岡ラーメン 
 

【人口】52,525人 【面積】136.03ｋ㎡ 

【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）～笠岡 I.C～笠岡市 

・広島方面から 約 1時間 40分 広島東 I.C～

（山陽道）～笠岡 I.C～笠岡市 

○アクセス（ＪＲ） 

・大阪方面から 約 1時間 50分 新大阪駅～（新

幹線）～岡山駅～（山陽本線）～笠岡駅 

・広島方面から 約 1時間 広島駅～（新幹線）

～福山駅～（山陽本線）～笠岡駅 

冬 
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（岡山県備前市） 

日生
ひ な せ

の海とカキオコ 9 
 

JR 日生駅の目の前に「ひなせ」の植栽文字がある

山が楯越山。その山の頂上にみなとの見える丘公園

が整備されています。徒歩でゆっくり登って 20分ほ

ど、眼下に広がる瀬戸内海の美しさは目を見張りま

す。また、公園には直径 30ｃｍの、実際に船で使っ

ていた「号鐘」が取り付けられていて、幸福の鐘は

と呼ばれています。海の町日生にちなむ「号鐘」は、

霧の中で停泊中、船の位置を知らせたものです。霧

が晴れ、日生から世界へ幸福の鐘が響くよう願いを

込めているそうです。冬は空気が澄んでくるので、

小豆島もはっきり見えます。 

日生でカキの養殖が始まった昭和 40 年代ころから、

漁師がお好み焼き屋にカキを持ち込んで焼いてもら

っていたのが始まりです。海のミルクと呼ばれ、ミネ

ラルいっぱいのぷりぷりのカキがどっさり入ってい

ます。日生ではカキオコの食べられるお店は 20 軒ほ

どあります。お店によって焼き方、ソースが違うので

それを楽しみにお店を回るのもまた一興かと思いま

す。10月下旬から 4月頃ま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 

http://www.hinase-kakioko.jp/（日生カキオコまちづくりの会ＨＰ） 

ほりお好み焼店 備前市日生町日生 886-5 (TEL) 0869-72-0045 

日生カキオコ 
 

（地図Ｂ） 

周辺のとっておきの景色と食 備前市の概要・アクセス 

問い合わせ：備前市 商工観光課 （TEL）0869-64-1832 

【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 

①なまこの腸をとりだし、中にある

泥や砂を取り出して洗浄し塩辛

にしたこのわたは、酒のあてに最

適です。また、ごく少量しかとれ

ないなまこの卵巣であるこのこ

は、高級珍味として 有名です。 

②備前海産㈲ 備前市穂浪 4058-1 

 (TEL) 0869-67-0911 

このわた 
 

夕立受山 （地図Ｃ） 
 

① 片上湾にかかる片上大橋を境に、沖

の瀬戸内海、内側の鶴海、久々井、

片上、穂浪の各入江と町の遠望は、

空気が澄んだ冬は特にお薦めです。

また、夕立受山山頂一帯には、数千

本のツツジ、サツキ、桜、藤棚等が

あります。 

②岡山県備前穂浪 

冬 
 

楯越山からみる日生諸島 
 

（地図Ａ） 

541513305 

151508388 

http://www.hinase-kakioko.jp/
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10 
 

平和大通りなど広島市内中心部で「おとぎの

国」をテーマに展開しており、ツリーや、メリー

ゴーラウンド、機関車、帆船など、多くのモニュ

メントやディスプレイが立ち並び、中に入って見

ることができるモニュメントもあり、お子様から

ご年輩の方まで幅広い年齢層が楽しめるイベン

トです。 

牡蠣料理 

広島市内を流れる太田川から豊かな栄養

が運ばれ、波が穏やかな広島湾は、プランク

トンが豊富で牡蠣の養殖に最適な環境です。

1 月～2 月の旬の時期の牡蠣料理を味わって

みませんか。平和記念公園近くの川に浮かぶ

かき舟や、京橋川沿いのオープンカフェ、お

好み焼屋でのサイドメニューやトッピング

など、色んな場所で様々なバリエーションの

かき料理を楽しむことができます。 

周辺のとっておきの景色と食 ☆食べることができる代表的なお店  広島市内各所 

ひろしまドリミネーション 
  

（地図Ａ） 

（広島県広島市） 

広島の夜の輝きと牡蠣 

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 

 

【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 

広島市の概要・アクセス 

①「広島ええじゃん鍋」は平成１７年１０月、広島の

新たなご当地鍋として誕生しました。カキを子ど

もから大人までおいしく食べやすいようにと、和

と洋の料理人が２年半の歳月をかけて共同で考案

しました。広島カキ、県産の牛肉、豚肉をはじめ、

わけぎ、さといも、生椎茸、ごぼう、青ねぎとい

った季節の旬の野菜など地産地消の食材を、みそ

味ベースの特製「ええじゃん鍋の素」で煮込んだ、

大変美味しくヘルシーな鍋です。 

広島ええじゃん鍋 
 

冬 
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（広島県広島市） 

11 
 

打尾谷川（うつおだにがわ）沿いに旅館が並ぶ湯来温泉は、雪

が降ると川に架かる赤い橋がワンポイントとなり、まるで絵画の

ような景色となります。 

湯来温泉の冬の名物といえば猪鍋（「ぼたん

鍋」）です。イノシシ肉を山の幸と煮込んで作る

鍋は寒い冬には最高です。「ぼたん」の名は、使

われる猪肉を薄切りにし牡丹の花に似せて皿の

上に盛りつける事に因んでいます。脂の乗った猪

肉は冬にしか味わうことのできない山の幸です。 

周辺のとっておきの景色と食 

☆食べることができる代表的なお店 

広島市佐伯区湯来町内の旅館など 

湯来温泉の雪景色 
 

湯来温泉の雪景色とぼたん鍋 

巻柿 
 

①湯来町の農家で昔から伝

わる自然に実った渋柿を

干柿にし、１本１本丹精込

めて巻き上げた手作り巻

柿です。干柿の甘みと柚の

風味がバランスよく、すぐ

に売り切れるほど非常に

人気が高く、山里の冬の味

覚です。販売は 12 月から

在庫が無くなるまでです。 

②広島市農業協同組合湯来経済

センター 

 広島市佐伯区湯来町伏谷 21-1 

 (TEL) 0829-86-0496 

問い合わせ：佐伯区観光物産館(TEL)082-942-2715・五日市商工会(TEL)082-943-9705 

 

【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 

広島市の概要・アクセス 

ぼたん鍋 
 

（地図Ａ） 

湯来名物「山ふぐ」 
 

①清流の美しい湯来は、新鮮な

水が豊か。そんな環境を活か

し、こんにゃく作りが盛んで

す。地元特産のコンニャク芋

から作られた上質の刺身こ

んにゃくのことで、薄く切っ

て皿に盛るとふぐ刺しそっ

くりなことから、山ふぐと呼

ばれています。しっかりとし

た歯ごたえとあっさりとし

た味が特徴です。 

②広島市佐伯区湯来町内の旅館な

ど 

冬 
 

363194550 
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（広島県三原市） 

海霧に浮かぶ瀬戸内の朝と三原の蛸 12 
 

海霧は、晩秋から初冬にかけて、よく晴れて冷え込んだ

日に発生します。朝日に照らされた瀬戸内海の島々が海霧

に浮かんでいるように見える様は一見の価値があります。 

周辺のとっておきの景色と食 三原市の概要・アクセス 

① 古くは万葉の頃から。酒の醸造

地として知られ、1645年に刊行

の俳諧作法書「毛吹草」（松江重

頼著）では、名酒として紹介さ

れた三原の地酒。往時は、多く

の酒造所が立ち並び、酒処とし

て栄えてきました。 

三原の地酒は、日本画の巨匠、

故横山大観画伯も修正愛した酒

として知られ、その品質は、現

在まで引き継がれ、各方面から

高評価を受けています。 

② 三原市内飲食店、酒店 

「タコのまち三原」は県内有数の

真ダコの産地です。夏とは違った

美味しさです。名酒として知られ

る三原の地酒とともにお召し上が

りください。 

☆食べることができる代表的なお店 

三原市内タコ料理取扱店舗 

問い合わせ：三原市 経済部 観光文化課 (TEL) 0848-67-6014 

蛸料理 
 

筆影山から見る海霧 
 

名酒 三原の地酒 三原神明市 
 

①備後路に春を告げるといわれる「三原神

明市」。４４0年余の伝統を受け継ぎ、

東町、館町、本町一帯で毎年 2月の第 2

日曜日を最終日とする 3日間盛大に行

われ、全国から数百の露天商が軒を連

ね、約 20万人の人出で賑わいます。 名

物の植木市、だるま市が有名です。また、

この祭りは、特に翁形の歳神を祀り、防

災の神である道祖神に因む大市場祭な

どを総合する形態をそのまま伝承して

おり、わが国の民俗資料としても貴重な

注目すべき祭事と言えましょう。 

 また、街角にはだるまのオブジェがあ

り、探しながら神明市を楽しむのもおス

スメです。 

②三原市東町、館町、本町一帯 

 

（地図Ｂ） 
【人口】 99,466人 【面積】470.98ｋ㎡ 

【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・山陽道）～尾道 I.C～三原

市 

・広島方面から 約 1 時間 10 分 広島東

I.C～（山陽道）～三原久井 I.C～三原市 

○アクセス（ＪＲ） 

・大阪方面から 約 1時間 30分 新大阪駅

～（新幹線のぞみ）～福山駅～（新幹線

こだま）～三原駅 

・広島方面から 約 30分 広島駅～（新幹

線）～三原駅 

冬 
 

154745661 （地図Ａ） 
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（広島県東広島市） 

仕込みの香り漂う酒都西条と美酒鍋 13 

灘・伏見と並び称される酒都西条の酒蔵通

りには、８社の蔵元が軒を連ね、赤レンガの

煙突、白壁、なまこ壁といった昔ながらの町

並みが今も残っており、酒蔵見学や試飲、直

売を行っている蔵元もあります。また、各蔵

元の前では仕込み水に使う井戸水を試飲する

ことができるほか、酒蔵を改装したカフェや

料理店などもあり、町歩きの楽しみのひとつ

となっています。冬の酒仕込み時期にはほん

のりと酒の香りが漂い、酒処を肌で感じてい

ただくことができます。 

周辺のとっておきの景色と食 

問い合わせ：東広島市 産業部 商業観光課 （TEL）082-420-0941 

酒造りをする蔵人のまかない料理として親

しまれてきたこの鍋は、酒造りの作業の合間

に食べても利き酒に影響が出ないよう塩、こ

しょう、酒だけで味付けされています。 

素材と酒の旨みが織り成すシンプルながら

も奥深い味わいが特徴です。 

☆食べることができる代表的なお店 

東広島市西条の十数店舗 

①灘・伏見と並び称される酒都西条の酒蔵通りでは、８

社の各蔵元の前で仕込み水に使う井戸水を試飲する

ことができます。酒蔵通りの北側にそびえる龍王山の

伏流水が、井戸から汲み上げられ、その名水を酒造り

の仕込み水に使っています。西条の名水と広島県産の

良質な米が、広島杜氏の伝統の技によって丁寧に仕込

まれて、繊細で芳醇な西条酒が生まれます。 

②広島県東広島市西条 JR山陽本線西条駅周辺 

東広島市の概要・アクセス 

美酒鍋（びしゅなべ） 
 

酒都西条の町並み 
 

（地図Ａ） 

【人口】183,788人 【面積】635.32ｋ㎡ 

【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・山陽道）～西条 I.C～東広島市 

・広島方面から 約 35分 広島東 I.C～（山

陽道）～西条 I.C～東広島市 

○アクセス（ＪＲ） 

・大阪方面から 約 1時間 50分 新大阪駅～

（新幹線のぞみ）～福山駅～（新幹線こだ

ま）～東広島駅 

・広島方面から 約 35分 広島駅～（山陽本

線）～西条駅 

冬 
 

168044316 

仕込み水 
 

龍王山からの眺め 
 

①酒蔵通りの北側に標高 575ｍの龍王山

という山があります。龍王山の麓には

「憩いの森公園」が整備されており、

市民の憩いの場となっています。展望

台まで行くと東広島市西条のまちが

一望できる絶景スポットです。この龍

王山に降った雨が地面に深く浸み込

み、酒蔵通りの井戸水となります。こ

の景色を眺めるのもお酒の楽しみ方

の一つではないでしょうか。 

②広島県東広島市西条町寺家 941-17 
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（広島県北広島町） 

14 

標高約 640m、広さ約 57アールの緩やかな

谷間に、大小およそ 100 本が群生していま

す。テングシデはイヌシデの変種で、枝が曲

がりくねった珍しい樹形をしており、世界で

唯一この地だけに自生しています。冬には枝

に雪が積もり、雪により曲がりくねった枝の

様子が良く分かりすばらしい景観となりま

す。また、新緑、落葉時期も枝振りは見ごた

えがあります。 

北広島町の概要・アクセス 

雪空に枝を広げるテングシデとどぶろく 

冬のテングシデ 
 

（地図Ａ） 
 

どぶろく 

米を使った酒類では最も素朴な形態のお酒。一

般の酒店で売られている「にごり酒」に近いもの

で、甘味・酸味のバランスが良く、フルーティー

なお酒です。産地で提供されるどぶろくは、加熱

処理をしない「酵母が生きたお酒」です。そのた

め、味が毎日変化していきます。仕込み中は、微

炭酸の状態を楽しみ、完全に近づく程にまろやか

になってゆく過程を楽しむ。そんな、瓶詰めでは

味わえない「移り変わる美味」を、ぜひ産地であ

る北広島町でお楽しみください。 

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

【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 

周辺のとっておきの景色と食 

☆食べることができる代表的なお店 

 民宿あるぺん屋 北広島町西八幡原 405-3 (TEL) 0826-37-0226 
 民宿タニモト 北広島町才乙 672-1 (TEL) 0826-35-1180 

①江戸時代末期に建てられたと考

えられ、江戸時代の民家として

は改造が少なく、当時の形式を

よく保存しており、全体の間取

りは安芸の国北部の幕末から明

治期の上層農家の典型です。 

②広島県山県郡北広島町有間 

上本家住宅 
 

（地図Ｂ） 

（地図Ｄ） 芸北のスキー場 
 

（地図Ｅ） 

①芸北地方は1000メートル級の

山々が連なる広島県でも雪の多

い地区です。中でも北広島町は

多くの個性的なスロープを持つ

スキー場があり、スキーやスノ

ーボードを楽しむことができま

す。写真は「芸北国際スキー場」

です。 

②広島県山県郡北広島町雄鹿原 

（地図Ｃ） 

冬 
 

322516397 

322346860 
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火の山展望台 
 

瓦そば 
 

（山口県下関市） 

15 
 

周辺のとっておきの景色と食 

車窓に広がる響灘とあんこう 

 響灘は長門市の川尻岬から北九州に至る海岸

線に面する海域。風のない穏やかな晴れた日に

はコバルトブルーに輝く海を楽しめます。山口

県西長門地方の海岸線には国道１９１号線とＪ

Ｒ山陰本線が平行して走っており、列車からも

自動車からも、その車窓に広がる景観は雄大で

飽きることがありません。冬の晴れた日はとも

かく、曇天の日も、雲の切れ間から差し込む太

陽の日差しが、海から天への階（きざはし）の

ように見えることもあります。途中二見浦の夫

婦岩や川棚温泉もあり、途中下車や車をとめて

一休みしながらの旅がおすすめです。 

平成１９年から下関市で、「あんこう」をフグに次ぐ「ブランド魚」

にしようというプロジェクトがはじまり、広報宣伝や調査、商品開発

（「あん胆の味噌漬け」など）がすすめられています。今やあんこうの

水揚げは下関市が日本一。萩市見島沖から対馬海峡にかけての日本海が

主な漁場で、沖合底引き網漁業によって水揚げされます。特に冬のあん

こうは「海のフォアグラ」と呼ばれるほど肝が肥大化し、コラーゲンや

ビタミンがたっぷりの美味しいお魚で、鮮度も大切です。獲れたての天

然あんこうをぜひ下関でお召し上がりください。 

☆食べることができる代表的なお店 

 下関市内の料理店など 写真は「旬楽館」のあんこう鍋 

            下関市唐戸町 3-10 (TEL) 083-228-2452 

響灘 
 

①� 秋から冬,冬から春にかけ

て火の山展望台から望む関

門海峡の景色は素晴らし

い。一日に 600 隻の船が行

き交う関門海峡は昼間の景

色の良さもさることながら

夕暮れ時になるとこの時期

の太陽は日本海に沈みま

す。そして夜のとばりが降

りると関門海峡は 1000万ド

ルの夜景に変身します。 

②下関市みもすそ川町 

（地図Ａ） 

あんこう 
 

問い合わせ：下関市 観光交流部 観光政策課 (TEL)083-231-1350 

 

【人口】277,718 人 【面積】716.17 k㎡ 

【アクセス】 

○アクセス（車） 

・大阪方面から 約６時間 50分 吹田 I.C～(中

国道・山陽道・中国道)～下関 I.C～下関市 

・福岡方面から 約１時間 10分 福岡 I.C～（九

州道・中国道）～下関 I.C～下関市 

○アクセス（ＪＲ） 

・大阪方面から 約２時間 40分 新大阪駅～（新

幹線）～新下関駅～（山陽本線）～下関駅 

・福岡方面から 約 50分 博多駅～（新幹線）

～新下関駅～（山陽本線）～下関駅 

下関市の概要・アクセス 

（地図Ｂ） 

①アツアツの瓦の上でいただく

瓦そばを考案したのは、瓦そば

たかせの初代店主。京都の高級

宇治茶を使った茶そばの上に

牛肉、錦糸卵、海苔、レモン、

もみじおろしを乗せ、更に特製

のタレで食べるこだわりの一

品。他にうなめしも人気です。

元祖ならではの瓦そばはすべ

てにこだわった本格派です。 

②瓦そばたかせ 

 下関市豊浦町川棚５４３７ 

山陰本線宇賀本郷～長門二見間 

山陰本線湯玉～小串間 

冬 
 

16805398 
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笠山 
椿群生林 

 

（山口県萩市） 

笠山椿群生林と見蘭牛 16 
 

周辺のとっておきの景色と食 

笠山山頂展望台からの眺望 

萩市笠山は北長門海岸国定公園の

中心に位置し、標高１１２ｍ、頂上

には直径３０ｍ、深さ３０ｍの噴火

口を有する小火山。この笠山の山頂

展望台からは広く雄大な日本海を

望むことができます。特に萩沖に見

える島々は、萩六島と呼ばれており

独特の美しい景色をつくっていま

す。このほとんどは安山岩の溶岩台

地であり、世界でもほとんど見るこ

とができない貴重なものです。 

 

 

椿は萩市の花に 

制定されていま 

す。笠山の北端 

（虎ヶ崎）10ha 

の広さに約 60 

種、約 25,000本 

のヤブ椿が自生 

しています。 

平成 14年 8月 

1日に市指定天 

然記念物に指定 

されました。１２月下旬～３月下旬が見頃ですが、写真のよ

うな落ち椿は、３月中旬から下旬にかけて風が強い日の翌朝

早くに見ることができます。 

肉の味を決める要素は「血統」

「飼料」「育ち」と言われていま

す。その中で最大の決め手は「血

統」です。和牛のルーツである「見

島牛」にオランダ原産のホルスタ

インをブレンドさせ、２０年の歳

月をかけて誕生させたのが “見

蘭牛”です。見島牛の持つ霜降り

肉の特性を受け継いだ高級種。き

れいな霜降りのお肉は、品質の割

には価格が手ごろと、都市部でも

人気を集め、萩の名産のひとつな

っています。 

（地図Ａ） 

見蘭牛 
 

むつみ豚は、萩市むつみ地区

の養豚場のみで飼育されてい

るので、生産者と産地が鮮明

なので安心してお召し上がり

いただけます。 

むつみ豚が美味しい理由は飼

料に隠されています。 

抗生剤を使用せず、乾燥した

パン粉や乳酸菌酵母などの消

臭発酵菌を使用した自家製作

の飼料で育てているので、霜

降りで肉質も柔らかく甘みが

あり、臭みもありません。三

元交配豚で、最高品質の肉で

す。 

登見志山からの霧の海 

萩市の概要・アクセス 

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

【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 

むつみ豚 
 

冬 
 

588393587 

588393587 
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雪の錦帯橋と岩国城 

（山口県岩国市） 

冬のお城と錦帯橋、伝統の蓮根料理 17 
 

周辺のとっておきの景色と食 

岩国城は、慶長 13年（1608年）に吉川広家によって築城さ

れましたが、７年後に徳川幕府の一国一城令により取り壊され

ました。現在の城は、再建されたもので三層四階の上に物見を

置く桃山南蛮造りの美しい山城です。岩国城天守閣や城山ロー

プウェー山頂駅付近からの眺めは壮観で、天気がいい時は瀬戸

内海の島々を見ることができます。また山口県最長の河川であ

る清流錦川に架かる、国の名勝錦帯橋は四季折々の姿を見せて

くれますが、冬の凛とした空気の中、朝靄に霞む姿、そして雪

化粧し、城山とともに見る錦帯橋はまた別格です。 

岩国のレンコン収穫期は

10 月～3 月。写真は、新鮮な

レンコンを中心とした根菜、

鶏肉を煮込んだ岩国の伝統的

な郷土料理「大平」。岩国地方

では、この大平とレンコンの

酢の物と岩国寿司の３つの料

理がめでたい席には欠かせな

い郷土料理で、藩政時代から

の伝統を持っています。 

☆食べることができる代表的なお店 

 ホテルかんこう 

 岩国市岩国 1丁目１－７ 

  (TEL) 0827-43-1111 

大平 
 

（地図Ｂ） 

（地図Ａ） 

岩国市の概要・アクセス 

【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)～岩国 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）～岩国 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 

 

高森牛 岩国の清酒 
 

 

① 明治の初期から食肉産業が盛ん

で、現在、玖西食肉研究会が高

森牛の生産を管理しており、研

究会が定めた品質基準を満た

し、加工処理された牛肉のみを

高森牛といいます。甘みがあり、

コクのある牛肉です。 

② 玖西食肉研究会 

岩国市周東町上久原 

(TEL) 0827-84-0006 

①水源は中国山地に発し、瀬戸内海に注ぐ

山口県が誇る最大の河川「錦川」。その

豊富で清らかな水と厳選された米を使

って丁寧に仕込んだこだわりのお酒で

す。獺祭（だっさい）・五橋（ごきょう）・

金冠黒松（きんかんくろまつ）・雁木（が

んぎ）などがあります。 

②橋の駅 錦帯橋 「展望市場」 

岩国市岩国 1-1-42 (TEL)0827-43-3630 

問い合わせ：岩国市 観光振興課 (TEL)0827-29-5116 

（地図Ｃ） 

冬 
 

115891650 
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国指定の天然記念物及び名勝「龍宮の潮

吹」。日本海から打ち寄せる波が水面下の洞窟

と連なり音をたてて、最大３０ｍも吹き上げ

る。遠くから眺めれば龍が天に向かって昇る

ありさまに似て、飛び 

散るしぶきは太陽を反 

射して銀の砂をまくよ 

うな光景が見られます。 

 

※気象状況により発生する 

ため、いつでも見ること 

ができるわけではありま 

せん。 

俵山温泉 

（山口県長門市） 

龍宮の潮吹と鯨料理 18 
 

かつて長門市の通は北浦の捕鯨基地として栄え

ましたが、今では「鯨唄」、「くじら資料館」にそ

の栄華が伝承されるばかりです。かつて鯨は日本

人の貴重なタンパク源として、また生活用具とし

て、余すところ無く人々の役に立っていました。

時代と共に、私たちの生活に根ざしていた鯨食文

化も消え去ろうとしていますが、長門市では伝統

的な鯨の料理を市内のいくつかの料理店や旅館が

伝えています。 

周辺のとっておきの景色と食 

①古くから効能の高い療養本

位の湯治場として知られて

いる俵山温泉。正川沿いに

旅館が建ち並び、素朴でレ

トロな風情が漂います。ほ

とんどの旅館には内湯がな

く、朝な夕なに浴衣姿の湯

治客が下駄の音を響かせな

がら共同浴場に通う光景が

見られます。冬場の厳しい

寒さの中、ゆっくりと温泉

に浸かり、ゆっくりとした

時間の流れを感じながら身

体の芯から温めて過ごすの

がおすすめです。 

②長門市俵山湯町 

鯨料理 
 

 

長門市の概要・アクセス 

問い合わせ：長門市 経済観光部 観光課 (TEL) 0837-23-1137 

龍宮の潮吹 
 

（地図Ｂ） 

（地図Ｂ） 

（地図Ａ） 

☆食べることができる代表的なお店 

 長門市内の料理店・旅館 

 写真は「KULABO大正館」の「鯨のさえずり鍋」 

 長門市東深川 1904-1  (TEL)0837-22-2930 

【人口】37,384人 【面積】357.90ｋ㎡ 

【アクセス】 

○アクセス（車） 

・広島方面から 約 3 時間 五日市 I.C～（中国

道・山陽道）～美祢 I.C～（Ｒ316）～長門市 

・福岡方面から 約 2時間 30分 福岡 I.C～（九

州道・中国道）～美祢 I.C～（Ｒ316）～長門市 

○アクセス（ＪＲ） 

・広島方面から 約 3 時間 30 分 広島駅～（新

幹線）～厚狭駅～（美祢線）～長門市駅 

冬 
 

327878631 

268747491 



  中国地方 とっておきの景色と食 （冬） 85 

※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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

暖かい秋芳洞内 

①秋吉台は、空気が澄みわたるの冬の

晴れた夜には、広々とした草原上に

満天の星空が覆いかぶさります。街

の灯から遠く離れた秋吉台ならで

はの絶景です。宇宙の彼方からプレ

ゼントされたイルミネーションを

お楽しみください。 

②美祢市秋芳町秋吉台長者ヶ森付近 

（山口県美祢市） 

春を呼ぶ秋吉台の山焼きと美東ごぼう 19 
 

1500 ヘクタールの日本一規模の大きい草原の山焼きで

す（毎年 2月第 3日曜日）。 秋吉台の周囲から一斉に火を

放つと、５ｍにも達する炎が生き物のように草原を踊り狂

い、濃赤の炎の帯は丘を登り谷を越え草原をなめつくすか

のようです。 

晩秋から冬にかけての、枯れた草原の美しさを、ぜひ楽

しんで下さい。 

また、山焼きの後の黒い地面には「センボンヤリ」や「ベ

ニヤマタケ」が生えて、秋吉台の春が始まります 

☆ 美祢市観光ＨＰ：http://www.karusuto.com/ 

☆  

カルスト地帯特有の赤土で育った

ゴボウ。肉質が柔らかく、栄養豊富で、

香りが良いことが特徴です。 

地元の料理店では美東ごぼうを麺

の中に練り込んだ「ごぼう麺」を味わ

うことも出来ます。 

周辺のとっておきの景色と食 

美祢市の概要・アクセス 

問い合わせ：美祢市 総合観光部 (TEL) 0837-62-0305 

秋吉台の山焼き 
 

美東ごぼう 
 

 

（地図Ａ） 

長者ヶ森と冬の星座 

①秋芳洞の洞内は年中１７℃なの

で、夏涼しく、冬暖かくなって

います。寒い冬でも秋芳洞の素

晴らしい景色をご覧頂きたいと

思います。 

②美祢市秋芳町秋吉 

 

 

☆食べることができる代表的なお店 

 美東牛蒡は道の駅「みとう」など 

 写真は「安富屋」の「地鶏丼とざる牛蒡ｾｯﾄ」 

 美祢市秋芳町秋芳洞前  (TEL)0837-62-0234 

（地図Ｂ） （地図Ｃ） 

【人口】27,126人 【面積】472.71ｋ㎡ 

【アクセス】 

○アクセス（車） 

・広島方面から 約 2 時間 20 分 五日市 I.C
～（中国道・山陽道）～美祢 I.C～美祢市 

・福岡方面から 約 1 時間 50 分 福岡 I.C～

（九州道・中国道）～美祢 I.C～美祢市 

○アクセス（ＪＲ） 

・広島方面から 約 1時間 40分 広島駅～（新
幹線）～厚狭駅～(美祢線)～美祢駅 

・福岡方面から 約 1時間 30分 博多駅～（新
幹線）～厚狭駅～(美祢線)～美祢駅 

冬 
 

243217722 

243186893 243308463 

http://www.karusuto.com/

