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◇とっておきの景色と食（選定地域） 

＜春＞ 

城下町「萩」を彩る夏みかん（山口県萩市） →春 18 

（選定案件）
 

夏みかんと土塀、
 

夏蜜柑丸漬け 

（周辺案件）
 

萩の瀬付きアジ、
 

萩の真ふぐ 

 

錦帯橋の桜と岩国寿司（山口県岩国市） →春 19 

（選定案件）
 

錦帯橋の桜、
 

岩国寿司 

（周辺案件）
 

錦川清流線、
 

あんこ寿司 

 

柳井の甘露醤油と醤油蔵（山口県柳井市） →春 20 

（選定案件）
 

甘露醤油、
 

佐川醤油蔵 

（周辺案件）
 

大畠瀬戸 

 

＜夏＞ 

関門海峡花火と長州寿司（山口県下関市） →夏 17 

（選定案件）
 

関門海峡花火大会、
 

長州寿司 

（周辺案件）
 

赤間神宮 

 

木屋川のホタル乱舞と菊川手延そうめん（山口県下関市） →夏 18 

（選定案件）
 

木屋川のホタル船、
 

菊川手延そうめん 

（周辺案件）
 

豊田の梨狩り 

 

角島大橋と特牛イカ（山口県下関市） →夏 19 

（選定案件）
 

角島大橋、
 

下関北浦特牛イカ 

（周辺案件）
 

夢崎波の公園のハマユウ 

 

萩三見 夏の日本海とイサキ（山口県萩市） →夏 20 

（選定案件）
 

車窓からの日本海の美しい風景、
 

イサキ 

（周辺案件）
 

見島の千日参り、
 

須佐男命（みこと）いか 

 

防府天満宮の御誕辰祭と天神鱧（山口県防府市） →夏 21 

（選定案件）
 

防府天満宮御誕辰祭（万灯会）、
 

天神鱧料理 

（周辺案件）
 

西のあじさい寺・東大寺別院阿弥陀寺 
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＜秋＞ 

ＳＬの車窓に広がるりんご畑（山口県山口市） →秋 21 

（選定案件）
 

ＳＬやまぐち号とりんご園、
 

阿東のりんご 

（周辺案件）
 

長門峡 

 

萩の海を染める夕陽と赤魚（山口県萩市） →秋 22 

（選定案件）
 

日本海に沈む夕日、
 

萩のあまだい、
 

あかむつ、
 

金太郎 

（周辺案件）
 

大照院 

 

 

＜冬＞ 

車窓に広がる響灘とあんこう（山口県下関市） →冬 15 

（選定案件）
 

響灘、
 

あんこう 

（周辺案件）
 

響灘厚島展望公園 
 

瓦そば 

 

笠山椿群生林と見蘭牛（山口県萩市） →冬 16 

（選定案件）
 

笠山椿群生林、
 

見蘭牛 

（周辺案件）
 

笠山山頂展望台からの眺望、
 

むつみ豚 

 

冬のお城と錦帯橋、伝統の蓮根料理（山口県岩国市） →冬 17 

（選定案件）
 

雪の錦帯橋と岩国城、
 

大平 

（周辺案件）
 

高森牛、
 

岩国の清酒 

 

龍宮の潮吹きと鯨料理（山口県長門市） →冬 18 

（選定案件）
 

龍宮の潮吹き、
 

鯨料理 

（周辺案件）
 

俵山温泉 

 

春を呼ぶ秋吉台の山焼きと美東ごぼう（山口県美祢市） →冬 19 

（選定案件）
 

秋吉台の山焼き、
 

美東ごぼう 

（周辺案件）
 

暖かい秋芳洞内、
 

長者ヶ森と冬の星座 
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◇その他のとっておきの景色と食 ＜春 又は 通年＞ 

＜景色＞ 

下関市 
粟野川（青の

り漁） 

 

日本海に注ぐ粟野川は、昔は重要な舟運として利用されていま

した。川沿いの道は交易路として古くから人々の生活と関わり

があり、付近には多数の集落や田園地帯が広がっています。例

年 3 月頃には河川公園にてシロウオ・青のり祭りが開催されま

す。 

下関市 
蓋井島の漁港

と集落 

 

蓋井島は、下関の西、約 14㎞沖合に位置している周囲を険しい

岸壁に囲まれた自然豊かな島です。島民が住んでいる集落以外

は、木々が生い茂り、小高い山もあります。山の頂上には、海

の安全の神様の金毘羅様が祭ってあり、そこから漁港や集落を

眺められます。 

宇部市 日の山 

 

宇部市と山口市の境界に位置する日の山。キワ・ラ・ビーチや

波雁ヶ浜などの海岸を一望でき、遠くは山口市秋穂まで見るこ

とができます。日の山は、その姿から象山と言われ、地元で親

しまれています。ふもとのキワ・ラ・ビーチでは夏に海水浴を

楽しむことができます。 

美祢市 
宇部興産石灰

石鉱山 

 

宇部興産の伊佐石灰石鉱山は、グランドキャニオンを彷彿させ

る景観。企業の敷地内なので、普通は入れませんが、宇部・美

祢・山陽小野田産業観光推進協議会主催のツアーに参加すれば

見ることが可能です。 

山口市 両足寺 

 

両足寺は、別名もみじ寺とも呼ばれていますが、紅葉の木の下

には、ツワブキの黄色い花が咲きとても見ごたえがあります。

また、樹齢３５０年と推定されている花びらが一枚ずつ散る珍

しい五色八重散椿の木もあります。 

山口市 一の坂川沿い 

 

室町時代には、一の坂川を鴨川に見立て京都を模して山口の町

づくりがされました。一の坂川沿いは、春には桜やつつじ、初

夏にはゲンジボタルが舞い、四季折々の風情が楽しめる散策道

になっています。また、周辺は古い町屋を改装したお店が点在

し、街歩きも楽しめるエリアです。 

山口市 
三谷の石垣棚

田 

 

三谷の石垣棚田は、奈良時代から約一千年築石されたといわれ

ています。壊されることなく守られてきました。また、田だけ

ではなく家垣にも石垣が使われています。里山の自然を十分に

味わう事ができます。 

山口市 
十種ケ峰（と

くさがみね） 

 

標高 989mのこの山は、別名「長門富士」とも言われています。

山頂より日本海を望下することができます。春は山菜摘み、夏

はキャンプ、秋はハイキング、冬はスキーと一年中楽しむこと

ができます。 
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萩市 
須佐ホルンフ

ェルス 

 

砂岩や頁岩層からなる須佐層群が堆積したあとその中に高温の

火成岩体が貫入し誕生した大断層。これほど大規模にその姿を

あらわにしているのは地質学的にも貴重です。 

萩市 「萩」の港町 

 

江戸時代からの建物も多く残っており、車の通るとおりから、

一歩道を入ればそのままタイムワープ。昔ながらの赤いポスト

もこの街の象徴的存在です。 

萩市 
見島牛のいる

風景 

 

見島牛は産地指定の国の天然記念物とされている。隔絶された

見島で農耕用として飼われてきた牛は交配されることなく純粋

和牛として受け継がれてきた 

下松市 夕日岬 

 

笠戸大橋を渡ってすぐ右手、岩に穴のあいた「はなぐり岩」が

見えます。ここは瀬戸内海に沈む美しい夕日を眺める最高のス

ポットとして「夕日岬」と名づけられました。 

岩国市 浦庄の浜 

 

岩国港の南東約 26kmの海上に位置する柱島の「浦庄の浜」は、

約 1km にも及ぶ美しい砂浜や島々が見えます。砂浜から 2km 先

の沖合いで戦艦陸奥が原因不明の爆発を起こし海に眠る場所と

いわれ「戦艦陸奥英霊之墓」もあります。 

岩国市 
五龍の滝（寂

地峡） 

 

西中国山地国定公園に指定されている寂地峡は、その名の通り

四季を通していつもひっそりとした静寂感に包まれています。

遊歩道を登っていくと、五龍の滝と呼ばれる五つの滝が目の前

にダイナミックに現れます。 

長門市 東後畑棚田 

 

日本海に突き出た向津具半島と宇津賀丘陵地に見られる棚田は

その規模西日本一と言われ、特に日本の棚田百選に選ばれた東

後畑地区は、夕日や漁火が織りなす棚田と日本海の風景を写す

愛好家でにぎわいます。 

長門市 青海島 

 

断崖絶壁、洞門石柱、数多くの奇岩怪石などが連なる景勝地で、

北長門海岸国定公園の代表的景観となっています。海岸風景の

探勝には遊覧船で青海島を一周する海上からのコースと自然研

究路を歩きながら眺める陸上からのコースがあります。 

柳井市 平郡島集落 

 

山口県の有人離島では最大の平郡島は、タコ、温州みかん、さ

つまいも、ヒジキ、カーネーション等が特産です。集落には今

も古い町並みが残り、路地を散策するのも楽しみのひとつです。 
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柳井市 平郡三景 

 

伊予灘に浮かぶ平郡島の、離島ならではの美しく雄大な景色で

す。五十谷島（いやみしま）、大嶽（おおだけ）、蛇の池（じゃ

のいけ）の三か所からなります。「きんさい柳井」柳井ブランド

認証。 

周南市 桜並木 

 

東川～桜馬場～桜のプロムナード～徳山動物園の約 2.5km は桜

名所となっており、ゆっくりと歩きながら春を感じることがで

きます。桜を撮りに多くの写真家も訪れ、４月上旬にはイベン

トも開催されます。 

周南市 
棚田（小畑地

区） 

 

周南市小畑地区は、世帯数およそ１００戸で、市の中心部から

車で１５分程度の近郊農村地域である。今も地域には独特な石

垣を持つ美しい棚田が多く残されている。 

阿武町 鹿島 

 

道の駅阿武町から臨める小島で町のシンボル的存在。男鹿島

(右)と女鹿島からなり夫婦島とも呼ばれている。それぞれの島

の間に夕日が収まるシルエットはなんともいえず美しい。 

阿武町 惣郷川橋梁 

 

ＪＲ山陰本線の須佐駅を出た列車は大小いくつものトンネルを

抜けると、海の上を走るかのように惣郷川河口にそびえる橋を

渡る。海に近いため、耐波性､耐腐食性を考慮し、鉄橋でなく、

鉄筋コンクリート・ラーメン構造の橋が採用された。 

 

下関市 小日本 

貴飯峠から菊川平野を見渡し、「日本は広いのう」と子が叫ぶと、父は「これぐらいで

驚いては笑われようぞ、日本はこの十倍もあるぞよ」と言った。この話から「小日本」

という名前が生まれたといわれる。 

下関市 
響灘・厚島展望公

園 

響灘の沖合 2 ㎞に連なる、男島、女島、竜宮島、石島、これらの４島を総じて呼ばれ

る厚島と、限りなく広がる響灘の水平線を眼下に一望できるビュースポット。 

下関市 
水天門越しの関門

海峡 

赤間神宮の本殿側から、竜宮城を思わせる「水天門」越しに関門海峡を望むと、壇ノ

浦の合戦で幼くして亡くなった安徳天皇など、関門海峡がいままで紡いできた歴史と

時間を感じさせられます。 

宇部市 ときわ湖 

宇部市ときわ公園内にある「ときわ湖」は、1698年にため池として築堤されたもので、

面積は約 100ha あります。湖面には、カモ等の水鳥が優雅に泳ぎ、多くの野鳥や渡り

鳥が飛来します。 

宇部市 小野湖 

宇部市にある小野湖は、豊かな自然に恵まれ、日本でも有数のオシドリの飛来地とし

ても、有名な場所です。また、周りには小野湖から沸きあがる霧に包まれて育つ小野

茶の茶畑も広がっています。  

宇部市 吉部校区の棚田 

古くからある棚田の風景と圃場整備が行われた現代の棚田のコラボレーションが生み

出す景観。 周囲の緑豊かな山々と満々と水をたたえる棚田のある広大なパノラマは

見る人の心を癒します。 

山口市 重源の郷 

重源の郷は、昭和初期の茅葺き農家の田舎をイメージして作られた体験学習型の公園

です。奈良東大寺の再建に尽力した「俊乗房重源上人」の史跡が多く残るまち「徳地」

にあります。 

山口市 香山墓所 
山口市内の国宝「瑠璃光寺五重塔」そばの香山墓所。ここの石畳の前で手をたたくと、

あたりに響き美しい音が返ってきます。 

萩市 
萩八景遊覧船とソ

メイヨシノ 

ソメイヨシノは、 橋本川の土手沿いの遊歩道を歩いて見ることができますが、萩八

景遊覧船から見るとまた格別です。 

萩市 ミドリヨシノ 

ミドリヨシノ（県指定天然記念物）は、日本で萩市のみに知られる稀品です。本種は

桜の中で最も一般的なソメイヨシノに似ていますが、萼が緑色であるところからミド

リヨシノと名づけられました。 
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防府市 
大平山山頂からの

景色 

防府市の最高峰、大平山（おおひらやま ６３１ｍ）からは、瀬戸内に浮かぶ島々や、

防府平野が見渡せ、５月には山頂に１０万株のツツジが咲き誇り、毎年多くの行楽客

で賑わいます。 

下松市 多宝塔 

多宝塔は藤原鎌足の建立１６塔の１つと伝えられ、建築様式から室町時代中期から後

期にかけての建造と推定されます。二重の塔は高さ１３．５mで、本尊金剛界大日如来

が安置されています。 

岩国市 
とことこトレイン

が走る景色 

錦川清流線錦町からそうづ渓まで鉄道が走る予定であった跡地を４０分かけて走る列

車がとことこトレインです。運転日に注意が必要ですが、何とものどかな気分にさせ

てくれます。 

岩国市 らかん高原 

岩国市本郷町のらかん高原は、スケールの大きなレジャー施設として人気があり、早

朝は雲海、日中は瀬戸内海まで望む事ができ、四季折々の山々を見ながらの大パノラ

マは見る者を圧倒します。 

岩国市 銭壺山 

銭壺山は、目舞ｹ岡とも呼ばれ瀬戸の島々が展望できる美しい山です。夜空に広がる一

面の星、展望台を見下ろすと岩国基地の灯りが宝石箱のように美しい夜景を写し出し

ます。 

光市 
冠山総合公園梅の

里（冠梅園） 

菅原道真公ゆかりの冠天満宮に隣接する冠山総合公園梅の里には１００種、約２千本

の梅の木が植栽されています。毎２月頃になると梅の花が一斉にほころび、辺りは梅

花の香りいっぱいになります。 

長門市 俵山しゃくなげ園 
（社）日本観光協会主催の「花の観光地づくり大賞」受賞。約 40 年間かけて、5 ヘク

タールの敷地に 170種類 3万本の見事な花をつけるようになりました。  

柳井市 琴石山 

柳井市のシンボル的山稜で標高 545m。海から急峻に立ち上がった山容ですが、登山道

が整備され初心者でも安心して登ることができます。天気がよければ四国や芸予諸島

が眺望できます。巨樹ヤマザクラが４月中旬頃から見頃となります。 

柳井市 茶臼山古墳 

４世紀終から５世紀初に築造された全長９０ｍの前方後円墳です。明治２５年に発見

され、古代鏡としては日本最大級の直径約４５ｃｍの銅鏡が出土しました。春は桜が

見所の一つです。 

美祢市 
宇部興産伊佐セメ

ント工場の風景 

宇部セメント伊佐工場のプラントは、許可をとれば工場に入ることができます。環境

にも配慮した工場の見学は興味深いものがありますし、造形美としても十分に見るに

値すると思われます。 

周南市 毛利家墓所 

徳山初代藩主、毛利輝元の次男毛利就隆をはじめ累代の墓所があり、その威厳ある造

りから当時の徳山を思い描かせます。就隆は慶安 3年（1650年）下松から野上に移り、

地名を徳山と改めました。 

周南市 回天訓練基地跡 

大津島には、太平洋戦争末期につくられた「人間魚雷・回天」の発射訓練基地跡が全

国で唯一遺されており、国の土木遺産にも指定されています。また付近には回天記念

館があります。 

山陽小

野田市 
きららビーチ焼野 

日本の夕陽百選にも選ばれた夕陽の名所で、夕暮れ時には、辺り一面がオレンジ色に

染まり、ビーチにあるスペイン風の建物、フェニックス、夕陽がつくりだす風景は、

さながら南国の島のようです。 

山陽小

野田市 

陶製瓶を積み上げ

た「瓶垣」 

かつて全国の陶瓶製造数量の７割を占めたという「知られざる窯業のまち山陽小野

田」。現在、窯元は一軒しかないが、旦地区には、陶製瓶を積み上げた「瓶垣」等いた

るところに当時の面影が残る。 

周防大

島町 
四岩合わせ奇岩 

奇岩と呼ばれる立岩、巖門、帯石、岩屋の四つの岩があり、それぞれお参り所があり

信仰を集めています。この四カ所をお参りすればしあわせ（四岩合わせ）になれると

いわれています。 

周防大

島町 

沖家室島大橋と港

のある風景 

昔ながらの港と住民の思い入れでできた橋が風景としてマッチングしています。 

上関町 
維新の志士が建て

た四階楼 

明治１２年に維新の志士小方謙九郎が建てた擬洋風木造建築物。当時の金額にして３

０００円をかけ、外観は白漆喰塗り、４階の窓にはステンドグラスがはめ込まれ、内

外には凝った鏝絵の装飾が施されている。 

田布施

町 

のんびらんどうま

しま 

瀬戸内海国立公園の一角に浮かぶアウトレジャーを満喫できるリゾートアイランド。

白い砂浜が円弧を描く入り江は海水浴に最適。標高１１０ｍの要害山の展望台からは

近くの島や半島が一望。 

平生町 
大星山山頂から見

る風車 

標高 438ｍの大星山山頂には展望台が設けられ、南瀬戸内海が一望できます。大星山山

頂をはじめその周辺には、7基の風力発電用風車が立ち並び、近くに行けばその壮大な

姿に圧倒されます。 
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＜食＞ 

下関市 サザエご飯 

 

通常、刺身やつぼ焼きなどで食べられるサザエですが、蓋井島で

は炊き込みご飯にして食べます。サザエの出汁がよく出て、磯の

風味あふれる大変おいしいご飯です。 

【食】下関市蓋井島の民宿 

下関市 青海苔羊羹 

 

清流粟野川で育った香り豊かな青のりと、厳選した材料を用いて

作られた羊羹。あっさりとした甘みと高雅な風味はお茶受けに最

適です。 

【食】だるま堂 下関市豊北町粟野 2376-1 (TEL)083-785-0032 

宇部市 
東岐波の茶

粥 

 

「満潮」では今でも茶がゆ専用のカンス（鉄の茶釜：写真）で茶

がゆを炊いていて、炊き上がると、茶がゆ独特の芳ばしい香りが

します。 

【食】満潮  宇部市大字東岐波（丸尾） (TEL)0836-58-2023 

山口市 車海老 

 

車海老養殖発祥の地「秋穂」。車海老のフルコースでは、刺身、フ

ライ、塩焼き、酢物、蒸物等車海老が堪能できます。 

【食】国民宿舎 秋穂荘 山口市秋穂東 768-13 

   (TEL) 083-984-2201 

山口市 ばりそば 

 

太めの中華麺を揚げて、野菜の入ったとろみのある鶏ガラベース

のスープをかけた料理。 

「ばりそば」という名称は、麺がバリバリしていることに由来し

ています。山口市のご当地グルメとして愛されています。 

【食】 山口市内の各店舗 

山口市 
食彩岩魚セ

ット 

 

冷たく清い谷水を引いた池に、卵から育てた岩魚や山女、虹鱒、

銀鮭を養殖し、釣り堀になっています。 

【食】古屋敷養魚場 山口市阿東町地福下 416 

   (TEL) 083-952-0500 

萩市 
閲兵餅（限定

販売） 

 

福栄地区羽賀台に長州藩の大操連の舞台であった「天保閲兵の地」

があります。その地で採れた新鮮なもち米や手摘みよもぎ、繊維

たっぷりのヘルシーなさつまいもなどを使って作りあげたお餅で

す。 

【食】道の駅ハピネスふくえ 萩市大字福井下 4014-2 

   (TEL)0838-52-0356 

下松市 笠戸ひらめ 

 

肉厚で油がのり、ほのかな甘さもあります。噛めば噛むほど味わ

い深く、下松自慢の食材です。笠戸ひらめ養殖の拠点である栽培

センターでは、施設見学も出来ます。 

【食】下松市内各店舗 

岩国市 
柱島の寒ひ

じき 

 

柱島の寒ひじきは、軟らかく味のつきもよく、ひじきの王様だと

思います。あの軟らかさは、寒い海から若い芽を取ることからス

タートしているようです。 

【食】柱島島づくり推進協議会岩国市柱島 1936 

   (TEL) 0827-48-2001 
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阿武町 蒸気船饅頭 

 

日露戦争時に萩沖の日本海にロシアの軍艦（蒸気船）がたびたび

出現し、これを見た萩の人たちが「蒸気船を焼いて 食ってしま

え！」と気勢を上げ、蒸気船の形のまんじゅうを作ったのが始ま

りと言われている。 

【食】道の駅阿武町内「八代」阿武町奈古 (TEL)08388-2-0355 

阿武町 無角和牛 

 

欧米で一番美味しい牛肉を生産するアバディーンアンガス種の血

統をもつ種雄牛に在来の黒毛和牛を交配し、無角和牛が誕生した。

名前のとおり角のない牛で、肉が柔らかく、和牛独特の風味があ

る。 

【食】道の駅阿武町「食堂・憩」阿武町奈古 (TEL)08388-2-3381 

 

下関市 

下関駅弁 

みすゞ潮彩

弁当 

金子みすゞの詩にちなんで、クジラやイワシなどがおかずに、掛紙は山陰観光列車「みすゞ

潮彩」の外観をデザインした懐かしく、可愛いイラストです。 

【食】下関・新下関駅構内及び山陰観光列車みすゞ潮彩車両内で販売。（土日、祝日のみ。） 

下関市 
下関駅弁 

ふく寿司 

ふくの切り身やフクの皮をはじめ、エビ、うになど、贅沢な海の幸がいっぱい。トビッコや

茎ワカメが絶妙の触感を加えています。 

【食】下関・新下関駅構内の主な売店で販売 

下関市 二見饅頭 
昭和初期から伝わる一口サイズの蒸し饅頭。薄皮の中にはあんこがたっぷり入っています。 

【食】ときわ屋本店  下関市豊北町二見 (TEL) 083-782-1021 

宇部市 

生野菜とス

モークタン

のピザ 

ピザ生地、パン、ケーキ、スモークタン、ベーコン、ハーブ各種から無農薬野菜まで手作り

にこだわっています。人気メニューの生野菜とスモークタンのピザは、ここでしか食べられ

ないオリジナル。 

【食】ハーブキッチン・サルワーレ 山口県宇部市小野４６８０－１ 

   (TEL)0836-64-2520 

山口市 かしわ弁当 

創業以来９８年続く伝統の味。鶏ガラスープをベースにしたゴボウの炊込みご飯に鶏肉のそ

ぼろかけが、幅広い年代の方に人気です。 

【食】小郡駅弁当(株)  新山口駅構内の主な売店で販売 

山口市 
幕の内きら

ら弁当 

ふくの天婦羅と長州地鶏など、山口の名産品を中心におかずが沢山入っています。ご飯も白

飯とちらし寿司の 2種類楽しめます。 

【食】小郡駅弁当(株)  新山口駅構内の主な売店で販売 

山口市 
幕の内 SL 貴

婦人の旅 

ＳＬやまぐち号の愛称名「貴婦人」にちなんだ上品なお弁当です。 

【食】小郡駅弁当(株)  新山口駅構内の主な売店で販売 

柳井市 
甘露ソフト

クリーム 

柳井の伝統の味「甘露醤油」を絶妙な分量でブレンド。キャラメルのような風味と甘露醤油

のコクを楽しめる。「きんさい柳井」柳井ブランド認証品。 

【食】茜工房  柳井市金屋 (TEL) 0820-23-2448 

柳井市 
甘露しょう

油の茜玉 

柳井の伝統の味「甘露醤油」を使ったあめ玉。ちょっとほろ苦くて、塩味も感じられて、で

も、さっぱりして、不思議な甘さ。何個でも続けて味わいたくなる…柳井の和風キャンデー。 

【食】茜工房  柳井市金屋 (TEL) 0820-23-2448 

柳井市 
甘露醤油ぷ

りん 

地元の新鮮卵と柳井の伝統の味「甘露醤油」を使ったプリン。まろやかなたまごの味にちょ

っぴりしょっぱい甘露醤油の熟成された味がアクセント。ちょっとおとなのプリンです。 

【食】四季旬菜 蔵や  柳井市柳井津 437 (TEL) 0820-23-3998 

柳井市 
三角（みか

ど）餅 

明治の文豪・国木田独歩の小説「置土産」にも紹介されている柳井の銘菓で、文字通り三角

の餅です。藤坂屋では、今も、小豆の選別からはじめるという、昔ながらの製法を守り続け

るお菓子です。「きんさい柳井」柳井ブランド認証品。 

【食】藤坂屋本店（株）  柳井市宮本東 1883 (TEL) 0820-22-0097 

周南市 
徳山巨峰ワ

イン 

周南市須金地区で栽培される巨峰を原料に昭和 63年に産声をあげた「徳山巨峰ワイン」。今

年までの生産本数は約 30万本を数え、地元の人のみならず贈答品としても大好評です。 

【食】周南市の百貨店および周南市とその周辺の酒販店 
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◇その他のとっておきの景色と食 ＜夏＞ 

＜景色＞ 

山口市 
阿武川の水

辺 

 

新緑の山あいに、すがすがしい空気が満ちてきます。清流に

はアユ・コイ・ハヤが泳ぎ、キャンプを楽しむ若者たちや太

公望たちでにぎわいます。 

萩市 
相島のスイ

カ畑 

 

相島スイカは山口県内の生産高の６割生産されている。石垣

作りの段々畑はみごとで、水はけが良くスイカ作りに適した

土壌でシャキッと歯ざわりの良い甘いスイカが喜ばれてい

る。近年スイカ作りオーナーに多くの希望者が参加され苗の

植え付け、交配作業、収穫作業と収穫祭を楽しんで帰られる。 

萩市 見島盆踊り 

 

見島盆踊りは別名幽霊踊りとも言われ、白い布を頭からかぶ

り、太鼓の音と、くどきと言う唄と囃子でゆったりと踊る光

景はいかにもお盆の霊を慰める地味な踊りである。 

岩国市 鵜飼い 

 

「鵜飼い」は錦帯橋上流の錦川で行われる夏の風物詩で、烏

帽子や腰蓑など古式豊かな衣装に身をつつんだ鵜匠が巧みな

手縄さばきで鵜を操る伝統漁法です。鵜船の篝火が錦川の川

面に映り大変幽玄な光景が展開されます。起源は古く約 370

年前と言われており、一時期中断していましたが、1952 年 

(昭和 27年) に復興再開され現在まで続いています。 

岩国市 
きらら夢ト

ンネル 

 

国鉄未成線である岩日北線は永く放置されていましたが、平

成１４年より錦町駅とそうづ峡温泉の間で遊覧車「とことこ

トレイン」が運行されています。なかでも、区間最長の広瀬

トンネル内にはブラックライトを当てると６色に光る蛍光石

の壁画があり、これを「きらら夢トンネル」と呼んでいます。

「とことこトレイン」ご乗車のお客様だけが楽しめる不思議

空間です。 

長門市 千畳敷 

 

標高 333ｍの高台に広がる草原の地、千畳敷。眼下には日本

海に浮かぶ島々。果てしなく広がる海と空の一大パノラマが

展開し、海をわたる爽やかな風が、波のざわめきを伝えます。

また夏の夜には日本海に浮かぶ漁火が望め、人里離れ自然を

満喫できる最適の場です。 

柳井市 
金魚ちょう

ちんのまち 

 

柳井市の古市・金屋伝統的建造物群保存地区（白壁の町並み）

には、江戸から大正時代に建てられた、妻入り瓦葺屋根・漆

喰塗り壁の土蔵創りの町家が約２００ｍ続きます。                                       

毎年８月になると、JR柳井駅前からこの白壁の町並みにかけ

て数千個の柳井の伝統民芸品「金魚ちょうちん」が飾り付け

ら れ 、 観 光 客 や 帰 省の皆 さ ん を お 迎 え し ます。                                                  

昼は悠々と風に泳ぎ、夜は仄かに灯る情景は訪れる人を癒し

ます。毎年８月１３日には「柳井金魚ちょうちん祭り」が開

催されます。 
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美祢市 別府弁天池 

 

透き通ったブルーの水が不思議なほどの美しさを見せるカル

スト地形特有の湧き水「別府弁天池」。この湧水は摂氏 14

度の透明度の高い水で、環境庁より、昭和 60年 7月 20日、

日本名水百選に選定され、灌漑や養鱒にも利用されている。

マス料理を味わうもよし、釣り堀で釣りを楽しむもよしの恵

みの水です。 

周南市 
貴船神社夏

祭り 

 

大島地区の粭島にある貴船神社で毎年おこなわれる夏祭りで

す。ハイライトは、なんといっても海を渡るお御輿です。開

催日は、潮位を見て神社で決定されます。 

 

岩国市 美川ムーバレー 

かつてタングステンを採掘していた玖珂鉱山が、今は古代ムー大陸の末裔の地下都市

となりました。この地下都市に入ると謎の石像、滝や湖など神秘な光景が続いており

冒険心をかきたてられます。 

岩国市 潮風公園 

みなとオアシスゆう「潮風公園」は、夏は海水浴場として、多くの人でにぎわってい

ます。延長 450m のビーチに沿った「健康歩道」は、最寄の皆さんのお散歩コースと

してお勧めです。入り口付近は、南国を思わせる風景が連なり、ロマンチックなひと

時を過ごせます。交流館の中にある「ミクロ生物館」では、海のふしぎがいっぱい。

お昼は「レストラン潮風」で地元の海産物を使った海の味覚に舌づつみ。お土産は「物

産販売コーナー」で、お買い求めいただけます。由宇町の特産品コーナーもお勧めで

す。駐車場は無料、ドライバーの休憩にも最適です。 

光市 虹ケ浜海水浴場 

３㎞に渡って白砂青松の海岸が続く、美しい自然海岸。海水浴シーズンには、広々と

した遠浅のビーチが人気で、多くの海水浴客で賑わいます。「日本の名松１００選」

「快水浴場百選」等多くの選定を受けている西日本屈指の海水浴場です。７月下旬に

は、この虹ケ浜海水浴場を舞台にして光花火大会が開催されます。 

長門市 
音信川遊歩道おとず

れ広場 

「恋叶うまち長門湯本温泉」は平成 18年 10月 1日に「恋人の聖地」として認定され

ました。その記念碑が「おとずれ広場」に建立されています。  

美祢市 
秋吉台のドリーネ耕

作 

秋吉台地域を代表する食材ごぼうは、『美東ごぼう』の愛称で親しまれています。古

くから、秋吉台上のドリーネで耕作が行われてきました（秋吉台のドリーネ耕作は、

平成 15 年に文化庁が選ぶ『文化的景観』の重要地域にも指定されています）。収穫

の時期になると、県内を中心に各所からごぼうを買い付けに来られ、正月料理などに

は特に珍重されています。連作ができないため(４～５年おき)毎年同じ場所で見るこ

とはできませんが、草原の中に点在する緑の畑は、なだらかな起伏の草原に箱庭的な

アクセントを添え、秋吉台の季節の顔となっております。  

周南市 太華山 

瀬戸内海国立公園に指定されている太華山は、周南市の南端に位置する大島半島にあ

ります。 

この山の標高は３６２ｍ。海に突出した独立峰のため、眺望は３６０°見渡せ、山頂

からは中国山地の山々に瀬戸内海の島々を眺めることができます。 

また、古くから信仰の山でもあり、毎年多くの登山者で賑わっており、ハイキングに

も、ドライブにも適しています。 

周防大

島町 
サタフラ 

数多くのハワイ移民を輩出し、ハワイ州カウアイ島と姉妹島でもある瀬戸内のハワイ

「周防大島」では、７月中旬～８月末の毎週土曜日にフラ（ダンス）を披露する「サ

タフラ」を開催し、周防大島の新しい夏の風物詩となっています。グリーンステイな

がうら・H&Rサンシャインサザンセト・竜崎温泉などの会場で、屋外の天然芝をステ

ージに美しい星空の下で素敵なフラをお楽しみいただけます。 
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＜食＞ 

長門市 焼き鳥 

 

鶏肉として使用されているのは、長門地域で種鶏から一貫して

飼育しており、恵まれた自然環境とオールインオールアウト方

式の徹底した飼育管理によって育てられた「長州どり」。 

焼いた焼き鳥は、ガーリックパウダーや一味、七味の唐辛子を、

好みに応じてかけて食べるのが長門のスタイル。 

【食】長門市周辺やきとり店 

美祢市 秋芳梨 

 

美祢市秋芳町特産の二十世紀梨は「秋芳梨」と呼ばれ、高い糖

度に支えられ人気があります。秋芳梨の特長は何といっても味

の良さです。カルスト台地特有の排水の良さ、昼夜の温度差の

違い、土壌中の豊富な有機質と長年にわたる秋吉台の石灰分の

流入によって「秋芳梨」は糖度の高い、肉質のやわらかい、み

ずみずしいおいしい梨になります。 

【食】秋芳梨生産販売協同組合  美祢市秋芳町別府 3639 

(TEL)0837-65-2221 

 

長門市 仙崎イカ 

日本海屈指の水揚量を誇る山口県長門市の仙崎市場。ここに水揚げされるケンサキイカの中

で、イカ釣り漁により一杯ずつ丁寧に釣り上げられた新鮮なもののみが長門ブランド「仙崎

イカ」となります。中でも、仙崎イカ活き造りは、新鮮ゆえに透明。コリコリとした食感や

濃厚な甘みは、誰もが納得する逸品です！ 

【食】活イカ料理本家「き楽」、釜めしの「浜屋」、旬処「いさ路」、民宿「沖千鳥」、割

烹旅館「一草庵」、ゆとりの宿「山村別館」湯本温泉「大谷山荘」、油谷湾ホテル「楊貴館」 

柳井市 橘香酢 

柳井市大畠は、潮風と太陽をいっぱいに浴びた美味しいみかんが実る、知られざる地域。そ

のみかんが、まだ青く小さな実の夏に、地元のお母さんたちが摘果して、手搾りの果実酢に

加工します。みかんの香りとほのかな甘みは、料理にも飲料にも最適。瀬戸内の自然の恵み

が香る酢です。 

【食】うずしお母さんの店（大畠観光センター） 柳井市神代東瀬戸 4144-9 

(TEL)0820-45-2126 

周南市 

ハイポー豚

を使ったカ

ツ丼 

熱々のごはんの上に、トンカツをのせて食べることは、元々「まかない食」であり、肉、野

菜、卵と栄養的にもバランスが取れており、和と洋が合体したメニューです。 

特に、周南市にある鹿野ファームで育った豚は、徹底した品質・衛生管理の中で飼育してお

り、肉質もよく、まさに安全・安心な食材としておススメです。 

また、デミグラスソースの「デミカツ丼」も人気です。 

【食】旬膳 一心  周南市鹿野 

周防大

島町 

ポキ料理（ハ

ワイ料理） 

ハワイの郷土料理であるポキ料理（ハワイ風マグロのお刺身）を瀬戸内の地魚を使って独自

にアレンジしました。 

さらに、夏期には通常の地魚ポキに加え、ポキ丼・茶粥ポキ・ポキ春巻き・ポキクレープな

ど、夏の周防大島はアロハな料理にて皆様を御もてなし致します。 

【食】レストラングリーン・ガーデン他  周防大島町椋野 (TEL)0820-79-0021 
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◇その他のとっておきの景色と食 ＜秋＞ 

＜景色＞ 

岩国市 雙津峡温泉 

 

雙津峡温泉は、山口県岩国市の北西部に位置し、春には新緑、

秋には紅葉が美しい、有数のラドン含有量を誇る温泉です。 

山陽小

野田市 

周防灘に沈

む夕陽 

 

焼野海岸から望む美しい夕陽は、「日本の夕陽 100 選に選ば

れており、穏やかな周防灘を刻一刻とあかね色に染める夕焼

けの風景は、見る者の心をとらえます。周辺には、温泉やレ

ストランを備えた「きらら交流館」やガラス体験ができる「き

ららガラス未来館」があります。 

 

萩市 
平蕨台の雲

海 

萩市福井上平蕨台の「雲海」は、天気の良い秋の冷え込んだ早朝に見ることができます。昭

和４０年代に整備された平坦な台地では、水稲、葉タバコ、白菜、キャベツなどが作られて

おり、高台にある展望台からの景色は見晴らしが最高です。ここで収穫されるお米は、寒暖

の差が著しいため、とてもおいしいです。この時期限定の、平蕨台の高台から見下ろす美し

い雲海の景色と清んだ空気を、ご堪能下さい。 
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宇部市 
竿まんじゅ

う 

 

吉部の郷土料理の竿まんじゅう。別名「薙刀餅」と言い、その由

来は今から４００年ほど前、大内氏に仕えた内藤隆春の家来で薙

刀作りの名人がおり、戦でその薙刀により見方が勝利したことを

讃え、里人が薙刀状の餅を作ったことが始まりと言われています。

吉部地区のここでしか販売していないため、開店と同時に売り切

れもしばしば。必ず手に入れようと思うならば、事前の問い合わ

せが必要です。 

「おいでませ吉部」は水曜日、日曜日の７時～１４時のみ開店。 

 ただし、毎月第１・３日曜日のみ販売。 

【食】おいでませ吉部  宇部市大字東吉部 2818-3 

(TEL)0836-68-0141 

岩国市 
岸根栗 (が

んねぐり) 

 

昔、数百年を経た大栗のなる１本の大きな木がありました。その

後１１８０年頃、平家の落人が美和町岸根の白滝山に城を築き、

一族の接木の方法を心得た者が、大栗林より大栗の穂木を取り寄

せて、白滝山に自生していた天然の栗の木に接木をし、その方法

を近くの農民に授け、大きな岸根の栗はこの地で広く栽培される

ようになりました。 

【食】JA 山口東北部営農センター(販売)  岩国市美和町渋前

1542-2  (TEL)0827-96-1377 

周南市 
自然生のと

ろろそば 

 

郷愁感の濃い山里料理に自然生は欠かすことができません。いろ

いろとある献立の中でも最もシンプルで醍醐味を味わえるのが

「とろろ汁」です。その本格とろろ汁をこだわりの蕎麦と一緒に

いただけるのが、元湯から西へ歩いて 10 分程、里山の麓にある

SOBA「 b's b-an」(ベーズ ベーアン)です。 

【食】SOBA「 b's b-an」(ベーズ ベーアン) 周南市湯野下迫 4300-3 

(TEL)0834-83-4626 

 

山口市 

リンゴチッ

プス「チッ

プちゃん」 

阿東徳佐地区には、西日本最大の観光りんご園が広がっています。平成２１年に徳佐リンゴ

の味をストレートに味わえるリンゴチップス“チップちゃん”が商品化されました。この商

品は、４つのりんご農園が共同で開発したもので、材料は、徳佐リンゴの他には食塩だけを

使用した無添加のお菓子です。自然の味で安心して食べられる商品です。 

【食】松村りんご園  山口市阿東徳佐下 310-3 (TEL)083-956-0620 

      りんごの駅徳佐 山口市阿東徳佐下 1165-1 (TEL)083-957-0713 

岩国市 山代地鶏 

地鶏の適度な歯ごたえとふんだんに山菜を使った釜飯や、こんにゃくの刺身、てんぷらなど、

市内で採れた山の幸をふんだんに使ったメニューです。 

【食】錦パレスホテル  岩国市錦町深川 3213-2 (TEL)0827-73-0211 

岩国市 

がんね（本

格 く り 焼

酎） 

岸根栗の独特の風味と、しっとりととけ込むような舌ざわりを生かし、くり焼酎をつくりま

した。本格焼酎ならではの味と香りをお楽しみ下さい。 

【食】美和町で酒を販売している店 

田布施

町 

いちじくワ

イン 

いちじくは、田布施町の特産品として栽培されています。潮風薫る瀬戸内の風土が味の良い

果実を実らせるのでしょう。山口県で第一の生産量を誇る田布施町の「いちじく」を１００％

使用し、マンズワイン株式会社で製造したものである。いちじくを使用した加工品は他にも

ジャムや外郎がある。 

 



 

14 

※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。 

 【食】は応募頂いた内容のうち「食べることができる代表的なお店」を示しています。 

◇その他のとっておきの景色と食 ＜冬＞ 

＜景色＞ 

防府市 
防府天満宮

の梅 

 

山口県防府天満宮には、約 16種類 1100本の梅樹があります。

「梅は天神様のシンボル」境内いっぱいに咲き誇りふくよか

な香りで包まれる春の日に梅まつりも開催されます。    

光市 冠梅園 

 

菅原道真公ゆかりの冠天満宮に隣接する「冠梅園」には１０

０種、約２千本の梅の木が植栽されています。毎２月頃にな

ると、梅の花が一斉にほころび、辺りは春を思わせる梅花の

香りでいっぱいになります。毎年２月中旬から梅まつりを開

催しており、特産品売店、うどん店、梅の苗木販売等の出店

があります。 

周南市 
八代のナベ

ヅル 

 

周南市八代は本州では唯一のナベヅルの渡来地で、国の天然

記念物にも指定されています。現在、ツルが過ごしやすいよ

う環境を整備するなど、保護の努力が続けられています。 

上関町 練塀の集落 

 

島内数箇所に石積みの練塀が残っています。夏は台風の進路

にあたりその強風や、豊後水道を北上する冬の強風などから

住居を守るために、石を積み、土や漆喰、セメント（モルタ

ル）などで固められている。一見石垣のように見える練塀（ね

りべい）と呼ばれる塀は、軒下で屋根と連結され、住居の周

囲を覆っている。塀と塀の間にはさほど広くない路地が迷路

のように入り組み、上壁のような練塀の景観が異彩を放ち、

祝島集落の独特の情緒を醸し出す。 

 

柳井市 阿月神明祭 

柳井市の半島部、阿月地区に 370年前から伝わる伝統行事、毎年 2月 11日に行われる壮大な

火祭です。 

祭り当日の早朝から、身を清めた白装束の若者たちが、酒樽に棒をかけて担ぎ練り歩き（「じ

ょうげ」）、法螺貝の合図で高さ 20ｍの御神体を起こし立てます。その後、神明太鼓、長持

に棒を結んで担ぎ長持囃子を唄いながら特殊な足取りで練る長持じょうげ、神明踊りが続き

ます。そして最後には壮大なはやし方（神明を焼く）が行われ、子孫繁栄と今年一年の厄除

けを祈ります。昭和 56年に山口県無形民俗文化財に、平成 21年には国の重要無形民俗文化

財に指定された勇壮で美しい祭として受け継がれています。 

周南市 
周南冬のツ

リー祭 

灯りで周南物語の世界へ。ＪＲ徳山駅前の御幸通にある 55本のヒマラヤスギなど約 20万個

のＬＥＤ照明で光り輝く。12 月 23 日（祝日）に行われる期間最大のイベント「ファンタジ

ックナイト」では、その御幸通が歩行者天国に。ステージショーや地元食材の食べ物広場な

ど、イベント盛りだくさんです。  

周防大

島町 

みかん山越

しの瀬戸内

海 

周防大島（屋代島）は、淡路島、小豆島に次いで瀬戸内海で 3 番目に大きな島です。温暖で

穏やかな気候で、昔から様々な記録にも登場する瀬戸内海の交通の要衝です。特に山口県の

みかんの産地として有名で、島全体にみかん畑が広がります。冬の小春日和の日に、島を貫

く広域農道、通称「オレンジロード」からは、みかんの実った山越しに麓のまちや瀬戸内海

の島々が遠くまで見えます。 
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＜食＞ 

山口県 ふぐ 

 

伊藤博文公が下関に立ち寄った際、春帆楼のおかみが、海が時

化ていて魚が取れないため、お手内覚悟で出したところ、絶賛

されふく食が解禁されました。周南市の「粭島」では、大正の

初期からふぐはえ縄漁が行われており、その発祥地として、全

国的にも知られています。数あるふぐの種類の中でも、透明感

のある白身の「とらふぐ」は、歯ごたえがあり味も絶品です。 

【食】県内の料理店、旅館 

宇部市 

月 待 ち ガ

ニ（ワタリ

ガニ） 

 

ガザミは泳ぎが上手でワタリガニとも呼ばれます。宇部市で

は、地元産のワタリガニを「月待ちがに」とよんでいます。お

すすめの料理はいろいろあるのですが、なかでも、身は蒸して

ポン酢で食し、甲羅の中にあるカニミソとカニの子を甲羅酒に

していただくのが、いちばんです。あとは、旧来の地元料理と

しては、かにを甘辛く焚き上げる方法もあり、これも美味です。

また、焼いても香ばしく、これまた美味です。宇部市はワタリ

ガニの水揚げ量では、全国有数の産地で、とれたての瀬戸内特

有の身のつまった旨みの濃いカニが、シーズン中は毎日、召し

上がれます。 

【食】呑兵衛  宇部市新天町 2-2-8 (TEL)0836-31-1390 

【食】割烹旅館豊後の里  宇部市西本町 2-6-5(TEL)0836-32-1608 

周防大

島町 
みかん鍋 

 

(社)周防大島観光協会認定の地魚料理店が集結してのコラボ

レート企画です。 

体に優しい橘皮が香る焼きみかんに、爽やかな柑橘の香りを練

り込んだ地魚のつみれ、新鮮な瀬戸内海の幸がふんだんに盛り

込まれた鍋を、ピリリと美味しいみかん胡椒でお召し上がりく

ださい。そしてお鍋の最後には、淡雪の食感が新しいメレンゲ

による「みかん雑炊」も併せてお楽しみください。 

爽やかなみかんの香り広がる島の名物料理として、店舗ごとに

異なる個性豊かなみかん鍋をお楽しみください。 

【食】各周防大島みかん鍋加盟店 

 

下関市 
しし鍋（牡

丹鍋） 

山の恵みを食べて育った猪を、春から夏にかけては焼肉、秋から冬はしし鍋（牡丹鍋）にし

ていただきます。新鮮な猪は臭みもなく、寒い季節には体を芯から温めてくれます。 

【食】一の俣温泉グランドホテル、一の俣温泉観光ホテル、一の俣温泉温泉荘、一の俣温泉

芳玉荘。 

防府市 
すっぽん料

理 

力がみるみる湧いてくるすっぽん料理・・・・・・・コクのあるおいしさで滋養に冨み、健

康や美容によいと古来から珍重されてきた「すっぽん料理」。スープや揚げ物、雑炊、珍味

の前菜、べっこう煮など、贅を凝らしたフルコースが楽しめます。 

【食】月鳴亭多かはし  防府市大字奈美 9-19 (TEL)0835-36-0005 

長門市 
三猿まんじ

ゅう 

俵山温泉の名物で、この温泉が白猿によって発見されたことにちなむ、カステラ饅頭。ほど

よい甘さで食べやすく、1個 1個の饅頭が「見ざる、言わざる、聞かざる」の形をしている。 

俵山の歴史を感じさせるこの饅頭。見て楽しみ、食べて楽しみ、お土産にどうぞ。 

 

【食】福田泉月堂  長門市俵山湯町 (TEL)0837-29-0260 

【食】松永松琴堂  長門市俵山湯町 (TEL)0837-29-0053 

上関町 こっこう 

こっこう 古来より長寿の実として珍重されてきた。島内各所に自生している。大人の親指

先くらいの大きさでキウイフルーツの原種とも言われている。熟せば美味しいが希少なので

主に羊羹や果実酒にされてきた。果実の販売が１１月から１２月に町特産物センターで数は

少ないが販売されている。 

【食】上関町特産物センター  上関町長島 617-10 (TEL)0820-62-1093 

 

 


