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ぬまくま

地区
＠内海・沼隈地区

■民泊

広島県福山市の内海・沼隈地区では，農山漁村生活体験（民泊）の受け入れを行っています。
地域食材でつくる田舎料理を学び，祖父母の年代とのコミュニケーションが生まれる，生活
が全く異なる体験をすることから，自らの生活や生き方を省みる機会となって欲しい！
モデルプラン（1 泊 2 日または 2 泊 3 日）
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体験メニュー各種
農業体験

漁業体験

果物の収穫/畑の耕起/花き園芸など
花き園芸など

海苔養殖体験/釣り体験
釣り体験/養殖漁業体験など

食体験

アウトドア体験

魚のさばき体験/海苔巻き料理作りなど
海苔巻き料理作りなど

シーカヤック体験/礒観察体験など
礒観察体験など

☆問い合わせ先☆
福山市うつみ体験交流推進協議会
うつみ体験交流推進協議会
〒722‐2632 広島県福山市内海町口 2407

Email：utsumi2240@sky
utsumi2240@sky-net.or.jp
TEL：(084)986-3561
FAX：(084)986-3560

ぬまくま

■体験

＠内海・沼隈地区

横島底引網観光
勇壮な漁を観た後、捕れたての魚を漁師がさばいて刺身にし，桟橋では焼き魚を振舞う。
潮の香りの中で食べるのは格別だと人気が高い。
料金／6 名まで（昼食付）48,000 円 追加一人増すごとに，
料金
大人（中学生以上）7,000 円 小学生 2,500 円
【一隻最大 8 人まで】
受入人数
受入人数／約
30 人／日
所要時間
所要時間／9：00～14：30
実施期間
実施期間／4
月中旬～10 月末
問い合わせ先
問い合わせ先／横島漁業協同組合
０８４－９８６－２００８

田島定置網観光
威勢よく声をかけながら網を引き揚げると，マダイ，チヌ，トラフグ，イカなど瀬戸内
の旬の魚が勢いよく跳ねる。刺身や焼き魚や煮付けなど「海賊料理」は最高です。
料金／大人（中学生以上）6,500 円、小人 3,000 円 昼食付
料金
受入人数
受入人数／
40～50 人／日
所要時間
所要時間／9：30～14：00
実施期間
実施期間／4
月～5 月（要予約）
問い合わせ先
問い合わせ先／田島漁業協同組合
０８４－９８６－２３０４

田島横島食文化伝承館
内海町の食文化の伝承体験ができる施設です。魚のさばき方体験・のり巻き体験・のり
ふりかけづくり体験ができます！
＜魚のさばき方体験＞
漁師の奥さんが先生！自分でさばいた
魚の味は格別☆
＜のり巻き体験＞
田島で獲れたのりを使い，お好みの具
でのり巻きを作ろう！
＜のりふりかけづくり体験＞
田島のりを使い，マイふりかけ作りに
挑戦！
料金／500 円（1 人・施設使用料として）
※各体験料は実費（参加人数により決定）
受入人数／5～20 名
問い合わせ先／０８４－９８６－２３７２
／０８４－９８６－２３７２
０９０－３１７７－６７３３
（担当：岡田）

■体験

＠みろくの里

三世代テーマパーク

みろくの里

１９種類以上の遊具をそろえた遊園地エリアや昭和 30 年代の街並み「いつか来た道」が
あり、一般利用を始め、小学校修学旅行の利用など、さまざまな世代で楽しめるテーマパ
ークです。神勝寺温泉昭和の湯やツネイシしまなみビレッジも併設しており，さまざまな
※併設の宿泊施設については，宿泊施設のページへ掲載してあります。
スタイルで利用できます。

３Ｈ～３．５Ｈ
所要時間／遊園地を含む修学旅行でのご利用
昭和３０年代の街並み「いつか来た道」 １Ｈ～１．５Ｈ
「いつか来た道」＋昼食 １．５Ｈ～２Ｈ
開館・休館日／年中無休（但し、1 月上旬～３月上旬の平日は遊具運休）
問い合わせ先／０８４－９８８－０００１
ＨＰ／http://www.mirokunosato.com/index.html

み ろ く の 里

2 0 1 5 年

セ ッ ト プ ラ ン

団体様（１５名様～）向けセットプラン
期間

セット券

8 月中旬～
10 月上旬

内容
フルーツ王国世羅高原の大地のすがすがしい風にふかれな

世羅幸水農園

がら５万本の果樹にたわわに実った自慢の梨をお楽しみく
ださい。みろくの里より約５０分

10 月中旬～
12 月上旬

向島高橋

瀬戸内の情緒ある風景の中潮風にあたりながら甘ーいみか

みかん狩りセンター

んを一時間たっぷりと堪能してください。
みろくの里より約５０分

ご予約・お問合せ
巨大船進水式観覧セットプラン
８万トンクラスの巨大貨物船誕生の瞬
間！めったにみることができないセレモ
ニーをご体験ください。

TEL：084-988-0001

※日程は、HP からご確認ください

FAX：084-988-0005

※セット券のご予約は、みろくの里にお願いします。
http://www.mirokunosato.com
※セット券の使用後の払い戻しは致しかねます。ご了承ください。
※セット券により、設定人数・年齢条件・料金・期間が異なります。あらかじめご確認ください。
■体験 ＠鞆の浦地区
※花・果実等のセット券は、天候等により期間・内容が変更される場合があります。

阿藻珍味

鯛匠の郷

★★9 月上旬から 11 月上旬の社会見学について★★
【体験内容】
対象者：小学生のみ（先生同伴）
収容人数 120 名まで。全体を 30 名位のグループに
分けて各グループごとに先生が同伴。
A グループ…館内案内
B グループ…ちくわ体験
受入先の係の方がそれぞれのグループを引率し，
館内を案内，ガイドします。
（当日雨天の場合「お魚クイズ」などを実施します。）
(体験メニュー)
１．ちくわ手握り体験（20 分）…30
分）… 名まで（団体向き）
※1 本 300 円
２．ちくわ手焼き体験（40 分）…8
分）… 名まで（家族/小グループ） ※3 本 900 円
３．手焼きせんべ体験（20 分）…13
分）… 名まで（家族/小グループ）
小グループ） ※5 枚 500 円
４．ふりかけ体験（30 分）…10
分）… 名前後（家族/小グループ）
※1 回 700 円
（各体験コーナーの人数は１度に体験できる人数です）
見学可能時間／10:00～16:00
駐車場／大型バス不可・一般車両
大型バス不可・一般車両 30 台
体験してみたいなぁ！
開館・休館日／土日祝日のみ開館
土日祝日のみ開館
ＨＰ／http://www.amochinmi.com/
http://www.amochinmi.com/
問い合わせ先／阿藻珍味 鯛匠の郷０８４－９８２－３３３３
鯛匠の郷

村上水軍商会

鞆龍馬

シーカヤック
鞆の浦からシーカヤックを降ろし、仙人もその美しさに酔
鞆
シーカヤックを降ろし、仙人もその美しさに酔
ったといわれる「仙酔島」を周遊します。某アニメのモデ
ルにもなったといわれる海を体感してみませんか。
ＪＲＳＡ（日本レクレーショナルカヌー協会）ジュニア公
認指導員がご案内します
料金/鞆遊覧 90 分ｺｰｽ 3,500 円～
料金
ｻﾝｾｯﾄ（ｻﾝﾗｲｽﾞ）90 分ﾂｱｰ 3,500 円～
海ほたる＆夜光虫ｳｫｯﾁﾝｸﾞﾅｲﾄﾂｰﾘﾝｸﾞ 5,000 円
ｼｰｶﾔｯｸ
ｼｰｶﾔｯｸ/
一人乗り 8 基、二人乗り 6 基
受入人数 名～20 名
受入人数/2
※2 グループに分かれる等して，40
40 名の受け入れも可能
ＨＰ http://www.suigunkayak.com/
ＨＰ／
問い合わせ先
問い合わせ先／０９０－８７１８－４１４１
４１４１

■体験

＠鞆の浦

仙酔島

オールシーズン楽しめる

国民宿舎『仙酔島』の自然，感動・体験コース

HP／http://www.tomonoura.co.jp/sen/02enjoy.html
http://www.tomonoura.co.jp/sen/02enjoy.html

バーベキュー＆仙酔島キャンプ場

冬はこたつ，夏は冷風機

TEL：国民宿舎 仙酔島

０８４－９７０－５０５０

快適！テントの中に冷蔵庫・冷風機（夏季）
快適
テントの中に冷蔵庫・冷風機（夏季）・電気カーペット
こたつ（冬季）や、クッションフロア・ゴザ敷きまで！
雨での安心の高床テント二重張りのウッドデッキです。
設備利用料金／夏期間（5 月～9 月）9,720 円
設備利用
（税込）
（税込）冬期間（10
月～4 月）5,400 円
デイキャンプ（11 時～14 時）4,860 円
※お得なセットプランもあります。
設備／
設備／貸出テント（6
人用），
《（テント利用の方は貸し出し無料）冷蔵庫・
（テント利用の方は貸し出し無料）
冷風機・ランプ・懐中電灯・冷風機（夏季）
冷風機（夏季）・電気カーペット+こた
・電気カーペット
つ（冬季/最大 6 名様分）
》
付属品／ 食材セット シーフード BBQ セット（１人）2,322
セット（１人）
円～
BBQ 焼き肉セット 2,322
2,
円/3,402 円/5,562 円
など
レンタル品
バーベキューセット 8～10
10 人用 2,160 円
（バーベキューコンロ、炭 6ｋｇ、着火剤、網、トング）
バーベキューセット 1～55 人用 1,728 円
（バーベキューコンロ、炭 6kg、着火剤、網、トング）
炊飯セット 1,080 円
（鍋大・小・フライパン・お玉・飯盒・まな板・包丁・皮むき）
寝袋 1 日レンタル 540 円
販売新品 1,080 円
など

隣接する国民宿舎のお風呂がご利用いただけます。

カヌー・シーカヤック体験
塩工房・塩づくり体験・見学

話題のシーカヤック・カヌーでのんびり海の
お散歩はいかがですか？隻数大幅に増えまし
た！各種団体さん子供会修学旅行などなどお
気軽にお問い合わせ下さい
料金／100 分 1 人乗り 2,160 円 2 人乗り 3,240 円
ＨＰ／http://www.tomonoura.co.jp/sen/02enjoy2.html#sea
http://www.tomonoura.co.jp/sen/02enjoy2.html#sea
海ホタル観賞ツアー
観賞ツアー
海と自然と神秘の島「仙酔島」夜の感動体験ツアー

料金／540 円
実施／6 月～99 月末
時間／20:30～
～21:00
（所要時間 30 分程度）
※雨天の場合，中止となります。

仙酔島の中程には「日本の塩 100 選」に選
ばれた塩工房があります。昔ながらの製法
で手造りしています。
料金／塩造り体験
塩造り体験…540 円/１人
※現地でお申し込み下さい
現地でお申し込み下さい
※団体様の場合は予約が必要になり
団体様の場合は予約が必要になり
ます
所要時間／40 分程度

要予約

愛出逢工房（国民宿舎『仙酔島』隣り）～陶芸体験・竹細工・そば打ち等～
陶芸（てびねり、絵付）竹細工、草木染め、他。世界にひとつだけの思い出の宝物を作りませんか？
そば打ち体験も。ご家族で、お仲間で、是非体験してみてください！

大皿作り

料金
１家族 4,104 円
所要時間 １時間
概要 想い出づくりに家族
みんなで一つの大皿
を作ってみません
か?

陶芸

料金
2,160 円
所要時間 １時間
概要 世界でたったひとつ
の作品作り！

ストーンペイント

料金
１個 864 円～
（※大さきによって異なります。）
所要時間 １時間
概要 自然の中で出会った
石が何に変身するか
な!?

蕎麦打ち体験
料金

お１人様 1,728 円
（２名以上から）
所要時間 約２時間（食時込み）
概要
つなぎを一切使用しな
い幻の十割そば打ち
を体験できます。

紙すき

（要予約）

絵付け
所要時間 30 分～1 時間
料金
コーヒーカップ 1,296 円
マグカップ 1,620 円
とっくり・灰皿・オカリナ等
概要
世界に一つのオリジナル
の一品を作ろう！

飛行機

料金
1,080 円
料金
1,080 円
所要時間 ２時間
所要時間 １時間
（乾燥時間含む）
概要 難しかったら家族の人に
概要 大切な人に送るはがき
手伝ってもらってね。
を作ってみませんか。

絵手紙

料金
3 枚（追加可）540 円
所要時間 １時間
概要 今日の日の感動をその
まま描いてみてはいか
がでしょうか。お孫さん
から、お爺ちゃん、お婆
ちゃんへ!

竹細工

料金

凧作り

料金
1,080 円
所要時間 ２時間
概要 大空高く、願いを乗せて
羽ばたけ！！ 街では出
来なくなった遊びベスト
３。 お子様に一度は経験
させてあげたい遊び。

竹とんぼ 540 円
水鉄砲 1,080 円
所要時間 １時間
概要 竹で作って，遊んでみよう！

■平和学習

団体の場合
場合 事前申込要

福山市人権平和資料館

1945 年（昭和 20 年）88 月 8 日に起きた「福山空襲」や
戦争の実相について学習し，平和への営みを考えます。
また，人権問題について学習し，基本的人権尊重のまち
づくりについて考えます
づくりについて考えます。

所在地／福山市丸之内一丁目 1 番 1 号
所要時間／1 時間～1 時間 30 分 ， 紹介ビデオ鑑賞（15 分）
常設展示室説明と見学 1 階平和展示室（約 20 分）
2 階人権展示室（約 20 分）

※企画展示室見学は別途

見学可能時間／9：30～17：00（入館は
（入館は 16：30 まで）
受入人数／70 人以内（超える場合は要相談）
休館日／月曜日（祝日・振替休日の場合は翌日）
／月曜日（祝日・振替休日の場合は翌日）
・年末年始（
・年末年始（12／28～1／3）
）
駐車場／普通車 5 台

大型バス 1 台（別にバス駐車場あり）

問い合わせ先／ ０８４－９２４－６７８９
ＨＰ／http://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/soshiki/jinkenheiwa/
http://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/soshiki/jinkenheiwa/

■国宝明王院特別公開

公開希望の場合 事前申込要

中道山

円光寺

弘法大使の開基

明王院

国宝建造物（五重塔・本堂）が境内から見学できま
す。また，毎月第３土曜日の一般公開日は，書院・庫
裡・護摩堂・庭園等のボランティアによるガイドツア
ーを１０時から随時行います。また，
ーを１０時から随時行います。また，団体のお客様か
ら事前申し込みをいただけたら，第
申し込みをいただけたら，第 3 土曜日以外でも，
公開できます。
（10 名以上）
所在地／福山市草戸町１４７３
拝観料／大人 500 円，小中高生 300 円
※団体 20 名以上

450 円，小中高生 250 円

所要時間／30 分～1 時間

受入人数
受入人数／特に制限なし

見学可能時間／境内自由
一般公開日 毎月第３土曜日 10：00～17：00
（入場は 16：00 まで）
駐車場／大型３台

普通車３０台

問い合わせ先／ ０８４－９５１－１７３２
ＨＰ／http://www.chisan.net/myooin/

■教育旅行受入れ

宿泊施設
国民宿舎

仙酔島

平成いろは丸で行く宿。
日本で最初の国立公園に指定され，太古の
自然が今なお残っております。
雄大な瀬戸内海の島と海を身体全体で感
じてください。
料金／ 子ども（お子様用食事の場合）１泊２食
（平日）６，５００円（税別）
（土祝前日）７，３００円（税別）
収容人数／７８人
ＨＰ／http://www.tomonoura.co.jp/sen/02shukusha.html
http://www.tomonoura.co.jp/sen/02shukusha.html
ＴＥＬ／０８４－９７０－５０５０
／０８４－９７０－５０５０

ツネイシしまなみビレッジ
（旧みろくの里本館・東館）

2013 年度大幅リニューアル。新たにロッ
ジ A・B 棟が完成。会議室や多目的ホール、
ツネイシアリーナ(体育館
体育館)など各種施設
も充実。学校団体向け体験プランとして、
カッター体験、飯盒炊爨、天体観測など
さまざまなプランを用意しています。

温泉・遊園地も併設
泉・遊園地も併設
福山ばらのイメージキャラクター
ローラ

されてるよ
されてるよ！！

料金／（修学旅行 1 泊 2 食）
小学生 6,700 円～（税別），中学生 7,000 円～（税別）
高校生 7,500 円～（税別）
収容人数／962 名
（センターハウス 448 名・東館 266 名・ロッジ A・B248 名）
ＨＰ／http://www.tsuneishi-sv.com
sv.com
ＴＥＬ／０８４－９８８－０００３
－９８８－０００３

■お土産・特産品
鞆に千年以上昔
千年以上昔の神代の頃から伝わるといわれる薬味酒。もち
もち米から醸造される甘口
保命酒
酒で、地黄をはじめ
をはじめ、１６種類の漢方エキスが含まれ、栄養価
栄養価が高く、保命延寿の効
き目をもっていると
をもっていると古くから伝えられています。

㈱岡本亀太郎本店

八田保命酒舗

福山市鞆町鞆 927-1

福山市鞆町鞆 531

TEL／084-982-2126
HP／http://www.honke-houmeishu.com/
houmeishu.com/

TEL／084-982-2453
HP／http://houmeishu.jp/

㈲入江豊三郎本店

鞆酒造株式会社

福山市鞆町鞆 534

福山市鞆町鞆 1013

TEL／084-982-2013
HP／http://www.iriehonten.jp/

海産物

TEL／084-982-2011
HP／http://tomonoura.jp/

江戸への参勤交代の時、江戸の妻子に郷土の土産品にと造らせたのが始まりで、今では、
高級土産品として旅行者に喜ばれている。瀬戸内海の大鯛、小鯛、小魚などの新鮮な魚
を、鯛の浜焼き、干さより、ママカリのみりん干し、小魚の一夜干し等に加工。練り製
品としては、鯛ちくわ、天竺鯛
品としては、鯛ちくわ、天竺鯛(ネブト)を主原料とするガス天が有名。
を主原料とするガス天が有名。

がす天

手にぎり竹輪天ぷら詰合せ

手にぎりちくわ
にぎりちくわ

小魚ガス天
鯛
鯛ちくわ「鯛網の紋」

掘り出せ！旬の福

福山うずみごはん

福山うずみごはん イメージキャラクター
うずみちゃん

江戸時代の倹約政治により、ぜいたくが禁止
されたことから、具をご飯の下に埋めて食べた
ことが始まりといわれる福山の郷土料理「うず
み」。
４００年近く続くこの郷土料理を新しい形で
蘇らせたのが「福山うずみごはん」
「福山うずみごはん」です。地元
の旬の食材を掘り出す楽しみや出汁の美味しさ
が自慢の福山発のラッキーフードです。現在で
は和洋中にアレンジされたうずみやスイーツな
どの新しい創作うずみも登場しています。
福山で自分流のうずみを探してみてくだ
福山で自分流のうずみを探してみてください！

