広島
島根

広島

10

道の駅 遊ＹＯＵさろん東城
広島県庄原市東城町川東877
08477-2-4444
9:00～18:00
年中無休

広島

11

道の駅

おすすめ スポット
101

帝釈峡遊覧船

リフレッシュハウス東城

帝釈峡神龍湖に浮かぶ遊覧船。 （東城温泉）
遊歩道では見ることのできない壮 山の景色を望みながらの入浴は
大な景色をのんびりとお楽しみい 心も体も癒してくれます。12 種類
ただけます。
の健康器具を備えたトレーニング
広島県神石郡神石高原町永 ジムも魅力です。
広島県庄原市東城町栗田
2538-1
08477-2-1288

＝さとやまソーシャルライドポイント

広島

12

道の駅 さんわ182 ステーション
広島県神石郡神石高原町坂瀬川5146-2
0847-85-2550
【通常】7:00～18:00
【冬場】7：30～18：00
年末年始

おすすめ スポット
106

107

カフェ・
ド・帝釈峡

「いのちを慈しむ」をコンセプトに、
ログハウス・キャンプ場・牧場・ドッ
グランを備えた自然体験型の公
園です。

紅葉の名所として有名な帝釈峡
の自然を満喫できる絶好のロケー
ションで、ゆっくりとお茶をお楽し
みください。

広島県神石郡神石高原町上
豊松72-8
0847-82-2823

広島県神石郡神石高原町永
野5057-12
0847-86-0360

15

道の駅 クロスロードみつぎ
広島県尾道市御調町大田33
0848-76-3115
複合施設のため場所によっ
て営業時間が異なる。
毎月第4火曜日
（祝日の
場合は営業）
、年末年始
（12
月31日、
1月1日）

おすすめ スポット
115

圓鍔勝三彫刻美術館

広島県名誉県民でもある圓鍔勝
豊富な湯量を誇る天然温泉で、 三氏の木彫、ブロンズ、石彫をは
御調の山なみを眺める露天風呂 じめ、大型の石膏像などが展示
など、日替わりで 13 種類のお風 されています。
呂が楽しめます。
広島県尾道市御調町高尾

広島

18

220
0848-76-2888

道の駅 スパ羅漢
広島県廿日市市飯山21-5
0829-72-2221
10:00～20:00
（※季節によって変更あり）
第１・
３水曜日
（※祝日の場合は翌日）

おすすめ スポット
121

広島県安芸高田市美土里町横田331
0826-57-1657
複合施設のため場所によっ
て営業時間が異なる。
年末年始
（12月31日、
1月
1日）

懐 かしい 風 景 の 中
で、 天 然ラドン温 泉
と神楽やお食事が楽
しめます。

毛利元就コーナーの
他、 安 芸 高 田 の 貴
重な歴史的資料を展
示しています。

温泉。西日本では唯一の日
本酒を入れた露天酒風呂や
炭酸ガスを溶け込ませた露天
炭酸風呂がおすすめです。

広島県安芸高田市
広島県安芸高田市
広島県安芸高田市
美土里町本郷4627
吉田町吉田278-1
高宮町原田1787-1
0826-42-0070
0826-54-0888
0826-59-0059
広島

16

ウッドワン美術館

ウッドワン所蔵の美術品約 800 点
を展示。ゴッホ作「農婦」などの落
札で注目を集めました。森林・小
川・澄んだ空気の中で多くの美術
品を鑑賞できます。
広島県廿日市市吉和4278
0829-40-3001

わくわく_h1-p8_0802再入稿.indd 5

踊る。しっとりとした粒
餡をたっぷり詰めて薄
皮で包んだ三原の味
をどうぞ。

〈スタンプは「うきしろ
広島県三原市本町
広島県三原市本町
ロビー」にあります〉 1-2-12
3-15-7
広島県三原市城町1-1-1
0848-64-7235
0848-64-8383
0848-63-1481

19

道の駅 舞ロードＩＣ千代田
広島県山県郡北広島町有田1122
0826-72-0171
9:00～18:00
（※12月31日のみ午前営業）
1月1日～3日
（※祝日は営業）

おすすめ スポット
古保利薬師

123

ト。 微 笑む仏 像 群は 三島食品の「ゆかり」
平安の仏教彫刻を代 の製造工程やふりか
表するものです。
けの起源などが学べ
広 島 県 山 県 郡 北 る資料館です。
広島町古保利226
0826-72-5040

14

広島県庄原市高
広島県庄原市高
野町南257
野町下門田
0824-86-2323
0824-86-2652

道の駅 ふぉレスト君田
広島県三次市君田町泉吉田311-3
0824-53-7021
8：00～17：00
毎月第3火曜日
（8月、12
月のみ第4火曜日）
※お盆・年末年始は変動す
る場合あり

奥田元宋・小由 112 平田観光農園 113 広島三次ワイナリー
女美術館
秋はぶどうやナシなど 数々のコンクールで
111

奥田夫妻の日本画と 10 品目が収穫できる
人形を展示。満月の 「ちょうど狩り」 が人
夜は 21 時まで開館し 気です。
ています。
広島県三次市上
広 島 県 三 次 市 東 田町1740-3
酒屋町453-6
0824-69-2346
0824-65-0010

受賞したワインと広島
和 牛の BBQ がおす
すめです。
広島県三次市東
酒屋町445-3
0824-64-0200

道の駅 湖畔の里福富
広島県東広島市福富町久芳1506
082-435-2110
【平日】9:30～18:00
【土日祝】9:00～18:00
毎週水曜日
（※祝日の場
合は翌日）
・年末年始（年に
よって変わる）

118

トムミルクファーム

ヤギ、ロバ、羊たちと
のふれあいや、乳搾
り・バター作り体験が
できます。

119

カントリーグレイン

全粒粉や発芽小麦、
天然酵母を使った体
思いのパンを焼く工
房です。

120 福富物産しゃく
なげ館

旬の野菜や福富特産エゴ
マ、手作り豆腐など地産地
消にこだわった物産館です。

広島県東広島市
広島県東広島市福
広島県東広島市福
豊栄町乃美1083-5 富町下竹仁225-2
富町下竹仁470-1
082-420-3323
082-435-2326
082-435-3533

広島

20

道の駅 世羅
広島県世羅郡世羅町大字川尻字大柳2402-1
0847-22-4400
【夏季】
（4～11月）
8:00～19:00
【冬季】
（12～3月）
8:00～18:00
12月31日

おすすめ スポット

楠苑（三島食品 124 芸北民俗芸能
保存伝承館
千代田のパワースポッ ふりかけ資料館）
122

広島

グリーン・林間・フラッ
トの 3 コースで老 若
男女どなたでも楽しめ
ます。

おすすめ スポット

三原城散策と「うき 151 お茶の平野園 140 ヤッサ饅頭
しろロビー観光案内所」 築城 450 年、三原城 ひとくち食べれば心も
116

広島

町下門田～中門田
なし

17

広島県三原市糸崎4-21-1
0848-63-8585
9:00～18:00
毎月第3火曜日

跡歴史公園でおいし
いお茶を味わいなが
ら、錦鯉の勇姿をご
堪能ください。

い高野りんごの軒先 地 上 8m に設 置され
販 売 が 秋 限 定 で行 た 18 の エレメントを
われます。
クリアする空中アスレ
広島県庄原市高野 チックです。

広島

道の駅 みはら神明の里

築 城 450 年 で周 辺を
整備した三原城。城跡
散策の後は、うきしろロ
ビーでお寛ぎください。

アップルロード 104 大鬼谷オート 105 グリーンサー
キット高野
（高野りんご軒先販売所） キャンプ場
市場にあまり出回らな （ツリーアドベンチャー） （グラウンドゴルフ場）
117

おすすめ スポット

天然ラドン温泉神 109 安芸高田市歴 110 たかみや湯の森
楽門前湯治村／道面商店 史民俗博物館
湯治場として歴史のある高宮
108

おすすめ スポット

公共の宿天然温泉
尾道ふれあいの里
114

広島県尾道市御調町高尾
1369
0848-77-0177

13

道の駅 北の関宿安芸高田

おすすめ スポット

神石高原ティアガルテン

広島

広島

広島県庄原市高野町下門田49
0824-86-3131
9:00～18:00
第2・
４水曜日
（※祝日は営業）

おすすめ スポット
102

野5034-7
0847-86-0131

道の駅 たかの

花田植や神楽など北
広島町に残る民俗芸
能を紹介する資料館
です。

広島県山県郡北
広島県山県郡北
広島町有田3436
広島町有田1234
0826-72-6788
050-5812-5088
（芸北民俗芸能保存伝承館）

125

せらワイナリー

世羅で収穫したぶど
うで作ったワインや特
産品の販売を行って
います。

126

世羅幸水農園

梨狩りやぶどう狩りの
他、
収穫した果物でつ
くった特 産 品を販 売
しています。

127

世羅大豊農園

梨狩りやぶどう狩りが
楽しめます。防蛾灯
が点灯する夜はとても
幻想的です。

広島県世羅郡世
広島県世羅郡世
広島県世羅郡世
羅町黒渕518-1
羅町本郷365-24
羅町京丸10804-1
0847-25-4300
0847-25-0174
0847-27-0231

2017/08/03 10:26

広島

21

広島

道の駅 豊平どんぐり村
広島県山県郡北広島町都志見2609
0826-84-1316
複合施設のため場所によっ
て営業時間が異なる。

おすすめ スポット
128

Café house Watanabe

25

広島県竹原市本町1-1-1
0846-23-5100
9:00～18:00
毎月第3水曜日

134

竹原港にある海の駅です。3 階に
あるレストラン「ブルーハーバー」
からの瀬戸内海の眺めは素晴ら
しく、おいしいお食事とともに美
しい眺望をゆっくりとお楽しみい
ただけます。
広島県竹原市港町4-2-24
0846-24-6100

広島

27

おすすめ スポット
138

139

観光農園フルーツランドふの

近 代 短 歌の礎を築いた中村 憲 寒暖差の激しい山間地にあるた
吉の資料館。生家は台所を改 め、
りんごなどの果実は甘みあり、
装し展示室に、その他の部屋は ジューシーなフルーツを収穫でき
当時の姿で保存しています。
ます。
広島県三次市布野町上布野
1475-3
0824-54-2119

51

広島県三次市布野町上布野
1148
0824-54-2878

204

広島県三原市大和町箱川
4007-7
0847-34-0006

府中観光の休憩やまち歩き
の拠点となる施設。府中
焼の店舗、ふれあいホー
ル、観光案内所があります。

すべり滝は、長い歳
月をかけてつくられた
大自然の傑作。秋は
紅葉も絶景です。

広島県府中市府中町559-2
0847-43-7135

広島県府中市三郎丸町90
0847-41-7900

道の駅 ゆうひパーク浜田
島根県浜田市原井町1203-1
0855-23-8000
複合施設のため場所によっ
て営業時間が異なる。
年中無休

おすすめ スポット
楓ジェラート

島根の新鮮な素材を
1382 年 創 建の歴 史 使った、滑らかな仕
ある寺院。庭園では 上がりの本格派ジェ
美しい紅 葉をお楽し ラートです。
みいただけます。
島根県浜田市三
島 根 県 浜 田 市 三 隅町向野田721-7
隅町芦谷
0855-32-5200
0855-32-0960

わくわく_h1-p8_0802再入稿.indd 6

205

石州和紙会館

ユネスコ無形文化遺
産に登 録されている
石州和紙の紙漉き体
験ができます。
島根県浜田市三
隅町古市場589
0855-32-4170

道の駅 来夢とごうち
広島県山県郡安芸太田町大字上殿632-2
0826-28-1800
9:00～19:00
1月1日

三段峡（三段峡ホテル売店）

137

龍頭峡（龍頭ハウス）

清流と緑と岩々が見事な景観を
つくるパワースポット。マイナスイ
オンに包まれてハイキングや森
林浴が楽しめます。

広島県山県郡安芸太田町
広島県山県郡安芸太田町大字柴木1734 中筒賀大平研石842-4
（三段峡ホテル売店・三段峡ホテル向い）
0826-32-2100
0826-28-2308

道の駅 瑞穂
島根県邑智郡邑南町下田所260-3
0855-83-1112
9:00～18:00
1月1日～1月2日

おすすめ スポット

地域交流センター・ 143 三郎の滝
明 治 創 業 の 料 亭 旅 キテラスふちゅう
長さ 30m の 天 然 の
142

広島県府中市府中町178
0847-41-5140

漁師から仕入れた新鮮な レストランや 土 産 品
魚と季節の野菜、手作り 売 店もあり、たいへ
スイーツもおすすめです。 ん便利です。

広島の秘境！西中国山地国定
公園にある国の特別名勝「三
段峡」 で清流と森に包まれて
癒しの散策を楽しみましょう。
〈スタンプは「三段峡ホテル売店」にあります〉

50

広島県府中市府川町230-1
0847-54-2300
産直市場 9：00〜17：00/アンテナ
ショップ 9：00〜18：00（5月〜9月の間）/
レストラン 11：00〜17：00（ラストオーダー
15：00）/交流テラス 9：00〜18：00
毎週水曜日
（営業の場合あり）

館を 再 利 用した 施
設。本館と離れに囲
まれた日本 庭 園は自
由に散策できます。

136

島根

道の駅 びんご府中

恋しき

52

島根県浜田市三隅町折居220-1
0855-32-2880
1･2月9:00～17:00、
3～1 2月9 : 0 0～1 7 : 3 0 、
毎週水曜日9:00～17:00
年中無休

龍雲寺
（りゅううんじ）

広島県三原市大和町大草
75-28
0847-34-0005

島根

道の駅 ゆうひパーク三隅

おすすめ スポット
203

白竜湖リゾート

白竜湖を眺めながら食事ができ
るレストランと、日帰り入浴がで
きる岩 風呂が人 気。 宿 泊にも
宴会にも最高です。

141

131 ｚｏｎｏｋ
ｉ
ｔｃｈｅｎ 132 内海町観光協会
～魚ときどき肉～
観光情報はもちろん、

おすすめ スポット
135

おすすめ スポット

中村憲吉記念文芸館

島根

26

広島県三原市大和町和木652-3
0847-35-3022
【平日】9:00～17:00、
【土日祝】9:00～18:00
毎月第3木曜日、
年末年始

いちご、ブルーベリー、梨など、
季節の果物狩りが楽しめます。
園内の果物を使ったジェラートも
おすすめです。

28

広島県三次市布野町下布野661-1
0824-54-2929
複合施設のため場所によっ
て営業時間が異なる。
第2、4火曜日
（祝日の場
合は翌日）

カネト水産

広島

道の駅 よがんす白竜

果実の森

広島

道の駅 ゆめランド布野

広島県福山市沼隈町大字常石1805
084-987-5000
【平日】8：00～16：00、
【土日祝】7：30～16：00
1月1・2・3日

広 島 県 福 山 市内
広島県福山市内
広島県福山市内
海町ロ3378
海町ハ340-7
海町ロ2407
084-986-2025
084-986-3866
084-986-3561

おすすめ スポット

たけはら海の駅

道の駅 アリストぬまくま

漁師から直接買い付
けた新鮮な瀬戸内の
魚介が手に入る直売
店です。

広島県庄原市総領町稲草
1092
0824-88-2851

おすすめ スポット
133

曹洞宗 龍興寺（りょうこうじ）

広島

23

おすすめ スポット

ちんちん

道の駅 たけはら

広島

130

安眠の加護がある「枕々さん」。
33 年に一度御開帳の観音様
（秘
仏）、観音様の余りの材でつくら
れたという「一本堂」などがあり
ます。

広島県山県郡北広島町都志
見3706
080-4260-1303

24

広島県庄原市総領町下領家1-3
0824-88-3050
9:00～18:00
毎週火曜日、
年末年始

おすすめ スポット
129

地元豊平で収穫した新 鮮な旬
の食材を使ったランチメニュー
の他、スープカレー、野菜ピザ
がおすすめです。うみたて卵を
使ったふわふわのシフォンケー
キもぜひどうぞ。

広島

22

道の駅 リストアステーション

浜田市世界こ 207 出雲大社石見 208 ナマケモノ珈琲
ども美術館
分祠
なまけもののようにゆっ
206

「みること」「つくるこ 島根県西部の浜田に くりと穏やかに過ごせ
と」 の両方が楽しめ ある出雲大社の分祠に る場 所をめざした珈
ます。体験型の展覧 も是非お参りください。 琲店です。
会でアートの世 界を
島根県浜田市田
島根県浜田市相
満喫できます。
町108
生町3846
島根県浜田市野
0855-22-1118
0855-22-0066
原町859-1
0855-23-8451

201

香木の森公園

202

瑞穂ハンザケ自然館

約 240 種 類のハーブやお花 が 「生きた化石」といわれる国の特
植栽され、四季折々の自然を楽 別天然記念物のオオサンショウウ
しめます。ハーブの加工品や苗 オを、生きた状態で飼育展示し
も園内で購入できます。
ています。
島根県邑智郡邑南町矢上
7154-10
0855-95-2369

島根
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島根県邑智郡邑南町上亀谷
475
0855-83-0819

道の駅 奥出雲おろちループ
島根県仁多郡奥出雲町八川2500-294
0854-52-3111
【 3月中旬-11月】9:00
～17:00、
【 12月-3月中旬】
10:00～16:00
年中無休

おすすめ スポット
209

奥出雲鉄の彫刻美術館

210

延命水・舞茸直売所

故下田治氏作の鉄の彫刻モニュ 延命水の水汲み場は駐車場に
メントを展示。直線で表された人 隣接しています。舞茸直売所で
物や動物は鉄でありながら軽やか は香り豊かで歯ごたえのある新
でとてもユニークです。
鮮な舞茸を購入できます。
島根県仁多郡奥出雲町八川 〈スタンプは「舞茸直売所」に
あります〉
2500-34
0854-52-3111
（道の駅奥出
島根県仁多郡奥出雲町八川
899-1
雲おろちループ）
0854-52-0017
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島根
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道の駅 酒蔵奥出雲交流館
島根県仁多郡奥出雲町亀嵩1380-1
0854-57-0888
8:00～19:00
年中無休

おすすめ スポット
211

亀嵩温泉 玉峰山荘

出雲風土記にも記された歴史ある
温泉。全国でも高めの PH8.9 と
炭酸水素塩泉成分が特徴で美
肌の湯としても知られています。
島根県仁多郡奥出雲町亀嵩
3609-1
0854-57-0800

島根

57

亀嵩駅・扇屋そば

木次線開通当時から使われてい
る駅舎です。駅舎内で営業する
扇屋そばの店主は、亀嵩駅長も
兼務しています。
島根県仁多郡奥出雲町郡340
0854-57-0034
（扇屋そば）

道の駅 頓原
島根県飯石郡飯南町花栗48
0854-72-1111
【4月〜10月】9:00～18:00、
【11月〜3月】9:00～17:30
毎週木曜

山荘

琴引ビレッジ

頓原天然炭酸 221 大しめなわ創
温泉 ラムネ温泉
作館
220

自然に囲まれた抜群 日本でも珍しい炭 酸 出雲大社の大しめ縄
のロケーションと光明 ガス、炭酸水素イオン はここで製作。体験
石温泉は人気。
混在の美肌の湯。
もできます。
島根県飯石郡飯南
島根県飯石郡飯南
島根県飯石郡飯南
町佐見1199-3
町頓原1070
町花栗54-2
0854-72-1035
0854-72-0880
0854-72-1017

島根

60

道の駅 湯の川
島根県出雲市斐川町学頭825-2
0853-73-9327
複 合 施 設のため場 所に
よって営業時間が異なる。

おすすめ スポット
226

荒神谷博物館

1984年、国内総出土数を上回る
358本の銅剣が出土。翌年、銅
鐸と銅矛が同時に出土し、荒神谷
遺跡は出土したそれらとともに国宝
に指定されました。
島根県出雲市斐川町神庭873-8
0853-72-9004

島根

63

道の駅 さくらの里きすき
島根県雲南市木次町山方1134-31
0854-40-0540
6：00～22：00
年中無休

おすすめ スポット
231

55

島根

道の駅 グリーンロード大和

56

島根県邑智郡美郷町長藤248-2
0855-82-2812
【 春 分 - 秋 分 】9 : 0 0 ～
19:00、
【 秋分-春分】9:00
～18:00
1月１・２・３日

おすすめ スポット
212

おすすめ スポット
219

島根

心の駅 陽だまりの丘

「愛でる」
「遊ぶ」
「食」
「癒す」を
中心とした癒しのテーマパーク。
巨 大 迷 路ドラゴンメイズや、50
種類 200 本の紅葉観賞が楽し
めます。
島根県雲南市大東町上佐世
294
0854-43-8181
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213

潮温泉大和荘

260

千原温泉

261

産直みさと市

地元農産物の直売と
食料品を扱うスーパー
が共存するお店。地
元の特産品やお土産
品があります。

島根県邑智郡美郷
島根県邑智郡美郷
島根県邑智郡美郷
町長藤760-1
町千原1070
町粕渕177-15
0855-82-2212
0855-76-0334
0855-74-6230

58

島根県飯石郡飯南町下赤名880-3
0854-76-2007
9:00～18:00
毎週水曜日
（祝日・GWを除く）
、1月1日

加田の湯

島根県飯石郡飯南町下来島
707-2
0854-76-3357

島根

61

緑に囲まれた空間で、忙しい日常
から少し離れてみませんか？
島根県飯石郡飯南町小田
842-2
0854-76-3119

道の駅 大社ご縁広場
島根県出雲市大社町修理免735-5
0853-53-5858
9:00～17:00
12月30、
31日

おすすめ スポット
229 日御碕
島根県立古代 228 神門通り
出雲歴史博物館
名物料理やスイーツ、 日御碕灯台や日御碕
227

古 代 出 雲の謎や当
時の文化・生活はこ
こでわかります。
〈スタンプは館内「情報
交流室」にあります〉

縁 結びグッズなど見 神社がある、島根を
所がたくさん。
代表する観光地。
〈スタンプは「おもてなし 〈スタンプは「日御碕観
ステーション」にあります〉 光案内所」にあります〉

島根県出雲市大社
島根県出雲市大社
島根県出雲市大社 町杵築南780-4
町日御碕1484
町杵築東99
0853-53-2298
0853-54-5400
0853-53-8600
島根

64

道の駅 たたらば壱番地
島根県雲南市吉田町吉田4378-31
0854-74-0018
【通常】8：30～19：30、
【正月明け-2月末】9：00～
18：00
年末年始

おすすめ スポット
232

たたら鍛冶工房

砂鉄と木炭で鉄をつくる“たたら”
で栄えた地域でさまざまな刃物づ
くり体験ができます。
（体験は電話・HP にて要予約）
島根県雲南市吉田町吉田892-1
0854-74-0311

218

の館

温泉津やきも

4000 年 前の火 山 噴 江戸時代後期から末 国内最大級の登り窯。
火で地底に埋もれた 期の有力商人の生活 陶器販売、陶器創作
太古の森です。
を示す民家建築。
体験で楽しもう。
島根県大田市三瓶
島根県大田市大森
島根県大田市温泉
町多根ロ58-2
町ハ-63
津町温泉津イ-22-2
0854-86-9500
0854-89-9003
0855-65-4139

59

道の駅 キララ多伎
島根県出雲市多伎町多岐135-1
0853-86-9080
9:00～18:30
【夏休み期間】
9：00～19：00
年中無休

おすすめ スポット
県民の森
森のホテル「もりのす」
223

「神経痛、慢性皮膚病」など効能
豊かな名湯として人気。

三瓶小豆原埋 217 重要文化財
没林公園
熊谷家住宅
216

島根

道の駅 赤来高原

おすすめ スポット
222

島根県大田市久手町刺鹿1945-1
0854-82-1991
売店 9:00～19:00
レストラン 11:00～17:00
水曜日

おすすめ スポット

狐が発見したと伝わ 床板の間から湧き出
るお湯は、海水に似 る源泉に入れる珍し
た成分を含み、肌に い温泉。炭酸ガスの
付着した塩分で、入 泡が体全体をふんわ
浴後は、肌がしっとり。 り温めてくれます。

島根

道の駅 ロード銀山

225

はたご小田温泉

自家源泉は美肌効果があるとい
われるメタケイ酸 濃 度は西日本
有数の値で、疲れた身体にやさ
しいお湯と評判です。
島根県出雲市多伎町小田208-3
0853-86-2016

島根
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道の駅 おろちの里
島根県雲南市木次町北原1603
0854-48-9062
【通常】8:00～17:00、
【1・2月】10：00～17：00
年末年始

おすすめ スポット
230

石照庭園

四季折々を通じて美しい景色を観
賞できる 2ha の広大な回遊式庭
園。6 月の 400 種類の花菖蒲は
おすすめです。
島根県雲南市木次町平田472
0854-48-0033

島根

65

道の駅 掛合の里
島根県雲南市掛合町1800-2
0854-62-1510
8:00～19:30
（冬季は18:30まで）
年中無休
（ただし1月1日を除く）

おすすめ スポット
233

掛合酒蔵資料館

234

塩ケ平温泉

この地で 100 年以上続く日本酒 「黄金の湯」と言われ、最初は
造りの文化の紹介や施設の見学 透明で時間とともに黄金色にな
ができます。地酒試飲体験や地 る源 泉 100％掛け流しの日帰り
域特産品の販売もあります。
温泉施設です。
島根県雲南市掛合町掛合955-6
0854-62-1122

島根県雲南市掛合町掛合821-1
0854-62-0231
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島根
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島根

道の駅 サンエイト美都
島根県益田市美都町宇津川口586-2
0856-52-3644
9:00～19:00
火曜日

おすすめ スポット
美都温泉
「湯元館」
235

236

69

みと自然の森

秦記念館

道の駅 インフォメーションセンターかわもと
島根県邑智郡川本町大字因原505-5
0855-72-1111
8：00～19：00
12月31日

おすすめ スポット
242

湯谷温泉 弥山荘

かわもと おとぎ館

ホテルやレストランなどがある複
合施設。お部屋のバルコニーで
は星空、レストランでは和洋折衷
料理を楽しめます。

島根県邑智郡川本町大字湯谷
781-2
0855-72-2645

島根県邑智郡川本町大字川本
332-13
0855-72-3080

72

道の駅 津和野温泉なごみの里
島根県鹿足郡津和野町鷲原イ256
0856-72-4122
複合施設のため場所に
よって営業時間が異なる。

おすすめ スポット

独立した鷗外の専門 馬馬場に隣接する八 眼下には風光明媚な
的な記 念 館としては 幡宮です。
津和野の町並みがあ
世界初です。
島根県鹿足郡津和 ります。
島根県鹿足郡津和 野町鷲原
島根県鹿足郡津和
野町町田イ238
野町後田477-20
0856-72-1771
0856-72-3210 （津和野町観光協会）
0856-72-0376

75

島根県松江市野原町401-8
0852-34-1528
9:00～18:00
奇数月第3火曜日
（但し、
3月･9月は第2火曜日）、盆・
年末年始

日本庭園 由志園

島根

70

244

湯田山荘

安来市加納美

島根県益田市匹見町道川イ65-1
0856-58-0477
7:00～17:30
1月1日～1月3日

メテオプラザ

島根県江津市後地町995-1
0855-55-3151
9:00～18:30
毎週木曜日
（※祝日、
GW、
お盆、正月などは営業）
、1月1
日～1月2日

島根
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道の駅 秋鹿なぎさ公園

島根県松江市岡本町1048-1
0852-88-3700
【通常】
9：00～21：00
【火曜日が祝日】
9：00～17：00
【海の日-8月31日までの火曜日】9：00～17：00
【1月1日～3日】
9：00～17：00
毎週火曜日、
12月29・30・31日

おすすめ スポット
250

有福温泉・御前湯

251

松江フォーゲルパーク

JR 江 津 駅 前「パレットごうつ」 「山陰の伊香保」と呼ばれる有
ベゴニアやフクシアなどの花が
の一角に入居。様々な楽しみ方 福 温 泉で 1 番 人 気の御 前 湯。 一面に咲き誇り、回廊で結ばれ
のある江津の観光案内を中心に モダンなレンガ造りの外観は大正
た温室では、鳥たちと触れ合える
営業しています。
ロマンを感じさせます。
“花と鳥の楽園”
。
島根県江津市江津町1518-1
0855-52-0534

76

島根県江津市有福温泉町710
0855-56-3353

道の駅 かきのきむら
島根県鹿足郡吉賀町柿木村柿木500-1
0856-79-8024
9:00～18:00
（7・8月は18:30まで）
年中無休

255

木部谷温泉 松乃湯

島根県松江市大垣町52
0852-88-9800

島根

77
売店
温泉交流施設
「ゆらら」

252

松江イングリッシュガーデン

英国伝統の庭園様式が楽しめる
日本有数の庭園。計算された美
しい庭や、自然風景を生かした
庭など鑑賞できます。
島根県松江市西浜佐陀町330-1
0852-36-3030

道の駅 むいかいち温泉
島根県鹿足郡吉賀町有飯225-2
0856-77-3040
08：30～17：30
毎月第2水曜日
06：30～22：0
毎月第2水曜日

おすすめ スポット
256

柿木温泉 はとの湯荘

地上 2m まで噴き上がる全国的
にも珍しい間 歇 泉を源 泉とする
山あいの温泉。弘法の湯として
古くから親しまれています。

鉄分を多く含む茶褐色のかけ流
し天然温泉です。無料休憩所
や、食堂があり、のんびり過ごせ
ます。

島根県松江市八束町波入
1260-2
0852-76-2255

島根県鹿足郡吉賀町木部谷
527
0856-79-2617

島根県鹿足郡吉賀町柿木村
柿木81
0856-79-2150
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島根県鹿足郡津和野町池村1997
0856-74-2045
8：00～19：00
年中無休

島根県鹿足郡津和野町枕瀬
806-1
0856-74-1646

四季折々の花々が山水画の世 「美保関いん石」をモチーフに
界に彩りを加え、艶やかな牡丹 建設した、アミューズメント複合
の花は一年中鑑賞できる趣のあ 施設。もちろん「いん石」の常設
る回遊式日本庭園です。
展示もあります。
島根県松江市美保関町七類
3246-1
0852-72-3939

71

道の駅 シルクウェイにちはら

環境省のコンテストで全国 2 位
を受賞するほど、星空がきれい
に見えます。「星と森の科学館」
は天文台に隣接しています。

おすすめ スポット
254

島根県安来市安来町1058
0854-23-2500

にちはら天文台・星と森
の科学館

道の駅 サンピコごうつ

江津市観光情報センター

和鋼博物館

日本の伝統的製鉄法“たたら”
に関する総合博物館。日本遺産
「出雲國たたら風土記〜鉄づく
り千年が生んだ物語〜」の認定
もあり、今注目のスポットです。

おすすめ スポット

島根県益田市匹見町道川イ50
0856-58-0250

249

島根県安来市中海町118-1
0854-23-2510
複合施設のため場所に
よって営業時間が異なる。

245

美濃地家はたたら業で栄え、江
戸時代後期には周辺の村々を管
理する大庄屋でした。敷地内に
は長屋門、母屋、米倉、民俗資
料館があります。

73

241

島根

道の駅 匹見峡

美濃地屋敷（みのじやしき）

島根

道の駅 あらエッサ

おすすめ スポット
240

小高い山の上に温泉 古くから湯 治 客に人 術館
があり、広瀬の街並み 気の薬効が高い天然 加納莞蕾の常設展を
を一望できます。
鉱泉の湯。
はじめ、人間国宝の
島根県安来市広瀬 備前焼など展示。
島根県安来市広瀬
島根県安来市広瀬
町東比田3376
町富田 2656
町布部345-27
0854-32-2271
0854-34-0240
0854-36-0880

島根

道の駅 本庄

おすすめ スポット
253

富田山荘

239

おすすめ スポット

248 津和野城址・津
森鷗外記念館・ 247 鷲原八幡宮
森鷗外旧宅
現存する最古の流鏑 和野城跡観光リフト
246

島根

238

おすすめ スポット
243

石見銀山に近い源泉かけ流しの
日帰り温泉。武士の傷を癒したと
される湯で、信楽焼のつぼ湯な
どが楽しめます。

島根

68

島根県安来市広瀬町帳775-1
0854-23-3255
10:00～17:00
毎週水曜日
（祝日も休）
、
年末年始

おすすめ スポット
237

川遊びやヤマメ釣りな 細菌学者・秦佐八郎
早 朝 から営 業 する、 ど、家族レジャーに最 の一生を約 200点の
資料から読み解く。
美人湯の日帰り温泉。 適なキャンプ場。
露天風呂あり。
島根県益田市美都
島根県益田市美都
島根県益田市美都 町都茂2654
町都茂807
町宇津川口630-3
0856-52-2212
0856-52-2415
0856-52-2100

島根

67

島根

道の駅 広瀬・富田城

257

水源会館

258

コウヤマキギャ

259

仙人の手

（フラワーショップ）
高津川の水源「大蛇 ラリー
ケ池」と一本杉があり 常緑針葉樹林のコウ 地元の方がつくる小
ます。
ヤマキを紹 介してい 物やおみやげを販売
ます。
する花屋さん。
島根県鹿足郡吉
島根県鹿足郡吉賀
島根県鹿足郡吉賀
賀町田野原435-1
町有飯444-2
町七日市498
0856-77-1930
0856-77-1930
0856-78-1187
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おすすめ スポット

144

海を楽しみ、海を味わい、海に憩 う

海の駅
146

145

のうみ海の駅（シーサイド温泉のうみ）

147

広島県広島市中区南吉島1-1
082-249-2855
9：00〜18：00
毎週火曜日および12月30日から翌年1月3日
まで
（ただし火曜日が祝日の場合は営業）

くれ海の駅（クレイトンベイホテル）

148

「 大 和ミュージアム」
「てつのくじら館 」に近く、呉 観 光の拠 点とし
て便 利な海の駅です。
レストランのうち3 店 舗で話 題の「 呉 海自
カレー」を提供しています。
レストランご利用の場合は駐車および
係留が無料となります。

広島県江田島市能美町中町4719-1
0823-40-2080
10：00〜21：00
（土日祝は9：30〜21：00）
毎週水曜日

広島県呉市築地町3-3
8：00〜21：30
なし

みはら海の駅（三原港湾ビル内）

150

三原城築城450年の節目を迎えた三原市にある海の駅。三原駅
までゆっくり歩いても5分の距離なので、名物タコ料理が食べられ
る飲食施設や宿泊施設も周辺に整っており、観光やクルージング
の寄港地としてとても便利です。

よしじま海の駅（ボートパーク広島）

ボートパーク周辺を散策できる遊歩道のある海の駅。女性やファミ
リーに人気のイタリアンレストラン「キャナリイロウ」、
ガレット専門店
「メゾンデュルバン」などがあり、海を眺めながらお食事が楽しめます。

広島県広島市西区観音新町4-14-6
082-234-7710
9：00〜17：00
火曜日
（祝日の場合は翌日）
、12/29〜1/3

露天風呂をはじめ、サウナ風呂、家族風呂など、多彩なお風呂が
ある温泉施設。湯船から眺める海の情景が心を癒してくれます。
ビーチテラスでのバーベキューや海水浴、釣りなど様々な海のレ
ジャーを楽しむことができます。

149

ひろしま・かんおん海の駅（広島観音マリーナ）

瀬戸内海最大のマリーナ。
クラブハウス内にはお洒落なイタリアンレス
トランがあります。マリーナから直接通路でマリーナホップへ行けるの
で便利。
ショッピングやお食事など、
海辺で1日中楽しむことができます。

ゆたか海の駅（とびしま館）

とびしま館は日本で最初の「海の駅」です。瀬戸内の味、地魚、大
長みかんなど、旬を味わいながらゆっくりと島 時 間を楽しめます。
歴史と、味と、多島美と、瀬戸内の魅力いっぱいの安芸灘とびしま
街道へぜひお越しください。

0823-26-1111

広島県呉市豊町大長5992-86
10：00〜17：00
不定休

0823-67-2377

さかいがはま海の駅（ベラビスタマリーナ）

瀬 戸 内の美しいロケーションの中にあるマリーナ。フェリーやク
ルーザー、水上飛行機などが行きかう情景が望めます。敷地内に
あるSOFU PASTA&CAFEやホットドックスタンドなどで寛ぎの
時間を過ごすことができます。

広島県三原市城町3-1
0848-67-6108
8：00～20：00
年中無休

広島県尾道市浦崎町1364-6
084-987-3460
（3/21〜11/20）
9：00〜18：00
（11/21〜3/20）
9：00〜17：00
（10月〜3月）
毎週水曜日
（祝日は営業）
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道の駅
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応募者ご推薦 お立ち寄りスポット
昨年ご応募いただいた皆様から「行ってよかった！」とのコメントがあった広島・島根の観光スポットをご紹介します♪

津和野町あるき
城 下 町としての歴 史と文 化 が
今も息 づく山 陰 の 小 京 都・津
和 野 。白壁の古い町 並みや掘
割に泳ぐ鯉を眺めながら、のん
びりと町あるきしませんか。

日原天文台

常清滝

津 和 野 川と高 津 川の合 流 点を見 下ろす枕 瀬 山（ 標 高
225m）の山頂にある天文台。
日本最大級の口径をもつ
天体望遠鏡が一般公開されています。

日光・華厳の滝に匹敵する落差126mを
誇る名瀑。木々の間を糸引くように落ち
る滝は山水画のようで、県内で唯一「日
本の滝百選」に選ばれています。

約400種1万点の生物に出会える中四国最大級の水族
館。
シロイルカのかわいいパフォーマンスは見応え十分です。
（※平成30年春まで休演中）

全長約16kmにおよぶ大峡谷。黒淵、
猿飛、二段滝、三段滝、三ツ滝の五大
景観は見ごたえ十分。春の新緑、秋の
紅葉は芸術的な美しさです。

島根県立万葉公園

わくわく_h1-p8_0802再入稿.indd 9

富 山の黒 部 第 四ダムに次ぐ国
内2位の高さを誇るアーチ式コン
クリートダム。時期が合えば迫力
満点の放水を間近で見ることが
できます。

島根県立しまね海洋館アクアス

三段峡

万葉歌人・柿本人麻呂ゆかりの地にある
公園。万葉集に詠まれた植物が歌とともに
紹介されており、遊びながら万葉ロマンに
触れることができます。

温井ダム

八幡湿原
日本ではほぼ南限地帯にあたる湿原。春にはコ
ブシ、夏にはカキツバタなど、四季折々の湿地性
の植物が訪れる者の目を楽しませてくれます。

SANBE BURGER
国立公園三瓶山のご当地バー
ガ ー 。島 根 県 産 牛 肉と豚 肉
1 0 0％のパテと新 鮮 野 菜、バン
ズまで、すべて県産食材をこだ
わった究極の逸品です。
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