


新エ
リア「はつこい庵」

うごく動物編

ちょっとしたことで、写真はもっと良くなる！！

そんな撮影のツボを教えてもらいました！
プロ
カメラマンが
教える

スマホ撮影のツボ極

根気と連写と遊び心でチャレンジ！
動物は無理に追いかけると逃げるので、待って
連写をしていきましょう。
また、スマホの中で動きに強いモードがあれば
試してみるのもおすすめです。
流し撮りをしてわざと躍動感を出すのも面白い
ので、余裕があればぜひ！

失敗例 成功例

【監修】株式会社ニッショウプロ
広島で30年以上、撮影企画や映像制作を行う。企業PRや市町、プロスポーツ等実績多数。

世界的にも珍しいマルミミゾウをはじめ、繁殖や研究が世界的
にも評価されているオオサンショウウオやクロサイなど、約150
種、1,900点を展示しています。
【場所】広島県広島市安佐北区安佐町大字動物園
【料金】大人：510円（18歳以上65歳未満）・170円（65歳以上 ※要公的
証明書）、小人：170円（高校生及び18歳未満）、中学生以下無料
【問】082-838-1111

広島市安佐動物公園
3 広島市

海に、山に多種多様な生物が生息する下蒲刈島で採取された
昆虫や貝等の標本を、それぞれ紹介する施設です。世界の希少
種も展示しています。
◆昆虫の家
【場所】広島県呉市下蒲刈町
下島2364-3
【問】0823-70-8007

【各施設料金】大人300円、高校生180円、小中学生120円
※呉市・竹原市・東広島市・江田島市・熊野町・海田町・坂町・大崎
上島町に在住または通学の小中高校生無料　※未就学児無料

◆貝と海藻の家
【場所】広島県呉市下蒲刈町
下島839-16
【問】0823-70-8151

昆虫の家「頑愚庵」・貝と海藻の家
10 呉市

三次の夏の夜を彩る風物詩です。鵜舟と遊覧船が併走して
回遊することで、鵜匠の高い伝統技術と鵜が鮎をくわえる瞬間
を間近で見ることができます。
【場所】広島県三次市十日市親水公園鵜飼乗船場
【料金】予約時にご確認ください
【問】0824-63-9268（（一社）三次観光推進機構）

三次の鵜飼
7 三次市

乳牛のほか、やぎ、ぶた、ロバ、羊、うさぎたちと触れ合いを
楽しんでみませんか？
【場所】広島県東広島市豊栄町乃美1083-5
【料金】牧場体験及びバター作り体験は現在、当面中止中。ふれあい
動物園の餌やり、ふれあいは実施中（10時～16時） ※料金の詳細は
お問い合わせください。
【問】082-420-3323

トムミルクファーム
11 東広島市

瀬戸内海の生きものを中心に380種15,000点以上を展示して
います。昨年オープンした新エリア「はつこい庵」は和の美しさ
を感じられる癒しの空間です。
【場所】広島県廿日市市宮島町10-3　【料金】一般1,420円、中学生・
小学生710円、幼児400円、４歳未満無料　【問】0829-44-2010

島ならではの「海辺の自然」、「ふるさとの自然」をテーマとした
学習や科学研究を支援しながら、自ら学び自ら考える力を育む
学習活動の場です。
【場所】広島県江田島市大柿町深江1073-1　【料金】無料
【問】0823-57-2613（江田島市教育委員会大柿自然環境体験学習
交流館（さとうみ科学館）事務局）

さとうみ科学館
1 江田島市

オートキャンプ場を併設している花観光農園です。季節に
よって色とりどりの花を観賞できる園内で、ヤギのエサやり
体験をすることができます。
【場所】広島県世羅郡世羅町黒渕権現山413-20
【料金】大人800円、小人400円（小学生）　※未就学児無料
【問】0847-27-1555

花の駅せら
9 世羅町

国の天然記念物で岩国に集中して生息している「岩国の
シロヘビ」を間近に見ることができ、その歴史や生態について
楽しく学べます。
【場所】山口県岩国市横山2-6-52　【料金】大人200円、こども100円
【問】0827-35-5303

岩国シロヘビの館
2 岩国市

姉妹都市北海道恵庭市から寄贈された2頭のポニー、約50羽
のうさぎ、インド孔雀、インコなどの動物たちと会うことができ、
ファミリーにも人気です。
【場所】山口県玖珂郡和木町大字瀬田紺屋作260番地-1
【料金】無料
【問】0827-52-3751

和木町蜂ヶ峯総合公園
8 和木町

馬への餌やり、写真撮影などのふれあいから、本格的な騎乗まで
楽しめます。ステーキが自慢のレストランや、合宿等で使える
宿泊所も併設されています。
【場所】島根県浜田市金城町久佐イ1390-8
【料金】引馬乗馬1,050円、プラクティスライド4,100円、にんじん餌やり
体験100円、馬とのチェキ撮影300円
【問】0855-42-2222

かなぎウェスタンライディングパーク
5 浜田市

馬と触れ合うことで心身ともに癒される「ホースセラピー」を
体験することができます。
【場所】広島県安芸高田市美土里町北3305
【料金】ビジター(非会員)1,100円～外乗り5,500円　※完全予約制
3日前までに電話(受付16時まで)またはメールにてご予約
【問】0826-55-0414

エオの谷 north sigel
4 安芸高田市

動物たち
に
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くり、
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せんか？

#広島市安佐動物公園
投稿900件以上

#三次の鵜飼
投稿300件以上

#トムミルクファーム
投稿4,500件以上

#宮島水族館
投稿3.4万件

#花の駅せら
投稿5,500件以上

#かなぎウェスタンライディングパーク
投稿100件未満

#岩国シロヘビの館
投稿500件以上

#蜂ヶ峯総合公園
投稿2,200件以上

がん　ぐ　 あん

珍しい生きものたち
●カブトガニ、ハクセンシオマネキ 【場所】江田島市内の海辺

宮島水族館
6 廿日市市

珍しい生きものたち
●ホタル 【場所】美又温泉周辺、旭温泉周辺など

珍しい生きものたち
●スナメリ 【場所】宮島水族館「瀬戸内のくじら」コーナー

珍しい生きものたち
●鵜 【場所】三次市十日市親水公園鵜飼乗船場

う

珍しい生きものたち
●ヒョウモンモドキ、ハッチョウトンボ 【場所】せら夢公園自然観察園

珍しい生きものたち
●キマダラモドキ（蝶） 【場所】大平山公園（呉市下蒲刈町）
●イトヒキオオベソマイマイ（カタツムリ） 
　【場所】白崎海岸付近（呉市下蒲刈町）

周防大島町周防大島町
上関町上関町

平生町平生町

柳井市柳井市

和木町和木町

岩国市岩国市 大竹市大竹市

廿日市市廿日市市
広島市広島市

府中町府中町
海田町海田町

坂町坂町 熊野町熊野町
江田島市江田島市

呉市呉市 竹原市竹原市

三原市三原市
東広島市東広島市

安芸高田市安芸高田市

北広島町北広島町

浜田市浜田市
邑南町邑南町

美郷町美郷町

安芸太田町安芸太田町

世羅町世羅町

大崎上島町大崎上島町田布施町田布施町

三次市三次市
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※掲載の金額は、特段の記載がない限り税込価格です。  掲載の情報は2022年４月現在のものです。
※施設の開館状況等は事前に問い合わせ先へご確認ください。１ 2



1名様プレゼント

おおち山くじらカレー
（春のカレー・秋のカレー）セット

★応募方法は裏表紙

美郷町の特産である「イノシ
シ肉（山

くじら）」のレトルトカレーです
。春と秋の

季節ごとの素材が入っています。

江の川が貫流する山あいの町。
流れの穏やかな川でのカヌー体験や、キャンプ、温泉など魅力がいっぱい！

まち歩き
ぶらり

美郷町は“アウトドア”を楽しむ！！
豊かな自然に囲まれた浜田市。

潤いと美肌効果のある温泉や、絶品グルメをぜひご堪能ください！

まち歩き
ぶらり

浜田市は“食と美肌”を楽しむ！！

S H I M A N E HAMAD A  C I TY S H I M A N E MISATO TOWN

自然のなかで貴重な体験が楽しめるまち

をぶらり島根県 美郷町をぶらり島根県 浜田市

#カヌーの里おおち
投稿200件以上

り
〜
ぶ
ら
特
集
　
浜
田
市
を
ぶ
ら
り

り
〜
ぶ
ら
特
集
　
美
郷
町
を
ぶ
ら
り

※新型コロナウイルス感染症の影響により､掲載のイベントが中止・延期・変更となる場合があります。
事前に問い合わせ先へご確認ください。掲載の情報は2022年4月現在のものです。

住みたい 住んでよかった 魅力いっぱい 元気な浜田

みさ坊

西条柿右衛門

個性豊かな案内人による常設体験プログラムです。
美郷町ならではの時間を過ごしてみませんか？

美しい自然、伝統文化、観光資源が豊富で、
人と文化と自然の調和のとれた浜田市にぜひお越しください。

千原温泉石見畳ヶ浦

の
〜
ん
び
り

癒
や
さ
れ
よ
う
！

大自然で遊ぼ !!

8.6 土

毎週土曜日

7.17   ～8.21 日日

温泉総選挙2021で、うる肌部門1位を獲得した美又温泉は、すべすべの湯
ざわりで、肌が潤うと人気のスポットです！
【場所】島根県浜田市金城町追原32-1
【休】水曜日　※祝日の場合は翌日　【問】0855-42-0353

美又温泉国民保養センター

浜田の食材を使ったメニューや、
新鮮な浜田の幸をお求めいただけ
ます！
【場所】島根県浜田市原井町3050-46
【時】仲買棟 8:00～15:00
　    商業棟 9:00～17:00
（2階フードコート10:00～15:00LO）
【休】仲買棟 毎週土曜日+市場公休日
　    商業棟 毎週火曜日
【問】0855-23-7111

はまだお魚市場

約400種1万点の生物を展示する、中国・
四国地方最大級の水族館です！
【場所】島根県浜田市久代町1117-2
【時】9:00～17:00
【休】火曜日 ※祝日の場合はその翌日
【問】0855-28-3900

しまね海洋館アクアス

茶臼でゴロゴロと抹茶を回し挽く体験ができます。古民家の
囲炉裏や縁側などで抹茶とお菓子をお楽しみください。
【場所】農家民泊三國屋
【時】10:00～12:00
【問】0855-75-1330（美郷町観光協会）

挽きた
て抹茶

で

まった
り

うるう
るお肌

に

なろう
♪

みさとめぐり 茶臼で抹茶挽き体験

ミツバチの巣「蜜蝋」を使って天然の保湿
クリームを作ることができます。美味しい
蜂蜜も味わっていただけます。
【場所】君谷交流センター
【時】10:00～11:30、14:00～15:30
【問】0855-75-1330（美郷町観光協会）

天然みつろう
保湿クリームづくり

伝統芸
能を体

感！

歴史ある神楽殿の雰囲気
を感じながら神楽の道具
である御幣（ごへい）や
鬼棒を作ることができ
ます。
【場所】小尾山八幡宮神楽殿
【問】0855-75-1330（美郷
町観光協会）

みさとめぐり

「石見神楽」
の道具作り

美しい
花火が

浜田の
空を彩

ります

浜田の絶品！
のどぐろセット

1名様
プレゼント

★応募方法は
　裏表紙

浜田を代表する魚「ノドグロ」を用いた商品です。ご飯のお供におススメ！

ココ！
浜田市は
ココ！ココ！ココ！
浜田市は浜田市は浜田市は

※要事前予約、要参加費、最少催行人数あり、
　申し込みは美郷町観光協会まで

室内には冷暖房、キッチン、シャワー、
ベッドやソファーが設置されているので、
コテージ感覚で快適にお泊りいただけます。
【場所】カヌーの里おおち（島根県邑智郡美郷
町亀村54-1）
【問】0855-75-1860

トレーラーハウス

流れの穏やかなエリアでカヌーやカヤックに乗ってみませんか？タンデムカヤック
もあるので、小さなお子様やワンちゃんとも一緒に乗ることができます。
【場所】カヌーの里おおち（島根県邑智郡美郷町亀村54-1）
【時】9:30～12:00、13:00～15:30　【問】0855-75-1860

カヌーの里おおち のんびりカヤック体験

静かな林や河原でのキャンプが楽しめ
ます。たき火やバーベキューなど、自然に
どっぷり浸る時間をお過ごしください。
【場所】カヌーの里おおち（島根県邑智郡美郷
町亀村54-1）
【問】0855-75-1860

キャンプ

3年ぶりに開催予定！開催形式は現在検討中です
が、浜田の夜空を彩る花火の打ち上げにご期待
ください。
【場所】浜田漁港周辺　【時】未定
【問】0855-24-1085（浜っ子夏まつり実行委員会）

2022石州浜っ子夏まつり

石見神
楽初心

者の

方にお
ススメ

！

毎週土曜日の夜に、約1時間の公演を
行っています。演目の解説などを通して
浜田市が誇る伝統芸能・石見神楽を
お楽しみください！
【場所】三宮神社（大祭天石門彦神社）
【時】20:00～21:00
【問】0855-24-1085（一般社団法人浜田
市観光協会）

浜田の夜神楽
週末公演2022

美しい
浜田の

海を満
喫！

東西約1㎞に海岸が広がる県内有数の海水浴場です。トイレやシャワーも整備されており、
ファミリーでのお出かけやマリンスポーツなど幅広く楽しむことができます！
【場所】国府海水浴場　【時】9：00～17：00　【問】0855-24-1085（一般社団法人浜田市観光協会）

国府海水浴場開設

#国府海水浴場
投稿1,200件以上

#石州浜っ子夏まつり
投稿100件未満

#浜田の夜神楽週末公演
投稿300件以上

#しまね海洋館アクアス
投稿5,000件以上

#美又温泉国民保養センター
投稿100件以上

#はまだお魚市場
投稿400件以上

#みさとめぐり
投稿100件未満

ココ！
美郷町は
ココ！ココ！ココ！
美郷町は美郷町は美郷町は

カヌーの里おおち

カヌーの里おおち

みさとめぐり

「みさとめぐり」
体験プログラムの
ご予約は
こちらから➡➡➡
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広島広域都市圏イベントガイド

邑南町
広島から高速道路で１時間！自然に囲まれ心も体もリフレッシュできます。

米、肉、野菜など、良質な食材はどれもおすすめです。

S H I M A N E OHNAN  TOWN
をぶらり島根県

り
〜
ぶ
ら
特
集
　
邑
南
町
を
ぶ
ら
り

自然に囲まれた食材の宝庫！A級（永久）グルメのまち

たたら製鉄によって育まれた畜産技術と、緑豊かな里山に育まれた
良質な食材をたっぷりお楽しみください。

邑南町は“自然”を楽しむ！！

まち歩き
ぶらり

赤馬の滝

石見和牛肉
ウッドプランクBBQセ

ット

石見和牛肉600g＋
新鮮野菜5、6種（野

菜

の内容は変動）＋ウ
ッドプランク（燻製用

）

のセットです。　★応
募方法は裏表紙

1名様プレゼ
ント

岩国市通年開催

岩国の郷土料理「岩国寿司」。
ミニ木枠を使って一人分の
岩国寿司を簡単に楽しみ
ながら作ることができます。
【場所】岩国国際観光ホテル
【時】11:00～14:30
【料】有料
【問】0827-43-1111

岩国寿司体験

海田町

広島県指定文化財の座敷棟・
庭園及び昭和時代の台所、
居間の再現展示をご覧いた
だけます。
【場所】旧千葉家住宅
【時】10:00～16:00  ※入館は
15:45まで
【料】無料　【問】082-822-7373

旧千葉家住宅一般公開

三次市

Eバイクに乗って、魅力あふれる江の川
沿いの名所に立ち寄りながらサイク
リングガイドと一緒に走る、楽ちん
快適ポタリングです。
【場所】江の川カヌー公園さくぎ
【時】9:30～16:00
【料】有料  ※申込サイトから事前申込必須
【問】0824-55-7050

江の川Eバイクdeポタリングガイドツアー

イベント情報
（ひろしま公式観光サイト
   Dive! Hiroshima）

2022年
夏

新型コロナウイルス感染症の
影響により､掲載のイベントが
中止・延期・変更となる場合
があります。事前に問い合わ
せ先へご確認ください。

美郷町

「島根県とインドネシアの伝統
芸能の競演」をテーマにガム
ラン楽団とバリ舞踊団による
演奏と舞踊も披露します。
【場所】みさと館町民ホール
【時】14：00～15：15
【料】有料（高校生以下無料）
【問】0856-31-1860

安来節・どじょうすくい and 美郷町ガムラン楽団・舞踊

三原市

幼児プールやバリアフリー
対応の多目的海水浴施設を
備えた海浜公園です。映える
ブランコや海の家などフォト
スポットもあります。
【場所】三原市すなみ海浜公園　
【時】9:00～17:00　【料】入場無料
【問】0848-67-0277

すなみ海浜公園 海開き

広島市

夏の風物詩・おばけ屋敷はどんな
ところ？おばけを生み出した
人々の暮らしや思いを知って、
ひと味違う夏休みを体験しましょう。
【場所】広島市郷土資料館
【時】9:00～17:00  ※入館は16:30まで
【料】有料（中学生以下無料）　
【問】082-253-6771

企画展「夏休みおばけの博物館」

上関町

水軍太鼓などのステージや新鮮な
魚介類の競り市、バーベキューな
ど盛りだくさんです。最後は夜空を
彩る花火をお楽しみください。
【場所】上関町室津（道の駅「上関海峡」

周辺）
【時】16:00～21:00　【料】無料
【問】0820-62-0360

第29回 上関水軍まつり

全国の神楽に取り組む高校生
が一堂に会する「ハレ舞台」
が神楽甲子園です。青春を
神楽に捧げる高校生の熱い
舞をご鑑賞ください。
【場所】神楽門前湯治村
【時】10:00～16:00　【料】協力金
【問】0826-54-0888

第11回 高校生の神楽甲子園
世界中からけん玉プレイヤー
が集まりトリック（技）を競う
大会です。トリックの完成度や
レベルで順位が決まります。
【場所】グローバルリゾート総合

スポーツセンターサンチェリー
【時】9:00～17:00　【料】観覧無料、
大会参加有料　【問】0829-31-5656

WOODONEけん玉ワールドカップ廿日市2022

世羅町

夏を感じさせる50品種110万
本のひまわりが高原一面に
広がります。ひまわり迷路や
スタンプラリー、風鈴体験など
子どもたちも楽しめます。
【場所】世羅高原農場
【時】9:00～18:00 ※入園は17:00まで
【料】有料　【問】0847-24-0014

ひまわりまつり

呉市

100周年を迎えたグリコのおもちゃ
の発想や造形美に魅了された
洋画家・須田国太郎のコレク
ションとともに、グリコのおもちゃ
の魅力に迫ります。
【場所】三之瀬御本陣芸術文化館
【時】9:00～17:00  ※入館は16:30まで
【料】有料　【問】0823-70-8088

特別展「グリコ展―須田国太郎の愛したグリコのおもちゃ―」

平生町

お祭りの最後には約1,500発の
花火が打ち上がります。各種出店
やステージイベントなどでお楽しみ
ください。
【場所】平生まち・むら地域交流センター

周辺
【時】18:00～21:00（予定）
【問】0820-56-2245

ひらお十七夜まつり

熊野町

ノラネコぐんだんの著者で、
作家活動20周年を迎えた工藤
ノリコの絵本作品約250点の
原画や映像などを紹介します。
【場所】筆の里工房
【時】10:00～17:00  ※入館は
16:30まで
【料】有料　【問】082-855-3010

ノラネコぐんだん・工藤ノリコ展

柳井市

柳井の民芸品である「金魚
ちょうちん」をモチ－フにした
夏の一大イベントです。会場内
には約4,000個の金魚ちょう
ちんが装飾されます。
【場所】JR柳井駅～白壁の町並み一帯
【時】16:30～21:00　【料】無料
【問】0820-22-2111

柳井金魚ちょうちん祭り
毎年行列ができる魚のつかみ
取りをはじめ、大崎なぎ太鼓、
花火は見ごたえ抜群です！
【場所】大串海水浴場・キャンプ場

周辺
【時】11:00～20:20　【料】無料
【問】0846-65-3123

大崎上島サマーフェスティバル

大竹市6月上旬

「山に親しむ、山を楽しむ、山に
学ぶ」をテーマにしたイベント
を行います。
【場所】マロンの里交流館
【時】未定　
【料】無料
【問】0827-59-2130

ひろしま「山の日」県民の集い

安芸高田市 廿日市市

6.18　・19　、7.9　・10　、8.27　・28土 日 土 土日 日 7.9    ～8.31　 土 水竹原市

子ども達が作ったユニークな
七夕飾りで竹原駅前商店街
を飾り付けます。
【場所】竹原駅前商店街
【料】無料
【問】0846-22-5542

たけはら七夕まつり

7.4    ～7.17月 日

6.10   ～8.29   の毎月第2第4　～金 月 金 月

7.16    ～8.21　 土 日 7.18 7.23 土

7.23   ・24土 日 7.30   ・31土 日 7.30    ～8.21　 土 日

7.30    ～9.26土 月 8.6 土 8.6    ～9.25土 日

8.13 土 8.14 日 大崎上島町

そのまま残った旧JR三江線の駅や線路を、ちょっと懐かしくてキュートな
トロッコで巡ります。目線の低い車窓は発見の連続！里山やトンネルをコ
トコト、コトコト。三江線の鼓動を感じませんか。 ※江の川鐵道HPより要予約
【場所】島根県邑智郡邑南町口羽1300（口羽駅）
【時】11:00～（40分おきに運行）　【問】090-3221-5040（NPO法人江の川鐵道）

三江線県境越え夏トロッコ！ 大通りを歩行者天国として開放し、様々な
催しが行われます。夜空に打ち上がる花火や
出羽川の灯籠を眺めながら、ゆっくりと
田舎のお祭りを味わってみませんか。
【場所】島根県邑智郡邑南町出羽 出羽橋付近
【問】0855-83-0028（邑南町商工会瑞穂支所）

みずほ夏まつり

古形を残す全国でも珍しい虫送り行
事です。花笠に浴衣、紅だすき姿が町
の風景と相まって華やかでフォトジェ
ニックなため、各地からカメラマンが
訪れます。
【場所】島根県邑智郡邑南町矢上3315　
鹿子原会館
【時】13:00～18:00
【問】090-8065-7645（鹿子原の虫送り
踊り保存会）

#みずほ夏まつり
投稿100件未満

#三江線トロッコ
投稿100件未満

#鹿子原虫送り踊保存会
投稿100件未満

トロッ
コで行

く

旧JR三
江線口

羽駅

7.30   ～8.28土 日

星空に
輝く打

ち上げ
花火！

地元有
志によ

る手作
りのお

祭り

7.23 土

県の無
形民俗

文化財
の

五穀豊
穣を願

う伝統
行事

7.20 水

オートキャンプ場をはじめ、夏場はプールやウォーター
スライダーも利用可能な人気のレジャースポットです。
【場所】島根県邑智郡邑南町山田443-2
【休】要問合せ
【問】0855-83-0221（邑南リゾート）

邑南町青少年旅行村

園内を美しく彩る240種のハーブと、併設
の遊具やレストランなど、親子連れにも
オススメのスポットです。
【場所】島根県邑智郡邑南町矢上7154-10
【時】10:00～17:00　【休】火曜日
【問】0855-95-2369（邑南町観光協会）

邑南町香木の森公園

新鮮な旬野菜や特産品が目白押しの道の駅で
す。地元のおじいちゃんが方言を交えた独特の
アナウンスで迎えてくれます。
【場所】島根県邑智郡邑南町下田所260-3
【時】9:00～18:00　【休】1月1日・2日
【問】0855-83-1112

道の駅瑞穂

#邑南町青少年旅行村
投稿400件以上

#邑南町香木の森
投稿100件未満

#道の駅瑞穂
投稿500件以上

オオナン・ショウ

楽しい
‼

おいし
い‼

©Noriko Kudoh/Hakusensha

五日市の雷獣（企画展「夏休みおばけの博物館」）

※期間中毎週
　土日運行

※掲載の情報は2022年
　4月現在のものです。

月・祝

鹿子原の虫送り
かね こ ばら

ココ！
邑南町は
ココ！ココ！ココ！
邑南町は邑南町は邑南町は
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