
出店ブース（予定）の一覧

※★印については、通常のバス停とは異なりますのでご注意下さい。

往路 復路
ニューブルービーチ前 7：35 16：35
沖美ふれあいセンター前 7：40 16：30
三高桟橋 7：50 16：20
高田桟橋 8：00 16：10
中町桟橋 8：10 16：00
JA 飛渡瀬前　★ 8：20 15：50
江田島青少年交流の家 8：40 15：30

【ニューブルービーチ・美能・三高・高田・中町・飛渡瀬コース】

往路 復路
鹿田公園前 7：45 16：25
林山 7：55 16：15
畑 8：03 16：07
大王 8：05 16：05
是長口 8：10 16：00
江田島青少年交流の家 8：40 15：30

【鹿田・是長・沖・鹿川コース】

往路 復路
小古江  さくら前　★ 7：45 16：25
深江 7：55 16：15
能美大原 8：05 16：05
大君 8：10 16：00
柿浦 8：15 15：55
江田島青少年交流の家 8：40 15：30

【小古江・深江・大原・大君・柿浦コース】

往路 往路 復路
大須桟橋 8：00 16：00
幸ノ浦 8：05 15：55
切串西沖桟橋 8：15 8：45 15：45
江田島青少年交流の家 8：30 9：00 15：30

【大須・幸ノ浦・切串コース】

往路 復路
秋月桟橋 8：15 16：05
小用 8：35 15：45
江田島青少年交流の家 8：50 15：30

【小用・秋月コース】

番号 店舗名 内容 番号 店舗名 内容

① 峰商事合同会社 サツマイモの二重焼きなどの販売 ⑪ ｒｅｌａｘａｔｉｏｎ ｒｏｏｍ Ｒａｋ マッサージ

② ポークアンドチキン 地鶏と豚の唐揚げなどの販売 ⑫ 柴倉鮮魚 魚の加工品などの販売

③ さんわ堂 ドーナツの販売 ⑬ 江田島市農業後継者クラブ カーネーション、菊、バラなどの販売

④ ＵＥＮＯＭＡＲＫＥＴ キーマカレーや古着の販売 ⑭ オリーブ振興室
（江田島市産業部農林水産課） オリーブ茶の販売

⑤ ｔｓｕｍｕｇｉ グリーンカレーやチャイの販売 ⑮ 川口農園きゃとりーぶ こけ玉など観葉植物の販売

⑥ キッチンアンドカフェ ｈａｍａ クッキーやケーキなど焼き菓子の販売 ⑯ めぶらーな 手作り石鹸の販売

⑦ 産品開発グループ  コスモスの会 夕日の香、いりこ味噌などの販売 ⑰ 大地の再生 スコップや小冊子などの販売

⑧ Ｉｓｏｌａ Ｅｓｓｅｎｔｉａｌｓ ジャムやハーブティーの販売 ⑱ Ｍｏｍｏ マッサージ

⑨ 美庵果 マッサージ ⑲ ＤＪ ＮＡＲＵ 会場の音響

⑩ 江田島市北部農産物生産販売研究会 新鮮野菜の販売 ⑳ 健康応援赤いトマト真珠ジョンの元気な村里 体験農園、ハーブガーデン

※ ⑳は沖美町三吉で開催します。
※ 出展ブースは当日までに変更が生じる可能性もありますので、ご了承ください。



山登りイベント紹介 当日イベント一覧

対象者：トレッキング経験者
経　路：メイン会場－奥小路登山口
　　　　－古鷹山山頂－オタカ広場
　　　　－解散

　30名

９：00～９：45　受付（メイン会場）
　　　　　　　開会式参加
９：45～10：00　メイン会場→奥小路　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　登山口　（バス移動）
10：00～10：15　出発前ガイダンス
10：15～11：15　奥小路登山口
　　　　　　　→古鷹山山頂
11：30～12：15　古鷹山山頂　　
　　　　　　　→オタカ広場
12：30～13：30　プチイベント
※昼食は各自でご用意ください
13：30～　　　　解散

（小用港、切串港までは
各自徒歩で移動）

行　　程

内　　容

※行きのフェリーは各港に送迎バスが
伺います！
８：40　小用港　【各港で送迎　
８：45　切串港　　　 バス待機】　　　　
乗車しだい、メイン会場へ

送　　迎

江田島市観光協会まで電話予約
（TEL：0823－42－4871）
　※5／20まで

参加申込

募集人員

① ガイドと行く「古鷹山」トレッキング（要予約）

（①フルコース）
対象者：成人で歩き慣れている方
経　路：幸ノ浦峠－オタカ広場－
　　　　古鷹林道－小用港
（②ハーフコース）
対象者：親子連れのファミリー
経　路： 幸ノ浦峠－オタカ広場－小

用港・切串港（送迎バスで
移動）

　80名

９：00～９：45　受付（メイン会場）
９：45～10：00　メイン会場
　　　　　　　→幸ノ浦峠（バス移動）
10：00～10：15   出発前ガイダンス
10：15～12：30   ウォーキング開始
12：30～13：30   プチイベント
※昼食は各自でご用意ください                                      
 （①フルコース）
13：30～15：30
小用港へウォーキング　到着しだい解散

（②ハーフコース）
13：30～14：00
送迎バスで小用港、切串港へ

行　　程

内　　容

※行きのフェリーは各港に送迎バスが
伺います！
８：40　小用港　【各港で送迎　
８：45　切串港　　　 バス待機】　　　　
乗車しだい、メイン会場へ

送　　迎

江田島市観光協会まで電話予約
（TEL：0823－42－4871）
　※5／20まで

参加申込

募集人員

② クマン岳－古鷹山　ファミリーウォーク（要予約）

（フォトラリー開催期間）
　６月３日～１０月３１日
（イベント概要）
　江田島6峰の山頂にあるスタンプ
台前で自撮り写真を撮影し、江田島
市観光協会へ提示することにより景
品をゲット
（景　品）
　江田島６峰全てを制覇し、写真を
江田島市観光協会へ提示された方に
は、景品としてバンダナを贈呈

９：00～11：30   受付（メイン会場）
11：30～12：10   メイン会場
　　　　　　　→真道山山頂付近
                      （バス移動）
12：10～13：00   真道山登頂、自撮り撮影
13：00～13：30    真道山山頂付近→砲台
　　　　　　　山山頂付近
　　　　　　　 （バス移動）
13：30～14：20　砲台山登頂、自撮り撮影
14：20～14：45    砲台山山頂付近→三高

港（バス移動）
 【広島行きの方はここ
で下車】

14：45～15：45　三高港→小用港（バス移動）
　　　　　　　　　　　　　　　【呉行きの方はここで　　　　　　　　
　　　　　　　下車】　→メイン会場）

行　　程

　江田島６峰フォトラリーのスター
ティングイベントとして、この日限
定でバスによる真道山、砲台山の巡
回を行います。
　参加者には、ピンバッジを贈呈し
ます。

内　　容

フォトラリーについて
※行きのフェリーは各港に送迎バスが
伺います！
８：40　小用港　【各港で送迎　
８：45　切串港　　　 バス待機】　　　　
乗車しだい、メイン会場へ

送　　迎

江田島市観光協会まで電話予約
（TEL：0823-42-4871）
　※5／20まで

参加申込

　20名

募集人員

③ 江田島6峰フォトラリー　スタートイベント （要予約）

10：00～11：00   受付（メイン会場）

11：00～12：00   水晶山登山(20人）

13：00～14：00   受付（メイン会場）

14：00～15：00   水晶山登山(20人）

行　　程

　一般社団法人　広島県山岳・スポー
ツクライミング連盟

協　　力

　参加賞として缶バッチを配布しま
す。動きやすい靴、汚れてもいい格好で
お越しください。

備　　考

④ 体験しよう江田島の山　水晶山　プチ岩登り（当日受付）

　メイン会場の付近にある標高90
メートルの水晶山を登ります。
　少しだけ岩場を登る場面がありま
すが、安全にサポートを行います。

内　　容

小学４年生～中学生
（ ※小学４年生以下は保護者、引

率者同伴）

対象者

午前・午後20名
（合計40名）

募集人員

メイン会場

受付場所

開会式（オープニングセレモニー）
時間／9：00～10：00
内容／ 挨拶、祝辞、広島県緑化功労者表

彰、オープニングイベント、ひろ
しま 「山の日」宣言、記念植樹
等

樹木粉砕機のデモンストレーション
時間／10：00～12：00
　　　13：00～15：00
内容／樹木粉砕機のデモ運転

防火意識向上のためのパネル展示・消火体験
時間／10：00～15：00
内容／ 防火パネル、チラシ等の展示消防

による消火体験イベント

①ガイドと行く「古鷹山」トレッキング
時間／9：45～13：30
内容／ メイン会場～奥小路登山口～古鷹

山山頂～オタカ広場～解散
定員／30名（事前予約が必要）
※詳細は左ページのとおり

山の恵み・命をいただく－有害鳥獣の今－
時間／10：00～15：00
内容／ イノシシ肉のソーセージ及びカレ

ーの無料配布
定員／500食 (ソーセージ）
　　　300食 (カレー）

地元特産品の販売等
時間／10：00～15：00
内容／  江田島市の特産品の販売等、各種

ブースの設置
※ 詳細は出店ブース(予定）の一覧のと

おり

④「体験しよう江田島の山」
水晶山プチ岩登り

時間／10：00～15：00
内容／ 11時、14時の２回に分けてプチ

岩登りを実施
定員／午前・午後20名（合計40名）
※詳細は左ページのとおり

木　　工
時間／10：00～14：30
内容／ 10時、13時の2回に分けて親子

で本立てを作成
定員／午前・午後15名（合計30名）

植　　樹
時間／12：00～13：00
内容／桜の苗木の植樹を実施
定員／15名

しいたけ菌打ち体験
時間／10：00～15：00
内容／ 10時、13時の2回に分けて木槌

を作り、しいたけの菌打ちを実施
定員／午前・午後25名（合計50名）

森林整備講習
時間／10：30～14：30
内容／ 10時30分、13時30分の2回に分

けて大人の方を対象に、チェンソ
ーの使い方や木の切り方の講習を
実施

定員／午前・午後10名（合計20名）

大地の再生講座
時間／10：00～15：00
内容／ 10時、13時の2回に分けて空気

と水の視点で、大地の呼吸を取り
戻し、痛んでしまった自然を再生
させるための知識を身に付ける講
座を実施

熱気球の係留飛行
時間／10：00～13：00
内容／ 会場に係留した熱気球
　　　の観覧、搭乗体験
定員／約180名

オリエンテーリング
時間／10：00～15：00
内容／ 5～6人のグループで、マップに

記入された順番にポイントを通過
し、フィニッシュまでの所要時間
を競う

定員／200名

子ども体験遊びリンピック
時間／10：00～15：00
内容／ 身近なものを使った簡単な遊びで

記録に挑戦

②クマン岳－古鷹山ファミリーウォーク
時間／9：45～15：30
内容／メイン会場～幸ノ浦峠～オタカ広
        場～小用港～解散
定員／80名（事前予約が必要）
※詳細は左ページのとおり

有害鳥獣射的ゲーム
時間／10：00～15：00
内容／ 子供向けにお菓子を景品とした射

的ゲームを実施
定員／200名

時間／10：00～15：00
内容／ 江田島市「2万食プロジェクト」

で作成された地元の食品による健
康食レシピ等の配布

江田島市「２万食プロジェクト」
に基づく健康促進コーナー等

③江田島６峰フォトラリースタートイベント
時間／11：30～15：45
内容／ メイン会場～真道山～砲台山～三

高港→小用港～メイン会場をバス
移動し、フォトラリーを実施

定員／20名（事前予約が必要）
※詳細は左ページのとおり

竹とんぼ等の遊び講座
時間／10：00～15：00
内容／ 竹を使って竹とんぼ、ペン立て、

鶯笛を作成する講座を実施
定員／100名

時間／10：00～15：00
内容／ 江田島市周辺で見られる海辺の生

き物に関する展示や、海の生き物
をデザインに取り込んだもの、科
学おもちゃづくりを実施　　　

山と海はつながっている！
海の生き物不思議発見

※都合により変更する場合があります。


