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体験型修学旅行「民泊」の推進
　江田島市では交流人口を増やすため、「民泊」による体験型修学旅行の受け入れを推進しています。
住み慣れた土地を離れ、江田島市のご家族と生活を共にすることで深い心の交流が生まれ、人との接
し方に変化が表れたり、コミュニケーション能力など成長するきっかけを得ることができます。平成26
年度には、過去最高となる21校、約1,700人の児童・生徒が島を訪れ「江田島市」を体験しました。

江田島市に住もう！ 「定住・空き家バンク」
　平成19年にスタートした「定住促進事業」。移住者に対し、空き家物件の紹介を行う「空き
家バンク」制度や、電化製品一式を備えた一軒家を利用できる「おためし暮らし」制度、また、
移住者が運営する施設「夢来来（ゆめきらい）」での移住者交流会など、移住前のお問い合わ
せから移住後の生活まで、万全の体制でサポートしています。

江田島市の風土を活かした「オリーブ栽培」
　温暖で晴天の多い気候がオリーブ栽培に最適な江田島市。高さ約10メートル、樹齢は約60年の
1本の大きなオリーブの木が江田島市立柿浦小学校のグラウンドにあり、毎年児童の皆さんが収穫し
ています。平成26年には、大柿町深江地区に約8ヘクタールに及ぶ全国最大規模の大オリーブ園を
造成しました。市の新しい特産品として「江田島オリーブ」のブランド化を目指しています。

江田島 SEA TO SUMMIT 開催
　アウトドア総合メーカー『モンベル』が全国で展開する、環境スポーツイベント「SEA 
TO SUMMIT（シー トゥー サミット）」。カヤック・自転車・登山と、江田島市の豊かな自然
を余すことなく体験できる本イベントで、アクティビティに最適なフィールドを持った島
「江田島市」を全国にアピールしました。

● SEA TO SUMMIT    http://www.seatosummit.jp/

広島県江田島市は、広島湾に浮かぶ江田島・能美島（のうみじま）とその周辺に点在する島々で構成されています。近隣の都市
である広島市、呉市から近い位置にあり、温暖で自然豊かな江田島市。よくご存知の方も、ご存知でない方も、「観光旅行
をしたい」「海や山でレジャーを楽しみたい」「島暮らしに興味がある」という方も、ぜひ江田島市を訪れてみませんか？

● 記事作成協力
GO江田島委員会
http://www.go-etajima.net/

● 写真提供協力
美濃英俊、石田良、宇根川進、
森脇秀樹、能美図書館

詳しくは… 東京江田島ファン倶楽部 検索

詳しくは… http://www.city.etajima.hiroshima.jp/江田島市 検索

詳しくは… http://www.city.etajima.hiroshima.jp/cms/categories/show/155/江田島市　空き家バンク 検索

詳しくは… http://www.city.etajima.hiroshima.jp/cms/categories/show/165/江田島市　民泊 検索

詳しくは… http://www.city.etajima.hiroshima.jp/cms/categories/show/169/江田島市　オリーブ 検索

江田島市の取り組み
え た じ まT O P I X

東京江田島ファン倶楽部

“えっと”は広島で“たくさん”
 という意味を持つ方言です
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■ 入会資格： 江田島市にゆかりのある方や、関心がある方ならどなたでもご入会いただけます。
■ 会費： 無料です。
■ 特典： 会報誌「ETTO（えっと）」最新号を、年1回ご自宅へ送付いたします。
■ 総会： 東京・銀座の「ひろしまブランドショップTAU（たう）」内のイタリアンレストランで、年1回開催いたします。
 情報交換や交流の場として、お気軽にご参加ください。
※東京近辺にお住まいの方に向けたファンクラブですが、どなたでも入会可能です。

“えたじま仲
間”のご縁を

　紡いでみま
せんか？

「東京江田
島ファン倶楽

部」は、

会員を随時
募集しており

ます。

ぜひ、ご家族
やお知り合い

の方にも

お声がけくだ
さい。

新たな“えた
じま仲間”の

ご入会を

心からお待ち
しています！

● デザイン&ディレクション
SHOTO DESIGN   正藤由美子　
Mail： shotodesign@gmail.com



能美海上ロッジ
ヒューマンビーチ長瀬

広島湾

広島港（宇品）

江田島

能美島

呉市

広島市

呉港

早瀬大橋

海上自衛隊
第1術科学校
（旧海軍兵学校）

　そんな小用港を行き交う人々の中に、
制服に身を包んだ自衛官の凛とした姿を
見かけると、「ええのう。まさしく、江田島
じゃ。」という感じです。 

んだ私は、昔の姿を思い出すのに苦労し
ますが…。 
　目を引くのは、広く設けられた無料駐
車場、そして、整備された旅客ターミナル。
レンガ造り風の建物は「海軍兵学校*の町」
の玄関口らしくなっています。隣接する
「小用みなと公園」は、対岸の呉の景色や
自衛艦を含む多くの船舶の往来を眺め
たり、散歩を楽しんだりと、心地よい憩い
の場です。隔月で開かれる定例市や「江田
島市カキ祭」なども催され、ドクターヘリの
緊急着陸場としての整備も進み、地域の
人々のために活用されています。 

　昔は、カープの試合を見に行くと船では
帰れず、家族に車で呉まで迎えに来ても

らったものでした。でも、今は心配ご無用！
広島港発の最終便が22時58分にあります。
残念ながら、フェリー便は江田島市沖美町
の三高港に任せる形で無くなり、高速艇の
みの発着になっています。しかし、無料駐車
場も広く設けられており、パーク・アンド・
ライドに適した港になっています。 
　そして、中町港を取り巻く環境は大きく
変化しました。江田島市の合併以来珍しく
市民（特に能美町民）の間で大議論に
なった航路の運営元が代わったことです。
合併以前は能美町交通局、合併後は江田
島市企業局交通課と、公営だったものが、

「東京江田島ファン倶楽部」は、東京近辺に在住の
広島県江田島市の出身者や、縁のある方、江田島
市に関心のある方が、江田島を応援する、江田島
が元気になるための魅力や活力を創造すると
いった情報交換を行うネットワーク作りと交流を
目的として、平成25年3月に設立されました。

発足から、やがて3年目を迎えようとする今、設立
目的にある「情報交換」と「交流」のさらなる発展
を図るべく、このたび、「東京江田島ファン倶楽部」
の会報を創刊いたしました。

新たに生まれた会報の名前は“ETTO（えっと）”。

ETAJIMAとTOKYOを繋ぐという想いを込めて、
二つの地名の最初の二文字である“ET”と“TO”
を繋げました。

そして“えっと”は、広島弁で「たくさん」という意
味を持つ言葉です。

たくさんの良いところがある江田島市。たくさん
の人と、たくさんの笑顔、たくさんの交流で、時に
は新しい「えたじま仲間」を見つけたり、江田島市
を懐かしんだり、訪れてレジャーを楽しんだり…。

ETTOが、皆様にとって、江田島市を起点とした
温かいご縁を“えっと”紡いでいくものになればと
思います。 

ETTO、誕生。

江田島市役所 企画振興課 「東京江田島ファン倶楽部」 事務局
ETTO編集長：畑河内（はたごうち）真

C O N T E N T S

最近、公設民営化され、瀬戸内シーライン
（株）の運営に代わりました。より使いやす
い航路になることを期待したいですね。 
　広島からの午前1便、広島行きの午後
1便は、国民宿舎の能美海上ロッジ脇の
桟橋にも立ち寄ります。この桟橋からは、
能美海上ロッジ、シーサイド温泉のうみ、
そしてヒューマンビーチ長瀬（長瀬海岸）
にも徒歩わずか。ちょっとした『バカンス
航路♪』です。 

創刊号ということで、江田島市（えたじまし）へＵターン組の私が郷
愁を感じた風景の中から今回は、江田島「小用港（こようこう）」と
「中町港（なかまちこう）」界隈をピックアップしてお届けします。 
昭和48年「早瀬大橋」の完成により、広島湾に浮かぶ江田島・能美
島（のうみじま）は陸路で本土と繋がりました。あれから40年経った
今もなお、港は「島の玄関口」として活躍しています。
Text: Hidetoshi Mino   Photo: Hidetoshi Mino, Ryo Ishida, Susumu Unegawa, Hideki Moriwaki, 
能美図書館, 江田島市役所   Special Thanks: GO江田島委員会  http://www.go-etajima.net/

～島の玄関口～

　

　幼い頃、私は江田島市の対岸にある呉市
まで買い物に行くのが大好きでした。いつ
もよりお洒落した母に連れられて、小用港

からのフェリーの中でワクワクし
ていた時のことは、今でも記憶
に残っています。 
　当時の小用港は「瀬戸内海汽
船」の建物のすぐ横まで海でし
たが、大規模な埋め立てにより、
周辺の姿は大きく変わってい
ます。今の景色にすっかり馴染

いってらっしゃい!

おかえりな
さい!

　日々の暮らしと癒しとレジャーも備え
るこのエリアのことを知らない人には、
「能美島には、海に浮かぶロッジがあるん
よ。」と思わずちょっと大げさに話してしま
います。 
　皆さんの記憶にある「港」はどんなもの
だったでしょう？島から旅立たれ、現在、遠
く離れた地でご活躍されている皆様に、そ
れぞれの港は「お帰りなさい！」という日を
待っています。
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● 小用港旅客ターミナル
〒737-2121 江田島市江田島町小用2丁目1番1号
Tel: 0823-42-1322

● 中町港旅客ターミナル
〒737-2301 広島県江田島市能美町中町4859-21
Tel: 0823-45-2331

小用港では隔月で
“みなとオアシス”
という市が立つ

本土と陸路で
繋がる
早瀬大橋

昭和50年頃の
旧小用港

埋め立て工事が
進んだ

平成10年頃の
旧小用港

現在の
江田島小用港と
“瀬戸内海汽船”

の建物

現在の中町港と
平成20年4月に
完成した中町港
旅客ターミナル

中町港に
隣接する

中町みなと公園

小用みなと公園
からは、対岸の
呉市や行き交う
船を眺められる

● 海上自衛隊第1術科学校（旧海軍兵学校）
〒737-2195 広島県江田島市江田島町国有無番地
Tel: 0823-42-1211
http://www.mod.go.jp/msdf/onemss/

*明治21年に東京・築地から江田島に移転した旧海
軍兵学校。江田島市を代表する見学場所であり、旧
海軍関係の収蔵品なども展示されている。
NHKドラマ「坂の上の雲」の撮影が行われたことで
も知られる。

江田島市

東京江田島ファン倶楽部  メンバーズインタビュー

‒えたじま仲間 ‒   上迫 滋 (かみさこしげる）さん

「いってらっしゃい！」「おかえりなさい！」
～島の玄関口～
‒江田島の海に魅せられた人々
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えたじまブランド始動！  
5種類のえたじまブランド詰め合わせセット 

「えたじま味覚便り」【 期間・数量限定販売 】 
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ETAJIMA NEWS
全国の島々が集まる祭典
「アイランダー2015」に出展します！
・ 江田島市の新副市長に土手三生氏が就任
・ 江田島市役所の本庁舎が平成28年8月に移転

‒東京江田島ファン倶楽部 会報「ETTO」編集部より
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E-TOPIX  ‒江田島市の取り組み 
・ 体験型修学旅行「民泊」の推進
・ 江田島市に住もう！「定住・空き家バンク」
・ 江田島市の風土を活かした「オリーブ栽培」
・ 江田島 SEA TO SUMMIT 開催

‒「東京江田島ファン倶楽部」の会員募集
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レンガ造り風の現在の小用港旅客ターミナ
ルは、平成19年3月に完成した。

旧小用港（江田島港）。“瀬戸内海汽船”の建
物の前の海の埋め立て工事が始まっている。

上：

下：

江田島小用港

中町港と能美海上ロッジ

小用港

中町港



　ヒューマンビーチ長瀬（長瀬海岸）を拠点にして活躍する
２つの市民団体、「江田島カヌークラブ」と「江田島シーサ
ポート」を紹介させていただきます。 　

●「江田島カヌークラブ」は、定年後の人生を江田島で満
喫する“粋なオヤジ達”が中心となり、カヌーも艇庫も自分達
で作ってしまう行動派の団体です。江田島の海をカヌーで
楽しみ、そしてカヌー体験を通じて江田島の良さを伝え、子
どもから大人までを惹きつけています。 

●「江田島シーサポート」はライフセーバーの資格を持つ
青年が広島から江田島に移住して作った団体です。「この素
敵な環境を、海を通して多くの人に知ってもらい、分かちあ
いたい。この海で悲しい想いをする人が一人もいないで済
むような仕組みを作り上げていきたい」という信念のもと、
活動しています。ライフセービングはもちろんのこと、着衣泳
法の指導やSUP（スタンドアップパドル）体験などを通じて、
海育ちの子ども＝「海ガキ」たちの育成・指導をしています。 
　島の宝と言えば、海。島の活性化のために活動する人々を
見守り、活躍を応援したいものです。

　昔は、カープの試合を見に行くと船では
帰れず、家族に車で呉まで迎えに来ても

らったものでした。でも、今は心配ご無用！
宇品発の最終便が22時58分にあります。
残念ながら、フェリー便は江田島市沖美
町の三高港に任せる形で無くなり、高速
艇のみの発着になっています。しかし、無
料駐車場も広く設けられており、パーク・
アンド・ライドに適した港になっています。 
　そして、中町港を取り巻く環境は、大き
く変化しました。江田島市の合併以来珍し
く、市民（特に能美町民）の間で大議論に
なった航路の運営元が代わったことです。
合併以前は能美町交通局、合併後は江田
島市企業局交通課と、公営だったものが、

最近、公設民営化され、瀬戸内シーライン
（株）の運営に代わりました。より使いやす
い航路になることを期待したいですね。 
　広島港からの午前1便、広島港行きの
午前・午後各1便は、国民宿舎の能美海上
ロッジ脇の桟橋にも立ち寄ります。この桟
橋からは、能美海上ロッジ、シーサイド温
泉のうみ、そしてヒューマンビーチ長瀬
（長瀬海岸）にも徒歩わずか。ちょっとした
『バカンス航路♪』です。 

　日々の暮らしと癒しとレジャーも備え
るこのエリアのことを知らない人には、
「能美島には、海に浮かぶロッジがあるん
よ。」と思わずちょっと大げさに話してしま
います。 
　皆様の記憶にある「港」はどんなもの
だったでしょう？島から旅立たれ、現在、
遠く離れた地でご活躍されている皆様に、
それぞれの港は「お帰りなさい！」という日
を待っています。
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長瀬海岸と入鹿海岸に艇庫を持つ。
（写真は長瀬艇庫）

平成5年頃の
旧中町港と
その周辺

瀬戸内海特有
の風光明媚な
景観を楽しめる
国民宿舎

「能美海上ロッジ」

能美海上ロッジ
に隣接する
温泉パーク

「シーサイド温泉
のうみ」

● 国民宿舎 能美海上ロッジ
〒737-2301 広島県江田島市能美町中町1265
Tel: 0823-45-2335　※2017年3月閉館

● シーサイド温泉のうみ
〒737-2301 広島県江田島市能美町中町4719-1
Tel: 0823-40-2080　※2019年6月閉館

※「国民宿舎 能美海上ロッジ」に代わる宿泊施設が、
　「シーサイド温泉のうみ」跡地に2021年開業予定

● ヒューマンビーチ長瀬（長瀬海岸）
〒737-2301 広島県江田島市能美町中町
Tel: 0823-43-1644（市交流観光課）

● 江田島シーサポート
代表: 末岡 真樹    http://umigaki.jimdo.com/

● 江田島カヌークラブ
会長: 小川  Tel: 090-1182-7609
事務局長: 玉山  Tel: 090-6483-4725
http://etajimacc.sitej.com/

江田島市のカヌー
普及に精力的に
活動する事務局長
の玉山さん。

優しい笑顔と引き締まった体が頼もしい、代表の末岡さん。

江田島はまさしくカヌーアイランド。

海の素晴らしさ、怖さを知る元気な「海ガキ」を育てる。

近年人気のSUP（スタンドアップ
パドル）は、小さな子ども

から大人まで手軽に楽しめる。

いつも笑顔溢れる「
江田島

カヌークラブ」のメン
バー達。

ヒューマンビーチ
長瀬

（長瀬海岸）

えたじまの海に魅せられた人々

ひ と の せおおがき

上迫さんのご出身は、江田島市大柿町飛渡瀬。小中学校を江田島

市で過ごし、大学からは関東へ。現在は、東京でマーケティングに

関する会社を経営する一方で、広島県庁の情報発信やマーケティ

ング戦略を総括される職に就任されています。

－現在は主に広島にいらっしゃるんですか？

今は、東京と広島それぞれで月に2回ずつ週末を過ごすといった生活です。日数的には、7、8割が
広島ですかね。いわゆる2拠点ライフです。

－どういうきっかけで広島県庁に？

県庁の職は、知事から話をいただいたんです。随分迷いました。経済的には東京にいた方が良い。
でも、こういうのはお呼びがかからないとできない。迷っているところに入ってきたのが、黒田さん
のカープ復帰のニュース。これまで好きなことをやって、いろいろ経験させてもらった。そろそろ一

度故郷に戻って、その経験を活かして、親孝行もして、と。
そう言われているのかなと感じました。黒田さんに勝手
に背中を押されました（笑）

－江田島市って外から見てどうでしょう？

他にはない良い財産がたくさんあります。大都市圏に
程よい距離で、旧海軍兵学校等の歴史的遺産も豊富。
レジャーも楽しめる自然環境もある。ポテンシャルは高
いです。ただ、大都市圏に近いからか、耕作放棄地の増
加などの課題に対して、のんびりしているかな？

－江田島市の暮らしで思い出になっていることってありますか？

私の通った飛渡瀬中学校は海に面していました。今は廃校になり老人ホームになっています。当時
私は軟式テニス部に所属していたんですが、夏の時期は、体操服の下に水着を穿いていたんです。
で、部活が終わってすぐ海に飛び込む！これぞ「島ライフ」でしたね。

－東京江田島ファン倶楽部の会員の皆さんへメッセージをお願いします。

今後も東京江田島ファン倶楽部を繋げ、盛り上げるためには、若い年代の力も大切。「生まれも育
ちも関東だけど、夏休みには江田島へ海水浴に来ていた。」そんなお子さんやお孫さんがいらっ
しゃれば、ぜひ、声かけをしていただきたいです。世代を超えて繋がりを持つことで、より幅広い
皆さんと、一緒に江田島へ関わっていけたらと思います。

I n t e r v i e w

－え た じ ま 仲 間－
フ ァ ン 倶 楽 部

東 京 江 田 島

江田島市能美町の中町港に隣接する、中町みなと公園に立つ上迫さん。

飛渡瀬

大柿町

Sh ige r u  Kam i sako

上迫 滋さん



ETTO創刊号を記念して、江田島市
の地元特産品で、物産展などに出
店されている人気の品々を、詰め
合わせセットにしました!

 かえり（食べられるいりこ）
 150グラム×1パック

ちりめんといりこの中間サイズのかえり。
獲れたてのカタクチイワシを新鮮なうち
に釜ゆでし、よく乾燥させているため日持
ちが良いのが特長です。社長も自ら漁に
出て、息子さんを鍛えています！

● 有限会社粟田水産
広島県江田島市能美町大字鹿川4990-5
Tel: 0823-45-3701  Fax: 0823-45-5153
http://irikoya.co.jp/

 愛情料理 これ一本
 500ml×1本

天保年間創業で、伝統を守りながらも日
本人の変化に合わせて進化する「濱口醤
油」。本醸造醤油タママス醤油を使用し、
砂糖、みりん、料理酒、カツオ、昆布などの
ダシを加えた味付け醤油です。

● 有限会社濱口醤油
広島県江田島市大柿町柿浦2080
Tel: 0823-57-2136
http://hamaguchi-syoyu.com/

 江田島焼酎てくてく
 180ml×1瓶

「江田島てくてく計画」は島の荒れた耕作
放棄地を耕し、さつま芋を栽培することか
ら始まりました。芋・米麹（原料米はすべ
て国産）で作られ、アルコール分は25％。
“江田島愛”がたっぷり詰まった焼酎です。

● 江田島てくてく計画／峰商事合同会社
広島県江田島市大柿町飛渡瀬363-1 
Tel: 0823-57-6868
http://www.mineshoji.com/

5 種類のえたじまブランド詰め合わせセット 価格 3,600円

 夕日のショコラ
 約50グラム×1箱

平成6年に“地元の特産品を作ろう”と結
成された、元気な女性グループ「コスモス
の会」。11月～3月の期間限定、手作りの
ため数量限定と、入手困難な人気の一品
です。

● コスモスの会
広島県江田島市沖美町美能833-5
「商品開発センター」
Tel: 080-6304-1096

 みかんママレード
 150ml×1瓶

季節のフルーツに水さえ加えず無添加で
作ったジャムや、江田島の有精卵を使った
プリンが人気のスイーツ専門店「グラッ
チェ」。100%国産、懐かしくて新しい美味
しさのママレードです。

● グラッチェ
広島県江田島市大柿町大原261-1
Tel: 0823-57-5310
※2018年3月閉店

期 間・数 量 限 定 販 売

江田島市に新副市長就任 江田島市役所の本庁舎移転

　江田島市役所の本庁舎が、平成28年8月
1日から、現在の大柿分庁舎に移転するこ
とになりました。ただし、大柿分庁舎の建物
には、全ての部署が収まらないので、江田
島庁舎や、現本庁舎（能美庁舎）にも一部
部署を配置し、引き続き、建物を活用して
いきます。
　現在は、施設改修などの整備を進めてい
るところです。8月以降に江田島市役所にお
越しの際は、ご注意を！

　国土交通省・公益財団法人日本離島センターが主催する、全国の
島々が集まる祭典「アイランダー2015」に、江田島市は今年も「江
田島・能美島」として出展します。
　このイベントは島に生活する人と、島に興味がある人の交流を目
的とするものです。全国各地の島々が出展し、移住や観光に関する情
報提供や、特産品の販売などを行って、自分たちの島をPRします。
　去年は、東京江田島ファン倶楽部の会員の方々も一緒に「江田島・
能美島」の宣伝を行いました。会場での会話をきっかけに、「来週サイ
クリングに行ってみる」とおっしゃった来場者もいてビックリ！
　年に一度のこの機会に、皆様お誘い合わせの上、ぜひ池袋サン
シャインシティまで足をお運びください！

【 編集後記 】
「ETTO」創刊号はいかがだったでしょうか。皆さんが、
ふるさと江田島を、懐かしく思い返すきっかけになっ
ていれば嬉しいです。また、こんな記事が読みたい！な
どのご意見があれば、ぜひお寄せください。東京江田
島ファン倶楽部で、えたじま仲間とのご縁を“えっと”
繋いでいきましょう。（ETTO編集長：畑河内 真）

「ETTO」の充実した紙面作りのために、ぜひご意見ご
要望をお聞かせください。（ETTO編集部：正藤由美子）

※会報「ETTO」の名称を決めるにあたり、会員の方々に
ご協力いただきました。SpecialThanks:高須賀収様、
松味利紀様、古本正士様、正藤澄雄様

島々の祭典「アイランダー2015」に出展します！

ー現在の家族構成は？
子どもは独立したので現在は私と
妻、それから母の3人暮らしです。

ーご趣味は何ですか？
家庭菜園と山登りです。若い時は
北アルプスなどにも登りましたが
今は軽登山程度ですね。九州には
毎年山登りに行っていますよ。

ーこれから、どんな江田島市にしていき
たいですか？
元気なまち、子どもからお年寄りまで住み
よいまちにしたいと思っています。広島市や

呉市といった圏域からも来たい、
住みたいと思ってもらえるような、
そんな江田島市にしたいですね。

ー東京江田島ファン倶楽部の
会員の皆さんへメッセージをお願
いします。
盆や正月などには、ぜひ江田島
市に帰ってきて、ふるさとの姿を
見ていただければと思います。

そして、皆さんが気づいた部分をアドバイ
スしていただければ、大変ありがたいです。
これからも「ふるさと江田島市」を、よろしく
お願いします。

「東京江田島ファン倶楽部」事務局   ※江田島市役所の移転に伴い、平成28年8月1日から「〒737-2297 江田島市大柿町大原505番地」に変わります。
〒737-2392  広島県江田島市能美町中町4859-9　Fax: 0823-40-2072　Mail： kikaku@city.etajima.hiroshima.jp

　平成27年4月1日付で、江田島市の副市長に、土手三生（どてさんせい）氏が就任しました。
土手副市長は、江田島市江田島町出身。市役所の総務部長などの要職を歴任してこられた方
です。

移転にむけて改修整備を進めている大柿分庁舎

・「えたじま味覚便り」は「東京江田島ファン
倶楽部」会員様限定販売です。

・お支払いはゆうちょ銀行口座へのお振込
のみとなります。同封の振込用紙をお使い
ください。

・「GO江田島委員会」から商品を発送いた
します。

・「えたじま味覚便り」は期間・数量限定販
売のため、品切れとなる場合があります。
また、「えたじま味覚便りご注文票」が同封
されていない場合は、お取り扱いが終了し
ておりますので何卒ご容赦ください。

・「えたじま味覚便り」のお取り扱い終了後、
気になる商品がありましたら、ぜひ各生産
者に直接ご注文ください。

ご注文前にお読みください

お問い合わせ
「東京江田島ファン倶楽部」 事務局
「えたじま味覚便り」係
（江田島市役所 企画振興課内）

Tel: 0823-40-2762　Fax: 0823-40-2072　
Mail: etajima-sts@city.etajima.hiroshima.jp

※別添の「えたじま味覚便りご注文票」をご確認の上、メール、FAXのいずれかでお申し込みください。 税込み、送料込み（北海道・沖縄・離島は除く）

池袋サンシャインシティで開催された「アイランダー2014」の「江田島・能美島」ブースの様子

宛 先

会報「ETTO」、そして「東京江田島ファン倶楽部」をより良いものにしていくために、郵送、ファックス、メールにてご意見、ご感想、ご要望をお寄せください!

江田島市副市長

土手三生氏
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入場
無料

1 2

江田島産の「紅はるか」の程よい香り、
すっきりとした飲み口の芋焼酎！

漁から一貫生産した瀬戸内海の恵み。
味、品質、栄養に優れ、旨みが凝縮！

4 5

ベルギーチョコと
あまなつの風味が絶妙！

六代目お薦めの「味付け醤油」。これ
だけで料理を簡単に美味しくします！

苦味が全くなく、皮を噛んだ瞬間に
みかんの芳醇な香りがするママレード！

「 え た じ ま ブ ラ ン ド 」 始 動 ！

限定
50
セット!!

アイランダー2015
全国の島々が 集まる祭典

10:00 ～ 18:00
文化会館3F  展示ホールC

2015年11月21日（土） & 22日（日）
※22日は17：00まで

場所: 池袋サンシャインシティ

ETAJIMA NEWS

※かごは商品に含まれません。

「国民宿舎能美海上ロッジ」(p3でご紹介)の宴会
場では親戚一同集まり大宴会！眺めも良いし、海水
浴に温泉に、子ども達も毎年楽しみにしています。

p2で少しご紹介していますが、冬に開催される
「江田島市カキ祭」に合わせて、江田島牡蠣を堪
能する旅はいかがですか？

第1術科学校から近い「ふるさと交流館」で一目
惚れした「江田島焼」。江田島産牡蠣殻の釉薬を
使って焼かれた作品で、カップなどもまとめ買い！

提供協力：GO江田島委員会

3編集部（S）のオススメ1編集部の冬のオススメ 2会員の飯村さんオススメ

5 6

東京江田島ファン倶楽部 会報 「ETTO（えっと）」編集部より


