
“えっと”は広島で“たくさん”
 という意味を持つ方言です

東京江田島ファン倶楽部

特集 夏の江田島行楽
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来冬は江田島町小用港の「カキ小屋」へGO!

「東京江田島ファン倶楽部」の会員募集!!

「さとうみ科学館」で海辺の生き物たちを見学

詳しくは… 東京江田島ファン倶楽部 検索

入鹿海水浴場の宿は全室オーシャンビュー
● サンビーチおきみ  ［13室］
【料金】1泊2食付  9720円～　
【電話】0823-49-1515 
【住所】沖美町是長1433-2  
【HP】www.qkamura-s.com/okimi/

美能漁港にあがる地魚を直接仕入れます
● ペンション わだ  ［5室］
【料金】1泊2食付  7350円～　
【電話】0823-47-1121 
【住所】沖美町美能965-6  
【HP】www.tocoo.jp/detail/297

もと板前のマスターの地魚料理が自慢
● ペンション ブルービーチ  ［4室］
【料金】1泊2食付  8000円～　
【電話】0823-48-0321
【住所】沖美町是長1638-6  

島の情緒が香る風情あふれる宿
● 坪希（つぼき）旅館  ［5室］
【料金】1泊2食付  2～3名 13600円～　
 4名以上 12500円～　
【電話】0823-48-0018   【住所】沖美町畑6-2  
【HP】www.tsubokiryokan.com

● コンベイ
【料金】1泊2食付  8000円　
【電話】090-3377-3993 
【住所】沖美町是長1638-21  
【HP】convey-etajima.jimdo.com

● 潮騒
【料金】1泊2食付  7500円～
【電話】090-1350-6000 
【住所】沖美町是長1702-11  
【HP】etajima-taiken.com

● みさご
【料金】1泊2食付  7500円～
【電話】090-2094-2391 
【住所】沖美町是長1702-9  
【HP】etajima-taiken.com

鹿川漁港にあがる地魚を満喫
● 民宿 ねんごろ なじま  ［3室］
【料金】1泊2食付  10800円～　
【電話】0823-45-4708 
【住所】能美町鹿川鎌木4724-28

ビジネスから観光までアクセス良好
● 民宿 ひとのせ  ［14室］
【料金】1泊2食付  6200円～
【電話】0823-57-5544 
【住所】大柿町飛渡瀬341-1  
【HP】hitonose.jimdo.com

江田島のどこへ行くにも便利な心温まる宿
● 民宿 なかもと  ［18室］
【料金】1泊2食付  6200円～　
【電話】0823-57-2318 
【住所】大柿町飛渡瀬486-2
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● 記事作成、撮影
GO江田島委員会
www.go-etajima.net

● 協力
高須賀収様、畑河内穂花様、畑河内菜々花様、
中川美雪様、出口和寿様

● デザイン、ディレクション、記事作成、撮影
SHOTO DESIGN   正藤由美子　
Mail： shotodesign@gmail.com

－特集：夏の江田島行楽－

館内のご案内もしますよ！
（館長の西原 直久さん）

　 大柿町深江にある「さとうみ科学館」は、旧深江小学校校舎を活
用した無料施設で、アクアギャラリー、キッズスペース、実験室など
を備え、自然教育を行っています。また、江田島湾に生息する貴重な
カブトガニも見ることができます。平日の8：30～17：15に開館して

います。ご家族やご友人、皆様
でぜひお気軽にお立ち寄り
ください！

来シーズン、ぜひお越しを！
（店長の瀬戸河内 博さん）

　 2017年1月、江田島市水産物等販売協議会が運営するカキ
小屋「オイスターPortえたじま」がオープン！1盛1,000円で地場産
カキの炭火焼が楽しめ、なんと来店者の95%が「美味しい」「また
来たい」と絶賛！来冬は土・日の11：00～15：00の営業予定です。

ご来店をお待ちしています。

様々な野外活動、スポーツなどに
● 国立江田島青少年交流の家
【料金】お問い合わせください　
【電話】0823-42-0660 
【住所】江田島町津久茂1-1-1  
【HP】etajima.niye.go.jp

そ の 他

詳しくは… オイスターPortえたじま 検索

江 田 島 市 の 宿 泊 施 設

江 田 島 市 の 体 験 型 民 泊

広島県江田島市の宿泊施設をご紹介!

別荘を利用した1日1組の宿泊予約。ご家族やお仲間で広々とご利用できます。（島の体験プログラム費用が別途かかります）

詳しくは… さとうみ科学館 検索

※掲載内容および表記は2017年7月発行当時のものです。何卒ご了承ください。 100-2020-10

※宿泊料金は税込み（8%）です。最新情報は各施設に事前にお問い合わせください。

※2019年7月より「Uminos（ウミノス） Spa&
Resort」としてリニューアルオープンしました。
【電話】0823-49-1515【HP】uminos.com

■ 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。

「江田島ファンネット」更新中♪

詳しくは… 江田島ファンネット 検索

2013年に開設した「江田島ファンネット」は、
江田島市のニュースや人気スポットなど耳寄り
情報を発信しています。会員登録された方には
季節ごとのメールマガジンも配信。
ぜひ一度アクセスを!
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ヒューマンビーチ長瀬から車で5分の、綺麗に
整備された快適なキャンプ場です。
音楽スタジオ、ステージを備えているので、
音楽仲間で集まるのもオススメです。

広島湾
広島港（宇品）

宮島

江田島町

大柿町

呉 市

広島市

小用港
古鷹山

三高港

切串港 
（西沖桟橋）

呉港

早瀬大橋陀峯山

さとうみ科学館

江田島市

ヒューマンビーチ長瀬

ビーチ長浜

入鹿海水浴場

真道山森林公園キャンプ場
能美町

沖美町

中町港
旧海軍兵学校

C O N T E N T S

ETTOは江田島市の夏を特集！

　こんにちは！年に一度発行している
「東京江田島ファン倶楽部」の会報
“ETTO（えっと）”です。
　前号は秋に発行しましたが、江田島市
の夏の行楽特集である今号は、初夏に
皆様のお手元にお届けいたします。
　夏の島遊びとして、江田島市の個性の
ある海水浴場やキャンプ場、お祭りなど
をご紹介！グルメ情報や宿泊施設情報
もご参考いただき、ぜひ、島ならではの
楽しい夏を体験しにお越しください!!

　「東京江田島ファン倶楽部」は、東京
近辺にお住まいの方などが広島県江田
島市を応援し、情報交換や交流を目的
として2013年に設立したものです。
　会報はETAJIMAとTOKYOを繋ぐと
いう想いを込めて、“ETTO（えっと）”と
名付けました。また、“えっと”は“たくさ
ん”という意味の広島地方の方言です。
今後も江田島市を起点とした温かいご
縁を“えっと”紡いでいけますように…。

1 オススメの海水浴場とキャンプ場

江田島市の夏祭り
・第45回 切串おかげんさんまつり
・サマーフェスタ江田島＆江田島湾海上花火大会
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ETAJIMA GOURMET ‒グルメ情報‒4

「東京江田島ファン倶楽部」総会開催5

ETAJIMA NEWS
・江田島市の新市長、明岳周作氏インタビュー
・「アイランダー2016」のご報告  他
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江田島市の宿泊施設のご紹介
・「さとうみ科学館」のご紹介
・来冬は江田島町小用港の「カキ小屋」へ!  他
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「シーサイド温泉のうみ」や「真道山森林公園キャンプ場」も
近くなので、併せて利用して1日中、満喫できます♪

瀬戸内海でも「最も穏やかなビーチ」のひとつ、
ヒューマンビーチ長瀬は、海が初めてのお子様
連れでも、ご友人同士でも、気軽に海遊びがで
きる江田島市で一番賑わう海水浴場です。

透明度の高い海、広い砂浜、心洗われる夕陽は
まさにリゾート！景色と島タイムを楽しめる、足を
のばす価値のあるビーチです。全室オーシャン
ビューの宿泊施設も人気！

水上バイク愛好者が多く集まるビーチです。
バナナボートやウェイクボード体験などマリ
ンスポーツの他、人気の「手ぶらでBBQ」を
目当てに多くの若者で賑わいます。

長浜海岸を一望できる、陀峯山（だぼうざん）からの眺めは絶景！
車で登れるので、海に行く前にちょっと寄り道するのもオススメです。

カヌーやSUP（スタンドアップパドルボード）に初めてトライしたい方たちにも抜群の環境です。
風や波がほとんどないので、簡単に漕げるようになります。湾内のクルージングは心地良いですよ。

マテ貝の巣（干潮時に現れる小さな穴）に塩をそそぎ、ビックリして出てくるマテ貝
を捕まえる独特の貝掘りは夢中になる楽しさ！マテ貝掘りは8月1日から解禁です。

入鹿（いるか）海水浴場でもカヌーやSUPの体験会がよく行われています。少し潮の
流れが早く、時々波もありますが、きれいな海に漕ぎ出すのは素晴らしい時間です。

散策にスイカ割りに釣りなど、広々とした砂浜でゆったり遊べますよ～。
指定エリアでBBQをする時は、お店が近くにないので準備は万全にしてね！

ヒューマンビーチ長瀬（長瀬海岸） 入鹿海水浴場 ビーチ長浜（長浜海水浴場）
恵み多き島、江田島市のオススメ海水浴場！

詳しくは… 江田島　スリーシェル 検索

詳しくは… 江田島　入鹿海岸 検索

詳しくは… 江田島カヌークラブ 検索

詳しくは… 江田島　真道山　キャンプ場 検索

江田島へ行こう 検索江田島市観光協会 検索海水浴場や各種施設・イベントなどの詳細は…

能美町
のうみちょう

能美町
のうみちょう

沖美町
おきみちょう

大柿町
おおがきちょう

真道山森林公園キャンプ場

山の中腹にあるリーズナブルな公営キャンプ場！ 宿泊はもちろん、デイキャンプも可能です。キャンプファイヤーをご希望の方は予約時にお申し出ください。
真道山（しんどうやま）の頂上の、360度の展望が望める「パノラマ展望台」も人気スポットです。

2
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詳しくは… 江田島  切串  おかげんさん 検索

夏のビッグイベント！夏祭りの日程に合わせて江田島市へGO！

第45回 切串おかげんさんまつり
開催日時： 2017年7月22日（土）  17：00～21：00予定

開催場所： 広島県江田島市江田島町切串

 長谷川周辺（切串港西沖桟橋から徒歩3分）

お子様向けの体験コーナー、地元特産品や各種飲食物の
屋台販売、演奏イベントに盆踊り！フィナーレは2100発
の江田島湾海上花火と、老若男女が楽しめる夏のビッグ
イベントです。

麦わら船に願いを込めて川に流す伝統行事『切串おかげんさん
まつり』は、安芸の宮島こと厳島神社の管弦祭に由来します。

722
S A T U R D A Y

730
S U N D A Y

第45回  切串おかげんさんまつり

サマーフェスタ江田島＆江田島湾海上花火大会

子どもの頃、夜まで遊んでも怒られない『おかげんさん』の日は一年で
一番楽しみな日でした。天気が悪かった年には雨が降らないようにと
一日中外で空を眺めていた思い出があります。今まで受け継がれてき
た文化を絶やさぬよう皆で頑張っています。このお祭りをご存知ない
方も多いかと思いますので、夏休みには幻想的な風景を味わいにぜひ
一度お越しください！（江田島町切串在住の編集部員：花野）

Comment

Point

詳しくは… 江田島  サマーフェスタ  花火 検索

船に使われる麦わらは、地元の人々と子どもたちが麦の種まきから刈取りまで力を合
わせて作ったものです。麦のわらを手で編んだ船に、灯篭や願い事を書いた短冊などで
思い思いに飾り付け、ろうそくの灯をともして川に浮かべます。

切串の長谷川に100メートル以上にわたって船が連なり、夜の暗がりにろうそくの橙色の光が揺れます。

普段は自由に入れない旧海軍兵学校の校庭で、できたての名物料理や江田島産の芋焼酎を味わい
ながらそぞろ歩きし、江田島市の皆様のおもてなし心に触れることができました。大人も子どもも楽
しめる趣向を凝らした出し物、素晴らしい演奏やイベントを堪能し、夜は『江田島湾海上花火大会』。
美しい花火が真上で炸裂する臨場感と迫力にあふれていて大感激！ぜひ、年に一度のビッグイベ
ントの日程に合わせて、江田島市を訪れてみませんか？（東京都在住の編集部員：正藤）

Comment
サマーフェスタ江田島2017＆江田島湾海上花火大会
開催日時： 2017年7月30日（日）  16：30～20：30予定

開催場所： 旧海軍兵学校（海上自衛隊第1術科学校）

 広島県江田島市江田島町国有無番地

き り く し

お食事はパスタやピザが中心。昨夏のデザートは、オレンジのカキ氷に
オリーブオイルをかけて食べるという斬新な美味しさを提供してくれま
した。お土産は、江田島オリーブオイルの他、島の特産品も豊富です。

お洒落なレストランは江田島オリーブの発信基地！
「江田島オリーブファクトリー」

2016年夏にリニューアルオープンした三角屋根の『かふェ渚』。美味
しいコーヒーをいれてくださる優しいマスターと、モーニングを丁寧
に作る美人奥さまが待っています。ご休憩にぜひどうぞ！

三高港向かいのかわいいカフェでコーヒータイム♪ 
「かふェ 渚（なぎさ）」

2016年春に切串港ターミナル2Fに新規オープン。1Fからは想像でき
ない素敵な空間です。地元の漁師さんから直接仕入れる『地エビかき
揚丼』は風味抜群！島のママさんが作る島の味と港の景色を堪能して!

切串港ターミナルから行きかう船を眺めつつお食事を！
「なりや」

大柿町柿浦の濱口醤油さんのお向かいに、夏のお昼頃にのみ出現する
ソフトクリームの看板が目印のお店は、おばちゃんお一人でやっていらっ
しゃいます。謎の『氷ロンドン』に巡り会えるか出かけてみよう！

島の夏の風物詩。お店が開いていたらラッキーです！
「氷の細川」

グルメ情報ETAJIMA GOURMET

昨夏の新感覚デザート。今年も期待大です！ レストランの横のお土産ショップもオススメ!!

●広島県江田島市大柿町大君862-3　Tel: 0823-57-5656
定休日： 月曜日　※月曜日が祝日の場合は営業、翌日休業
営業時間： 11：00～18：00 （レストランのラストオーダーは17：00）

笑顔の素敵なご夫妻のおもてなしは、店内のバリアフリー対応にも表れています。

●広島県江田島市沖美町三吉2717（三高港向かい）　Tel: 0823-47-0016
定休日： 月曜日、火曜日　※火曜日が祝日の場合は営業、翌日休業
営業時間： 7:00～15:00（モーニング7:00～11:00）

●広島県江田島市江田島町切串3丁目1-1  切串港ターミナル2F
Tel: 0823-44-1078　定休日： 木曜日
営業時間： 9：00～16：00

お店が開いていれば「氷ロンドン」をぜひお試しください。詳細は…食べる時のお楽しみです！

●広島県江田島市大柿町柿浦2080（濱口醤油）の向かい　
定休日： 不定休
営業時間： 夏のお昼頃～

新鮮なエビの「地エビかき揚丼」と、人気の日替わり定食。お飲み物はアルコール類も♪

お食事メニューは、江田島市の郷土料理『大豆うどん』など。
自分で好きなだけ巻いて食べる『豆乳ソフトクリーム』は大人
も子供もアトラクション気分で挑戦！お得な豆乳飲み放題は、
女性に大人気！お土産は、徳永豆腐店の豆腐・豆製品から島
ならではの特産品まで多彩な品揃えです。

赤鬼がお出迎え！
「島の駅  豆ヶ島（まめがしま）」

●広島県江田島市大柿町飛渡瀬603
Tel: 0823-40-3038 
定休日： 火曜日
営業時間： 11：00～16：00

「冷やし大豆うどんセット」で郷土料理をさっぱりと。県道44号線沿いの赤鬼が目を引く江田島市の「島の駅」は、遊び心たっぷり。 自分で巻こう！ 福豆腐や鬼壷豆腐といった多彩な大豆製品。

大柿町 飛渡瀬

大柿町 大君 沖美町 三吉

江田島町 切串 大柿町 柿浦
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今後の江田島市と、
会報ETTOについて、
ご意見ご要望をお伺い
いたしました。
ご協力くださった皆様
に感謝申し上げます。

　市の想定としては平成31年には開業して
ほしいと考えています。
―日帰りではなくゆっくり滞在したいと
おっしゃっていた皆様にも喜ばれる新計画で
すね！新たな宿泊施設がどんなものになるの
か楽しみにしています。
　ところで、江田島市で育てているオリーブ
について、嬉しい話題があったそうですね。
　4月に開催された「世界フィギュアスケート
国別対抗戦2017」の優勝チームに贈られた
オリーブ冠のことですね！そうそう、引退され
た浅田真央さんへの特別表彰でも提供した
んですよ。急なご依頼でしたが、江田島市の
オリーブ振興を担当する西村さんにお願いし

て編んでいただ
いて、表彰祝賀
会の当日に私が
東京都内の会場
までお持ちしま
した。
―浅田真央さ
んの頭上を飾っ
たあのオリーブ
冠もそうだった
のですね！テレビ
のニュースで拝
見しました。

―“東京江田島ファン倶楽部”の会員の方々
から一番要望が多かった、江田島市の宿泊施
設の充実についてどうお考えですか？
　江田島市は、観光客の増加を目標に掲げ
ていますので、耐震性などの問題で惜しまれ
つつも閉館した「国民宿舎能美海上ロッジ」
に代わる、新たな宿泊観光関連施設の事業
者の公募を4月から開始しました。「シーサイ
ド温泉のうみ」の隣の土地所有の承諾は既に
得ており、デザインや運営その他についての
条件は付さず、民間事業者の自由な発想で
魅力ある提案をしていただきます。
―もうそこまで具体的に動き出しているの
ですね！いつごろオープンの予定でしょうか？

　次は、東京オリンピック・パラリンピックに
もオリーブ冠を提供したいと思ってます。
―それは素敵ですね～！夢が膨らみますね！
では最後に“東京江田島ファン倶楽部”の会
員の皆様へメッセージをお願いいたします。
　江田島市はアピールが苦手で、積年の課題
なのですが、様々な明るい話題で着実に認知
度を高めていきたいと考えています。
　江田島市とのご縁を有する大切な方々で
ある会員の皆様とともに喜び合い、またこの
ご縁を次の世代にも繋いでいくために、ぜひ
お力添えをいただければ幸いです。

江田島市の新市長、明岳周作氏に訊く！

東京江田島ファン倶楽部 会報 「ETTO（えっと）」編集部より

宛 先 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   ※2016年8月より新庁舎に移転し、住所などが変更になりました。
〒737-2297  広島県江田島市大柿町大原505番地  Fax: 0823-57-4433 　Mail： kikaku@city.etajima.hiroshima.jp

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!

詳しくは… しま山100選 検索

てお配りしたところ、多くのお客様が興味を
持ってくださり「今度ぜひ行ってみます！」とい
う方もおられました。
　そして当日、会場で嬉しいニュースが。公益
財団法人日本離島センターが選ぶ、魅力あふ
れる全国の「しま山」の100選に、なんと江田
島市の古鷹山（ふるたかやま）が選定！「旧海
軍兵学校の残り香が漂う眺望豊かな山」とし
て紹介されています。より多くの人が古鷹山の
眺望を楽しむきっかけになれば良いですね。

　江田島市（江田島、能美島）の出展ブースで
は“東京江田島ファン倶楽部”の会員さんと、
初参加の“江田島市地域おこし協力隊”がお
手伝いくださり、賑やかに島の魅力のPRを行
いました。江田島産のオリーブオイル「安芸の

島の実」をパンに付け
て試食に出したところ
「美味しい」と大好評！
また、会報“ETTO”
（えっと）2号を江田島
市の紹介の一端とし

4月22日の「世界フィギュアスケート国別対抗戦2017」の表彰式で、
江田島市で作られたオリーブ冠をかぶる優勝チームの選手の皆様。
（写真提供 公益財団法人 日本スケート連盟）

　従来の博覧会と違いパビリオンなどは
無く、未来を創っていくネットワーク型の
「ひろしまさとやま未来博」。3ページでご
紹介した「切串おかげんさんまつり」と「サ
マーフェスタ江田島」も、「ひろしまさとや
ま未来博2017」で紹介されています。
　江田島市のプロジェクトやイベント情
報を「さとやまカレンダー」で月別に探す
こともできるサイトなので、ご旅行前のご
計画にぜひお役立てください！

　このたび人事異動により、東京江田島ファン倶楽部の担当を一時
離れることになりました。総会等での皆様との交流をはじめ、仕事を
超えた楽しい思い出ばかりでした。
　本誌ETTOの制作にあたっては畑河内編集長のすばらしいアイ
デアや、SHOTO DESIGNの正藤さんの洗練されたデザイン、GO
江田島委員会の取材力、編集部の皆様の積極的なご協力により、
一般的な会報とは違う魅力的なものができたのではないかと思っ
ています。
　会員の読者の皆様、ETTOにご登場いただいた方々、お世話に
なった方々、誠にありがとうございました。引き続き温かいご支援を
よろしくお願いいたします。（ETTO編集部：花野 泰司）

　はじめまして。4月からETTO編集部に加わった川上です。江田島
生まれの江田島育ちですが、ETTOで初めて知ることがとても多く、
正直驚いています。会員の皆様にどんどん新しい話題を届けられる
ように頑張ります。（ETTO編集部：川上 建司）

　「ETTO」3号は、いかがだったでしょうか。今号は海にキャンプ、
お祭り、グルメ等々、江田島市の夏を楽しむためのとっておき情報を
ふんだんに盛り込んでみました。夏休みに「ETTO」を片手に、ご家族
やご友人等、皆様でも、お一人様でも、遊びに来ていただければ嬉
しいです。お待ちしております！（ETTO編集長：畑河内 真）

※「ETTO」4号は2018年11月に発行予定です。

【 編集後記 】

詳しくは… ひろしまさとやま未来博 検索

ETAJIMA NEWS

移住案内や観光に関する情報提供、オリーブオイ
ル「安芸の島の実」など様々な江田島市の特産品
の販売を行い、お客様と楽しい交流ができました。
今年の11月も「アイランダー2017」でお会いしま
しょう。皆様のお越しをお待ちしています！

明岳周作（あきおかしゅうさく）
昭和30年、江田島町秋月生まれ。呉市副市長を退
任後、平成28年12月に江田島市長として就任。

江田島市のオリーブ振興を担
当する“地域おこし協力隊”の
西村京子さんと峰尾亮平さん。
（2017年4月21日付け中国
新聞社提供記事）

「しま山100選」では36番目に紹介。

あ き お か し ゅ う さ くえ た じ ま

編集部のオススメ

毎年11月の恒例イベント! 東京都豊島区池袋“サンシャインシティ”にて開催の、全国の島々の祭典「アイラン
ダー2016」は、島で生活する人と島に興味がある人の交流を目的としており、来場者は2日間で約14,000人
と大盛況! 江田島市は、新たな特産品であるオリーブオイル「安芸の島の実」などを携えて参加しました。

「アイランダー2016」で賑やかに交流！  ～「しま山100選」に古鷹山が選定～
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江田島市能美町の「魅力ある宿泊観光関連施設」の整備にも全力を尽くします！

「東京江田島ファン倶楽部」

2017年1月21日（土）

東京都中央区銀座1丁目

会報ETTO編集長、畑河内氏の司会で始まり、
江田島市の新市長、明岳（あきおか）周作氏、
東京江田島ファン倶楽部会長、松野氏、他
皆様からご挨拶をいただき、賑やかに意見交換。
広島イタリアンレストラン店長、市川さんからは
お料理全皿について詳しいご説明がありました。

年に一度の“東京江田島ファン倶楽部”の集い。
今年は56名の会員の方々がご参加くださり、
多くのお写真を撮らせていただきました。
江田島市の素材を活かした美味しいお料理に
舌鼓を打ちながら、お話もはずみます。
来年は、ぜひ初めての方もお気軽にご参加ください！

総会開催！

「ひろしまブランドショップTAU」3F


