週末アウトドア派におすすめしたいアクティビティスポットや、
毎日通いたくなるショップまで、充実の地元ライフが

山間の開放的な敷地で、季
節の移り変わりを感じなが
らプレイを楽しもう！

福富・河内

東広島 スタイル

パークゴルフ場
082-420-0978

（東広島市スポーツ振興課）

パークゴルフをLet sプレイ！
市内に２カ所のコースを設置

広島空港周辺

ちゅうおうしんりんこうえん

中央森林公園

P23C2

0848-86-9101

K福富町久芳4286-1 k山陽自動車道西条ICから車で20分
G1ラウンド1000円
（用具レンタル1組300円） J9〜17時
（最
終受付は〜16時）i水曜、12月28日〜1月4日 p40台

河内パークゴルフ場

P23D3

ラ

四季折々の楽しみ方

園内の日本庭園「三景園」
では、秋になるともみじまつ
りを開催する

東広島には福富・河内地域のダム湖畔2カ所に、設備
の整ったパークゴルフ場がある。グリーンの美しい環
境で、年齢を問わず、だれでも手軽に楽しめる。

福富パークゴルフ場

日

桜や紅葉シーズンはもちろ
ん、ツツジやハナミズキな
どの花木も美しい

写真提供：藤原敏明

四季折々の楽しみ方

休

休日は地元の
人気スポットで
リフレッシュして
います！

酒都・西条の蔵元、ご当地色豊かなグルメスポットはもちろん、
過ごせる東広島の見どころやスポットを紹介します。

発着する飛行機を間近に見ながら
園内でサイクリングを満喫！

ぱーくごるふじょう

元

K河内町小田4132-1 k山陽自動車道河内ICから車で25分
G1ラウンド1000円
（用具レンタル無料）J9〜17時 i火曜、
12月28日〜1月4日 p40台

P23D4

山も海も里もある広
島県の風景を庭園化し
た三景園

こどもも大人も楽しめる
アウトドアでリフレッシュ

広島空港に隣接した自然公園。園内には国際競技も
可能なサイクリングコースがあり、レンタサイクルも充
実。広大な園内に、ファミリーコース、健脚コースなど
レベル別の4コースが設定されている。

K三原市本郷町上北方 1315 k広島空港から徒歩 10 分 G
入園無料
（三景園は 260 円、花まつり･もみじまつり期間中は
310円）
、レンタサイクル 2時間520円〜 J9〜18時
（10〜3月
は〜17時、最終入園各1時間前、三景園最終入園は各30分前）
i12月29〜31日 p1100台
（1回310円）

西条

いこいのもりこうえん

憩いの森公園

大型遊具が設
置され た「こど
も広場」はファミ
リーに大人気

082-422-0005

（憩いの森公園管理事務所）

P23B4

四季折々の楽しみ方
一段高い馬の背から、美し
い豊栄の季節を感じよう

四季折々の楽しみ方

福富

みちのえきこはんのさとふくとみ

道の駅湖畔の里福富

（祝日の場合は翌日）
、12月28日〜1月3日 p160台

地元の特産品やグルメが充実。敷地内には遊具いっぱい
の「ふれあい広場」やデイキャンプ場、多目的グラウンド、
多目的ホールも併設。イベント会場として地域の情報発
信拠点の役割も担っている。

まずは体験乗馬ス
クールにトライ。用具
もレンタルできる
m本格的に乗馬を始
めたい人にはライセ
ンス取得コースなど
も用意

K豊栄町清武 12461-2 k山陽自動車道西条ICから車
で40分 G体験乗馬スクール7202円
（保険料別途200
円） J9時30分〜16時30分
（土･日曜、祝日は〜17時30
分、水曜は11時30分〜17時30分） i火曜
（祝日の場合
は前日）pあり
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0846-45-4141（安芸津町商工会）
P22C6

風光明媚な万葉集ゆかりの地で
島々をめぐる海上クルーズ

三津湾に浮かぶ大小7つの島をめぐる
爽快なクルージングが楽しめる。所要時
間は約1時間３0分。ボランティアガイド
が島々の歴史や伝説、伝承などを、歌も
交えながら紹介してくれる。
K安芸津町三津
（安芸津港フェリーターミナルよ
り出航）kJR安芸津駅から徒歩 3 分 G一艘
貸切9人まで2万円
（ 0846-45-0552まで要
事前予約、10人以上は要相談）J8時〜15時
30分の希望時間に出航 i悪天候時 pなし

かがみやまこうえん

鏡山公園

P23C1

2016年10月、全国35カ所に展開する乗馬クラ
ブ「クレイン」が東広島に誕生。豊栄の豊かな緑
に囲まれながら、年齢・レベル別の乗馬レッスンが
受けられる。馬と駆ける爽快感は格別。

安芸津七島めぐり

西条

乗馬クラブクレイン東広島
082-420-3970

あきつななしまめぐり

春は園内の「桜
の園」などでさまざ
まな品種の桜が咲
き誇る
l 同園の紅葉は赤
や黄色など色彩豊
か。ゆっくりと散策
を楽しむ人も多い

じょうばくらぶくれいんひがしひろしま

082-420-0955（東広島市都市整備課）
P23B4

21 種の多彩なアトラク
ションがある大型遊具は
無料で利用できる
m 福 富 町の特 産 品であ
るエゴマの商品。エゴマ油
（左）
2160円、エゴマドレ
ッシング
（中）
550円、エゴ
マの実
（右）
720円

市内を見渡せる第
一展望台。桜の季節
は特にすばらしい

安芸津

四季折々の楽しみ方
K福富町久芳 1506 k山陽自動
車道西条ICから車で30分 J9時
30 分〜18時
（土･日曜、祝日は9時 ダム湖畔のロケーション。
〜） i 水曜
（祝日の場合は翌日） 季節ごとの楽しいイベント
p417台
も随時開催 !

豊栄

自然の中で馬たちとふれあえる
人気の乗馬クラブが東広島に！

アウトドア派も満足できる
市内一望の くつろぎの場

東広島の街並みを一望できる龍王山の麓
に位置。
「野鳥の森」
「水辺の森」といった
緑豊かな散策ポイントがあるほか、レンタ
ル用具も充実したキャンプサイト
（3〜11 K西条町寺家 941-17 k山陽自動車道西条ICから車で10 分
G入園無料
（キャンプ場などの施設は有料）J9〜17時 i水曜
月）
も。休日はファミリーで賑わう。

春の桜、秋の紅葉は必見！
鏡山の麓に広がる癒しのエリア

東広島市のシンボル的都市公園。園内には約30
種類の桜が500本余り植えられ、桜のシーズンは
花見客で賑わう。鏡山の山頂には室町時代に大
内氏が築城した国史跡「鏡山城跡」もある。
K鏡山2 kJR西条駅から芸陽バス・中国ＪＲバス広島大
学方面行きで10分、
鏡山公園前下車すぐ GJi周辺自
由 p220台

フ

今日は海へ︑明日は山へ︒
山間部から沿岸部まで広がる
東広島は美しい自然の宝庫︒
四季折々の景色を楽しみながら︑
家族や親しい仲間との
キャンプや乗馬︑
ゴルフ⁝ｅｔｃ︒
豊富なアクティビティスポットで︑
自然とのふれあいを満喫 ！

P23C2
082-435-2110
年間訪問者数は30万人以上！
多彩な施設が集まる道の駅

桜はもちろん、秋の紅葉も見
応えあり。ハイキングコース
も設置している

イ

四季を感じる

移住者もおすすめ！
こんな休日が過ごせる！
イイ
トコいっぱい！
四季折々の楽しみ方

地

アクティビティ
スポット へ

だれでも気軽にプレイでき、
休日の運動にぴったり

Close Up!

週末はゴルフ三昧！

東広島市内には名門コースをはじめとした、
バラ
エティ豊かな8カ所のゴルフ場が近距離内に点
在している。
打ち
っ放しなどのゴ
ルフ練習場も市
内に複数あり、ゴ
ルフの上達には
もってこいのロ
ケーション！
おもなゴルフ場

四季折々の楽しみ方
のどかな海辺の風景を船上
から。 11月の祭典で万葉
火が灯る保野山も眺めたい

船は本土と大芝島を結ぶ大芝
大橋の下をくぐり抜ける
l 潮の干満によってハートに見え
るという小芝島の近くも周遊

P23D4
安芸カントリークラブ…
P23C4
賀茂カントリークラブ…
P23A3
東広島カントリークラブ…
P22C5
広島カンツリー倶楽部 西条コース…
P23B4
広島カンツリー倶楽部 八本松コース…
P22B6
広島国際ゴルフ倶楽部…
P22A5
広島東映カントリークラブ…
P23A3
宮島志和カンツリー倶楽部…
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