八本松

◉やきにくほんまもん さいじょうてん

割烹・旅館
藤乃家

焼肉ほんまもん 西条店
082-422-2916

082-423-2423

P22B8

創業明治35年（1902）の老
舗旅館。モダンで和の情緒にあふれる店内で、懐石コー
ス5400円〜
（要予約、人数によりサービス料別途要）が
味わえる。宿泊は1泊2食付1万7700円〜。 K西条栄町

9-21 kJR西条駅から徒歩8分 J11時30分〜22時
（全室個室・
要予約）i不定休 p6台

082-421-5007（クラレ企画室）

082-437-1171

K西条本町15-34 kJR西条駅から徒歩3分 J11時30分〜14
時LO、17時〜21時30分LO i火曜 p5台

K八本松東6-2-31 k山陽自動車道志和ICから車で10分 Ji
店舗により異なる p50台

◉あきこくぶんじ

西条

エリング

082-423-8725

P22B8

厳選した材料で丁寧に作る、香ばしく
口溶けのよいパンが充実。人気の大
吟醸ラスク1袋180円は、栄養価の高
い酒粕とミネラル豊富なきび砂糖を使
用。サクサク感の中にふんわりと酒粕の香りが広がる。

K西条朝日町6-47 kJR西条駅から徒歩10分 J8時〜18時
30分 i日曜、
祝日不定休 p3台

K 河内町入野 3103 k 山陽自動車道河内ICから車で 20 分
GJi拝観自由 p30台

K西条町吉行 2064 kJR西条駅から徒歩 15 分 GJi拝
観自由 p約30台

082-423-3839

P22B8

西条駅前の「賀茂泉館」1階にあ
る居酒屋。地産地消にこだわった料理と、市内7蔵の地
酒をラインアップしている。昼夜を問わず美酒鍋（要予
約）を注文できる。K西条本町12-5賀茂泉館内 kJR西条駅

からすぐ J11時30分〜14時LO、
17時〜23時30分LO i不定
休 p提携あり
（要問合せ）

お

P22B8

酒都・西条で生まれた酒まんじゅ
う4個324円〜が名物。賀茂鶴酒造の清酒と仕込み水、
コクのあるにごり酒も用いた生地でこし餡を包んでおり、
ふんわりと日本酒の香りが口に広がる。駅のみやげ物店
や高速SA・PAなどでも販売している。K西条朝日町7-20
kJR西条駅から徒歩10分 J7時30分〜18時 i日曜 p2台

も

な

祭

エリア

り ・ イ

ベ

珈琲と暮らしの
いろいろ あ・うん
082-423-2729

P22B8

酒器型の箸置きや個性的な盃など、店
主がセレクトした生活用品や衣類など
を扱う。店内では酒粕ホットチョコレート550円などでゆ
っくりと。K西条朝日町1-32 kJR西条駅から徒歩5分 J11
時ごろ〜18時ごろ i月曜、
日曜不定休 p1台

ン

ト

情

報

コメント
問合先
新酒香る春の酒蔵通りで、スタンプラリーやガイド 西条酒蔵通り観光案内所
082-421-2511
の案内による町歩きなどを楽しめる

4月下旬

春の園芸まつり

P23A3 志和

東広島市園芸センターで園芸相談や花苗販売、 東広島市園芸センター
082-433-4411
収穫体験などを開催

5〜6月ごろ

ひがしひろしま音楽祭

P22B8 西条

酒蔵通り、東広島芸術文化ホールくららほかに、 東広島市観光協会
082-420-0310
有名アーティストや地元の音楽団体などが登場

7月中〜下旬

黒瀬ふれあい夏祭り

P22A6 黒瀬

黒瀬ふれあい夏祭り実行委員会
ライブや多彩なステージ、花火の打上げも行われ
（黒瀬商工会内）
る黒瀬の夏の風物詩
清流のまち河内で川遊び。鮎のつかみ獲りや宝 リバーサイドフェスティバル実行委員会
082-437-2228
探しをはじめ、
焼き鮎も堪能できる

0823-82-3075

7月下旬

リバーサイドフェスティバル

P23D3 河内

7月下旬

東広島花火大会

P22D7 安芸津 花火約2000発が共演

8月上旬

どまんなか豊栄ヘソまつり

P23C2 豊栄

抱腹絶倒のヘソ踊り大会をはじめとした多彩なス どまんなか豊栄ヘソまつり運営委員会
082-432-2538
テージが祭りを盛り上げる

10月上旬

アクアフェスタin福富

P23C2 福富

沼田川の源流域である福富町が舞台。「水」を
「アクアフェスタin福富」実行委員会
テーマにさまざまな催しで盛り上がる

10月上旬

酒まつり

P22B8 西条

酒蔵通りを中心に行われる市内最大のイベント。 酒まつり実行委員会
082-420-0330
毎年20万人以上が訪れる
（➡P11）

11月中旬

火とグルメの祭典あきつフェスティバル

P22C8 安芸津 信。多彩なステージイベントも

保野山に点灯する
「万」の文字と三津湾海上の

東広島花火大会事務局

万葉集ゆかりの地・安芸津のご当地グルメを発 あきつフェスティバル実行委員会事務局

0846-45-1102

正福寺山公園

0846-45-0276（正福寺山公園協会）

白市の町並み

082-420-0941（東広島市観光振興課）

P22D7

江戸時代初期から牛馬市が開かれた高屋町の白市に
は、市場町・宿場町として栄えた往時の様子を今に伝
える町並みが残る。江戸時代初期の商家である国指
定重要文化財・旧木原家住宅（G入館 150 円J 10〜
17時。12〜3月は〜16時i月曜）
をはじめ、重満家、伊
原惣十郎家といった町屋が続き、散策が楽しめる。

K安芸津町三津 kJR安芸津駅から徒歩10分 GJi入園
自由 p80台

K高屋町白市 kJR白市駅から徒歩 25 分 GJi散策自由
p20台

福富

福富

◉こうそぶろ みやび

龍王山総合公園

酵素風呂 雅

0823-82-0216（東広島市黒瀬支所地域振興課）

090-1184-7798

P22B5

標高約240mの龍王山山頂付近に整備された公園
で、大型遊具などが設置された冒険広場があり、ファミ
リーにもおすすめ。里山の地形を活かし、森林浴が気持
ちいい散策道や、黒瀬町を一望できる展望広場が園内
に。
ソメイヨシノ、オオシマザクラ、ヤエザクラが約80本
植えられているサクラの丘は、春は花見が期待できる。
K 黒瀬町丸山 k 山陽自動車道西条 IC から車で約 3 0 分
GJi園内自由 p80台
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P23C3

JR安芸津駅にも近い、小高い丘の上にある公園。カ
キ筏が浮かぶ穏やかな瀬戸内海を一望でき、天気がよ
ければ四国の山々まで見渡せる。園内には約1200本
のソメイヨシノが植えられており、桜の名所として知ら
れている。展望台や休憩所、
トイレもあり、桜の開花時
期になると市内外から毎年多くの花見客が訪れる。

◉けんおうのもりこうえん

県央の森公園

082-435-2302（東広島市福富支所地域振興課）

P23C2

P23B2

砂風呂のように顔だけを出し、フワフワの酵素パウ
ダーに包まれることで、リラックス＆デトックス効果が
期待できるという酵素風呂に入浴できる。酵素パウ
ダーは自然薬草と国産ハチミツを独自に配合した同店
のオリジナル。店主の絶妙な温度調整と細やかなサー
ビスに、毎週通う常連客も多いとか。

カンノ木山の中腹にある公園は、豊かな自然を体感で
きる市内屈指のリフレッシュスポット。園内には無料で
利用できるキャンプサイトを設置。水洗トイレや炊事場
も整備され、ファミリーやグループで気軽にアウトドア
ライフが楽しめる。

K福富町久芳 3096-3 k山陽自動車道西条ICから車で 30 分
G入浴2160円 J10〜15時
（1日4回の予約制）i金曜 p15台

K福富町久芳カンノ木山 k山陽自動車道西条ICから車で30
分 GJ4〜11月開園 i期間中無休 p14台

m事前予約制で宿泊もできる小規模作
業棟も備えている

P22B8 西条

◉しらいちのまちなみ

m酵素風呂でリフレッシュ︒入浴後は湧
き水を使ったコーヒーサービスも

春の西条・醸華町まつり

黒瀬

◉りゅうおうざんそうごうこうえん

m２０１７年 月にオープン︒冒険広場
には高さ５ｍのローラーすべり台もある

3月上旬
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K安芸津町風早 650-41 k東広島･呉自動車道下三永福本
ICから車で30分の風早桟橋より渡船で約5分
（渡船は要予約）
G入村 800円
（サイト利用・渡船料別途） J9〜17時
（キャンプ
サイトは5〜11月、
要予約）i12月28日〜1月4日 pなし

アウトドアが楽しめるアクティビティスポット、
ご当地感たっぷりのグルメやショップまで、
まだまだある東広島の魅力を紹介！

Part

の
名称

龍王島は瀬戸内海に浮かぶ周囲約1.6㎞の無人島。キ
ャンプ場や炊事棟、研修棟など、島内にはアウトドアが
楽しめる施設・設備が整備されている。

伝統文化が息付く歴史ある町並みから

3

島

日時

P22C8

お気に入りが
たくさん
見つかるはず！

m 旧 木 原 家 住 宅 は 寛 文 5 年︵ 1 6 6
5︶
築の商家︒内部を見学できる

から徒歩6分 J9〜17時 iお盆・年末年始 p30台

条町下見3117 k山陽自動車道西条ICから車で20分 J11時〜
14時30分、
17時30分〜22時30分 i水曜 p8台

西条

082-422-2703

P23C4

地元で評判のラーメン店。一番
人気の吟醸角煮ラーメン980円
〜は、西条の吟醸酒でトロトロに
なるまで煮込んだ広島産厳選豚
の角煮が絶品。地酒仕込みのスープとも相性抜群！ K西

0846-45-5464（東広島市シルバー人材センター安芸津連絡所）

おすすめ
スポッ
ト
案内
高屋

◉しょうふくじやまこうえん

龍王島自然体験村

◉こーひーとくらしのいろいろ あ・うん

福富堂

JA広島中央直営の産直ショップ。その日に収穫した東
広島産の旬の農産物が豊富に揃っている。地元農家が
野菜を持ってくる10時前後は買い物客でいっぱいに。西
条店、黒瀬店もある。 K高屋町杵原1264-1 kJR西高屋駅

P23B4

安芸津

◉りゅうおうじましぜんたいけんむら

m青く輝く瀬戸内海と︑美しい桜が彩
る春の景色は特にすばらしい

西条

おいしい旬館

広

らーめん亭 民都

◉ふくとみどう

となりの農家 高屋店

東

ちゃぶ台お座敷
しょうの助
082-424-2088

安芸津

◉らーめんてい みんと

m渡船を含め︑
島の施設の利用時は事前
に予約をしよう

高屋

◉おいしいしゅんかんとなりののうか たかやてん

082-439-1147

西条

◉ちゃぶだいおざしき しょうのすけ

P22B7

天平年間（729〜749）に聖武天皇により国ごとに建
立された寺院のひとつで、安芸国（現広島県西部）で
は西条に置かれた。仁王像が並び立つのは市内最古
の仁王門。護摩堂や２体の木造薬師如来坐像も含め
て県・市の重要文化財に指定されている。毎月第2・4
土曜の8時からは真言宗座禅の修行体験会（G体験無
料）
も開催。
m境内周辺は﹁安芸国分寺歴史公園﹂
として整備されている

西条

082-430-7763

標高535ｍの篁山（たかむらやま）山頂にある真言宗
の寺院。天平2年（730）の行基の建立とされ、国の重
要文化財である永正8年（1511）再建の本堂をはじ
め、木造地蔵菩薩半跏像、十王堂、護摩堂、縁起絵巻
といった貴重な文化財を今に伝えている。境内はうっ
そうと茂る竹林に囲まれているが、高台からは瀬戸内
海や広島空港を見渡せる。

10分 J11〜23時
（2日前までに要予約）i不定休 p7台

◉えりんぐ

安芸国分寺

P23D3

m寺院の周辺は竹林寺用倉山県立自
然公園に指定されている

P23B3

近隣にはホタルが生息する、築
110年以上の茅葺古民家をリノベーション。自家菜園の
有機栽培野菜を使った野菜のハンバーグや里芋の団子
などの手作りの料理が味わえる（昼夜各1組の完全予約
制）。 K志和町志和堀3347 k山陽自動車道志和ICから車で

m非日常を楽しめる︑おしゃれで斬新な
ショップが集まっている

白を基調としたモダンなデザインが印象的な建物内に、
カフェ
（→P15）やレストラン、雑貨店、パティスリー、エ
ステといった個性的な食・買・美のショップが集合。エリア
の文化発信拠点として注目を集め続けている。ショップ
めぐりに疲れたら、敷地内にある「激痛公園」の足ツボ
ロードを歩いてリフレッシュを。

mボリューム満点のビーフカツランチ
1000円はランチの定番メニュー

082-433-4518

竹林寺

P23B4

約70年前に創業した人気洋食店「くろんぼ」が、9年前
に焼肉店へリニューアル。カルビ、ハラミ、ロースの「特
選和牛三種盛」2780円など、国産牛肉を使った焼肉を
提供している。ビーフカツをはじめとした洋食店時代か
らのメニューはランチタイムに。今も地元の常連客に根
強い人気を誇っている。

◉そうさくやさいりょうり ほたるあん

西条

◉ちくりんじ

八本松ガーデンプレイス

P22B8

志和

創作野菜料理
ほたる庵

河内

◉はちほんまつがーでんぷれいす

ま だ ま だ あ り ま す ！ 東 広 島 の魅 力

西条

西条

◉かっぽう・りょかん ふじのや

20

