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★路線バス[雪舟.人麿ライン]～中世城下町地区と益田駅一県立万葉公園とを緯ひ､概ね約2-40分間隔で運行しています○ 

雪舟.入唐ライン1日乗車券iiiおとな1.000円.こども500円 

∴∴｢∴∴∴∴醒- 
･《自然》コース-4時間～/普通22,800円～/ジャンボ32.000円～ 

お問い合わせ:益田地区タクシー共同組合TEL:0856-22-4323/土日禍:益田タクシーTEL:0856-228181 

★レンタサイクル 

貸出場所-(一社)益田市観光協会 

料金...《シティタイフ恥電動アシスト自転室:3時間まで500円(以後､1時間ごとに100円) 

《スポーツタイプ柵ロードパイク(GiANT社数):3時間まで2,000円/1E3,000円 

クロスltJク.ミニベロ(GiANT社製):3時間まで1.000円/1日2,000円 

子とも用クロスパイク(ZOin_/24in.):3時間まで500円/1日1.000円 

※スポーツタイプをご利用の際にIま保証料として別途1.000円(貸出時にお預かりして､返却時に故障等か細ナれぱ返金します○) 

★益田観光ガイド友の会～益田の歴史やみどころを地元目線で詳しくご案内します一 ･料金-無料(但し､10名以上の団体様はガイド1名ごとに1,000円) お問い合わせ:(一社)益田市観光協会TELO856-22-7120 

巨垂].Rmfm萩.石蕪暫S,iMANE欝 ･vl⑲i 甥的警巌醜籍北千代田｣言､圃証 

新鈴広大山 一一冊---:-i-竪罰二一一二一二一一--罵藩二島販 

★東京から☆松江.出雲市から 
ロ鯨空羽田⇔萩.石見空港(細時間0分)連勝:ANAF峨造JR松江駅(持急的2時間)一座田駅 

★大阪から☆萩から 
Tパス蛮行パスで約8時間運行:石見交通.阪神パス.中国JRパスコ鉄道JR東萩駅(約1特別0分)一一益田駅 冒自動車浜田道.浜田iC(国道9号鯨50分)-一座田口自動車誘く国道191号緑60分)-益田 
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∴∴∴∴∴∴∴∴∴ 
激しく保税な神々の舞で,心韓らせな古い. 

:∴∵ ･蘭.`~ ∴ 

るほどの激しい舞を間近で感じ､ 神楽の虜(こなつてしまいなさい 

∴∵■∴∴∴∴∴∴∴∴∵∴-∴ 

第2週日曜日金谷城山桜祭り10月第3週日曜日萩.石見空港マラソン 

第3週日曜日益田まつり全国大会 

剃週日曜日山葵天狗社祭り11月文化の日七尾まつり 

第1週土曜日益田水鱒祭みとふるさとまつり 

1日八朔祭.流鏑馬神事11月上旬日曜日匹見峡紅葉 
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▲万葉公園　猿田彦大神降臨!?

道祖神のそ1割こある樹齢200年以

上のスダジイの木にり＼ンニヤ''の

お面に似たコブが出現｡
ワタクシの母上に

そっくりですの[麗子]
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ワタクシ､神粗で滞嘆し過ぎて､燭1日去ズプ濡れで帰()ましたのよ【艶子〕

鴫呼,絶景か唾,日本海(二重窒〕
綺魁な景色が観れ看､艶子オススメの《コースを2つ》ご紹介しますわよ｡キリッ★

▼絢代賀姫(くししろかひめ)神社

祭神は､この地方を開拓した椰代族の粗

相｡浜田市の櫛色天罷箇彦命という男の

神様がおり､毎月1 5日に､鎌手沖の島で

出会うという言い伝えが残っています｡

国登録有形文化財｡
ワタク=)､"待つ"ことには馴れてますのよ〔艶子
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囲泉購場_が人気○ 
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貸切り露天風呂宅あるの11.れプルで行けば良し､と思し,ますわ･相手か母加古al艶子]
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益田の歴史･自然⑮
掌益田蒋感じれる､艶子オススメの《コースを2つ》ご紹介しますわよ｡キリッ★

～

毒嘉車馬陸離sm9#-(.

秦(あったか市)　　　　　　　　　　　　　　▲表匹見峡

とした大浴場と露天風呂を備え､湯に触れた瞬間　　約4kmに及ぶ渓谷｡川底が透き通って見える程の清流

を感じられる渓谷｡分かる極上の美人湯｡温泉前にある《あったか市が

菜が随時持ち込まれ､石田牛やお米､野菜などが　　悲恋伝説の残る小沙夜着や屏風岩､十畳岩など淵や巨

詰めてますの｡美人湯ですから〔艶子]

岩が続き､いろいろな表情が楽しめます｡

ワタクシの恋は､いつも悲しゅうございます[艶子〕

A菖福寺

鎌倉時代の様式を残す本堂は
国の重要文化財｡

ワタクう､すっとA清瀬''寺だと

思っていましたのよ〔艶子｢
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岩肌が男性的で何だが､体が火照って重ますのよ　的子]
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ゆず

柚子
昭和50年代はじめから､益田市美都町の

奨励作物としてゆず栽培が広がり､中国鴎方で寺

有数の産地になりましたのよ｡

晩秋(王は町内あちこちで黄色く色づいた

ゆす畑を見ることができますわ｡

収穫してすぐに町の工場で加工されるため

香りを損なうことな_<自然の風味そのままに

食することができる逸品ですのよ｡

益田産の柚子は

香りが豊かですわ　陛子〕

･l.-:髪.繁務発〉i談話こ一寸＼-,..& 劔劔∴∴■ 
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ゆずサイダーi　鴨享一　言　ゆずっこ　;薗

爽やかでさっぱり　　　　　　　　　　　　柚子果汁とハチミ

した味わい○　融溺 ツをブレンドした

ご当地ジュース｡

益田の特産品が味わえる一品

あゆ

鮎
【水質日本一､高津川産の天然鮎】

中国山地の広葉樹の森から生まれた

清らかな水は､多くの生命を青みをがら

日本海にそそぎますの｡

その清流に発生する貝質於苔を食べて

健やかに成長した天然鮎の味は薫り高く

日本一と詣えられていますのよ｡

自然からのかけかえのない恵みですわ｡

新鮮な鮎は
スイカの香りが

しますのよ〔艶子〕

ゆず100

100%柚子果汁

雑味のないすっき
り爽やかな香り｡
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常総煮
天然鮎を秘伝の出
汁で甘さひかえめ
に煮込んだ一品｡

うるか

鮎のはらわたと身
を混ぜ､塩でねか
せ､苦味と渋味を
出させた一品｡

はまぐり

蛤
清流日本一の高津川と日本海が交わる

限られた海域にのみに生息し､森から

Iiiを通じて選ばれるミネラル分を

たっぷり含んだ水で育ちますの｡

すくすく育ったはまぐりの大きさは

ナント9cmになることも｡

こんなに大きなはまぐりは

なかなかお園にかかれない逸品ですわ｡

アポなしNGですわよ〔艶子〕

※大きなはまぐ)は漁獲量が変動する

召し上がる陳は事前に確認をお願い
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ためお店で しますe ��∴∴∴∴ 

ゆへし

柚子をくりぬき､み

そ､ごま､唐辛子等

を詰め､寒風にさら

して作った一品｡

たしぽん

自社農園の小麦､大

豆､地元産柚子果汁

をたっぷり使った
こだわりのポン酢｡

これや益田!き味わえる､艶子オススメの特産品をご紹介しますわよ｡キリツ★

わさび

山葵
益田市匹見町で栽培される

わさびは､厳しい環:境の中でゆっ

成長しますの｡清らか秋水と森､そ

くりと �ｨ蒔X耳爾� �-､Jq--.= ��畔��6｣�ﾘ爾�頸ﾒﾂ粳L����奉ﾒr粢2�
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大の字によって絶え間なく

大切に育てられたわさびは

辛みが少なくて

爽やかな香りがしますわ｡

たっぷりと

本物のわさびを

堪能なさい[艶子]

鮎のしの素
鮎の香りと旨み
たっぷりの粘めし

が手軽に楽しめ
ます｡

-,_　I I　-_

茶漬だし
高津川産の鮎の美
味しさが全部つ
まっただし茶漬け｡

あゆ酒
高津IIiの天然鮎と

地酒は抜群の組み
合わせ｡旨みと香ば
しざあふれるお酒｡



MASUDA-CITY MODEL COUR
鴫呼､絶景かな.日本海

《美砂コース
走行距撤約40km

周遊時間約2時間

e観音岩
e人影晦
e宮ケ島と衣昆須神社
e猿島と戸田小浜の景色
e戸田楠本神社
o申垣内棚田
〇回営農地開発地

鴫呼､絶景かな､日本海

《恋がコース
走行距離約40km

周遊時間約2時間

o唐音の蛇岩
e土田海岸
e荒磯温泉
e鵜ノ鼻古墳
e鴨島展望的
e御代閏姫神社
o万葉公園
e高津楠本神社
e高角橋

鰯岸e

THE益田の歴史･自然

《中世がコース
走行距離的15km

周遊時間.約2時間

0益田歴史民俗資料館
e再編寺
e天右隣神社
e医光寺
e暁音寺
e七尾山と七尾城跡
o住吉神社
〇秒諌寺
e雪舟の郷締念鎮　↑ィヵ

THE益田の歴史･自然

《自然〉コース
走行距離約100km

周遊時間約5時間

o高津川
〇匹見川
e墓匹見恨
o匹見峻温泉
e表匹見蝶
e美都温泉あったか市

日本通底lご認定されて

ワタクシも忙しく

なりまし東のよ[艶子〕

省イカ9-ゲ).〟-鱗●ゆす1ヮサヒ母非ウ●トマト● -ン●柿

いかがでしたでしょうか｡

この他にも沢JJの"浪没"か

益田Iごはありますのよ｡

･あとはご自分で見つけて

くださいまし｡

苦の尉よ､SNS等に没稿して

益田のPRに一役買って

いただければ艶子奄

嬉しゅうございますわ｡
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