
　5月18日、ひまわりの種を約2,000粒植えました 。
　本来であれば、幼稚園児や笠戸島住民の皆さまと実施
予定でしたが、新型コロナウイルス感染症拡大防止のた
め、関係者18人で取り組みました。
　種まきのあと、夕日岬、ひらめきパーク笠戸島入口の
草刈や、周辺のゴミ拾いも実施しました。
　見頃を迎えた7月下旬から8月にはキッチンカーも出
店し、多くの人で賑わいました。

　笠戸島の園地を「潮風ガーデン」と命名し、観光スポットと位置づけ、笠戸島に来られたお客様に、春は「河津桜と菜の
花」のコラボレーション、夏は「ひまわり」を植え楽しんでいただき、写真撮影スポットとしてSNSで発信力を高めたい
と考えています。地域住民や子どもたちと作業をすることで、地元への愛着を育て「花によるまちづくり」を進めます。

ひまわりの種を約 2,000 粒 !

　10月12日、菜の花の種を関係者10人で植えました。
　また、夕日の撮影スポットである潮風ガーデン周辺や
「夕日岬」の草刈りも同時に実施しました。3月頃に見頃
を迎える予定で、河津桜とのコラボレーションが楽しみ
です。

3月河津桜とのコラボ
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アウトドア用品レンタル
紹介動画（Youtube）
アウトドア用品レンタル
紹介動画（Youtube）
アウトドア用品レンタル
紹介動画（Youtube）

旅行者やビジネスパーソンの利便性の向上

　下松商工会議所・下松市観光協会では、観光協会案内所（下松駅南口）に
おいて、令和3年7月22日よりレンタサイクルをスタートし、９月にはアウ
トドア用品のレンタル事業も始めました。
　ハイブリットバイクや電動アシスト自転車、クロスバイク、キャンプな
どで手軽に利用できるアウトドア用品などをレンタルしています。
　レンタルを活用し、旅行者やビジネスパーソンの利便性の向上や、アウ
トドアスポーツツーリズム推進のため、アクティビティの充実に繋げ、お
客様の満足度向上を目指します。下松商工会議所会員・下松市観光協会会
員は200円引きとなりますので、ぜひご利用下さい。
※要予約（30日前より予約可能）

大型テント（3.6ｍ×5.3ｍ）

パーティーシェード（サイドウォール付）

キャンプテント（2～3人用）

タープ
（※1）コンロ（1口）

（※1）コンロ（2口）

（※1）焚火台

囲炉裏ファイアーテーブル

折りたたみテーブル（横76×縦183×高さ75）

片面テーブル（横61×縦123×高さ60）

折りたたみチェア
（※2）釣り竿（サビキ釣り用）

（※2）釣り竿（投げ釣り用）

（※2）釣り竿（アジング・エギング用）

（※2）釣り竿（子供用）

トレッキングポール（1本）

（※1）カセットボンベや薪などの消耗品、フライパンや包丁などの調理道具、食材等は
各自でご準備ください。

（※2）釣り竿は、ライフジャケット付。仕掛け道具やエサ等は各自でご準備ください。
※表示価格はすべて税込みです。数に限りがありますので事前にご予約ください。

3,000円

2,000円

1,500円

1,000円

800円

1,000円

1,000円

1,000円

800円

800円

400円

400円

400円

600円

400円

300円

4,500円

3,000円

2,200円

1,500円

1,200円

1,500円

1,500円

1,500円

1,200円

1,200円

600円

600円

600円

900円

600円

500円

1,500円

1,000円

700円

500円

400円

500円

500円

500円

400円

400円

200円

200円

200円

300円

200円

200円

レンタル用品 1日 1泊 1泊延長ごと

住　所▶山口県下松市大字西豊井 1247
T E L ▶0833-45-6911    F A X ▶0833-41-9300
休　日▶月・木（祝日の場合は振替）    開所時間▶9:00～16:30
E-mai l▶kankou@kudamatsu-cci.or.jp

下松市観光協会案内所

7/22

紹介ページ

レンタル品料金表

ソロキャンプソロキャンプソロキャンプ 女子キャンプ女子キャンプ女子キャンプ レンタルサイクルレンタルサイクルレンタルサイクル
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会員募集
歴史が好きな方、人と接したりお話したりすることが
好きな方、まちづくりに興味のある方、下松が大好きな
方は、ぜひお問い合わせください。

下松市観光
ボランティアガイドの会

【古地図を片手にまちをあるこう！花岡】
　3月7日、10月10日、11月14日、12月12日に開催。参加者の皆さまは和気あいあいとした
雰囲気の中、熱心に説明を聞き入ってくださり、花岡歴史探訪ウォークをお楽しみいた
だきました。

【玉鶴老人大学講座】
　8月11日に「鷲頭氏・毛利氏と妙見さま」と題し、喜多会長が講演しました。

【下松地方史研究会】
　11月21日に下松地方史研究会にて「奉納物から見た江戸中後期の花岡町」のテーマで
喜多会長が発表しました。
12月19日には、現地説明会 「石造物で巡る江戸時代の花岡町と八幡宮」を実施しました。

【歴史探訪ガイド】
・ 5月 9日 「花岡史跡巡り」　一般申込　参加者3人
・11月29日 「切山八幡宮と下松の旧山陽道」　シニアクラブ下松　参加者20人
・12月11日 「てくてくウォーク2021（怒龍の松～下工SLべんけい号）」協力
　下松中学校・下松工業高校・下松高校コミュニティスクール主催　参加者75人

【観光ボランティアガイド動画】
　花岡編、米川編を現在作成中

住　所▶下松市西豊井 1247 下松駅南口
T E L ▶0833-45-6911    F A X ▶0833-41-9300
休　日▶月・木（祝日の場合は振替）    開所時間▶9:00～16:30
E-mai l▶kankou@kudamatsu-cci.or.jp

下松市観光協会事務局

最優秀賞

優秀賞 テーマ賞 ( 歴史 ) テーマ賞 ( ものづくり )テーマ賞 ( にぎわい )

　「住みよさランキング2021」全国第10位のまち下松市。
　景観はもちろん、住む人の賑わいの様子など多彩な下松市の魅力を写した写真を
大募集しました。
　170点の作品が寄せられ、厳正な審査の結果、受賞作品が決定しました。また受賞作
品は、令和4年1月に「ポストカード」として商品化し、下松市観光協会分と合わせて、
12枚セットで販売予定です。
　また「下松の魅力」のさらなる情報発信のため、12月1日～12日の期間、下松タウン
センター星の広場にて受賞作品展も開催しました。

魅つけて !9/1～10/15
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　下松市栽培漁業センターに愛着を持ってもらうため、愛称を募集したところ、
349通の応募がありました。
　2月20日に愛称お披露目式を開き、応募の中から、花岡小６年の中尾璃生さんの
作品が選ばれ「ひらめきパーク笠戸島」（「き」は☆の中）に決定しました。
　星ふるまちや笠戸ひらめ、魚と触れあえるタッチングプールをイメージして命
名したとのことです。
　今後、この愛称が定着するよう広くPRしていきたいと思います。

349 通の応募の中から愛称決定！

　令和2年4月に、国内最大級のタッチングプールなど、観光
施設を有しリニューアルオープンした、「ひらめきパーク笠
戸島（下松市栽培漁業センター）」ですが、5月3日、来館者3万
人を達成することができました。来館者3万人目になった、周
南市からお越しの藤本様ご家族には、笠戸ひらめやくだまる
グッズなどが贈られました。

　引き締まった身が特徴で、コ
リコリとした食感が楽しめる下
松自慢の高級食材「笠戸ひらめ」
の普及や認知度向上のため、下
松市でお刺身や煮付など、美味
しい笠戸ひらめが食べられるお
店や特産品、地方発送可能な販
売店などを紹介するチラシを作
成しました。

盛況御礼！コロナ禍にもかかわらず約１年で到達

　12月5日、下松市栽培漁業センターにおいて、
「第15回まるごと笠戸島」を開催しました。
　フグ汁＆新米のふるまい、クルマエビのつかみ
取り、ビンゴ大会、飲食ブースと大盛況でした。

2/20

5/3

地方発送可能な販売店などを紹介4/3

住　所▶〒744-0001 山口県下松市大字笠戸島 456 番地 8
T E L ▶TEL0833-52-1222
休　日▶火、水祝日の場合は振替    開館時間▶9:30～16:30

会員募集
歴史が好きな方、人と接したりお話したりすることが
好きな方、まちづくりに興味のある方、下松が大好きな
方は、ぜひお問い合わせください。

下松市観光
ボランティアガイドの会

【古地図を片手にまちをあるこう！花岡】
　3月7日、10月10日、11月14日、12月12日に開催。参加者の皆さまは和気あいあいとした
雰囲気の中、熱心に説明を聞き入ってくださり、花岡歴史探訪ウォークをお楽しみいた
だきました。

【玉鶴老人大学講座】
　8月11日に「鷲頭氏・毛利氏と妙見さま」と題し、喜多会長が講演しました。

【下松地方史研究会】
　11月21日に下松地方史研究会にて「奉納物から見た江戸中後期の花岡町」のテーマで
喜多会長が発表しました。
12月19日には、現地説明会 「石造物で巡る江戸時代の花岡町と八幡宮」を実施しました。

【歴史探訪ガイド】
・ 5月 9日 「花岡史跡巡り」　一般申込　参加者3人
・11月29日 「切山八幡宮と下松の旧山陽道」　シニアクラブ下松　参加者20人
・12月11日 「てくてくウォーク2021（怒龍の松～下工SLべんけい号）」協力
　下松中学校・下松工業高校・下松高校コミュニティスクール主催　参加者75人

【観光ボランティアガイド動画】
　花岡編、米川編を現在作成中

住　所▶下松市西豊井 1247 下松駅南口
T E L ▶0833-45-6911    F A X ▶0833-41-9300
休　日▶月・木（祝日の場合は振替）    開所時間▶9:00～16:30
E-mai l▶kankou@kudamatsu-cci.or.jp

下松市観光協会事務局

最優秀賞

優秀賞 テーマ賞 ( 歴史 ) テーマ賞 ( ものづくり )テーマ賞 ( にぎわい )

　「住みよさランキング2021」全国第10位のまち下松市。
　景観はもちろん、住む人の賑わいの様子など多彩な下松市の魅力を写した写真を
大募集しました。
　170点の作品が寄せられ、厳正な審査の結果、受賞作品が決定しました。また受賞作
品は、令和4年1月に「ポストカード」として商品化し、下松市観光協会分と合わせて、
12枚セットで販売予定です。
　また「下松の魅力」のさらなる情報発信のため、12月1日～12日の期間、下松タウン
センター星の広場にて受賞作品展も開催しました。

魅つけて !9/1～10/15
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1缶+米（2合）1パック　¥1,728 （税込）
2缶+米（2合）2パック　¥3,240 （税込）

米川米とのギフトセット

笠戸ひらめのパエリアの素国民宿舎大城・笠戸島家族旅行村・駒屋（下松駅南口）・山一（星プラザ内）
井上商店直営味街道（ゆめタウン下松１F）・下松 SA上り線売店・美東 SA下り線売店
周南市立徳山駅前図書館 蔦屋書店・さくら・マックスバリュ末武店・マックスバリュ山田店
下松商工会議所・ひらめきパーク笠戸島
※ギフトセットの取り扱いが無い店舗もございます。ご了承ください。

お取扱店一覧

よね　 がわ まい

下松商工会議所と下松市観光協会では、地元笠戸島の「笠戸ひらめ」をメイン食
材に、素材から容器までオール下松産の『笠戸ひらめパエリアの素』を開発しました。
　この商品は、１缶で２合分の調理ができ、炊飯器はもちろんフライパンでもお米と
一緒に炊くだけで手軽にパエリアを味わえる一品となっており、お好みであさりや
エビ、ミニトマト、アスパラなどを入れるとより美味しくいただけます。
　また、米川米（よねがわまい）とのギフトセットも販売しています。

『笠戸ひらめパエリアの素』
販売開始

1 缶  ¥1,080（税込）

コロナ禍で2年連続大会中止を余儀なくされてきた当大会ですが、笠戸島住民の
皆さまや実行委員会で協議を重ね、今大会は参加定員を先着400人（ショート100人、
ロング300人）とし、参加条件に「ワクチン2回接種済の方」または「抗原検査で陰性結
果が提示できる方」のいずれかを満たすことを設定した上で、2月13日に開催します。
　これは、参加者の皆さま及び地元住民の皆さまの安心を最優先に判断したもの
です。
　現在も新型コロナウイルス感染症の影響は続いておりますが、開催に向け引き
続き努力して参りますので、ご理解の程よろしくお願い申し上げます。

　雑誌Tarzan、るるぶ山口2022最新版、Webマガジン『コロカル』で下松のPRをして
いただきました。

全国に向けて発信

食材、素材、容器まで全て下松産

Tarzan 掲載記事Tarzan 掲載記事Tarzan 掲載記事 るるぶ山口掲載記事るるぶ山口掲載記事るるぶ山口掲載記事 コロカル掲載記事コロカル掲載記事コロカル掲載記事
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２年越しの開催へ2022/2/13
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