














ここでしか食べられない！
ミルクたこ焼きと大人気
期間限定いちごソフト

出張講習 羊毛フェルト こどもたちの笑顔 ものづくり

「生活に必要なものを素材からつくりたい」という思い
のもと、地域の食材を生かし作ったこだわりの逸品

「生活に必要なものを素材からつくりたい」という思い
のもと、地域の食材を生かし作ったこだわりの逸品

安来にある道の駅あらエッサは、観光客だけでなく
地元の人にもおすすめのお得な魅力が満載のスポッ
トです。ここでしか食べられないスイーツや、加工
品が手に入るほか、直売所では地元農家さんが作っ
た新鮮野菜、海産物販売所では鮮魚が豊富に並びま
す。一年を通して様々なイベントが開催されており、
限定の加工品販売や料理のふるまいなどがあったり
と家族でお得に楽しめる道の駅なのです。と家族でお得に楽しめる道の駅なのです。

名物どじょう料理

地元産
牛乳使用！

どじょうすくいイベントに
行ってきました！

詳細はWebでCheck！

EVENT INFO

参加費無料。
どなたでも参加できます。

島根県産の新米を
ご飯のお供と一緒に味わおう！

ハロウィンかぼちゃを作ろう
10/1(日)・８(日) 10/21(土)・22(日) 

新米とまいもん祭り
13：00～15：00時間 10：00～15：00時間

8 9

石窯ピザ体験
５名以上でどうぞ♪

「マシーン利用後、肩が軽くなった！」

南部町観光協会では、町内の魅力をより堪能できる
よう、レンタサイクルを行っています。おすすめは
Ａコース。中でもおすすめスポットは赤猪岩神社。
神話の主人公・大国主命が落命し、母の愛と二人の
女神の力で生き返ったとされる再生の神社です。こ
の逸話から、古くから復活・再生の地として崇めら
れ、現在でも、「次なる発展への出立の地」として、
多くの方が参拝に訪れています。

0859-64-3404
鳥取県西伯郡南部町鶴田 425-13
http://gnomeito.com/

☎

http://www.town.nanbu.
tottori.jp/kyokai/

☎

赤猪岩神社

まちのえき
南部町観光協会

西伯病院

セブンイレブン

ローソン

スタート ゴール Aコース
走行距離 約10㎞

客神社

南部町役場（法勝寺庁舎）

清水井

180

1

至米子市

至安来市

レンタサイクルMAP

とても親身に、的確な指導をしてくれる
トレーナーがいるのも魅力ですね！

インナーマッスルに効いていることを実感。

第1・3 月曜 19:30 ～20:30
700円 ／1回（ 要入会）

自分をコントロールするには呼吸を整えるのが大事。

リセットピラティス 美Yoga

南部町観光協会

特定非営利活動法人ノーム 
ノームの糸車

わお！map
もらえるよ！

かまやんの再発見
境港在住・デザイナー

ダテトシコの再発見
南部町在住・デザイナー

ダテ トシコの再発見
南部町在住・デザイナー

ノームの糸車は、南部町にある工房で、羊毛フェ
ルトを針で刺し、製品の作成・販売を行う福祉事
業を営んでいます。時には工房を飛び出し、山
陰のあちらこちらで羊毛フェルト制作の出張講
習を行っています。こちらは、出雲市の児童クラ
ブでの出張講習のご様子。みんな夢中になって
チクチクしています。苦戦しながらも、時にはお
友達に相談しながら、個性豊かな素敵な作品が
できました。

工房内で
体験も出来る

赤猪岩古代米など
神社前売店では

特産品も販売しています。

おさきひろこの再発見
気高町在住・デザイナー

SCHOOL INFO

「道の駅」あらエッサ

島根県安来市中海町118-1
※各店舗詳細はWebで

0854-23-2510

http://michinoeki-araessa.jp/

☎

南部町総合福祉センターしあわせのトレーニ
ングルームは1日たった300円でご利用可能。
利用者に合わせたトレーニングメニューを
プロのトレーナーがサポートしてくれます。15
種類ものマシーンを備えた充実の設備。本格
的に鍛えたい方にも、少し健康になりたい方
にもおすすめ！

（ （ 第 2・4 月曜 19:30 ～20:30
700 円 ／1 回（ 要入会）（ （

「はじめはカチコチだった体が１時間で少し柔らか 
くなりました。」

「 瞑想やカウンセリングの時間もあり、精神的にも
スッキリしちゃいました！」

10 月 4日（水）

500 円
18 :30開場

森田 さやか＜うたうたい＞ゲスト
19 :00開演

入場料
会 場 カフェ・ド・穂のか

0859-66-5400
鳥取県西伯郡南部町法勝寺 331-1
http://www.suponetnanbu.jp/

☎

NPO法人南部町総合型
地域スポーツクラブ
スポnetなんぶ

時　間
開催日

ケーキセット付

EVENT INFO
秋の夜長にお茶しながら音楽に癒されませんか？

スタッフが体験♪

鳥取県西伯郡南部町   
法勝寺332-1

0859-30-4822

からだに気持ちイイ体験をしよう！
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