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向には賤機中小学校があり、平日に訪
れた際にはグラウンドではしゃぐ元気
な子供たちの声が聞こえてくる。

チーズ好きは必見！
専門店のチーズメンチカツ

シメに食べたのはブ
ルーベリーチーズ。
食後に食べるのには
少し重いように感じ
ていましたが、ベス
トマッチとも呼べる
ブルーベリーのお陰
で重いどころか、
もっと食べたいとい
う感情が湧いてくる
ほどでした。

店に入るとすぐに厨房があり、そこで注文を受け
付けています。オープンは10時ですが店内での飲
食は11時からになっているので注意しましょう。
元 「々うしづまチーズ工場」さんは前々からSNSで
も有名なお店で、平日休日問わず連日チーズ料理
を求めてお客さんで賑わいます。
店内は木を基調とした造りとなっていて、自然を
肌で感じながら食事を楽しむ事ができます。「フ
レッシュチーズをもっと身近に」というスローガ
ンを掲げているため、生乳の低温殺菌から形成ま
でを一つ一つ丁寧にすべて手作業で行っており
オリジナルにこだわっているのがポイント。取り
扱っているチーズは「モッツァレラ」、「ブッラー
タ」、「カチョカッバァッロ」、「リコッタ」の4種類。

ブルーベリー
チーズ
税込み 480 円

チーズメンチ
カツ
税込み 480 円

とても狭い道を通った先にあるのが「森のつぐみ」。
建物はログハウスのような感じで、見た目も中身も
可愛らしかったです。ただ技術はとても素晴らしい
物でした。１つ１つの作業を手作業で行っており、
中でも端材を再利用して作る「木の時計」は魅力的
でした。木目の1つ1つが違った表情を見せてくれ
る木の時計は、きっとあなたの部屋の魅力を引き立
ててくれることでしょう。尚、樹種もいくつか用意
があり、檜、くるみ、楓など、種類も様々で選ぶ楽し
みがあります。水に強いガラスコーティングを施し
たキッチングッズも充実しています。

税込　1300 円

バリ
エー

ション
豊富で持ちやすさも申し分なし！

旅の途中で出会った
個性豊かな家具たち。

人差し指をかけるふ
くらみがある
ので持ちやすさも○

森のつぐみ

TEL : 054-207-2013
〒 421-2221  静岡県静岡市葵区中沢５０－２

自然の温もり宿る

職人技を織り交ぜた家具の数々

全ての商品がハンドメイド
でできている。
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井川最深部へ向かう

静岡市

廃線小路

TTS Coupe で行く

Audi 

TATATA 2020 12No.004
Dec

西・中・東のドライブコース満載
ガイドブックでは載っていない情報も多数

‘
県内ドライブ一人旅

drive guide

Spec:
Audi TTS Coupe（2019 年モデル）

総排気量 :1,984cc
サイズ（全長 / 全幅 / 全高 mm）4,200/1830/1370

286 馬力 /380Nm0～100km/h　4.7 秒 ホイールサイズ :255/30

2.0L 直列 4 気筒 DOHC ターボチャージャー
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向には賤機中小学校があり、平日に訪
れた際にはグラウンドではしゃぐ元気
な子供たちの声が聞こえてくる。

チーズ好きは必見！
専門店のチーズメンチカツ

シメに食べたのはブ
ルーベリーチーズ。
食後に食べるのには
少し重いように感じ
ていましたが、ベス
トマッチとも呼べる
ブルーベリーのお陰
で重いどころか、
もっと食べたいとい
う感情が湧いてくる
ほどでした。

店に入るとすぐに厨房があり、そこで注文を受け
付けています。オープンは10時ですが店内での飲
食は11時からになっているので注意しましょう。
元 「々うしづまチーズ工場」さんは前々からSNSで
も有名なお店で、平日休日問わず連日チーズ料理
を求めてお客さんで賑わいます。
店内は木を基調とした造りとなっていて、自然を
肌で感じながら食事を楽しむ事ができます。「フ
レッシュチーズをもっと身近に」というスローガ
ンを掲げているため、生乳の低温殺菌から形成ま
でを一つ一つ丁寧にすべて手作業で行っており
オリジナルにこだわっているのがポイント。取り
扱っているチーズは「モッツァレラ」、「ブッラー
タ」、「カチョカッバァッロ」、「リコッタ」の4種類。

ブルーベリー
チーズ
税込み 480 円

チーズメンチ
カツ
税込み 480 円

とても狭い道を通った先にあるのが「森のつぐみ」。
建物はログハウスのような感じで、見た目も中身も
可愛らしかったです。ただ技術はとても素晴らしい
物でした。１つ１つの作業を手作業で行っており、
中でも端材を再利用して作る「木の時計」は魅力的
でした。木目の1つ1つが違った表情を見せてくれ
る木の時計は、きっとあなたの部屋の魅力を引き立
ててくれることでしょう。尚、樹種もいくつか用意
があり、檜、くるみ、楓など、種類も様々で選ぶ楽し
みがあります。水に強いガラスコーティングを施し
たキッチングッズも充実しています。

税込　1300 円

バリ
エー

ション
豊富で持ちやすさも申し分なし！

旅の途中で出会った
個性豊かな家具たち。

人差し指をかけるふ
くらみがある
ので持ちやすさも○

森のつぐみ

TEL : 054-207-2013
〒 421-2221  静岡県静岡市葵区中沢５０－２
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0908
井川最深部へ向かう

静岡市

廃線小路

0908

不気味なくらいが丁度いい

鈴の音響く秘境トンネル

私自身、霊感などは全く持ち合わせて
おらず、幽霊や怪奇現象も一切信じな
いタイプの人間です。ですが興味本位
で少し不気味なトンネルを撮影してい
ると、上の方から「チリンチリーン」と
鈴の音が聞こえてきました。その瞬間
に背筋に走る電流のようなものを感じ
た私は数秒間硬直してしまいました。
そしてそれに続き息を身体中に吹きか
けられたような風の感覚が。ですが不
思議なことにこの場所では、恐怖心ど
ころか好奇心が私の体の中に広がって
いました。

コンビニすら無い山の中
優しさ感じる、旅人癒す休憩所

トンネルに通じる道沿いにある休憩所でトイレ
休憩をしました。建物の中には飲食店があるの
で、まだこの先へ進むという方はここで食事し
ておくと良いでしょう。
私が丁度訪れた日は休業日だったのですが、ト
イレはとてもきれいに清掃されていて店側の客
に対しての心遣いに感動しました。トイレ休憩
はここで済ませておくことをお勧めします。

駐車場は5台程であれば優に停められる広さ。

偶
然
と
は
旅
に
お
い
て
必
要
不
可
欠
な
存
在

ダムの上を走行して湖を渡る事ができる

大自然の中にそびえ立つ
ダムの迫力に圧倒される。

小さな村を抜けさらに進んだその先に井川ダ
ムはありました。山の合間から見える井川ダ
ムはまさに難航不落の城のように堂々として
いました。ダムを渡り切ったその先を右に曲
がると中部電力が立っています。廃線小道に
行く予定の方は中部電力の奥にある駐車場に
停めて行きましょう。中々他のガイドブック
を見てもアクセス方法がしっかりと記載され
ていない事が多いので注意が必要です。私自
身も何回か迷ってようやく辿り着きました。

廃線小路
〒428-0504　住所：静岡県静岡市葵区井川
アクセス：車の場合は井川ダムを超えた後、突き当
たりを右折して、発電所内奥にある駐車場が便利。

廃線小道へと続く道

雨の日など足元が悪い日
は注意が必要

非日常的な時間

夢の線路上ウォーキング

現代では安全面を配慮し、規制が厳
しくなったため、線路上を歩くこと
は出来ません。
しかし廃線小道はその名の通り廃線
になった線路をウォーキングコース
として整備してあるので、トンネル
を抜けたり、廃駅に立ち寄ったりと
日常では味わえない体験をする事が
できます。

ハイキングコースは全長5kmで所要時間は1時間50分程度

井川水力発電所
〒428-0504　住所：静岡県静岡市葵区井川字西山沢
1956-1　井川展示館も施設内にあります

注意：道幅がとても狭いため、トラックなどのすれ
違いに気をつけましょう。山道のため石なども多く
落ちていて、対向車の飛び石もかなり飛んできます。
トイレ休憩は早いうちに済ませておきましょう。
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幸せとは旅をすることで、
目的地ではない。

Gene Krell
ジーン・クレール

TTS Coupe で行く
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西・中・東のドライブコース満載
ガイドブックでは載っていない情報も多数

‘
県内ドライブ一人旅

drive guide

Spec:
Audi TTS Coupe（2019 年モデル）

総排気量 :1,984cc
サイズ（全長 / 全幅 / 全高 mm）4,200/1830/1370

286 馬力 /380Nm0～100km/h　4.7 秒 ホイールサイズ :255/30

2.0L 直列 4 気筒 DOHC ターボチャージャー
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廃線小路

0908

不気味なくらいが丁度いい

鈴の音響く秘境トンネル

私自身、霊感などは全く持ち合わせて
おらず、幽霊や怪奇現象も一切信じな
いタイプの人間です。ですが興味本位
で少し不気味なトンネルを撮影してい
ると、上の方から「チリンチリーン」と
鈴の音が聞こえてきました。その瞬間
に背筋に走る電流のようなものを感じ
た私は数秒間硬直してしまいました。
そしてそれに続き息を身体中に吹きか
けられたような風の感覚が。ですが不
思議なことにこの場所では、恐怖心ど
ころか好奇心が私の体の中に広がって
いました。

コンビニすら無い山の中
優しさ感じる、旅人癒す休憩所

トンネルに通じる道沿いにある休憩所でトイレ
休憩をしました。建物の中には飲食店があるの
で、まだこの先へ進むという方はここで食事し
ておくと良いでしょう。
私が丁度訪れた日は休業日だったのですが、ト
イレはとてもきれいに清掃されていて店側の客
に対しての心遣いに感動しました。トイレ休憩
はここで済ませておくことをお勧めします。

駐車場は5台程であれば優に停められる広さ。
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ダムの上を走行して湖を渡る事ができる

大自然の中にそびえ立つ
ダムの迫力に圧倒される。

小さな村を抜けさらに進んだその先に井川ダ
ムはありました。山の合間から見える井川ダ
ムはまさに難航不落の城のように堂々として
いました。ダムを渡り切ったその先を右に曲
がると中部電力が立っています。廃線小道に
行く予定の方は中部電力の奥にある駐車場に
停めて行きましょう。中々他のガイドブック
を見てもアクセス方法がしっかりと記載され
ていない事が多いので注意が必要です。私自
身も何回か迷ってようやく辿り着きました。

廃線小路
〒428-0504　住所：静岡県静岡市葵区井川
アクセス：車の場合は井川ダムを超えた後、突き当
たりを右折して、発電所内奥にある駐車場が便利。

廃線小道へと続く道

雨の日など足元が悪い日
は注意が必要

非日常的な時間

夢の線路上ウォーキング

現代では安全面を配慮し、規制が厳
しくなったため、線路上を歩くこと
は出来ません。
しかし廃線小道はその名の通り廃線
になった線路をウォーキングコース
として整備してあるので、トンネル
を抜けたり、廃駅に立ち寄ったりと
日常では味わえない体験をする事が
できます。

ハイキングコースは全長5kmで所要時間は1時間50分程度

井川水力発電所
〒428-0504　住所：静岡県静岡市葵区井川字西山沢
1956-1　井川展示館も施設内にあります

注意：道幅がとても狭いため、トラックなどのすれ
違いに気をつけましょう。山道のため石なども多く
落ちていて、対向車の飛び石もかなり飛んできます。
トイレ休憩は早いうちに済ませておきましょう。
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観音菩薩の霊場ともされる
1,159 段の階段を登った先の景色

静岡市

久能山東照宮
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西・中・東のドライブコース満載
ガイドブックでは載っていない情報も多数

‘
県内ドライブ一人旅

drive guide

Spec:
Audi TTS Coupe（2019 年モデル）

総排気量 :1,984cc
サイズ（全長 / 全幅 / 全高 mm）4,200/1830/1370

286 馬力 /380Nm0～100km/h　4.7 秒 ホイールサイズ :255/30

2.0L 直列 4 気筒 DOHC ターボチャージャー



0908

不気味なくらいが丁度いい

鈴の音響く秘境トンネル

私自身、霊感などは全く持ち合わせて
おらず、幽霊や怪奇現象も一切信じな
いタイプの人間です。ですが興味本位
で少し不気味なトンネルを撮影してい
ると、上の方から「チリンチリーン」と
鈴の音が聞こえてきました。その瞬間
に背筋に走る電流のようなものを感じ
た私は数秒間硬直してしまいました。
そしてそれに続き息を身体中に吹きか
けられたような風の感覚が。ですが不
思議なことにこの場所では、恐怖心ど
ころか好奇心が私の体の中に広がって
いました。

コンビニすら無い山の中
優しさ感じる、旅人癒す休憩所

トンネルに通じる道沿いにある休憩所でトイレ
休憩をしました。建物の中には飲食店があるの
で、まだこの先へ進むという方はここで食事し
ておくと良いでしょう。
私が丁度訪れた日は休業日だったのですが、ト
イレはとてもきれいに清掃されていて店側の客
に対しての心遣いに感動しました。トイレ休憩
はここで済ませておくことをお勧めします。

駐車場は5台程であれば優に停められる広さ。
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に
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不
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な
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ダムの上を走行して湖を渡る事ができる

大自然の中にそびえ立つ
ダムの迫力に圧倒される。

小さな村を抜けさらに進んだその先に井川ダ
ムはありました。山の合間から見える井川ダ
ムはまさに難航不落の城のように堂々として
いました。ダムを渡り切ったその先を右に曲
がると中部電力が立っています。廃線小道に
行く予定の方は中部電力の奥にある駐車場に
停めて行きましょう。中々他のガイドブック
を見てもアクセス方法がしっかりと記載され
ていない事が多いので注意が必要です。私自
身も何回か迷ってようやく辿り着きました。

廃線小路
〒428-0504　住所：静岡県静岡市葵区井川
アクセス：車の場合は井川ダムを超えた後、突き当
たりを右折して、発電所内奥にある駐車場が便利。

廃線小道へと続く道

雨の日など足元が悪い日
は注意が必要

非日常的な時間

夢の線路上ウォーキング

現代では安全面を配慮し、規制が厳
しくなったため、線路上を歩くこと
は出来ません。
しかし廃線小道はその名の通り廃線
になった線路をウォーキングコース
として整備してあるので、トンネル
を抜けたり、廃駅に立ち寄ったりと
日常では味わえない体験をする事が
できます。

ハイキングコースは全長5kmで所要時間は1時間50分程度

井川水力発電所
〒428-0504　住所：静岡県静岡市葵区井川字西山沢
1956-1　井川展示館も施設内にあります

注意：道幅がとても狭いため、トラックなどのすれ
違いに気をつけましょう。山道のため石なども多く
落ちていて、対向車の飛び石もかなり飛んできます。
トイレ休憩は早いうちに済ませておきましょう。
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観音菩薩の霊場ともされる
1,159 段の階段を登った先の景色
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久能山東照宮
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中部エリア P5～17

西部エリア P18～29

P6・チーズ専門店「うしずまチーズ工場」

P20・四季折々の顔「小國神社」

P24・暖かみのある町「ぬくもりの森」

P28・最強プリン「浜松プリン　Priful」

P29・中毒性の塊「石松餃子」

P8・ロマンの宝庫「廃線小路」

P12・徳川ゆかりの地「久能山東照宮」

P16・カロリー悪魔「麺や厨」

P7・自然工房「森のつぐみ」

東部エリア P30～41

P32・癒しが盛り沢山「シャボテン公園」

P40・芸術スウィーツ「Toshi Yoroizuka」

P36・芸術を身で感じる「MOA 美術館」

幸せとは旅をすることで、
目的地ではない。

Gene Krell
ジーン・クレール



1514

先人たちも通った土地
高さ 216m眼下は駿河湾

東照宮は徳川家康公のゆかりの土地というこ
ともあり、平日、休日問わず多くの観光客で賑
わいを見せています。
歴史的に重要な国宝などを多数保有している
東照宮。久能寺建立から1400年あまりの歴史
を有する今も、先人たちの努力により現在も
色褪せる事なく残っています。
上部の写真にある建造物は重要文化財の１つ
の楼門（ろうもん）といい、綺麗な朱塗が魅力
的です。
久能山の歴史は古くから伝わっており、「久能
寺縁起」によると推古天皇の御代である久能
忠仁が初めて山を開き一寺を建て、補蛇落山
久能寺と称した事が始まりだそうです。

東照宮への行き方として、表参道から
1159段の階段を上るコースと、もう１
つロープウェイで渡るコースと2種類が
あります。1つめに紹介した1159段の階
段を登るのはかなりハードなので、余程
体力に自信がある方以外はお勧めしま
せん。ロープウェイのチケットは参拝チ
ケットとセットとなっているものが販
売されているので、基本はそちらの購入
がメインになってきます。
ここで豆知識ですが、ロープウェイが無
かった時代の人々は、1159段の階段の
事を「いちいちご苦労さん」と呼んで
登っていたそうです。

レトロなコーラで SNS 映え

秋の気配を感じながら
今年で運行20周年

街並みと富士山を一望
今年で開館2周年

清水港から南アルプスまでをパノラマビュー出来
る事で有名な日本平夢テラス。入場料は無料です。
久能山へのロープウェイ乗り場の向かい側に位置
しています。但し雨の日の次の日など、足元が緩い
日には階段が濡れて滑りやすいので注意が必要。

全3階層で構成。
2階にはカフェも。

久能山東照宮 ☎054-334-2026

アクセス：日本平久能山スマートインターより20分
〒422-8011　住所：静岡県駿河区根古屋390　
営業時間：9時～17時　無料駐車場完備(200台)

日本平夢テラス ☎054-340-1172

アクセス：日本平久能山スマートインターより20分
〒424-0886　住所：静岡県静岡市清水区草薙字中壇
600　営業時間：24時間営業　入場料：無料

注意：スピードを出している車が多く道幅が狭いた
め、運転に不慣れな方は少し危険です。

1716

コッテリだけど後味スッキリ！
地元の食材を使った唯一無二のラーメン

静岡市

麺や厨 店構えは少し控えめな印象

店は洋風な雰囲気

チャーシューは薄切りだけど味は濃厚！

コンパクト&確かな味
高カロリーに注意！

地元の食材を惜しげなく使用したラーメンが有
名な「厨」。ここでは毎日白湯ラーメンを求めたお
客さんで行列ができています。
可愛らしい見た目の中にこだわりが感じられ、丸
鶏・鶏ガラ、モミジなどを14時間かけて煮込んだ
鶏白湯スープと秘伝の塩だれは、一度食べたら虜
になること間違いなし。但し少し家系寄りなので
カロリーは高め。くれぐれも食べ過ぎには注意し
ましょう。店の雰囲気はとても良く、店内は明る
くモダンな印象でした。店に入るとすぐに店員さ
んが丁寧かつ迅速な対応で、店の回転率がとても
早いように感じました。駐車場は完備しています
が、基本満車なので混む時間帯は避けるようにし
たいですね。ここ静岡でしか食べられない絶品
ラーメンを余す事なく堪能しましょう。

プリンも手作り 唐揚げは丸ごと出てくるので、カットサービスを使おう

麺や厨 ☎054-395-7200

アクセス：県総合運動場駅からすぐ
〒422-8011　住所：静岡県駿河区国吉田4丁目4-8　
営業時間：11時～22時　無料駐車場完備(3箇所)

注意：店構えが控えめなので、通り過ぎないよう
に気をつけましょう。駐車場は第三まで用意され
ていますが、基本第一、第二は満車なので、第三駐
車場へ駐車するようにしましょう。
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中部編

それはどこか懐かしく . . .
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向には賤機中小学校があり、平日に訪
れた際にはグラウンドではしゃぐ元気
な子供たちの声が聞こえてくる。

チーズ好きは必見！
専門店のチーズメンチカツ

シメに食べたのはブ
ルーベリーチーズ。
食後に食べるのには
少し重いように感じ
ていましたが、ベス
トマッチとも呼べる
ブルーベリーのお陰
で重いどころか、
もっと食べたいとい
う感情が湧いてくる
ほどでした。

店に入るとすぐに厨房があり、そこで注文を受け
付けています。オープンは10時ですが店内での飲
食は11時からになっているので注意しましょう。
元 「々うしづまチーズ工場」さんは前々からSNSで
も有名なお店で、平日休日問わず連日チーズ料理
を求めてお客さんで賑わいます。
店内は木を基調とした造りとなっていて、自然を
肌で感じながら食事を楽しむ事ができます。「フ
レッシュチーズをもっと身近に」というスローガ
ンを掲げているため、生乳の低温殺菌から形成ま
でを一つ一つ丁寧にすべて手作業で行っており
オリジナルにこだわっているのがポイント。取り
扱っているチーズは「モッツァレラ」、「ブッラー
タ」、「カチョカッバァッロ」、「リコッタ」の4種類。

ブルーベリー
チーズ
税込み 480 円

チーズメンチ
カツ
税込み 480 円

とても狭い道を通った先にあるのが「森のつぐみ」。
建物はログハウスのような感じで、見た目も中身も
可愛らしかったです。ただ技術はとても素晴らしい
物でした。１つ１つの作業を手作業で行っており、
中でも端材を再利用して作る「木の時計」は魅力的
でした。木目の1つ1つが違った表情を見せてくれ
る木の時計は、きっとあなたの部屋の魅力を引き立
ててくれることでしょう。尚、樹種もいくつか用意
があり、檜、くるみ、楓など、種類も様々で選ぶ楽し
みがあります。水に強いガラスコーティングを施し
たキッチングッズも充実しています。

税込　1300 円

バリ
エー

ション
豊富で持ちやすさも申し分なし！

旅の途中で出会った
個性豊かな家具たち。

人差し指をかけるふ
くらみがある
ので持ちやすさも○

森のつぐみ

TEL : 054-207-2013
〒 421-2221  静岡県静岡市葵区中沢５０－２

自然の温もり宿る

職人技を織り交ぜた家具の数々

全ての商品がハンドメイド
でできている。
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0908
井川最深部へ向かう

静岡市

廃線小路

1514

先人たちも通った土地
高さ 216m眼下は駿河湾

東照宮は徳川家康公のゆかりの土地というこ
ともあり、平日、休日問わず多くの観光客で賑
わいを見せています。
歴史的に重要な国宝などを多数保有している
東照宮。久能寺建立から1400年あまりの歴史
を有する今も、先人たちの努力により現在も
色褪せる事なく残っています。
上部の写真にある建造物は重要文化財の１つ
の楼門（ろうもん）といい、綺麗な朱塗が魅力
的です。
久能山の歴史は古くから伝わっており、「久能
寺縁起」によると推古天皇の御代である久能
忠仁が初めて山を開き一寺を建て、補蛇落山
久能寺と称した事が始まりだそうです。

東照宮への行き方として、表参道から
1159段の階段を上るコースと、もう１
つロープウェイで渡るコースと2種類が
あります。1つめに紹介した1159段の階
段を登るのはかなりハードなので、余程
体力に自信がある方以外はお勧めしま
せん。ロープウェイのチケットは参拝チ
ケットとセットとなっているものが販
売されているので、基本はそちらの購入
がメインになってきます。
ここで豆知識ですが、ロープウェイが無
かった時代の人々は、1159段の階段の
事を「いちいちご苦労さん」と呼んで
登っていたそうです。

レトロなコーラで SNS 映え

秋の気配を感じながら
今年で運行20周年

街並みと富士山を一望
今年で開館2周年

清水港から南アルプスまでをパノラマビュー出来
る事で有名な日本平夢テラス。入場料は無料です。
久能山へのロープウェイ乗り場の向かい側に位置
しています。但し雨の日の次の日など、足元が緩い
日には階段が濡れて滑りやすいので注意が必要。

全3階層で構成。
2階にはカフェも。

久能山東照宮 ☎054-334-2026

アクセス：日本平久能山スマートインターより20分
〒422-8011　住所：静岡県駿河区根古屋390　
営業時間：9時～17時　無料駐車場完備(200台)

日本平夢テラス ☎054-340-1172

アクセス：日本平久能山スマートインターより20分
〒424-0886　住所：静岡県静岡市清水区草薙字中壇
600　営業時間：24時間営業　入場料：無料

注意：スピードを出している車が多く道幅が狭いた
め、運転に不慣れな方は少し危険です。
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コッテリだけど後味スッキリ！
地元の食材を使った唯一無二のラーメン

静岡市

麺や厨 店構えは少し控えめな印象

店は洋風な雰囲気

チャーシューは薄切りだけど味は濃厚！

コンパクト&確かな味
高カロリーに注意！

地元の食材を惜しげなく使用したラーメンが有
名な「厨」。ここでは毎日白湯ラーメンを求めたお
客さんで行列ができています。
可愛らしい見た目の中にこだわりが感じられ、丸
鶏・鶏ガラ、モミジなどを14時間かけて煮込んだ
鶏白湯スープと秘伝の塩だれは、一度食べたら虜
になること間違いなし。但し少し家系寄りなので
カロリーは高め。くれぐれも食べ過ぎには注意し
ましょう。店の雰囲気はとても良く、店内は明る
くモダンな印象でした。店に入るとすぐに店員さ
んが丁寧かつ迅速な対応で、店の回転率がとても
早いように感じました。駐車場は完備しています
が、基本満車なので混む時間帯は避けるようにし
たいですね。ここ静岡でしか食べられない絶品
ラーメンを余す事なく堪能しましょう。

プリンも手作り 唐揚げは丸ごと出てくるので、カットサービスを使おう

麺や厨 ☎054-395-7200

アクセス：県総合運動場駅からすぐ
〒422-8011　住所：静岡県駿河区国吉田4丁目4-8　
営業時間：11時～22時　無料駐車場完備(3箇所)

注意：店構えが控えめなので、通り過ぎないよう
に気をつけましょう。駐車場は第三まで用意され
ていますが、基本第一、第二は満車なので、第三駐
車場へ駐車するようにしましょう。
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西部編

色褪せない魅力。

TTS Coupe で行く

Audi 

TATATA 2020 12No.004
Dec

西・中・東のドライブコース満載
ガイドブックでは載っていない情報も多数

‘
県内ドライブ一人旅

drive guide

Spec:
Audi TTS Coupe（2019 年モデル）

総排気量 :1,984cc
サイズ（全長 / 全幅 / 全高 mm）4,200/1830/1370

286 馬力 /380Nm0～100km/h　4.7 秒 ホイールサイズ :255/30

2.0L 直列 4 気筒 DOHC ターボチャージャー
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向には賤機中小学校があり、平日に訪
れた際にはグラウンドではしゃぐ元気
な子供たちの声が聞こえてくる。

チーズ好きは必見！
専門店のチーズメンチカツ

シメに食べたのはブ
ルーベリーチーズ。
食後に食べるのには
少し重いように感じ
ていましたが、ベス
トマッチとも呼べる
ブルーベリーのお陰
で重いどころか、
もっと食べたいとい
う感情が湧いてくる
ほどでした。

店に入るとすぐに厨房があり、そこで注文を受け
付けています。オープンは10時ですが店内での飲
食は11時からになっているので注意しましょう。
元 「々うしづまチーズ工場」さんは前々からSNSで
も有名なお店で、平日休日問わず連日チーズ料理
を求めてお客さんで賑わいます。
店内は木を基調とした造りとなっていて、自然を
肌で感じながら食事を楽しむ事ができます。「フ
レッシュチーズをもっと身近に」というスローガ
ンを掲げているため、生乳の低温殺菌から形成ま
でを一つ一つ丁寧にすべて手作業で行っており
オリジナルにこだわっているのがポイント。取り
扱っているチーズは「モッツァレラ」、「ブッラー
タ」、「カチョカッバァッロ」、「リコッタ」の4種類。

ブルーベリー
チーズ
税込み 480 円

チーズメンチ
カツ
税込み 480 円

とても狭い道を通った先にあるのが「森のつぐみ」。
建物はログハウスのような感じで、見た目も中身も
可愛らしかったです。ただ技術はとても素晴らしい
物でした。１つ１つの作業を手作業で行っており、
中でも端材を再利用して作る「木の時計」は魅力的
でした。木目の1つ1つが違った表情を見せてくれ
る木の時計は、きっとあなたの部屋の魅力を引き立
ててくれることでしょう。尚、樹種もいくつか用意
があり、檜、くるみ、楓など、種類も様々で選ぶ楽し
みがあります。水に強いガラスコーティングを施し
たキッチングッズも充実しています。

税込　1300 円

バリ
エー

ション
豊富で持ちやすさも申し分なし！

旅の途中で出会った
個性豊かな家具たち。

人差し指をかけるふ
くらみがある
ので持ちやすさも○

森のつぐみ

TEL : 054-207-2013
〒 421-2221  静岡県静岡市葵区中沢５０－２

自然の温もり宿る

職人技を織り交ぜた家具の数々

全ての商品がハンドメイド
でできている。
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井川最深部へ向かう

静岡市

廃線小路
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不気味なくらいが丁度いい

鈴の音響く秘境トンネル

私自身、霊感などは全く持ち合わせて
おらず、幽霊や怪奇現象も一切信じな
いタイプの人間です。ですが興味本位
で少し不気味なトンネルを撮影してい
ると、上の方から「チリンチリーン」と
鈴の音が聞こえてきました。その瞬間
に背筋に走る電流のようなものを感じ
た私は数秒間硬直してしまいました。
そしてそれに続き息を身体中に吹きか
けられたような風の感覚が。ですが不
思議なことにこの場所では、恐怖心ど
ころか好奇心が私の体の中に広がって
いました。

コンビニすら無い山の中
優しさ感じる、旅人癒す休憩所

トンネルに通じる道沿いにある休憩所でトイレ
休憩をしました。建物の中には飲食店があるの
で、まだこの先へ進むという方はここで食事し
ておくと良いでしょう。
私が丁度訪れた日は休業日だったのですが、ト
イレはとてもきれいに清掃されていて店側の客
に対しての心遣いに感動しました。トイレ休憩
はここで済ませておくことをお勧めします。

駐車場は5台程であれば優に停められる広さ。

偶
然
と
は
旅
に
お
い
て
必
要
不
可
欠
な
存
在

ダムの上を走行して湖を渡る事ができる

大自然の中にそびえ立つ
ダムの迫力に圧倒される。

小さな村を抜けさらに進んだその先に井川ダ
ムはありました。山の合間から見える井川ダ
ムはまさに難航不落の城のように堂々として
いました。ダムを渡り切ったその先を右に曲
がると中部電力が立っています。廃線小道に
行く予定の方は中部電力の奥にある駐車場に
停めて行きましょう。中々他のガイドブック
を見てもアクセス方法がしっかりと記載され
ていない事が多いので注意が必要です。私自
身も何回か迷ってようやく辿り着きました。

廃線小路
〒428-0504　住所：静岡県静岡市葵区井川
アクセス：車の場合は井川ダムを超えた後、突き当
たりを右折して、発電所内奥にある駐車場が便利。

廃線小道へと続く道

雨の日など足元が悪い日
は注意が必要

非日常的な時間

夢の線路上ウォーキング

現代では安全面を配慮し、規制が厳
しくなったため、線路上を歩くこと
は出来ません。
しかし廃線小道はその名の通り廃線
になった線路をウォーキングコース
として整備してあるので、トンネル
を抜けたり、廃駅に立ち寄ったりと
日常では味わえない体験をする事が
できます。

ハイキングコースは全長5kmで所要時間は1時間50分程度

井川水力発電所
〒428-0504　住所：静岡県静岡市葵区井川字西山沢
1956-1　井川展示館も施設内にあります

注意：道幅がとても狭いため、トラックなどのすれ
違いに気をつけましょう。山道のため石なども多く
落ちていて、対向車の飛び石もかなり飛んできます。
トイレ休憩は早いうちに済ませておきましょう。
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コッテリだけど後味スッキリ！
地元の食材を使った唯一無二のラーメン

静岡市

麺や厨 店構えは少し控えめな印象

店は洋風な雰囲気

チャーシューは薄切りだけど味は濃厚！

コンパクト&確かな味
高カロリーに注意！

地元の食材を惜しげなく使用したラーメンが有
名な「厨」。ここでは毎日白湯ラーメンを求めたお
客さんで行列ができています。
可愛らしい見た目の中にこだわりが感じられ、丸
鶏・鶏ガラ、モミジなどを14時間かけて煮込んだ
鶏白湯スープと秘伝の塩だれは、一度食べたら虜
になること間違いなし。但し少し家系寄りなので
カロリーは高め。くれぐれも食べ過ぎには注意し
ましょう。店の雰囲気はとても良く、店内は明る
くモダンな印象でした。店に入るとすぐに店員さ
んが丁寧かつ迅速な対応で、店の回転率がとても
早いように感じました。駐車場は完備しています
が、基本満車なので混む時間帯は避けるようにし
たいですね。ここ静岡でしか食べられない絶品
ラーメンを余す事なく堪能しましょう。

プリンも手作り 唐揚げは丸ごと出てくるので、カットサービスを使おう

麺や厨 ☎054-395-7200

アクセス：県総合運動場駅からすぐ
〒422-8011　住所：静岡県駿河区国吉田4丁目4-8　
営業時間：11時～22時　無料駐車場完備(3箇所)

注意：店構えが控えめなので、通り過ぎないよう
に気をつけましょう。駐車場は第三まで用意され
ていますが、基本第一、第二は満車なので、第三駐
車場へ駐車するようにしましょう。

1918

西部編

色褪せない魅力。

2524

ぬくもりの森
浜松市

中世ヨーロッパの田舎町が、浜松市
に存在する事をご存知だろうか。
ここは浜松の建築会社が絵本に描か
れているような世界を表現するべ
く、1983 年から創業者の佐々木さ
んが造り始めた場所。
世界各地で数多くの建築様式を学ん
できた佐々木さんの夢が沢山詰まっ
た、「ぬくもりの森」を余す事なく
堪能しよう。

幸せとは旅をすることで、
目的地ではない。

Gene Krell
ジーン・クレール

TTS Coupe で行く

Audi 
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西・中・東のドライブコース満載
ガイドブックでは載っていない情報も多数

‘
県内ドライブ一人旅

drive guide

Spec:
Audi TTS Coupe（2019 年モデル）

総排気量 :1,984cc
サイズ（全長 / 全幅 / 全高 mm）4,200/1830/1370

286 馬力 /380Nm0～100km/h　4.7 秒 ホイールサイズ :255/30

2.0L 直列 4 気筒 DOHC ターボチャージャー
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地
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向には賤機中小学校があり、平日に訪
れた際にはグラウンドではしゃぐ元気
な子供たちの声が聞こえてくる。

チーズ好きは必見！
専門店のチーズメンチカツ

シメに食べたのはブ
ルーベリーチーズ。
食後に食べるのには
少し重いように感じ
ていましたが、ベス
トマッチとも呼べる
ブルーベリーのお陰
で重いどころか、
もっと食べたいとい
う感情が湧いてくる
ほどでした。

店に入るとすぐに厨房があり、そこで注文を受け
付けています。オープンは10時ですが店内での飲
食は11時からになっているので注意しましょう。
元 「々うしづまチーズ工場」さんは前々からSNSで
も有名なお店で、平日休日問わず連日チーズ料理
を求めてお客さんで賑わいます。
店内は木を基調とした造りとなっていて、自然を
肌で感じながら食事を楽しむ事ができます。「フ
レッシュチーズをもっと身近に」というスローガ
ンを掲げているため、生乳の低温殺菌から形成ま
でを一つ一つ丁寧にすべて手作業で行っており
オリジナルにこだわっているのがポイント。取り
扱っているチーズは「モッツァレラ」、「ブッラー
タ」、「カチョカッバァッロ」、「リコッタ」の4種類。

ブルーベリー
チーズ
税込み 480 円

チーズメンチ
カツ
税込み 480 円

とても狭い道を通った先にあるのが「森のつぐみ」。
建物はログハウスのような感じで、見た目も中身も
可愛らしかったです。ただ技術はとても素晴らしい
物でした。１つ１つの作業を手作業で行っており、
中でも端材を再利用して作る「木の時計」は魅力的
でした。木目の1つ1つが違った表情を見せてくれ
る木の時計は、きっとあなたの部屋の魅力を引き立
ててくれることでしょう。尚、樹種もいくつか用意
があり、檜、くるみ、楓など、種類も様々で選ぶ楽し
みがあります。水に強いガラスコーティングを施し
たキッチングッズも充実しています。

税込　1300 円

バリ
エー

ション
豊富で持ちやすさも申し分なし！

旅の途中で出会った
個性豊かな家具たち。

人差し指をかけるふ
くらみがある
ので持ちやすさも○

森のつぐみ

TEL : 054-207-2013
〒 421-2221  静岡県静岡市葵区中沢５０－２

自然の温もり宿る

職人技を織り交ぜた家具の数々

全ての商品がハンドメイド
でできている。
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0908
井川最深部へ向かう

静岡市

廃線小路

0908

不気味なくらいが丁度いい

鈴の音響く秘境トンネル

私自身、霊感などは全く持ち合わせて
おらず、幽霊や怪奇現象も一切信じな
いタイプの人間です。ですが興味本位
で少し不気味なトンネルを撮影してい
ると、上の方から「チリンチリーン」と
鈴の音が聞こえてきました。その瞬間
に背筋に走る電流のようなものを感じ
た私は数秒間硬直してしまいました。
そしてそれに続き息を身体中に吹きか
けられたような風の感覚が。ですが不
思議なことにこの場所では、恐怖心ど
ころか好奇心が私の体の中に広がって
いました。

コンビニすら無い山の中
優しさ感じる、旅人癒す休憩所

トンネルに通じる道沿いにある休憩所でトイレ
休憩をしました。建物の中には飲食店があるの
で、まだこの先へ進むという方はここで食事し
ておくと良いでしょう。
私が丁度訪れた日は休業日だったのですが、ト
イレはとてもきれいに清掃されていて店側の客
に対しての心遣いに感動しました。トイレ休憩
はここで済ませておくことをお勧めします。

駐車場は5台程であれば優に停められる広さ。

偶
然
と
は
旅
に
お
い
て
必
要
不
可
欠
な
存
在

ダムの上を走行して湖を渡る事ができる

大自然の中にそびえ立つ
ダムの迫力に圧倒される。

小さな村を抜けさらに進んだその先に井川ダ
ムはありました。山の合間から見える井川ダ
ムはまさに難航不落の城のように堂々として
いました。ダムを渡り切ったその先を右に曲
がると中部電力が立っています。廃線小道に
行く予定の方は中部電力の奥にある駐車場に
停めて行きましょう。中々他のガイドブック
を見てもアクセス方法がしっかりと記載され
ていない事が多いので注意が必要です。私自
身も何回か迷ってようやく辿り着きました。

廃線小路
〒428-0504　住所：静岡県静岡市葵区井川
アクセス：車の場合は井川ダムを超えた後、突き当
たりを右折して、発電所内奥にある駐車場が便利。

廃線小道へと続く道

雨の日など足元が悪い日
は注意が必要

非日常的な時間

夢の線路上ウォーキング

現代では安全面を配慮し、規制が厳
しくなったため、線路上を歩くこと
は出来ません。
しかし廃線小道はその名の通り廃線
になった線路をウォーキングコース
として整備してあるので、トンネル
を抜けたり、廃駅に立ち寄ったりと
日常では味わえない体験をする事が
できます。

ハイキングコースは全長5kmで所要時間は1時間50分程度

井川水力発電所
〒428-0504　住所：静岡県静岡市葵区井川字西山沢
1956-1　井川展示館も施設内にあります

注意：道幅がとても狭いため、トラックなどのすれ
違いに気をつけましょう。山道のため石なども多く
落ちていて、対向車の飛び石もかなり飛んできます。
トイレ休憩は早いうちに済ませておきましょう。

1110 37

観音菩薩の霊場ともされる
1,159 段の階段を登った先の景色

静岡市

久能山東照宮

1312

1918

西部編

色褪せない魅力。

2524

ぬくもりの森
浜松市

中世ヨーロッパの田舎町が、浜松市
に存在する事をご存知だろうか。
ここは浜松の建築会社が絵本に描か
れているような世界を表現するべ
く、1983 年から創業者の佐々木さ
んが造り始めた場所。
世界各地で数多くの建築様式を学ん
できた佐々木さんの夢が沢山詰まっ
た、「ぬくもりの森」を余す事なく
堪能しよう。

2726
3 密も回避できて安心

まるでそこは童話の世界

旅の途中で迷い込む
中世ヨーロッパの住宅街

普通の住宅街の細い路地を進み辿り着くのが、建
築家　佐々木茂良が長い年月をかけ作り上げた、
「ぬくもりの森」。そこはまるで中世のヨーロッパ
のような世界観が広がっています。その独特の世
界観は、映画や動画などの撮影にも規約さえ守れ
ば使用ができます。開放的なテラスでコーヒー片
手に読書。まるで映画のワンシーンで出てきそう
な場所を提供してくれます。
さらに店舗の種類も様々で、雑貨からレストラン、
ジェラート屋さんまであり、1 日満喫するのには
十分な量です。いつも通りの日常に疲れて新しい
刺激を求めている方は一度足を運び、特別なひと
時を過ごしてみてはいかがでしょうか。

甘い匂いに 誘われて訪れたのはジェラート
専門店の「ジェラテリア　ピッコロ　ピッ
キオ」。ジェラート作り一筋 26 年の職人が
作るジェラートは絶品の一言。食べた瞬間
に味よりも香りが先に口の中に広がり、味
を引き立てるためのレッドカーペットを敷
いてくれます。その上を軽やかな足取りで
進んでいくジェラートは、例えるならばハ
リウッドスターのよう。ジェラートは舌に
触れると瞬時に溶けて、濃厚なコクが全体
を包み込んでしまいます。ジェラート好き
にはたまらない一品です。

1.レストラン・ドゥスール　
フレンチ創作料理のコース
と、厳選されたワインが人
気。料金は 2 , 8 0 0円～　ラン
チコースの時間帯は「お客さ
ん1人1人に心ゆくまで楽し
んで欲しい」というシェフの
配慮から２部制。
2.奥にはチーズ屋さんやアロ
マ屋さんなどが立ち並ぶ。店
外での飲食もできるため、
コーヒー片手にこの非日常感
を楽しんでみててはどうだろ
う。3 .ドゥスールのドアノブ
はなんとも不思議で人魚の形
をしている。

ぬくもりの森
住所：静岡県浜松市西区和地町 2949
営業時間：10 時～16 時 30 分　定休日：木曜日
（店舗により異なります）　入場料金：（中学生
以上）400 円、ぬくもりガレリア入場料は別途
300 円　駐車場 100 台

☎053-486-1723

浜松プリン  Priful

〒431-1103　住所：静岡県浜松市西区西湖東
町 5652-1

☎050-5303-6357

営業時間：10 時～17 時　定休日：無

アクセス：浜松西インター降りてすぐ

ここがオススメ！

独特な世界観で味わう非日常感

2
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▲レギュラーサイズは 530 円　

幸せとは旅をすることで、
目的地ではない。

Gene Krell
ジーン・クレール

TTS Coupe で行く

Audi 

TATATA 2020 12No.004
Dec

西・中・東のドライブコース満載
ガイドブックでは載っていない情報も多数

‘
県内ドライブ一人旅

drive guide

Spec:
Audi TTS Coupe（2019 年モデル）

総排気量 :1,984cc
サイズ（全長 / 全幅 / 全高 mm）4,200/1830/1370

286 馬力 /380Nm0～100km/h　4.7 秒 ホイールサイズ :255/30

2.0L 直列 4 気筒 DOHC ターボチャージャー



0908

不気味なくらいが丁度いい

鈴の音響く秘境トンネル

私自身、霊感などは全く持ち合わせて
おらず、幽霊や怪奇現象も一切信じな
いタイプの人間です。ですが興味本位
で少し不気味なトンネルを撮影してい
ると、上の方から「チリンチリーン」と
鈴の音が聞こえてきました。その瞬間
に背筋に走る電流のようなものを感じ
た私は数秒間硬直してしまいました。
そしてそれに続き息を身体中に吹きか
けられたような風の感覚が。ですが不
思議なことにこの場所では、恐怖心ど
ころか好奇心が私の体の中に広がって
いました。

コンビニすら無い山の中
優しさ感じる、旅人癒す休憩所

トンネルに通じる道沿いにある休憩所でトイレ
休憩をしました。建物の中には飲食店があるの
で、まだこの先へ進むという方はここで食事し
ておくと良いでしょう。
私が丁度訪れた日は休業日だったのですが、ト
イレはとてもきれいに清掃されていて店側の客
に対しての心遣いに感動しました。トイレ休憩
はここで済ませておくことをお勧めします。

駐車場は5台程であれば優に停められる広さ。
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ダムの上を走行して湖を渡る事ができる

大自然の中にそびえ立つ
ダムの迫力に圧倒される。

小さな村を抜けさらに進んだその先に井川ダ
ムはありました。山の合間から見える井川ダ
ムはまさに難航不落の城のように堂々として
いました。ダムを渡り切ったその先を右に曲
がると中部電力が立っています。廃線小道に
行く予定の方は中部電力の奥にある駐車場に
停めて行きましょう。中々他のガイドブック
を見てもアクセス方法がしっかりと記載され
ていない事が多いので注意が必要です。私自
身も何回か迷ってようやく辿り着きました。

廃線小路
〒428-0504　住所：静岡県静岡市葵区井川
アクセス：車の場合は井川ダムを超えた後、突き当
たりを右折して、発電所内奥にある駐車場が便利。

廃線小道へと続く道

雨の日など足元が悪い日
は注意が必要

非日常的な時間

夢の線路上ウォーキング

現代では安全面を配慮し、規制が厳
しくなったため、線路上を歩くこと
は出来ません。
しかし廃線小道はその名の通り廃線
になった線路をウォーキングコース
として整備してあるので、トンネル
を抜けたり、廃駅に立ち寄ったりと
日常では味わえない体験をする事が
できます。

ハイキングコースは全長5kmで所要時間は1時間50分程度

井川水力発電所
〒428-0504　住所：静岡県静岡市葵区井川字西山沢
1956-1　井川展示館も施設内にあります

注意：道幅がとても狭いため、トラックなどのすれ
違いに気をつけましょう。山道のため石なども多く
落ちていて、対向車の飛び石もかなり飛んできます。
トイレ休憩は早いうちに済ませておきましょう。
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観音菩薩の霊場ともされる
1,159 段の階段を登った先の景色

静岡市

久能山東照宮

1312

2524

ぬくもりの森
浜松市

中世ヨーロッパの田舎町が、浜松市
に存在する事をご存知だろうか。
ここは浜松の建築会社が絵本に描か
れているような世界を表現するべ
く、1983 年から創業者の佐々木さ
んが造り始めた場所。
世界各地で数多くの建築様式を学ん
できた佐々木さんの夢が沢山詰まっ
た、「ぬくもりの森」を余す事なく
堪能しよう。

2726
3 密も回避できて安心

まるでそこは童話の世界

旅の途中で迷い込む
中世ヨーロッパの住宅街

普通の住宅街の細い路地を進み辿り着くのが、建
築家　佐々木茂良が長い年月をかけ作り上げた、
「ぬくもりの森」。そこはまるで中世のヨーロッパ
のような世界観が広がっています。その独特の世
界観は、映画や動画などの撮影にも規約さえ守れ
ば使用ができます。開放的なテラスでコーヒー片
手に読書。まるで映画のワンシーンで出てきそう
な場所を提供してくれます。
さらに店舗の種類も様々で、雑貨からレストラン、
ジェラート屋さんまであり、1 日満喫するのには
十分な量です。いつも通りの日常に疲れて新しい
刺激を求めている方は一度足を運び、特別なひと
時を過ごしてみてはいかがでしょうか。

甘い匂いに 誘われて訪れたのはジェラート
専門店の「ジェラテリア　ピッコロ　ピッ
キオ」。ジェラート作り一筋 26 年の職人が
作るジェラートは絶品の一言。食べた瞬間
に味よりも香りが先に口の中に広がり、味
を引き立てるためのレッドカーペットを敷
いてくれます。その上を軽やかな足取りで
進んでいくジェラートは、例えるならばハ
リウッドスターのよう。ジェラートは舌に
触れると瞬時に溶けて、濃厚なコクが全体
を包み込んでしまいます。ジェラート好き
にはたまらない一品です。

1.レストラン・ドゥスール　
フレンチ創作料理のコース
と、厳選されたワインが人
気。料金は 2 , 8 0 0円～　ラン
チコースの時間帯は「お客さ
ん1人1人に心ゆくまで楽し
んで欲しい」というシェフの
配慮から２部制。
2.奥にはチーズ屋さんやアロ
マ屋さんなどが立ち並ぶ。店
外での飲食もできるため、
コーヒー片手にこの非日常感
を楽しんでみててはどうだろ
う。3 .ドゥスールのドアノブ
はなんとも不思議で人魚の形
をしている。

ぬくもりの森
住所：静岡県浜松市西区和地町 2949
営業時間：10 時～16 時 30 分　定休日：木曜日
（店舗により異なります）　入場料金：（中学生
以上）400 円、ぬくもりガレリア入場料は別途
300 円　駐車場 100 台

☎053-486-1723

浜松プリン  Priful

〒431-1103　住所：静岡県浜松市西区西湖東
町 5652-1

☎050-5303-6357

営業時間：10 時～17 時　定休日：無

アクセス：浜松西インター降りてすぐ

ここがオススメ！

独特な世界観で味わう非日常感

2

1 3

▲レギュラーサイズは 530 円　

幸せとは旅をすることで、
目的地ではない。

Gene Krell
ジーン・クレール



1514

先人たちも通った土地
高さ 216m眼下は駿河湾

東照宮は徳川家康公のゆかりの土地というこ
ともあり、平日、休日問わず多くの観光客で賑
わいを見せています。
歴史的に重要な国宝などを多数保有している
東照宮。久能寺建立から1400年あまりの歴史
を有する今も、先人たちの努力により現在も
色褪せる事なく残っています。
上部の写真にある建造物は重要文化財の１つ
の楼門（ろうもん）といい、綺麗な朱塗が魅力
的です。
久能山の歴史は古くから伝わっており、「久能
寺縁起」によると推古天皇の御代である久能
忠仁が初めて山を開き一寺を建て、補蛇落山
久能寺と称した事が始まりだそうです。

東照宮への行き方として、表参道から
1159段の階段を上るコースと、もう１
つロープウェイで渡るコースと2種類が
あります。1つめに紹介した1159段の階
段を登るのはかなりハードなので、余程
体力に自信がある方以外はお勧めしま
せん。ロープウェイのチケットは参拝チ
ケットとセットとなっているものが販
売されているので、基本はそちらの購入
がメインになってきます。
ここで豆知識ですが、ロープウェイが無
かった時代の人々は、1159段の階段の
事を「いちいちご苦労さん」と呼んで
登っていたそうです。

レトロなコーラで SNS 映え

秋の気配を感じながら
今年で運行20周年

街並みと富士山を一望
今年で開館2周年

清水港から南アルプスまでをパノラマビュー出来
る事で有名な日本平夢テラス。入場料は無料です。
久能山へのロープウェイ乗り場の向かい側に位置
しています。但し雨の日の次の日など、足元が緩い
日には階段が濡れて滑りやすいので注意が必要。

全3階層で構成。
2階にはカフェも。

久能山東照宮 ☎054-334-2026

アクセス：日本平久能山スマートインターより20分
〒422-8011　住所：静岡県駿河区根古屋390　
営業時間：9時～17時　無料駐車場完備(200台)

日本平夢テラス ☎054-340-1172

アクセス：日本平久能山スマートインターより20分
〒424-0886　住所：静岡県静岡市清水区草薙字中壇
600　営業時間：24時間営業　入場料：無料

注意：スピードを出している車が多く道幅が狭いた
め、運転に不慣れな方は少し危険です。

1716

コッテリだけど後味スッキリ！
地元の食材を使った唯一無二のラーメン

静岡市

麺や厨 店構えは少し控えめな印象

店は洋風な雰囲気

チャーシューは薄切りだけど味は濃厚！

コンパクト&確かな味
高カロリーに注意！

地元の食材を惜しげなく使用したラーメンが有
名な「厨」。ここでは毎日白湯ラーメンを求めたお
客さんで行列ができています。
可愛らしい見た目の中にこだわりが感じられ、丸
鶏・鶏ガラ、モミジなどを14時間かけて煮込んだ
鶏白湯スープと秘伝の塩だれは、一度食べたら虜
になること間違いなし。但し少し家系寄りなので
カロリーは高め。くれぐれも食べ過ぎには注意し
ましょう。店の雰囲気はとても良く、店内は明る
くモダンな印象でした。店に入るとすぐに店員さ
んが丁寧かつ迅速な対応で、店の回転率がとても
早いように感じました。駐車場は完備しています
が、基本満車なので混む時間帯は避けるようにし
たいですね。ここ静岡でしか食べられない絶品
ラーメンを余す事なく堪能しましょう。

プリンも手作り 唐揚げは丸ごと出てくるので、カットサービスを使おう

麺や厨 ☎054-395-7200

アクセス：県総合運動場駅からすぐ
〒422-8011　住所：静岡県駿河区国吉田4丁目4-8　
営業時間：11時～22時　無料駐車場完備(3箇所)

注意：店構えが控えめなので、通り過ぎないよう
に気をつけましょう。駐車場は第三まで用意され
ていますが、基本第一、第二は満車なので、第三駐
車場へ駐車するようにしましょう。

2120

浜松市

小國神社

四季折々の顔を見せる。
2322

お土産も充実
小國神社もう１つの楽しみ方

1. 秋には紅葉と赤い橋のコ
ラボレーションがとても綺
麗。
2. 出来立てもちもちの団子
を食べて一休み。開運だん
ご各種 130 円～　2. ソフト
クリーム 330 円　ソフトク
リームを注文する際、カッ
プが欲しい場合は伝えない
とコーンで渡されるので注
意が必要。　4. 土産屋さん
が立ち並ぶ場所。中には休
憩所がある。

参拝や祭りごともいいですが、お土産やス
ウィーツも忘れてはいけません。小國神社では
お土産のラインナップも豊富で、食べ物だけで
はなく地元のお茶や茶碗など食器類も多数展開
されています。
鳥居の手前を左に曲がると、お土産屋さんが立
ち並んでいる場所があります。そしてもう少し
歩くと休憩所があります。そこには床机がたく
さん用意されていて、それはまるで時代劇を彷
彿とさせます。こうした雰囲気を大切にしてい
るところが人気の秘訣なのかもしれません。無
料駐車場も完備しているので、気軽に立ち寄る
事ができます。

2

3

4

1

樹齢700年「ひょうの木」

中古車を購入した方にオススメ
大切な愛車を直接お祓い

小國神社
〒437-0226　住所：静岡県周智郡森町一宮
3956< 営業時間 >9 時～16 時 30 分 ( ことまち
横丁は 9時 30 分～16 時 30 分 )　定休日：無
遠州森町スマート IC 降りてすぐ

☎538-89-7302

樹齢 1000 年の御神木

雨の日でも大丈夫なように屋根ありの場所も用意

期間限定で菊花展が開催11月15日(水)まで

小國神社では車のお祓いを1年通して受け付
けています。気休めといえば気休めですが、
お祓いをするとしないでは心の安心度合い
は変わってくると思います。ディーラーでも
中古車を購入する際はお祓いをオススメす
る事があるそうです。
お祓いは本殿近くで行います。そこまでは車
で直接行けるのでとても簡単です。お正月な
ど混む時期はかなり混雑が予想されるので
タイミングを見計らいましょう。尚、御祈祷
料は5000円となっており予約は不要です。
ただし値段も安くは無いので、中古で購入し
たのはいいが、前の持ち主もいたのでなんだ
か不安だ。といった人には是非一度検討して
みてはいかがでしょうか。
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中部編

それはどこか懐かしく . . .
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向には賤機中小学校があり、平日に訪
れた際にはグラウンドではしゃぐ元気
な子供たちの声が聞こえてくる。

チーズ好きは必見！
専門店のチーズメンチカツ

シメに食べたのはブ
ルーベリーチーズ。
食後に食べるのには
少し重いように感じ
ていましたが、ベス
トマッチとも呼べる
ブルーベリーのお陰
で重いどころか、
もっと食べたいとい
う感情が湧いてくる
ほどでした。

店に入るとすぐに厨房があり、そこで注文を受け
付けています。オープンは10時ですが店内での飲
食は11時からになっているので注意しましょう。
元 「々うしづまチーズ工場」さんは前々からSNSで
も有名なお店で、平日休日問わず連日チーズ料理
を求めてお客さんで賑わいます。
店内は木を基調とした造りとなっていて、自然を
肌で感じながら食事を楽しむ事ができます。「フ
レッシュチーズをもっと身近に」というスローガ
ンを掲げているため、生乳の低温殺菌から形成ま
でを一つ一つ丁寧にすべて手作業で行っており
オリジナルにこだわっているのがポイント。取り
扱っているチーズは「モッツァレラ」、「ブッラー
タ」、「カチョカッバァッロ」、「リコッタ」の4種類。

ブルーベリー
チーズ
税込み 480 円

チーズメンチ
カツ
税込み 480 円

とても狭い道を通った先にあるのが「森のつぐみ」。
建物はログハウスのような感じで、見た目も中身も
可愛らしかったです。ただ技術はとても素晴らしい
物でした。１つ１つの作業を手作業で行っており、
中でも端材を再利用して作る「木の時計」は魅力的
でした。木目の1つ1つが違った表情を見せてくれ
る木の時計は、きっとあなたの部屋の魅力を引き立
ててくれることでしょう。尚、樹種もいくつか用意
があり、檜、くるみ、楓など、種類も様々で選ぶ楽し
みがあります。水に強いガラスコーティングを施し
たキッチングッズも充実しています。

税込　1300 円

バリ
エー

ション
豊富で持ちやすさも申し分なし！

旅の途中で出会った
個性豊かな家具たち。

人差し指をかけるふ
くらみがある
ので持ちやすさも○

森のつぐみ

TEL : 054-207-2013
〒 421-2221  静岡県静岡市葵区中沢５０－２

自然の温もり宿る

職人技を織り交ぜた家具の数々

全ての商品がハンドメイド
でできている。

0706



0908
井川最深部へ向かう

静岡市

廃線小路

1514

先人たちも通った土地
高さ 216m眼下は駿河湾

東照宮は徳川家康公のゆかりの土地というこ
ともあり、平日、休日問わず多くの観光客で賑
わいを見せています。
歴史的に重要な国宝などを多数保有している
東照宮。久能寺建立から1400年あまりの歴史
を有する今も、先人たちの努力により現在も
色褪せる事なく残っています。
上部の写真にある建造物は重要文化財の１つ
の楼門（ろうもん）といい、綺麗な朱塗が魅力
的です。
久能山の歴史は古くから伝わっており、「久能
寺縁起」によると推古天皇の御代である久能
忠仁が初めて山を開き一寺を建て、補蛇落山
久能寺と称した事が始まりだそうです。

東照宮への行き方として、表参道から
1159段の階段を上るコースと、もう１
つロープウェイで渡るコースと2種類が
あります。1つめに紹介した1159段の階
段を登るのはかなりハードなので、余程
体力に自信がある方以外はお勧めしま
せん。ロープウェイのチケットは参拝チ
ケットとセットとなっているものが販
売されているので、基本はそちらの購入
がメインになってきます。
ここで豆知識ですが、ロープウェイが無
かった時代の人々は、1159段の階段の
事を「いちいちご苦労さん」と呼んで
登っていたそうです。

レトロなコーラで SNS 映え

秋の気配を感じながら
今年で運行20周年

街並みと富士山を一望
今年で開館2周年

清水港から南アルプスまでをパノラマビュー出来
る事で有名な日本平夢テラス。入場料は無料です。
久能山へのロープウェイ乗り場の向かい側に位置
しています。但し雨の日の次の日など、足元が緩い
日には階段が濡れて滑りやすいので注意が必要。

全3階層で構成。
2階にはカフェも。

久能山東照宮 ☎054-334-2026

アクセス：日本平久能山スマートインターより20分
〒422-8011　住所：静岡県駿河区根古屋390　
営業時間：9時～17時　無料駐車場完備(200台)

日本平夢テラス ☎054-340-1172

アクセス：日本平久能山スマートインターより20分
〒424-0886　住所：静岡県静岡市清水区草薙字中壇
600　営業時間：24時間営業　入場料：無料

注意：スピードを出している車が多く道幅が狭いた
め、運転に不慣れな方は少し危険です。

1716

コッテリだけど後味スッキリ！
地元の食材を使った唯一無二のラーメン

静岡市

麺や厨 店構えは少し控えめな印象

店は洋風な雰囲気

チャーシューは薄切りだけど味は濃厚！

コンパクト&確かな味
高カロリーに注意！

地元の食材を惜しげなく使用したラーメンが有
名な「厨」。ここでは毎日白湯ラーメンを求めたお
客さんで行列ができています。
可愛らしい見た目の中にこだわりが感じられ、丸
鶏・鶏ガラ、モミジなどを14時間かけて煮込んだ
鶏白湯スープと秘伝の塩だれは、一度食べたら虜
になること間違いなし。但し少し家系寄りなので
カロリーは高め。くれぐれも食べ過ぎには注意し
ましょう。店の雰囲気はとても良く、店内は明る
くモダンな印象でした。店に入るとすぐに店員さ
んが丁寧かつ迅速な対応で、店の回転率がとても
早いように感じました。駐車場は完備しています
が、基本満車なので混む時間帯は避けるようにし
たいですね。ここ静岡でしか食べられない絶品
ラーメンを余す事なく堪能しましょう。

プリンも手作り 唐揚げは丸ごと出てくるので、カットサービスを使おう

麺や厨 ☎054-395-7200

アクセス：県総合運動場駅からすぐ
〒422-8011　住所：静岡県駿河区国吉田4丁目4-8　
営業時間：11時～22時　無料駐車場完備(3箇所)

注意：店構えが控えめなので、通り過ぎないよう
に気をつけましょう。駐車場は第三まで用意され
ていますが、基本第一、第二は満車なので、第三駐
車場へ駐車するようにしましょう。

1918

西部編

色褪せない魅力。

2120

浜松市

小國神社

四季折々の顔を見せる。
2322

お土産も充実
小國神社もう１つの楽しみ方

1. 秋には紅葉と赤い橋のコ
ラボレーションがとても綺
麗。
2. 出来立てもちもちの団子
を食べて一休み。開運だん
ご各種 130 円～　2. ソフト
クリーム 330 円　ソフトク
リームを注文する際、カッ
プが欲しい場合は伝えない
とコーンで渡されるので注
意が必要。　4. 土産屋さん
が立ち並ぶ場所。中には休
憩所がある。

参拝や祭りごともいいですが、お土産やス
ウィーツも忘れてはいけません。小國神社では
お土産のラインナップも豊富で、食べ物だけで
はなく地元のお茶や茶碗など食器類も多数展開
されています。
鳥居の手前を左に曲がると、お土産屋さんが立
ち並んでいる場所があります。そしてもう少し
歩くと休憩所があります。そこには床机がたく
さん用意されていて、それはまるで時代劇を彷
彿とさせます。こうした雰囲気を大切にしてい
るところが人気の秘訣なのかもしれません。無
料駐車場も完備しているので、気軽に立ち寄る
事ができます。

2
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1

樹齢700年「ひょうの木」

中古車を購入した方にオススメ
大切な愛車を直接お祓い

小國神社
〒437-0226　住所：静岡県周智郡森町一宮
3956< 営業時間 >9 時～16 時 30 分 ( ことまち
横丁は 9時 30 分～16 時 30 分 )　定休日：無
遠州森町スマート IC 降りてすぐ

☎538-89-7302

樹齢 1000 年の御神木

雨の日でも大丈夫なように屋根ありの場所も用意

期間限定で菊花展が開催11月15日(水)まで

小國神社では車のお祓いを1年通して受け付
けています。気休めといえば気休めですが、
お祓いをするとしないでは心の安心度合い
は変わってくると思います。ディーラーでも
中古車を購入する際はお祓いをオススメす
る事があるそうです。
お祓いは本殿近くで行います。そこまでは車
で直接行けるのでとても簡単です。お正月な
ど混む時期はかなり混雑が予想されるので
タイミングを見計らいましょう。尚、御祈祷
料は5000円となっており予約は不要です。
ただし値段も安くは無いので、中古で購入し
たのはいいが、前の持ち主もいたのでなんだ
か不安だ。といった人には是非一度検討して
みてはいかがでしょうか。

2928

浜松西ICを出て右側にあるプリン専
門店「浜松プリン　Pri fu l」へ行って
きました。なんとココのプリンはタ
イトルにもあるように、1日1000個
も売り上げる人気店。お店でゆった
りとしていく人もいれば、テイクア
ウトで購入していく人もいます。開
店して間も無く数人のお客さんが訪
れ、そのほとんどが定番メニューの
「究極のなめらかプリン」を購入して
いました。それもそのはず一度口に
すれば中で広がるクリーミーな味わ
いと、ほのかに香るバニラビーンズ
のダブルパンチで口の中は一瞬にし
てプリンに支配されます。まさに「究
極」という言葉がふさわしい一品だ
と思います。

店内の窓からは厨房で1つ1つに丁寧にラッピングをする
店員の姿がありました。

店の隣にはハンバーガー
やソフトクリームのお店
もあって、来る度に別のお
店に寄ってみると楽しみ
が増えて◎

浜松バーガースタンド 浜松ソフトクリームスタンド
marumaru &(アンド)

こだわるとはまさにこの事
浜松の最強プリン

写真は餃子20個。多そうに見えても中身がそう重く無い
ので、女性でも10個程度なら食べれてしまう。

絶品浜松名物
ヘルシー餃子を平らげる

浜松といえば餃子、浜松餃子といえば石
松餃子！ということで石松餃子に行って
きました。お昼とはいえ混雑を避けるた
めに14時過ぎに行ったのですが、店の外
には8組み待ちの長蛇の列が。平日のお
昼からこれだけ混むとは流石は本店恐る
べし。しかし待つ価値は大いにあると思
います。理由としては何より他店の石松
餃子では冷凍が多いのに対して本店では
手作りの出来立てが食べられるといった
点や、石松餃子が生まれた場所で食べる
特別感が感じられます。1口食べればリ
ピートは確実。たっぷりキャベツの餃子
をお酢入りの醤油につけて一口で頬張っ
た時の幸福感、口の中で一瞬にして広が
る旨味は普通の餃子では味わえない浜松
餃子ならではの感覚です。

石松本店
〒434-0041　住所：静岡県浜松市浜北区平口
252-1< 平日 >11 時～14 時 30 分 (L.O .14 時 )
17 時～20 時 30 分 (L.O .20 時 )< 休日 >11 時～21 時
(L.O .21 時 )　定休日：無

☎053-586-8522

車椅子マークの駐
車場もあるので、足
が悪い方でも安心

香ばしいチャーシュー入
りで、手が止まらない！

0504

中部編

それはどこか懐かしく . . .

40

◀
店
内
も
綺
麗
で
と
っ
て
も

居
心
地
の
い
い
空
間
。

向には賤機中小学校があり、平日に訪
れた際にはグラウンドではしゃぐ元気
な子供たちの声が聞こえてくる。

チーズ好きは必見！
専門店のチーズメンチカツ

シメに食べたのはブ
ルーベリーチーズ。
食後に食べるのには
少し重いように感じ
ていましたが、ベス
トマッチとも呼べる
ブルーベリーのお陰
で重いどころか、
もっと食べたいとい
う感情が湧いてくる
ほどでした。

店に入るとすぐに厨房があり、そこで注文を受け
付けています。オープンは10時ですが店内での飲
食は11時からになっているので注意しましょう。
元 「々うしづまチーズ工場」さんは前々からSNSで
も有名なお店で、平日休日問わず連日チーズ料理
を求めてお客さんで賑わいます。
店内は木を基調とした造りとなっていて、自然を
肌で感じながら食事を楽しむ事ができます。「フ
レッシュチーズをもっと身近に」というスローガ
ンを掲げているため、生乳の低温殺菌から形成ま
でを一つ一つ丁寧にすべて手作業で行っており
オリジナルにこだわっているのがポイント。取り
扱っているチーズは「モッツァレラ」、「ブッラー
タ」、「カチョカッバァッロ」、「リコッタ」の4種類。

ブルーベリー
チーズ
税込み 480 円

チーズメンチ
カツ
税込み 480 円

とても狭い道を通った先にあるのが「森のつぐみ」。
建物はログハウスのような感じで、見た目も中身も
可愛らしかったです。ただ技術はとても素晴らしい
物でした。１つ１つの作業を手作業で行っており、
中でも端材を再利用して作る「木の時計」は魅力的
でした。木目の1つ1つが違った表情を見せてくれ
る木の時計は、きっとあなたの部屋の魅力を引き立
ててくれることでしょう。尚、樹種もいくつか用意
があり、檜、くるみ、楓など、種類も様々で選ぶ楽し
みがあります。水に強いガラスコーティングを施し
たキッチングッズも充実しています。

税込　1300 円

バリ
エー

ション
豊富で持ちやすさも申し分なし！

旅の途中で出会った
個性豊かな家具たち。

人差し指をかけるふ
くらみがある
ので持ちやすさも○

森のつぐみ

TEL : 054-207-2013
〒 421-2221  静岡県静岡市葵区中沢５０－２

自然の温もり宿る

職人技を織り交ぜた家具の数々

全ての商品がハンドメイド
でできている。

0706



0908
井川最深部へ向かう

静岡市

廃線小路

0908

不気味なくらいが丁度いい

鈴の音響く秘境トンネル

私自身、霊感などは全く持ち合わせて
おらず、幽霊や怪奇現象も一切信じな
いタイプの人間です。ですが興味本位
で少し不気味なトンネルを撮影してい
ると、上の方から「チリンチリーン」と
鈴の音が聞こえてきました。その瞬間
に背筋に走る電流のようなものを感じ
た私は数秒間硬直してしまいました。
そしてそれに続き息を身体中に吹きか
けられたような風の感覚が。ですが不
思議なことにこの場所では、恐怖心ど
ころか好奇心が私の体の中に広がって
いました。

コンビニすら無い山の中
優しさ感じる、旅人癒す休憩所

トンネルに通じる道沿いにある休憩所でトイレ
休憩をしました。建物の中には飲食店があるの
で、まだこの先へ進むという方はここで食事し
ておくと良いでしょう。
私が丁度訪れた日は休業日だったのですが、ト
イレはとてもきれいに清掃されていて店側の客
に対しての心遣いに感動しました。トイレ休憩
はここで済ませておくことをお勧めします。

駐車場は5台程であれば優に停められる広さ。

偶
然
と
は
旅
に
お
い
て
必
要
不
可
欠
な
存
在

ダムの上を走行して湖を渡る事ができる

大自然の中にそびえ立つ
ダムの迫力に圧倒される。

小さな村を抜けさらに進んだその先に井川ダ
ムはありました。山の合間から見える井川ダ
ムはまさに難航不落の城のように堂々として
いました。ダムを渡り切ったその先を右に曲
がると中部電力が立っています。廃線小道に
行く予定の方は中部電力の奥にある駐車場に
停めて行きましょう。中々他のガイドブック
を見てもアクセス方法がしっかりと記載され
ていない事が多いので注意が必要です。私自
身も何回か迷ってようやく辿り着きました。

廃線小路
〒428-0504　住所：静岡県静岡市葵区井川
アクセス：車の場合は井川ダムを超えた後、突き当
たりを右折して、発電所内奥にある駐車場が便利。

廃線小道へと続く道

雨の日など足元が悪い日
は注意が必要

非日常的な時間

夢の線路上ウォーキング

現代では安全面を配慮し、規制が厳
しくなったため、線路上を歩くこと
は出来ません。
しかし廃線小道はその名の通り廃線
になった線路をウォーキングコース
として整備してあるので、トンネル
を抜けたり、廃駅に立ち寄ったりと
日常では味わえない体験をする事が
できます。

ハイキングコースは全長5kmで所要時間は1時間50分程度

井川水力発電所
〒428-0504　住所：静岡県静岡市葵区井川字西山沢
1956-1　井川展示館も施設内にあります

注意：道幅がとても狭いため、トラックなどのすれ
違いに気をつけましょう。山道のため石なども多く
落ちていて、対向車の飛び石もかなり飛んできます。
トイレ休憩は早いうちに済ませておきましょう。

1110

1716

コッテリだけど後味スッキリ！
地元の食材を使った唯一無二のラーメン

静岡市

麺や厨 店構えは少し控えめな印象

店は洋風な雰囲気

チャーシューは薄切りだけど味は濃厚！

コンパクト&確かな味
高カロリーに注意！

地元の食材を惜しげなく使用したラーメンが有
名な「厨」。ここでは毎日白湯ラーメンを求めたお
客さんで行列ができています。
可愛らしい見た目の中にこだわりが感じられ、丸
鶏・鶏ガラ、モミジなどを14時間かけて煮込んだ
鶏白湯スープと秘伝の塩だれは、一度食べたら虜
になること間違いなし。但し少し家系寄りなので
カロリーは高め。くれぐれも食べ過ぎには注意し
ましょう。店の雰囲気はとても良く、店内は明る
くモダンな印象でした。店に入るとすぐに店員さ
んが丁寧かつ迅速な対応で、店の回転率がとても
早いように感じました。駐車場は完備しています
が、基本満車なので混む時間帯は避けるようにし
たいですね。ここ静岡でしか食べられない絶品
ラーメンを余す事なく堪能しましょう。

プリンも手作り 唐揚げは丸ごと出てくるので、カットサービスを使おう

麺や厨 ☎054-395-7200

アクセス：県総合運動場駅からすぐ
〒422-8011　住所：静岡県駿河区国吉田4丁目4-8　
営業時間：11時～22時　無料駐車場完備(3箇所)

注意：店構えが控えめなので、通り過ぎないよう
に気をつけましょう。駐車場は第三まで用意され
ていますが、基本第一、第二は満車なので、第三駐
車場へ駐車するようにしましょう。

1918

西部編

色褪せない魅力。

2322

お土産も充実
小國神社もう１つの楽しみ方

1. 秋には紅葉と赤い橋のコ
ラボレーションがとても綺
麗。
2. 出来立てもちもちの団子
を食べて一休み。開運だん
ご各種 130 円～　2. ソフト
クリーム 330 円　ソフトク
リームを注文する際、カッ
プが欲しい場合は伝えない
とコーンで渡されるので注
意が必要。　4. 土産屋さん
が立ち並ぶ場所。中には休
憩所がある。

参拝や祭りごともいいですが、お土産やス
ウィーツも忘れてはいけません。小國神社では
お土産のラインナップも豊富で、食べ物だけで
はなく地元のお茶や茶碗など食器類も多数展開
されています。
鳥居の手前を左に曲がると、お土産屋さんが立
ち並んでいる場所があります。そしてもう少し
歩くと休憩所があります。そこには床机がたく
さん用意されていて、それはまるで時代劇を彷
彿とさせます。こうした雰囲気を大切にしてい
るところが人気の秘訣なのかもしれません。無
料駐車場も完備しているので、気軽に立ち寄る
事ができます。

2

3

4

1

樹齢700年「ひょうの木」

中古車を購入した方にオススメ
大切な愛車を直接お祓い

小國神社
〒437-0226　住所：静岡県周智郡森町一宮
3956< 営業時間 >9 時～16 時 30 分 ( ことまち
横丁は 9時 30 分～16 時 30 分 )　定休日：無
遠州森町スマート IC 降りてすぐ

☎538-89-7302

樹齢 1000 年の御神木

雨の日でも大丈夫なように屋根ありの場所も用意

期間限定で菊花展が開催11月15日(水)まで

小國神社では車のお祓いを1年通して受け付
けています。気休めといえば気休めですが、
お祓いをするとしないでは心の安心度合い
は変わってくると思います。ディーラーでも
中古車を購入する際はお祓いをオススメす
る事があるそうです。
お祓いは本殿近くで行います。そこまでは車
で直接行けるのでとても簡単です。お正月な
ど混む時期はかなり混雑が予想されるので
タイミングを見計らいましょう。尚、御祈祷
料は5000円となっており予約は不要です。
ただし値段も安くは無いので、中古で購入し
たのはいいが、前の持ち主もいたのでなんだ
か不安だ。といった人には是非一度検討して
みてはいかがでしょうか。

2524

ぬくもりの森
浜松市

中世ヨーロッパの田舎町が、浜松市
に存在する事をご存知だろうか。
ここは浜松の建築会社が絵本に描か
れているような世界を表現するべ
く、1983 年から創業者の佐々木さ
んが造り始めた場所。
世界各地で数多くの建築様式を学ん
できた佐々木さんの夢が沢山詰まっ
た、「ぬくもりの森」を余す事なく
堪能しよう。

2928

浜松西ICを出て右側にあるプリン専
門店「浜松プリン　Pri fu l」へ行って
きました。なんとココのプリンはタ
イトルにもあるように、1日1000個
も売り上げる人気店。お店でゆった
りとしていく人もいれば、テイクア
ウトで購入していく人もいます。開
店して間も無く数人のお客さんが訪
れ、そのほとんどが定番メニューの
「究極のなめらかプリン」を購入して
いました。それもそのはず一度口に
すれば中で広がるクリーミーな味わ
いと、ほのかに香るバニラビーンズ
のダブルパンチで口の中は一瞬にし
てプリンに支配されます。まさに「究
極」という言葉がふさわしい一品だ
と思います。

店内の窓からは厨房で1つ1つに丁寧にラッピングをする
店員の姿がありました。

店の隣にはハンバーガー
やソフトクリームのお店
もあって、来る度に別のお
店に寄ってみると楽しみ
が増えて◎

浜松バーガースタンド 浜松ソフトクリームスタンド
marumaru &(アンド)

こだわるとはまさにこの事
浜松の最強プリン

写真は餃子20個。多そうに見えても中身がそう重く無い
ので、女性でも10個程度なら食べれてしまう。

絶品浜松名物
ヘルシー餃子を平らげる

浜松といえば餃子、浜松餃子といえば石
松餃子！ということで石松餃子に行って
きました。お昼とはいえ混雑を避けるた
めに14時過ぎに行ったのですが、店の外
には8組み待ちの長蛇の列が。平日のお
昼からこれだけ混むとは流石は本店恐る
べし。しかし待つ価値は大いにあると思
います。理由としては何より他店の石松
餃子では冷凍が多いのに対して本店では
手作りの出来立てが食べられるといった
点や、石松餃子が生まれた場所で食べる
特別感が感じられます。1口食べればリ
ピートは確実。たっぷりキャベツの餃子
をお酢入りの醤油につけて一口で頬張っ
た時の幸福感、口の中で一瞬にして広が
る旨味は普通の餃子では味わえない浜松
餃子ならではの感覚です。

石松本店
〒434-0041　住所：静岡県浜松市浜北区平口
252-1< 平日 >11 時～14 時 30 分 (L.O .14 時 )
17 時～20 時 30 分 (L.O .20 時 )< 休日 >11 時～21 時
(L.O .21 時 )　定休日：無

☎053-586-8522

車椅子マークの駐
車場もあるので、足
が悪い方でも安心

香ばしいチャーシュー入
りで、手が止まらない！

3130

東部編

歴史に触れ、食を堪能し、旅はより輝きを増す。
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向には賤機中小学校があり、平日に訪
れた際にはグラウンドではしゃぐ元気
な子供たちの声が聞こえてくる。

チーズ好きは必見！
専門店のチーズメンチカツ

シメに食べたのはブ
ルーベリーチーズ。
食後に食べるのには
少し重いように感じ
ていましたが、ベス
トマッチとも呼べる
ブルーベリーのお陰
で重いどころか、
もっと食べたいとい
う感情が湧いてくる
ほどでした。

店に入るとすぐに厨房があり、そこで注文を受け
付けています。オープンは10時ですが店内での飲
食は11時からになっているので注意しましょう。
元 「々うしづまチーズ工場」さんは前々からSNSで
も有名なお店で、平日休日問わず連日チーズ料理
を求めてお客さんで賑わいます。
店内は木を基調とした造りとなっていて、自然を
肌で感じながら食事を楽しむ事ができます。「フ
レッシュチーズをもっと身近に」というスローガ
ンを掲げているため、生乳の低温殺菌から形成ま
でを一つ一つ丁寧にすべて手作業で行っており
オリジナルにこだわっているのがポイント。取り
扱っているチーズは「モッツァレラ」、「ブッラー
タ」、「カチョカッバァッロ」、「リコッタ」の4種類。

ブルーベリー
チーズ
税込み 480 円

チーズメンチ
カツ
税込み 480 円

とても狭い道を通った先にあるのが「森のつぐみ」。
建物はログハウスのような感じで、見た目も中身も
可愛らしかったです。ただ技術はとても素晴らしい
物でした。１つ１つの作業を手作業で行っており、
中でも端材を再利用して作る「木の時計」は魅力的
でした。木目の1つ1つが違った表情を見せてくれ
る木の時計は、きっとあなたの部屋の魅力を引き立
ててくれることでしょう。尚、樹種もいくつか用意
があり、檜、くるみ、楓など、種類も様々で選ぶ楽し
みがあります。水に強いガラスコーティングを施し
たキッチングッズも充実しています。

税込　1300 円

バリ
エー

ション
豊富で持ちやすさも申し分なし！

旅の途中で出会った
個性豊かな家具たち。

人差し指をかけるふ
くらみがある
ので持ちやすさも○

森のつぐみ

TEL : 054-207-2013
〒 421-2221  静岡県静岡市葵区中沢５０－２

自然の温もり宿る

職人技を織り交ぜた家具の数々

全ての商品がハンドメイド
でできている。

0706



0908
井川最深部へ向かう

静岡市

廃線小路

0908

不気味なくらいが丁度いい

鈴の音響く秘境トンネル

私自身、霊感などは全く持ち合わせて
おらず、幽霊や怪奇現象も一切信じな
いタイプの人間です。ですが興味本位
で少し不気味なトンネルを撮影してい
ると、上の方から「チリンチリーン」と
鈴の音が聞こえてきました。その瞬間
に背筋に走る電流のようなものを感じ
た私は数秒間硬直してしまいました。
そしてそれに続き息を身体中に吹きか
けられたような風の感覚が。ですが不
思議なことにこの場所では、恐怖心ど
ころか好奇心が私の体の中に広がって
いました。

コンビニすら無い山の中
優しさ感じる、旅人癒す休憩所

トンネルに通じる道沿いにある休憩所でトイレ
休憩をしました。建物の中には飲食店があるの
で、まだこの先へ進むという方はここで食事し
ておくと良いでしょう。
私が丁度訪れた日は休業日だったのですが、ト
イレはとてもきれいに清掃されていて店側の客
に対しての心遣いに感動しました。トイレ休憩
はここで済ませておくことをお勧めします。

駐車場は5台程であれば優に停められる広さ。

偶
然
と
は
旅
に
お
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て
必
要
不
可
欠
な
存
在

ダムの上を走行して湖を渡る事ができる

大自然の中にそびえ立つ
ダムの迫力に圧倒される。

小さな村を抜けさらに進んだその先に井川ダ
ムはありました。山の合間から見える井川ダ
ムはまさに難航不落の城のように堂々として
いました。ダムを渡り切ったその先を右に曲
がると中部電力が立っています。廃線小道に
行く予定の方は中部電力の奥にある駐車場に
停めて行きましょう。中々他のガイドブック
を見てもアクセス方法がしっかりと記載され
ていない事が多いので注意が必要です。私自
身も何回か迷ってようやく辿り着きました。

廃線小路
〒428-0504　住所：静岡県静岡市葵区井川
アクセス：車の場合は井川ダムを超えた後、突き当
たりを右折して、発電所内奥にある駐車場が便利。

廃線小道へと続く道

雨の日など足元が悪い日
は注意が必要

非日常的な時間

夢の線路上ウォーキング

現代では安全面を配慮し、規制が厳
しくなったため、線路上を歩くこと
は出来ません。
しかし廃線小道はその名の通り廃線
になった線路をウォーキングコース
として整備してあるので、トンネル
を抜けたり、廃駅に立ち寄ったりと
日常では味わえない体験をする事が
できます。

ハイキングコースは全長5kmで所要時間は1時間50分程度

井川水力発電所
〒428-0504　住所：静岡県静岡市葵区井川字西山沢
1956-1　井川展示館も施設内にあります

注意：道幅がとても狭いため、トラックなどのすれ
違いに気をつけましょう。山道のため石なども多く
落ちていて、対向車の飛び石もかなり飛んできます。
トイレ休憩は早いうちに済ませておきましょう。
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観音菩薩の霊場ともされる
1,159 段の階段を登った先の景色

静岡市

久能山東照宮

1312

1918

西部編

色褪せない魅力。

2524

ぬくもりの森
浜松市

中世ヨーロッパの田舎町が、浜松市
に存在する事をご存知だろうか。
ここは浜松の建築会社が絵本に描か
れているような世界を表現するべ
く、1983 年から創業者の佐々木さ
んが造り始めた場所。
世界各地で数多くの建築様式を学ん
できた佐々木さんの夢が沢山詰まっ
た、「ぬくもりの森」を余す事なく
堪能しよう。

2726
3 密も回避できて安心

まるでそこは童話の世界

旅の途中で迷い込む
中世ヨーロッパの住宅街

普通の住宅街の細い路地を進み辿り着くのが、建
築家　佐々木茂良が長い年月をかけ作り上げた、
「ぬくもりの森」。そこはまるで中世のヨーロッパ
のような世界観が広がっています。その独特の世
界観は、映画や動画などの撮影にも規約さえ守れ
ば使用ができます。開放的なテラスでコーヒー片
手に読書。まるで映画のワンシーンで出てきそう
な場所を提供してくれます。
さらに店舗の種類も様々で、雑貨からレストラン、
ジェラート屋さんまであり、1 日満喫するのには
十分な量です。いつも通りの日常に疲れて新しい
刺激を求めている方は一度足を運び、特別なひと
時を過ごしてみてはいかがでしょうか。

甘い匂いに 誘われて訪れたのはジェラート
専門店の「ジェラテリア　ピッコロ　ピッ
キオ」。ジェラート作り一筋 26 年の職人が
作るジェラートは絶品の一言。食べた瞬間
に味よりも香りが先に口の中に広がり、味
を引き立てるためのレッドカーペットを敷
いてくれます。その上を軽やかな足取りで
進んでいくジェラートは、例えるならばハ
リウッドスターのよう。ジェラートは舌に
触れると瞬時に溶けて、濃厚なコクが全体
を包み込んでしまいます。ジェラート好き
にはたまらない一品です。

1.レストラン・ドゥスール　
フレンチ創作料理のコース
と、厳選されたワインが人
気。料金は 2 , 8 0 0円～　ラン
チコースの時間帯は「お客さ
ん1人1人に心ゆくまで楽し
んで欲しい」というシェフの
配慮から２部制。
2.奥にはチーズ屋さんやアロ
マ屋さんなどが立ち並ぶ。店
外での飲食もできるため、
コーヒー片手にこの非日常感
を楽しんでみててはどうだろ
う。3 .ドゥスールのドアノブ
はなんとも不思議で人魚の形
をしている。

ぬくもりの森
住所：静岡県浜松市西区和地町 2949
営業時間：10 時～16 時 30 分　定休日：木曜日
（店舗により異なります）　入場料金：（中学生
以上）400 円、ぬくもりガレリア入場料は別途
300 円　駐車場 100 台

☎053-486-1723

浜松プリン  Priful

〒431-1103　住所：静岡県浜松市西区西湖東
町 5652-1

☎050-5303-6357

営業時間：10 時～17 時　定休日：無

アクセス：浜松西インター降りてすぐ

ここがオススメ！

独特な世界観で味わう非日常感

2

1 3

▲レギュラーサイズは 530 円　

2928

浜松西ICを出て右側にあるプリン専
門店「浜松プリン　Pri fu l」へ行って
きました。なんとココのプリンはタ
イトルにもあるように、1日1000個
も売り上げる人気店。お店でゆった
りとしていく人もいれば、テイクア
ウトで購入していく人もいます。開
店して間も無く数人のお客さんが訪
れ、そのほとんどが定番メニューの
「究極のなめらかプリン」を購入して
いました。それもそのはず一度口に
すれば中で広がるクリーミーな味わ
いと、ほのかに香るバニラビーンズ
のダブルパンチで口の中は一瞬にし
てプリンに支配されます。まさに「究
極」という言葉がふさわしい一品だ
と思います。

店内の窓からは厨房で1つ1つに丁寧にラッピングをする
店員の姿がありました。

店の隣にはハンバーガー
やソフトクリームのお店
もあって、来る度に別のお
店に寄ってみると楽しみ
が増えて◎

浜松バーガースタンド 浜松ソフトクリームスタンド
marumaru &(アンド)

こだわるとはまさにこの事
浜松の最強プリン

写真は餃子20個。多そうに見えても中身がそう重く無い
ので、女性でも10個程度なら食べれてしまう。

絶品浜松名物
ヘルシー餃子を平らげる

浜松といえば餃子、浜松餃子といえば石
松餃子！ということで石松餃子に行って
きました。お昼とはいえ混雑を避けるた
めに14時過ぎに行ったのですが、店の外
には8組み待ちの長蛇の列が。平日のお
昼からこれだけ混むとは流石は本店恐る
べし。しかし待つ価値は大いにあると思
います。理由としては何より他店の石松
餃子では冷凍が多いのに対して本店では
手作りの出来立てが食べられるといった
点や、石松餃子が生まれた場所で食べる
特別感が感じられます。1口食べればリ
ピートは確実。たっぷりキャベツの餃子
をお酢入りの醤油につけて一口で頬張っ
た時の幸福感、口の中で一瞬にして広が
る旨味は普通の餃子では味わえない浜松
餃子ならではの感覚です。

石松本店
〒434-0041　住所：静岡県浜松市浜北区平口
252-1< 平日 >11 時～14 時 30 分 (L.O .14 時 )
17 時～20 時 30 分 (L.O .20 時 )< 休日 >11 時～21 時
(L.O .21 時 )　定休日：無

☎053-586-8522

車椅子マークの駐
車場もあるので、足
が悪い方でも安心

香ばしいチャーシュー入
りで、手が止まらない！

3130

東部編

歴史に触れ、食を堪能し、旅はより輝きを増す。

トゲトゲしていないサボテンも. . .帽子を被っているみたいで不思議

アルパカの鉢も発見。
遊び心も満載で目でも楽しむ。

サボテンを選んで終わりじゃない
最後の最後まで自分オリジナル

好きなサボテンを選んだら次は鉢選び。ノーマルな鉢から動物の形
をした鉢まで、形もサイズも様々です。中には可愛い動物の鉢もある
ので、子供達も楽しみながら選ぶ事ができます。
鉢を選んだら次はいよいよ砂選びや飾り付けで仕上げをします。カ
ラフルな砂など砂にも種類が沢山用意されているので、サボテンと
鉢、全体に合った砂を選ぶようにしましょう。

独特な形をした珍しいサボテン達がお客
さん達を楽しませていました。

お箸を使ってチョイス
自分好みのサボテンを育てよう

シャボテン公園の中にある「シャボテン狩り工房」
ではサボテン狩りが体験できます。狩るといって
も、所々に設置されたカゴと箸を使い自分の好き
なサボテンを選ぶといったものです。
選べるサボテンの種類はなんと270種類以上もあ
り、選ぶだけでも数時間はかかってしまいそうな
量でした。値段設定は少々お高めでしたが制限時
間などもなく、他では体験できない貴重な体験な
ので損はしません。やはり自分で選んだサボテン
には、店で購入したサボテンよりも愛着度が全然
違うように感じました。もちろん鉢も自分で選ぶ
事ができます。スタンダードなものから、可愛いも
の、ワイルドなものまでバリエーションも豊富な
ので子供から大人まで楽しみながら選べます

既に鉢に入っているものも購入可能

カゴに入れる際の向きに注意

ひよこやふくろうの鉢も。
サイズもコンパクトで◎

飾り砂も選べるので、自分のイメージや鉢に
合った色を選ぼう

幼少期に感じた感動がここにはあった。

3332
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不気味なくらいが丁度いい

鈴の音響く秘境トンネル

私自身、霊感などは全く持ち合わせて
おらず、幽霊や怪奇現象も一切信じな
いタイプの人間です。ですが興味本位
で少し不気味なトンネルを撮影してい
ると、上の方から「チリンチリーン」と
鈴の音が聞こえてきました。その瞬間
に背筋に走る電流のようなものを感じ
た私は数秒間硬直してしまいました。
そしてそれに続き息を身体中に吹きか
けられたような風の感覚が。ですが不
思議なことにこの場所では、恐怖心ど
ころか好奇心が私の体の中に広がって
いました。

コンビニすら無い山の中
優しさ感じる、旅人癒す休憩所

トンネルに通じる道沿いにある休憩所でトイレ
休憩をしました。建物の中には飲食店があるの
で、まだこの先へ進むという方はここで食事し
ておくと良いでしょう。
私が丁度訪れた日は休業日だったのですが、ト
イレはとてもきれいに清掃されていて店側の客
に対しての心遣いに感動しました。トイレ休憩
はここで済ませておくことをお勧めします。

駐車場は5台程であれば優に停められる広さ。

偶
然
と
は
旅
に
お
い
て
必
要
不
可
欠
な
存
在

ダムの上を走行して湖を渡る事ができる

大自然の中にそびえ立つ
ダムの迫力に圧倒される。

小さな村を抜けさらに進んだその先に井川ダ
ムはありました。山の合間から見える井川ダ
ムはまさに難航不落の城のように堂々として
いました。ダムを渡り切ったその先を右に曲
がると中部電力が立っています。廃線小道に
行く予定の方は中部電力の奥にある駐車場に
停めて行きましょう。中々他のガイドブック
を見てもアクセス方法がしっかりと記載され
ていない事が多いので注意が必要です。私自
身も何回か迷ってようやく辿り着きました。

廃線小路
〒428-0504　住所：静岡県静岡市葵区井川
アクセス：車の場合は井川ダムを超えた後、突き当
たりを右折して、発電所内奥にある駐車場が便利。

廃線小道へと続く道

雨の日など足元が悪い日
は注意が必要

非日常的な時間

夢の線路上ウォーキング

現代では安全面を配慮し、規制が厳
しくなったため、線路上を歩くこと
は出来ません。
しかし廃線小道はその名の通り廃線
になった線路をウォーキングコース
として整備してあるので、トンネル
を抜けたり、廃駅に立ち寄ったりと
日常では味わえない体験をする事が
できます。

ハイキングコースは全長5kmで所要時間は1時間50分程度

井川水力発電所
〒428-0504　住所：静岡県静岡市葵区井川字西山沢
1956-1　井川展示館も施設内にあります

注意：道幅がとても狭いため、トラックなどのすれ
違いに気をつけましょう。山道のため石なども多く
落ちていて、対向車の飛び石もかなり飛んできます。
トイレ休憩は早いうちに済ませておきましょう。
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観音菩薩の霊場ともされる
1,159 段の階段を登った先の景色

静岡市

久能山東照宮

1312

2524

ぬくもりの森
浜松市

中世ヨーロッパの田舎町が、浜松市
に存在する事をご存知だろうか。
ここは浜松の建築会社が絵本に描か
れているような世界を表現するべ
く、1983 年から創業者の佐々木さ
んが造り始めた場所。
世界各地で数多くの建築様式を学ん
できた佐々木さんの夢が沢山詰まっ
た、「ぬくもりの森」を余す事なく
堪能しよう。

2726
3 密も回避できて安心

まるでそこは童話の世界

旅の途中で迷い込む
中世ヨーロッパの住宅街

普通の住宅街の細い路地を進み辿り着くのが、建
築家　佐々木茂良が長い年月をかけ作り上げた、
「ぬくもりの森」。そこはまるで中世のヨーロッパ
のような世界観が広がっています。その独特の世
界観は、映画や動画などの撮影にも規約さえ守れ
ば使用ができます。開放的なテラスでコーヒー片
手に読書。まるで映画のワンシーンで出てきそう
な場所を提供してくれます。
さらに店舗の種類も様々で、雑貨からレストラン、
ジェラート屋さんまであり、1 日満喫するのには
十分な量です。いつも通りの日常に疲れて新しい
刺激を求めている方は一度足を運び、特別なひと
時を過ごしてみてはいかがでしょうか。

甘い匂いに 誘われて訪れたのはジェラート
専門店の「ジェラテリア　ピッコロ　ピッ
キオ」。ジェラート作り一筋 26 年の職人が
作るジェラートは絶品の一言。食べた瞬間
に味よりも香りが先に口の中に広がり、味
を引き立てるためのレッドカーペットを敷
いてくれます。その上を軽やかな足取りで
進んでいくジェラートは、例えるならばハ
リウッドスターのよう。ジェラートは舌に
触れると瞬時に溶けて、濃厚なコクが全体
を包み込んでしまいます。ジェラート好き
にはたまらない一品です。

1.レストラン・ドゥスール　
フレンチ創作料理のコース
と、厳選されたワインが人
気。料金は 2 , 8 0 0円～　ラン
チコースの時間帯は「お客さ
ん1人1人に心ゆくまで楽し
んで欲しい」というシェフの
配慮から２部制。
2.奥にはチーズ屋さんやアロ
マ屋さんなどが立ち並ぶ。店
外での飲食もできるため、
コーヒー片手にこの非日常感
を楽しんでみててはどうだろ
う。3 .ドゥスールのドアノブ
はなんとも不思議で人魚の形
をしている。

ぬくもりの森
住所：静岡県浜松市西区和地町 2949
営業時間：10 時～16 時 30 分　定休日：木曜日
（店舗により異なります）　入場料金：（中学生
以上）400 円、ぬくもりガレリア入場料は別途
300 円　駐車場 100 台

☎053-486-1723

浜松プリン  Priful

〒431-1103　住所：静岡県浜松市西区西湖東
町 5652-1

☎050-5303-6357

営業時間：10 時～17 時　定休日：無

アクセス：浜松西インター降りてすぐ

ここがオススメ！

独特な世界観で味わう非日常感

2

1 3

▲レギュラーサイズは 530 円　
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東部編

歴史に触れ、食を堪能し、旅はより輝きを増す。

トゲトゲしていないサボテンも. . .帽子を被っているみたいで不思議

アルパカの鉢も発見。
遊び心も満載で目でも楽しむ。

サボテンを選んで終わりじゃない
最後の最後まで自分オリジナル

好きなサボテンを選んだら次は鉢選び。ノーマルな鉢から動物の形
をした鉢まで、形もサイズも様々です。中には可愛い動物の鉢もある
ので、子供達も楽しみながら選ぶ事ができます。
鉢を選んだら次はいよいよ砂選びや飾り付けで仕上げをします。カ
ラフルな砂など砂にも種類が沢山用意されているので、サボテンと
鉢、全体に合った砂を選ぶようにしましょう。

独特な形をした珍しいサボテン達がお客
さん達を楽しませていました。

お箸を使ってチョイス
自分好みのサボテンを育てよう

シャボテン公園の中にある「シャボテン狩り工房」
ではサボテン狩りが体験できます。狩るといって
も、所々に設置されたカゴと箸を使い自分の好き
なサボテンを選ぶといったものです。
選べるサボテンの種類はなんと270種類以上もあ
り、選ぶだけでも数時間はかかってしまいそうな
量でした。値段設定は少々お高めでしたが制限時
間などもなく、他では体験できない貴重な体験な
ので損はしません。やはり自分で選んだサボテン
には、店で購入したサボテンよりも愛着度が全然
違うように感じました。もちろん鉢も自分で選ぶ
事ができます。スタンダードなものから、可愛いも
の、ワイルドなものまでバリエーションも豊富な
ので子供から大人まで楽しみながら選べます

既に鉢に入っているものも購入可能

カゴに入れる際の向きに注意

ひよこやふくろうの鉢も。
サイズもコンパクトで◎

飾り砂も選べるので、自分のイメージや鉢に
合った色を選ぼう

幼少期に感じた感動がここにはあった。

3332
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先人たちも通った土地
高さ 216m眼下は駿河湾

東照宮は徳川家康公のゆかりの土地というこ
ともあり、平日、休日問わず多くの観光客で賑
わいを見せています。
歴史的に重要な国宝などを多数保有している
東照宮。久能寺建立から1400年あまりの歴史
を有する今も、先人たちの努力により現在も
色褪せる事なく残っています。
上部の写真にある建造物は重要文化財の１つ
の楼門（ろうもん）といい、綺麗な朱塗が魅力
的です。
久能山の歴史は古くから伝わっており、「久能
寺縁起」によると推古天皇の御代である久能
忠仁が初めて山を開き一寺を建て、補蛇落山
久能寺と称した事が始まりだそうです。

東照宮への行き方として、表参道から
1159段の階段を上るコースと、もう１
つロープウェイで渡るコースと2種類が
あります。1つめに紹介した1159段の階
段を登るのはかなりハードなので、余程
体力に自信がある方以外はお勧めしま
せん。ロープウェイのチケットは参拝チ
ケットとセットとなっているものが販
売されているので、基本はそちらの購入
がメインになってきます。
ここで豆知識ですが、ロープウェイが無
かった時代の人々は、1159段の階段の
事を「いちいちご苦労さん」と呼んで
登っていたそうです。

レトロなコーラで SNS 映え

秋の気配を感じながら
今年で運行20周年

街並みと富士山を一望
今年で開館2周年

清水港から南アルプスまでをパノラマビュー出来
る事で有名な日本平夢テラス。入場料は無料です。
久能山へのロープウェイ乗り場の向かい側に位置
しています。但し雨の日の次の日など、足元が緩い
日には階段が濡れて滑りやすいので注意が必要。

全3階層で構成。
2階にはカフェも。

久能山東照宮 ☎054-334-2026

アクセス：日本平久能山スマートインターより20分
〒422-8011　住所：静岡県駿河区根古屋390　
営業時間：9時～17時　無料駐車場完備(200台)

日本平夢テラス ☎054-340-1172

アクセス：日本平久能山スマートインターより20分
〒424-0886　住所：静岡県静岡市清水区草薙字中壇
600　営業時間：24時間営業　入場料：無料

注意：スピードを出している車が多く道幅が狭いた
め、運転に不慣れな方は少し危険です。
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コッテリだけど後味スッキリ！
地元の食材を使った唯一無二のラーメン

静岡市

麺や厨 店構えは少し控えめな印象

店は洋風な雰囲気

チャーシューは薄切りだけど味は濃厚！

コンパクト&確かな味
高カロリーに注意！

地元の食材を惜しげなく使用したラーメンが有
名な「厨」。ここでは毎日白湯ラーメンを求めたお
客さんで行列ができています。
可愛らしい見た目の中にこだわりが感じられ、丸
鶏・鶏ガラ、モミジなどを14時間かけて煮込んだ
鶏白湯スープと秘伝の塩だれは、一度食べたら虜
になること間違いなし。但し少し家系寄りなので
カロリーは高め。くれぐれも食べ過ぎには注意し
ましょう。店の雰囲気はとても良く、店内は明る
くモダンな印象でした。店に入るとすぐに店員さ
んが丁寧かつ迅速な対応で、店の回転率がとても
早いように感じました。駐車場は完備しています
が、基本満車なので混む時間帯は避けるようにし
たいですね。ここ静岡でしか食べられない絶品
ラーメンを余す事なく堪能しましょう。

プリンも手作り 唐揚げは丸ごと出てくるので、カットサービスを使おう

麺や厨 ☎054-395-7200

アクセス：県総合運動場駅からすぐ
〒422-8011　住所：静岡県駿河区国吉田4丁目4-8　
営業時間：11時～22時　無料駐車場完備(3箇所)

注意：店構えが控えめなので、通り過ぎないよう
に気をつけましょう。駐車場は第三まで用意され
ていますが、基本第一、第二は満車なので、第三駐
車場へ駐車するようにしましょう。

2120

浜松市

小國神社

四季折々の顔を見せる。
2322

お土産も充実
小國神社もう１つの楽しみ方

1. 秋には紅葉と赤い橋のコ
ラボレーションがとても綺
麗。
2. 出来立てもちもちの団子
を食べて一休み。開運だん
ご各種 130 円～　2. ソフト
クリーム 330 円　ソフトク
リームを注文する際、カッ
プが欲しい場合は伝えない
とコーンで渡されるので注
意が必要。　4. 土産屋さん
が立ち並ぶ場所。中には休
憩所がある。

参拝や祭りごともいいですが、お土産やス
ウィーツも忘れてはいけません。小國神社では
お土産のラインナップも豊富で、食べ物だけで
はなく地元のお茶や茶碗など食器類も多数展開
されています。
鳥居の手前を左に曲がると、お土産屋さんが立
ち並んでいる場所があります。そしてもう少し
歩くと休憩所があります。そこには床机がたく
さん用意されていて、それはまるで時代劇を彷
彿とさせます。こうした雰囲気を大切にしてい
るところが人気の秘訣なのかもしれません。無
料駐車場も完備しているので、気軽に立ち寄る
事ができます。
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1

樹齢700年「ひょうの木」

中古車を購入した方にオススメ
大切な愛車を直接お祓い

小國神社
〒437-0226　住所：静岡県周智郡森町一宮
3956< 営業時間 >9 時～16 時 30 分 ( ことまち
横丁は 9時 30 分～16 時 30 分 )　定休日：無
遠州森町スマート IC 降りてすぐ

☎538-89-7302

樹齢 1000 年の御神木

雨の日でも大丈夫なように屋根ありの場所も用意

期間限定で菊花展が開催11月15日(水)まで

小國神社では車のお祓いを1年通して受け付
けています。気休めといえば気休めですが、
お祓いをするとしないでは心の安心度合い
は変わってくると思います。ディーラーでも
中古車を購入する際はお祓いをオススメす
る事があるそうです。
お祓いは本殿近くで行います。そこまでは車
で直接行けるのでとても簡単です。お正月な
ど混む時期はかなり混雑が予想されるので
タイミングを見計らいましょう。尚、御祈祷
料は5000円となっており予約は不要です。
ただし値段も安くは無いので、中古で購入し
たのはいいが、前の持ち主もいたのでなんだ
か不安だ。といった人には是非一度検討して
みてはいかがでしょうか。

自由気ままな生活
究極の癒し動物に遭遇

シャボテン公園は元祖カピパラの露天
風呂で、11月下旬から4月にかけて行
われるそうです。残念ながら今回は入
浴シーンを見ることができませんでし
たが、カピパラ自体は1年を通して見
る事ができます。
他にもシャボテン公園では個性豊かな
動物達が暮らしており、なんとその数
140種類にも及びます。さらには柵な
どを設けずに、放飼している動物も沢
山いるので、距離感ゼロで動物達と触
れ合える事ができるのが特徴です。

インコももちろん放飼至る所に看板ふくろうが

カピパラの餌 1つ 100 円。

入場料：大人2400円　
小学生1200円 幼児(4歳
以上)400円　
年間パスポート：大人
(中学生以上)7,200円　
小学生3,600円 幼児(4歳
以上)1,200円　
園内はペットの連れ込
みも可能（但し1m以内
のリード必要）飲食店内
は不可なので、テラス席
を利用しましょう。

ケープペンギンのカエデ

動物によっては餌売り場も設けられて
いて、普段は中々見れない食事シーン
も独り占めできちゃいます。

ピラミッド型のハウス内には世界各
国のサボテンが栽培されています。そ
の数はなんと1500種類にも及ぶそう。
花が咲く季節には、沢山の花が見る人
を楽しませてくれます。写真のハウス
はシャボテン公園最大の温室で、メキ
シコから北アメリカにかけてのサボ
テン、多肉植物を展示しています。西
部劇に出てくるような巨大な柱サボ
テンが沢山栽培されており、日本で一
番大きいサイズの「約170歳の大株」も
ありました。様々な表情を見せてくれ
るサボテンたち。撮影も自由なので記
念撮影も含めバシバシ撮ってコレク
ションしましょう。　

シャボテン公園
〒413-0231　住所：静岡県伊東市富1317-13
営業時間：9時～16時　駐車場完備：500円
アクセス方法：東名高速道路、厚木ICより約2時間
（小田原厚木道路・国道135号線経由）
東名高速道路、沼津ICより約1時間30分
（国道1号線・国道136号線・宇佐美大仁線・国道
135号線経由）
東名高速道路、御殿場ICより約1時間40分
（箱根芦ノ湖スカイライン・伊豆スカイライン・遠笠山
道路経由）

☎053-586-8522
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新たな発見も？
世界各地のサボテンたち
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先人たちも通った土地
高さ 216m眼下は駿河湾
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色褪せる事なく残っています。
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的です。
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久能寺と称した事が始まりだそうです。

東照宮への行き方として、表参道から
1159段の階段を上るコースと、もう１
つロープウェイで渡るコースと2種類が
あります。1つめに紹介した1159段の階
段を登るのはかなりハードなので、余程
体力に自信がある方以外はお勧めしま
せん。ロープウェイのチケットは参拝チ
ケットとセットとなっているものが販
売されているので、基本はそちらの購入
がメインになってきます。
ここで豆知識ですが、ロープウェイが無
かった時代の人々は、1159段の階段の
事を「いちいちご苦労さん」と呼んで
登っていたそうです。
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チャーシューは薄切りだけど味は濃厚！

コンパクト&確かな味
高カロリーに注意！

地元の食材を惜しげなく使用したラーメンが有
名な「厨」。ここでは毎日白湯ラーメンを求めたお
客さんで行列ができています。
可愛らしい見た目の中にこだわりが感じられ、丸
鶏・鶏ガラ、モミジなどを14時間かけて煮込んだ
鶏白湯スープと秘伝の塩だれは、一度食べたら虜
になること間違いなし。但し少し家系寄りなので
カロリーは高め。くれぐれも食べ過ぎには注意し
ましょう。店の雰囲気はとても良く、店内は明る
くモダンな印象でした。店に入るとすぐに店員さ
んが丁寧かつ迅速な対応で、店の回転率がとても
早いように感じました。駐車場は完備しています
が、基本満車なので混む時間帯は避けるようにし
たいですね。ここ静岡でしか食べられない絶品
ラーメンを余す事なく堪能しましょう。

プリンも手作り 唐揚げは丸ごと出てくるので、カットサービスを使おう

麺や厨 ☎054-395-7200
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〒422-8011　住所：静岡県駿河区国吉田4丁目4-8　
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注意：店構えが控えめなので、通り過ぎないよう
に気をつけましょう。駐車場は第三まで用意され
ていますが、基本第一、第二は満車なので、第三駐
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西部編

色褪せない魅力。
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お土産も充実
小國神社もう１つの楽しみ方

1. 秋には紅葉と赤い橋のコ
ラボレーションがとても綺
麗。
2. 出来立てもちもちの団子
を食べて一休み。開運だん
ご各種 130 円～　2. ソフト
クリーム 330 円　ソフトク
リームを注文する際、カッ
プが欲しい場合は伝えない
とコーンで渡されるので注
意が必要。　4. 土産屋さん
が立ち並ぶ場所。中には休
憩所がある。

参拝や祭りごともいいですが、お土産やス
ウィーツも忘れてはいけません。小國神社では
お土産のラインナップも豊富で、食べ物だけで
はなく地元のお茶や茶碗など食器類も多数展開
されています。
鳥居の手前を左に曲がると、お土産屋さんが立
ち並んでいる場所があります。そしてもう少し
歩くと休憩所があります。そこには床机がたく
さん用意されていて、それはまるで時代劇を彷
彿とさせます。こうした雰囲気を大切にしてい
るところが人気の秘訣なのかもしれません。無
料駐車場も完備しているので、気軽に立ち寄る
事ができます。
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樹齢700年「ひょうの木」

中古車を購入した方にオススメ
大切な愛車を直接お祓い

小國神社
〒437-0226　住所：静岡県周智郡森町一宮
3956< 営業時間 >9 時～16 時 30 分 ( ことまち
横丁は 9時 30 分～16 時 30 分 )　定休日：無
遠州森町スマート IC 降りてすぐ

☎538-89-7302

樹齢 1000 年の御神木

雨の日でも大丈夫なように屋根ありの場所も用意

期間限定で菊花展が開催11月15日(水)まで

小國神社では車のお祓いを1年通して受け付
けています。気休めといえば気休めですが、
お祓いをするとしないでは心の安心度合い
は変わってくると思います。ディーラーでも
中古車を購入する際はお祓いをオススメす
る事があるそうです。
お祓いは本殿近くで行います。そこまでは車
で直接行けるのでとても簡単です。お正月な
ど混む時期はかなり混雑が予想されるので
タイミングを見計らいましょう。尚、御祈祷
料は5000円となっており予約は不要です。
ただし値段も安くは無いので、中古で購入し
たのはいいが、前の持ち主もいたのでなんだ
か不安だ。といった人には是非一度検討して
みてはいかがでしょうか。
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浜松西ICを出て右側にあるプリン専
門店「浜松プリン　Pri fu l」へ行って
きました。なんとココのプリンはタ
イトルにもあるように、1日1000個
も売り上げる人気店。お店でゆった
りとしていく人もいれば、テイクア
ウトで購入していく人もいます。開
店して間も無く数人のお客さんが訪
れ、そのほとんどが定番メニューの
「究極のなめらかプリン」を購入して
いました。それもそのはず一度口に
すれば中で広がるクリーミーな味わ
いと、ほのかに香るバニラビーンズ
のダブルパンチで口の中は一瞬にし
てプリンに支配されます。まさに「究
極」という言葉がふさわしい一品だ
と思います。

店内の窓からは厨房で1つ1つに丁寧にラッピングをする
店員の姿がありました。

店の隣にはハンバーガー
やソフトクリームのお店
もあって、来る度に別のお
店に寄ってみると楽しみ
が増えて◎

浜松バーガースタンド 浜松ソフトクリームスタンド
marumaru &(アンド)

こだわるとはまさにこの事
浜松の最強プリン

写真は餃子20個。多そうに見えても中身がそう重く無い
ので、女性でも10個程度なら食べれてしまう。

絶品浜松名物
ヘルシー餃子を平らげる

浜松といえば餃子、浜松餃子といえば石
松餃子！ということで石松餃子に行って
きました。お昼とはいえ混雑を避けるた
めに14時過ぎに行ったのですが、店の外
には8組み待ちの長蛇の列が。平日のお
昼からこれだけ混むとは流石は本店恐る
べし。しかし待つ価値は大いにあると思
います。理由としては何より他店の石松
餃子では冷凍が多いのに対して本店では
手作りの出来立てが食べられるといった
点や、石松餃子が生まれた場所で食べる
特別感が感じられます。1口食べればリ
ピートは確実。たっぷりキャベツの餃子
をお酢入りの醤油につけて一口で頬張っ
た時の幸福感、口の中で一瞬にして広が
る旨味は普通の餃子では味わえない浜松
餃子ならではの感覚です。

石松本店
〒434-0041　住所：静岡県浜松市浜北区平口
252-1< 平日 >11 時～14 時 30 分 (L.O .14 時 )
17 時～20 時 30 分 (L.O .20 時 )< 休日 >11 時～21 時
(L.O .21 時 )　定休日：無

☎053-586-8522

車椅子マークの駐
車場もあるので、足
が悪い方でも安心

香ばしいチャーシュー入
りで、手が止まらない！

自由気ままな生活
究極の癒し動物に遭遇

シャボテン公園は元祖カピパラの露天
風呂で、11月下旬から4月にかけて行
われるそうです。残念ながら今回は入
浴シーンを見ることができませんでし
たが、カピパラ自体は1年を通して見
る事ができます。
他にもシャボテン公園では個性豊かな
動物達が暮らしており、なんとその数
140種類にも及びます。さらには柵な
どを設けずに、放飼している動物も沢
山いるので、距離感ゼロで動物達と触
れ合える事ができるのが特徴です。

インコももちろん放飼至る所に看板ふくろうが

カピパラの餌 1つ 100 円。

入場料：大人2400円　
小学生1200円 幼児(4歳
以上)400円　
年間パスポート：大人
(中学生以上)7,200円　
小学生3,600円 幼児(4歳
以上)1,200円　
園内はペットの連れ込
みも可能（但し1m以内
のリード必要）飲食店内
は不可なので、テラス席
を利用しましょう。

ケープペンギンのカエデ

動物によっては餌売り場も設けられて
いて、普段は中々見れない食事シーン
も独り占めできちゃいます。

ピラミッド型のハウス内には世界各
国のサボテンが栽培されています。そ
の数はなんと1500種類にも及ぶそう。
花が咲く季節には、沢山の花が見る人
を楽しませてくれます。写真のハウス
はシャボテン公園最大の温室で、メキ
シコから北アメリカにかけてのサボ
テン、多肉植物を展示しています。西
部劇に出てくるような巨大な柱サボ
テンが沢山栽培されており、日本で一
番大きいサイズの「約170歳の大株」も
ありました。様々な表情を見せてくれ
るサボテンたち。撮影も自由なので記
念撮影も含めバシバシ撮ってコレク
ションしましょう。　

シャボテン公園
〒413-0231　住所：静岡県伊東市富1317-13
営業時間：9時～16時　駐車場完備：500円
アクセス方法：東名高速道路、厚木ICより約2時間
（小田原厚木道路・国道135号線経由）
東名高速道路、沼津ICより約1時間30分
（国道1号線・国道136号線・宇佐美大仁線・国道
135号線経由）
東名高速道路、御殿場ICより約1時間40分
（箱根芦ノ湖スカイライン・伊豆スカイライン・遠笠山
道路経由）

☎053-586-8522

3534

新たな発見も？
世界各地のサボテンたち

熱海市

MOA美術館

日本美術とカフェで大人な時間に浸る
3736
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コッテリだけど後味スッキリ！
地元の食材を使った唯一無二のラーメン

静岡市

麺や厨 店構えは少し控えめな印象

店は洋風な雰囲気

チャーシューは薄切りだけど味は濃厚！

コンパクト&確かな味
高カロリーに注意！

地元の食材を惜しげなく使用したラーメンが有
名な「厨」。ここでは毎日白湯ラーメンを求めたお
客さんで行列ができています。
可愛らしい見た目の中にこだわりが感じられ、丸
鶏・鶏ガラ、モミジなどを14時間かけて煮込んだ
鶏白湯スープと秘伝の塩だれは、一度食べたら虜
になること間違いなし。但し少し家系寄りなので
カロリーは高め。くれぐれも食べ過ぎには注意し
ましょう。店の雰囲気はとても良く、店内は明る
くモダンな印象でした。店に入るとすぐに店員さ
んが丁寧かつ迅速な対応で、店の回転率がとても
早いように感じました。駐車場は完備しています
が、基本満車なので混む時間帯は避けるようにし
たいですね。ここ静岡でしか食べられない絶品
ラーメンを余す事なく堪能しましょう。

プリンも手作り 唐揚げは丸ごと出てくるので、カットサービスを使おう

麺や厨 ☎054-395-7200

アクセス：県総合運動場駅からすぐ
〒422-8011　住所：静岡県駿河区国吉田4丁目4-8　
営業時間：11時～22時　無料駐車場完備(3箇所)

注意：店構えが控えめなので、通り過ぎないよう
に気をつけましょう。駐車場は第三まで用意され
ていますが、基本第一、第二は満車なので、第三駐
車場へ駐車するようにしましょう。
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西部編

色褪せない魅力。

2322

お土産も充実
小國神社もう１つの楽しみ方

1. 秋には紅葉と赤い橋のコ
ラボレーションがとても綺
麗。
2. 出来立てもちもちの団子
を食べて一休み。開運だん
ご各種 130 円～　2. ソフト
クリーム 330 円　ソフトク
リームを注文する際、カッ
プが欲しい場合は伝えない
とコーンで渡されるので注
意が必要。　4. 土産屋さん
が立ち並ぶ場所。中には休
憩所がある。

参拝や祭りごともいいですが、お土産やス
ウィーツも忘れてはいけません。小國神社では
お土産のラインナップも豊富で、食べ物だけで
はなく地元のお茶や茶碗など食器類も多数展開
されています。
鳥居の手前を左に曲がると、お土産屋さんが立
ち並んでいる場所があります。そしてもう少し
歩くと休憩所があります。そこには床机がたく
さん用意されていて、それはまるで時代劇を彷
彿とさせます。こうした雰囲気を大切にしてい
るところが人気の秘訣なのかもしれません。無
料駐車場も完備しているので、気軽に立ち寄る
事ができます。

2

3

4

1

樹齢700年「ひょうの木」

中古車を購入した方にオススメ
大切な愛車を直接お祓い

小國神社
〒437-0226　住所：静岡県周智郡森町一宮
3956< 営業時間 >9 時～16 時 30 分 ( ことまち
横丁は 9時 30 分～16 時 30 分 )　定休日：無
遠州森町スマート IC 降りてすぐ

☎538-89-7302

樹齢 1000 年の御神木

雨の日でも大丈夫なように屋根ありの場所も用意

期間限定で菊花展が開催11月15日(水)まで

小國神社では車のお祓いを1年通して受け付
けています。気休めといえば気休めですが、
お祓いをするとしないでは心の安心度合い
は変わってくると思います。ディーラーでも
中古車を購入する際はお祓いをオススメす
る事があるそうです。
お祓いは本殿近くで行います。そこまでは車
で直接行けるのでとても簡単です。お正月な
ど混む時期はかなり混雑が予想されるので
タイミングを見計らいましょう。尚、御祈祷
料は5000円となっており予約は不要です。
ただし値段も安くは無いので、中古で購入し
たのはいいが、前の持ち主もいたのでなんだ
か不安だ。といった人には是非一度検討して
みてはいかがでしょうか。

2524

ぬくもりの森
浜松市

中世ヨーロッパの田舎町が、浜松市
に存在する事をご存知だろうか。
ここは浜松の建築会社が絵本に描か
れているような世界を表現するべ
く、1983 年から創業者の佐々木さ
んが造り始めた場所。
世界各地で数多くの建築様式を学ん
できた佐々木さんの夢が沢山詰まっ
た、「ぬくもりの森」を余す事なく
堪能しよう。

2928

浜松西ICを出て右側にあるプリン専
門店「浜松プリン　Pri fu l」へ行って
きました。なんとココのプリンはタ
イトルにもあるように、1日1000個
も売り上げる人気店。お店でゆった
りとしていく人もいれば、テイクア
ウトで購入していく人もいます。開
店して間も無く数人のお客さんが訪
れ、そのほとんどが定番メニューの
「究極のなめらかプリン」を購入して
いました。それもそのはず一度口に
すれば中で広がるクリーミーな味わ
いと、ほのかに香るバニラビーンズ
のダブルパンチで口の中は一瞬にし
てプリンに支配されます。まさに「究
極」という言葉がふさわしい一品だ
と思います。

店内の窓からは厨房で1つ1つに丁寧にラッピングをする
店員の姿がありました。

店の隣にはハンバーガー
やソフトクリームのお店
もあって、来る度に別のお
店に寄ってみると楽しみ
が増えて◎

浜松バーガースタンド 浜松ソフトクリームスタンド
marumaru &(アンド)

こだわるとはまさにこの事
浜松の最強プリン

写真は餃子20個。多そうに見えても中身がそう重く無い
ので、女性でも10個程度なら食べれてしまう。

絶品浜松名物
ヘルシー餃子を平らげる

浜松といえば餃子、浜松餃子といえば石
松餃子！ということで石松餃子に行って
きました。お昼とはいえ混雑を避けるた
めに14時過ぎに行ったのですが、店の外
には8組み待ちの長蛇の列が。平日のお
昼からこれだけ混むとは流石は本店恐る
べし。しかし待つ価値は大いにあると思
います。理由としては何より他店の石松
餃子では冷凍が多いのに対して本店では
手作りの出来立てが食べられるといった
点や、石松餃子が生まれた場所で食べる
特別感が感じられます。1口食べればリ
ピートは確実。たっぷりキャベツの餃子
をお酢入りの醤油につけて一口で頬張っ
た時の幸福感、口の中で一瞬にして広が
る旨味は普通の餃子では味わえない浜松
餃子ならではの感覚です。

石松本店
〒434-0041　住所：静岡県浜松市浜北区平口
252-1< 平日 >11 時～14 時 30 分 (L.O .14 時 )
17 時～20 時 30 分 (L.O .20 時 )< 休日 >11 時～21 時
(L.O .21 時 )　定休日：無

☎053-586-8522

車椅子マークの駐
車場もあるので、足
が悪い方でも安心

香ばしいチャーシュー入
りで、手が止まらない！

3130

東部編

歴史に触れ、食を堪能し、旅はより輝きを増す。

自由気ままな生活
究極の癒し動物に遭遇

シャボテン公園は元祖カピパラの露天
風呂で、11月下旬から4月にかけて行
われるそうです。残念ながら今回は入
浴シーンを見ることができませんでし
たが、カピパラ自体は1年を通して見
る事ができます。
他にもシャボテン公園では個性豊かな
動物達が暮らしており、なんとその数
140種類にも及びます。さらには柵な
どを設けずに、放飼している動物も沢
山いるので、距離感ゼロで動物達と触
れ合える事ができるのが特徴です。

インコももちろん放飼至る所に看板ふくろうが

カピパラの餌 1つ 100 円。

入場料：大人2400円　
小学生1200円 幼児(4歳
以上)400円　
年間パスポート：大人
(中学生以上)7,200円　
小学生3,600円 幼児(4歳
以上)1,200円　
園内はペットの連れ込
みも可能（但し1m以内
のリード必要）飲食店内
は不可なので、テラス席
を利用しましょう。

ケープペンギンのカエデ

動物によっては餌売り場も設けられて
いて、普段は中々見れない食事シーン
も独り占めできちゃいます。

ピラミッド型のハウス内には世界各
国のサボテンが栽培されています。そ
の数はなんと1500種類にも及ぶそう。
花が咲く季節には、沢山の花が見る人
を楽しませてくれます。写真のハウス
はシャボテン公園最大の温室で、メキ
シコから北アメリカにかけてのサボ
テン、多肉植物を展示しています。西
部劇に出てくるような巨大な柱サボ
テンが沢山栽培されており、日本で一
番大きいサイズの「約170歳の大株」も
ありました。様々な表情を見せてくれ
るサボテンたち。撮影も自由なので記
念撮影も含めバシバシ撮ってコレク
ションしましょう。　

シャボテン公園
〒413-0231　住所：静岡県伊東市富1317-13
営業時間：9時～16時　駐車場完備：500円
アクセス方法：東名高速道路、厚木ICより約2時間
（小田原厚木道路・国道135号線経由）
東名高速道路、沼津ICより約1時間30分
（国道1号線・国道136号線・宇佐美大仁線・国道
135号線経由）
東名高速道路、御殿場ICより約1時間40分
（箱根芦ノ湖スカイライン・伊豆スカイライン・遠笠山
道路経由）

☎053-586-8522

3534

新たな発見も？
世界各地のサボテンたち

熱海市

MOA美術館

日本美術とカフェで大人な時間に浸る
3736 4140

世界が認めた
Toshi Yoroizuka の極上スウィーツ

甘美な世界に引き込まれて・・・

日本人で初めて三ツ星レストランの「シェフ・パ
ティシエ」ディプロム（資格）を手に入れた鎧塚俊彦
がプロデュースするスウィーツ店。ここでは味はも
ちろんのこと、食器にもとてもこだわっています。
人間国宝である室瀬和美デザインによるもので、
「食べてみたい」と思われる美しさにこだわってい
るそう。イチオシはエクアドルカカオをふんだんに
使用したクラシックショコラ。ココナッツとクルミ
がショコラと相性が良く、ショコラの濃厚さををよ
り一層引き立ててくれます。バニラビーンズ入りの
クリームも相性バッチリ。

鎧塚俊彦×MOA美術館が魅せる
日本人初の資格取得者

食事券を使用したメニューは決
められていて、カシス、ベルナー
ル、クラシックショコラ、フロ
マージュの4種類。飲み物も選べ
る事ができ、紅茶、コーヒー、カ
フェオレの3種類。尚、どれも
ホットまたはアイスを選ぶ事が
できる。

直接お店に行って食事をする事も
できますが、入場券と食事券が
セットになったものが販売されて
いるので、セットの購入をお勧め
します。

MOA美術館
〒413-8511　住所：静岡県熱海市桃山町 26-2
営業時間：9時30分～16時30分（最終入館は16時まで）
休館日：木曜日（祝日日の場合は開館してます）
アクセス：真鶴道路湯河原出口から国道 135 号線を
通り美術館へ

La Patisserie du musee par Toshi Yoroizuka
〒413-0006　住所：静岡県熱海市桃山町 26-2　MOA
美術館 1F
営業時間：11 時～16 時　休館日：木曜日（祝日日の
場合は開館してます）
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西部編

色褪せない魅力。

2524

ぬくもりの森
浜松市

中世ヨーロッパの田舎町が、浜松市
に存在する事をご存知だろうか。
ここは浜松の建築会社が絵本に描か
れているような世界を表現するべ
く、1983 年から創業者の佐々木さ
んが造り始めた場所。
世界各地で数多くの建築様式を学ん
できた佐々木さんの夢が沢山詰まっ
た、「ぬくもりの森」を余す事なく
堪能しよう。

2726
3 密も回避できて安心

まるでそこは童話の世界

旅の途中で迷い込む
中世ヨーロッパの住宅街

普通の住宅街の細い路地を進み辿り着くのが、建
築家　佐々木茂良が長い年月をかけ作り上げた、
「ぬくもりの森」。そこはまるで中世のヨーロッパ
のような世界観が広がっています。その独特の世
界観は、映画や動画などの撮影にも規約さえ守れ
ば使用ができます。開放的なテラスでコーヒー片
手に読書。まるで映画のワンシーンで出てきそう
な場所を提供してくれます。
さらに店舗の種類も様々で、雑貨からレストラン、
ジェラート屋さんまであり、1 日満喫するのには
十分な量です。いつも通りの日常に疲れて新しい
刺激を求めている方は一度足を運び、特別なひと
時を過ごしてみてはいかがでしょうか。

甘い匂いに 誘われて訪れたのはジェラート
専門店の「ジェラテリア　ピッコロ　ピッ
キオ」。ジェラート作り一筋 26 年の職人が
作るジェラートは絶品の一言。食べた瞬間
に味よりも香りが先に口の中に広がり、味
を引き立てるためのレッドカーペットを敷
いてくれます。その上を軽やかな足取りで
進んでいくジェラートは、例えるならばハ
リウッドスターのよう。ジェラートは舌に
触れると瞬時に溶けて、濃厚なコクが全体
を包み込んでしまいます。ジェラート好き
にはたまらない一品です。

1.レストラン・ドゥスール　
フレンチ創作料理のコース
と、厳選されたワインが人
気。料金は 2 , 8 0 0円～　ラン
チコースの時間帯は「お客さ
ん1人1人に心ゆくまで楽し
んで欲しい」というシェフの
配慮から２部制。
2.奥にはチーズ屋さんやアロ
マ屋さんなどが立ち並ぶ。店
外での飲食もできるため、
コーヒー片手にこの非日常感
を楽しんでみててはどうだろ
う。3 .ドゥスールのドアノブ
はなんとも不思議で人魚の形
をしている。

ぬくもりの森
住所：静岡県浜松市西区和地町 2949
営業時間：10 時～16 時 30 分　定休日：木曜日
（店舗により異なります）　入場料金：（中学生
以上）400 円、ぬくもりガレリア入場料は別途
300 円　駐車場 100 台

☎053-486-1723

浜松プリン  Priful

〒431-1103　住所：静岡県浜松市西区西湖東
町 5652-1

☎050-5303-6357

営業時間：10 時～17 時　定休日：無

アクセス：浜松西インター降りてすぐ

ここがオススメ！

独特な世界観で味わう非日常感

2

1 3

▲レギュラーサイズは 530 円　

2928

浜松西ICを出て右側にあるプリン専
門店「浜松プリン　Pri fu l」へ行って
きました。なんとココのプリンはタ
イトルにもあるように、1日1000個
も売り上げる人気店。お店でゆった
りとしていく人もいれば、テイクア
ウトで購入していく人もいます。開
店して間も無く数人のお客さんが訪
れ、そのほとんどが定番メニューの
「究極のなめらかプリン」を購入して
いました。それもそのはず一度口に
すれば中で広がるクリーミーな味わ
いと、ほのかに香るバニラビーンズ
のダブルパンチで口の中は一瞬にし
てプリンに支配されます。まさに「究
極」という言葉がふさわしい一品だ
と思います。

店内の窓からは厨房で1つ1つに丁寧にラッピングをする
店員の姿がありました。

店の隣にはハンバーガー
やソフトクリームのお店
もあって、来る度に別のお
店に寄ってみると楽しみ
が増えて◎

浜松バーガースタンド 浜松ソフトクリームスタンド
marumaru &(アンド)

こだわるとはまさにこの事
浜松の最強プリン

写真は餃子20個。多そうに見えても中身がそう重く無い
ので、女性でも10個程度なら食べれてしまう。

絶品浜松名物
ヘルシー餃子を平らげる

浜松といえば餃子、浜松餃子といえば石
松餃子！ということで石松餃子に行って
きました。お昼とはいえ混雑を避けるた
めに14時過ぎに行ったのですが、店の外
には8組み待ちの長蛇の列が。平日のお
昼からこれだけ混むとは流石は本店恐る
べし。しかし待つ価値は大いにあると思
います。理由としては何より他店の石松
餃子では冷凍が多いのに対して本店では
手作りの出来立てが食べられるといった
点や、石松餃子が生まれた場所で食べる
特別感が感じられます。1口食べればリ
ピートは確実。たっぷりキャベツの餃子
をお酢入りの醤油につけて一口で頬張っ
た時の幸福感、口の中で一瞬にして広が
る旨味は普通の餃子では味わえない浜松
餃子ならではの感覚です。

石松本店
〒434-0041　住所：静岡県浜松市浜北区平口
252-1< 平日 >11 時～14 時 30 分 (L.O .14 時 )
17 時～20 時 30 分 (L.O .20 時 )< 休日 >11 時～21 時
(L.O .21 時 )　定休日：無

☎053-586-8522

車椅子マークの駐
車場もあるので、足
が悪い方でも安心

香ばしいチャーシュー入
りで、手が止まらない！

3130

東部編

歴史に触れ、食を堪能し、旅はより輝きを増す。

トゲトゲしていないサボテンも. . .帽子を被っているみたいで不思議

アルパカの鉢も発見。
遊び心も満載で目でも楽しむ。

サボテンを選んで終わりじゃない
最後の最後まで自分オリジナル

好きなサボテンを選んだら次は鉢選び。ノーマルな鉢から動物の形
をした鉢まで、形もサイズも様々です。中には可愛い動物の鉢もある
ので、子供達も楽しみながら選ぶ事ができます。
鉢を選んだら次はいよいよ砂選びや飾り付けで仕上げをします。カ
ラフルな砂など砂にも種類が沢山用意されているので、サボテンと
鉢、全体に合った砂を選ぶようにしましょう。

独特な形をした珍しいサボテン達がお客
さん達を楽しませていました。

お箸を使ってチョイス
自分好みのサボテンを育てよう

シャボテン公園の中にある「シャボテン狩り工房」
ではサボテン狩りが体験できます。狩るといって
も、所々に設置されたカゴと箸を使い自分の好き
なサボテンを選ぶといったものです。
選べるサボテンの種類はなんと270種類以上もあ
り、選ぶだけでも数時間はかかってしまいそうな
量でした。値段設定は少々お高めでしたが制限時
間などもなく、他では体験できない貴重な体験な
ので損はしません。やはり自分で選んだサボテン
には、店で購入したサボテンよりも愛着度が全然
違うように感じました。もちろん鉢も自分で選ぶ
事ができます。スタンダードなものから、可愛いも
の、ワイルドなものまでバリエーションも豊富な
ので子供から大人まで楽しみながら選べます

既に鉢に入っているものも購入可能

カゴに入れる際の向きに注意

ひよこやふくろうの鉢も。
サイズもコンパクトで◎

飾り砂も選べるので、自分のイメージや鉢に
合った色を選ぼう

幼少期に感じた感動がここにはあった。

3332

熱海市

MOA美術館

日本美術とカフェで大人な時間に浸る
3736 3938

かなり急勾配な坂を超えた先にあるのが今回の目的
地MOA美術館。ここは2017年2月5日にリニューアル
オープンしました。現代美術家の杉本博司と建築家の
榊田倫之がタッグを組んで作られた建物は、既存部分
との調和や、美術品を美しく魅せる工夫が所々に見ら
れました。
メインロビーの窓は32mに及び、伊豆山と相模灘、天
気の良い日には三浦半島、伊豆半島まで180度のパノ
ラマを見る事ができます。MOA美術館は海が見られ
る美術館とも言われています。建物の外には20世紀を
代表する彫刻家ヘンリー・ムアの銅像が設置してあ
り、銅像は相模湾を眺めるように設置されています。

建築家の杉本博司が手掛ける

デザインの伝統と現代の融合

バリアフリーで障がい者の方も安心

ガラス張りになっている所がメインロビー

MOA美術館はリニューアル後から、若年層の
お客さんが増加している傾向にあるように感
じました。
近年ではSNS映えするかしないかで、客足はか
なり左右される時代です。そんな中、MOA美術
館には他の美術館とは違った輝きを放ってい
ました。昭和32年(1957年)から創立以来から
数多くの来客者を感動させています。ただ見
るだけじゃなく、展示物を見る人の目線に
立った展示スタイルや、見る人を楽しませる
空間を提供してくれるライティング、細部に
至るまでMOA美術館は来客者をもてなすプロ
フェッショナルだと思いました。細かい部分
まで手を抜かない、そんな所が年齢層問わず
人気な秘訣なように感じました。

POINT

若者が急上昇中！？
MOA美術館が愛される秘訣

MOA美術館は、国宝3
件、重要文化財66件、重
要美術品46件含む約
3500件を所蔵。

創立者　岡田茂吉

歴史的建造物多数「洛中洛外図屏風」

見出したら止まらない洛中洛外図。こち
らの作品は1626年から1750年までに描
かれた作品で、京都の街並みを精巧に表
現しています。京都は絵にしろ写真にし

ろ町全体がアートになりますね。この屏
風には京都を代表する建造物が多数描か
れています。清水寺、豊国神社、三十三間
堂など数え出したらキリがないです。

一瞬にして清水寺だとわかります。MOA美術館の特徴でもあるガラスなし展示

4140

世界が認めた
Toshi Yoroizuka の極上スウィーツ

甘美な世界に引き込まれて・・・

日本人で初めて三ツ星レストランの「シェフ・パ
ティシエ」ディプロム（資格）を手に入れた鎧塚俊彦
がプロデュースするスウィーツ店。ここでは味はも
ちろんのこと、食器にもとてもこだわっています。
人間国宝である室瀬和美デザインによるもので、
「食べてみたい」と思われる美しさにこだわってい
るそう。イチオシはエクアドルカカオをふんだんに
使用したクラシックショコラ。ココナッツとクルミ
がショコラと相性が良く、ショコラの濃厚さををよ
り一層引き立ててくれます。バニラビーンズ入りの
クリームも相性バッチリ。

鎧塚俊彦×MOA美術館が魅せる
日本人初の資格取得者

食事券を使用したメニューは決
められていて、カシス、ベルナー
ル、クラシックショコラ、フロ
マージュの4種類。飲み物も選べ
る事ができ、紅茶、コーヒー、カ
フェオレの3種類。尚、どれも
ホットまたはアイスを選ぶ事が
できる。

直接お店に行って食事をする事も
できますが、入場券と食事券が
セットになったものが販売されて
いるので、セットの購入をお勧め
します。

MOA美術館
〒413-8511　住所：静岡県熱海市桃山町 26-2
営業時間：9時30分～16時30分（最終入館は16時まで）
休館日：木曜日（祝日日の場合は開館してます）
アクセス：真鶴道路湯河原出口から国道 135 号線を
通り美術館へ

La Patisserie du musee par Toshi Yoroizuka
〒413-0006　住所：静岡県熱海市桃山町 26-2　MOA
美術館 1F
営業時間：11 時～16 時　休館日：木曜日（祝日日の
場合は開館してます）
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ぬくもりの森
浜松市

中世ヨーロッパの田舎町が、浜松市
に存在する事をご存知だろうか。
ここは浜松の建築会社が絵本に描か
れているような世界を表現するべ
く、1983 年から創業者の佐々木さ
んが造り始めた場所。
世界各地で数多くの建築様式を学ん
できた佐々木さんの夢が沢山詰まっ
た、「ぬくもりの森」を余す事なく
堪能しよう。

2726
3 密も回避できて安心

まるでそこは童話の世界

旅の途中で迷い込む
中世ヨーロッパの住宅街

普通の住宅街の細い路地を進み辿り着くのが、建
築家　佐々木茂良が長い年月をかけ作り上げた、
「ぬくもりの森」。そこはまるで中世のヨーロッパ
のような世界観が広がっています。その独特の世
界観は、映画や動画などの撮影にも規約さえ守れ
ば使用ができます。開放的なテラスでコーヒー片
手に読書。まるで映画のワンシーンで出てきそう
な場所を提供してくれます。
さらに店舗の種類も様々で、雑貨からレストラン、
ジェラート屋さんまであり、1 日満喫するのには
十分な量です。いつも通りの日常に疲れて新しい
刺激を求めている方は一度足を運び、特別なひと
時を過ごしてみてはいかがでしょうか。

甘い匂いに 誘われて訪れたのはジェラート
専門店の「ジェラテリア　ピッコロ　ピッ
キオ」。ジェラート作り一筋 26 年の職人が
作るジェラートは絶品の一言。食べた瞬間
に味よりも香りが先に口の中に広がり、味
を引き立てるためのレッドカーペットを敷
いてくれます。その上を軽やかな足取りで
進んでいくジェラートは、例えるならばハ
リウッドスターのよう。ジェラートは舌に
触れると瞬時に溶けて、濃厚なコクが全体
を包み込んでしまいます。ジェラート好き
にはたまらない一品です。

1.レストラン・ドゥスール　
フレンチ創作料理のコース
と、厳選されたワインが人
気。料金は 2 , 8 0 0円～　ラン
チコースの時間帯は「お客さ
ん1人1人に心ゆくまで楽し
んで欲しい」というシェフの
配慮から２部制。
2.奥にはチーズ屋さんやアロ
マ屋さんなどが立ち並ぶ。店
外での飲食もできるため、
コーヒー片手にこの非日常感
を楽しんでみててはどうだろ
う。3 .ドゥスールのドアノブ
はなんとも不思議で人魚の形
をしている。

ぬくもりの森
住所：静岡県浜松市西区和地町 2949
営業時間：10 時～16 時 30 分　定休日：木曜日
（店舗により異なります）　入場料金：（中学生
以上）400 円、ぬくもりガレリア入場料は別途
300 円　駐車場 100 台

☎053-486-1723

浜松プリン  Priful

〒431-1103　住所：静岡県浜松市西区西湖東
町 5652-1

☎050-5303-6357

営業時間：10 時～17 時　定休日：無

アクセス：浜松西インター降りてすぐ

ここがオススメ！

独特な世界観で味わう非日常感

2

1 3

▲レギュラーサイズは 530 円　
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東部編

歴史に触れ、食を堪能し、旅はより輝きを増す。

トゲトゲしていないサボテンも. . .帽子を被っているみたいで不思議

アルパカの鉢も発見。
遊び心も満載で目でも楽しむ。

サボテンを選んで終わりじゃない
最後の最後まで自分オリジナル

好きなサボテンを選んだら次は鉢選び。ノーマルな鉢から動物の形
をした鉢まで、形もサイズも様々です。中には可愛い動物の鉢もある
ので、子供達も楽しみながら選ぶ事ができます。
鉢を選んだら次はいよいよ砂選びや飾り付けで仕上げをします。カ
ラフルな砂など砂にも種類が沢山用意されているので、サボテンと
鉢、全体に合った砂を選ぶようにしましょう。

独特な形をした珍しいサボテン達がお客
さん達を楽しませていました。

お箸を使ってチョイス
自分好みのサボテンを育てよう

シャボテン公園の中にある「シャボテン狩り工房」
ではサボテン狩りが体験できます。狩るといって
も、所々に設置されたカゴと箸を使い自分の好き
なサボテンを選ぶといったものです。
選べるサボテンの種類はなんと270種類以上もあ
り、選ぶだけでも数時間はかかってしまいそうな
量でした。値段設定は少々お高めでしたが制限時
間などもなく、他では体験できない貴重な体験な
ので損はしません。やはり自分で選んだサボテン
には、店で購入したサボテンよりも愛着度が全然
違うように感じました。もちろん鉢も自分で選ぶ
事ができます。スタンダードなものから、可愛いも
の、ワイルドなものまでバリエーションも豊富な
ので子供から大人まで楽しみながら選べます

既に鉢に入っているものも購入可能

カゴに入れる際の向きに注意

ひよこやふくろうの鉢も。
サイズもコンパクトで◎

飾り砂も選べるので、自分のイメージや鉢に
合った色を選ぼう

幼少期に感じた感動がここにはあった。

3332

3938

かなり急勾配な坂を超えた先にあるのが今回の目的
地MOA美術館。ここは2017年2月5日にリニューアル
オープンしました。現代美術家の杉本博司と建築家の
榊田倫之がタッグを組んで作られた建物は、既存部分
との調和や、美術品を美しく魅せる工夫が所々に見ら
れました。
メインロビーの窓は32mに及び、伊豆山と相模灘、天
気の良い日には三浦半島、伊豆半島まで180度のパノ
ラマを見る事ができます。MOA美術館は海が見られ
る美術館とも言われています。建物の外には20世紀を
代表する彫刻家ヘンリー・ムアの銅像が設置してあ
り、銅像は相模湾を眺めるように設置されています。

建築家の杉本博司が手掛ける

デザインの伝統と現代の融合

バリアフリーで障がい者の方も安心

ガラス張りになっている所がメインロビー

MOA美術館はリニューアル後から、若年層の
お客さんが増加している傾向にあるように感
じました。
近年ではSNS映えするかしないかで、客足はか
なり左右される時代です。そんな中、MOA美術
館には他の美術館とは違った輝きを放ってい
ました。昭和32年(1957年)から創立以来から
数多くの来客者を感動させています。ただ見
るだけじゃなく、展示物を見る人の目線に
立った展示スタイルや、見る人を楽しませる
空間を提供してくれるライティング、細部に
至るまでMOA美術館は来客者をもてなすプロ
フェッショナルだと思いました。細かい部分
まで手を抜かない、そんな所が年齢層問わず
人気な秘訣なように感じました。

POINT

若者が急上昇中！？
MOA美術館が愛される秘訣

MOA美術館は、国宝3
件、重要文化財66件、重
要美術品46件含む約
3500件を所蔵。

創立者　岡田茂吉

歴史的建造物多数「洛中洛外図屏風」

見出したら止まらない洛中洛外図。こち
らの作品は1626年から1750年までに描
かれた作品で、京都の街並みを精巧に表
現しています。京都は絵にしろ写真にし

ろ町全体がアートになりますね。この屏
風には京都を代表する建造物が多数描か
れています。清水寺、豊国神社、三十三間
堂など数え出したらキリがないです。

一瞬にして清水寺だとわかります。MOA美術館の特徴でもあるガラスなし展示

4140

世界が認めた
Toshi Yoroizuka の極上スウィーツ

甘美な世界に引き込まれて・・・

日本人で初めて三ツ星レストランの「シェフ・パ
ティシエ」ディプロム（資格）を手に入れた鎧塚俊彦
がプロデュースするスウィーツ店。ここでは味はも
ちろんのこと、食器にもとてもこだわっています。
人間国宝である室瀬和美デザインによるもので、
「食べてみたい」と思われる美しさにこだわってい
るそう。イチオシはエクアドルカカオをふんだんに
使用したクラシックショコラ。ココナッツとクルミ
がショコラと相性が良く、ショコラの濃厚さををよ
り一層引き立ててくれます。バニラビーンズ入りの
クリームも相性バッチリ。

鎧塚俊彦×MOA美術館が魅せる
日本人初の資格取得者

食事券を使用したメニューは決
められていて、カシス、ベルナー
ル、クラシックショコラ、フロ
マージュの4種類。飲み物も選べ
る事ができ、紅茶、コーヒー、カ
フェオレの3種類。尚、どれも
ホットまたはアイスを選ぶ事が
できる。

直接お店に行って食事をする事も
できますが、入場券と食事券が
セットになったものが販売されて
いるので、セットの購入をお勧め
します。

MOA美術館
〒413-8511　住所：静岡県熱海市桃山町 26-2
営業時間：9時30分～16時30分（最終入館は16時まで）
休館日：木曜日（祝日日の場合は開館してます）
アクセス：真鶴道路湯河原出口から国道 135 号線を
通り美術館へ

La Patisserie du musee par Toshi Yoroizuka
〒413-0006　住所：静岡県熱海市桃山町 26-2　MOA
美術館 1F
営業時間：11 時～16 時　休館日：木曜日（祝日日の
場合は開館してます）
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浜松市

小國神社

四季折々の顔を見せる。
2322

お土産も充実
小國神社もう１つの楽しみ方

1. 秋には紅葉と赤い橋のコ
ラボレーションがとても綺
麗。
2. 出来立てもちもちの団子
を食べて一休み。開運だん
ご各種 130 円～　2. ソフト
クリーム 330 円　ソフトク
リームを注文する際、カッ
プが欲しい場合は伝えない
とコーンで渡されるので注
意が必要。　4. 土産屋さん
が立ち並ぶ場所。中には休
憩所がある。

参拝や祭りごともいいですが、お土産やス
ウィーツも忘れてはいけません。小國神社では
お土産のラインナップも豊富で、食べ物だけで
はなく地元のお茶や茶碗など食器類も多数展開
されています。
鳥居の手前を左に曲がると、お土産屋さんが立
ち並んでいる場所があります。そしてもう少し
歩くと休憩所があります。そこには床机がたく
さん用意されていて、それはまるで時代劇を彷
彿とさせます。こうした雰囲気を大切にしてい
るところが人気の秘訣なのかもしれません。無
料駐車場も完備しているので、気軽に立ち寄る
事ができます。

2

3

4

1

樹齢700年「ひょうの木」

中古車を購入した方にオススメ
大切な愛車を直接お祓い

小國神社
〒437-0226　住所：静岡県周智郡森町一宮
3956< 営業時間 >9 時～16 時 30 分 ( ことまち
横丁は 9時 30 分～16 時 30 分 )　定休日：無
遠州森町スマート IC 降りてすぐ

☎538-89-7302

樹齢 1000 年の御神木

雨の日でも大丈夫なように屋根ありの場所も用意

期間限定で菊花展が開催11月15日(水)まで

小國神社では車のお祓いを1年通して受け付
けています。気休めといえば気休めですが、
お祓いをするとしないでは心の安心度合い
は変わってくると思います。ディーラーでも
中古車を購入する際はお祓いをオススメす
る事があるそうです。
お祓いは本殿近くで行います。そこまでは車
で直接行けるのでとても簡単です。お正月な
ど混む時期はかなり混雑が予想されるので
タイミングを見計らいましょう。尚、御祈祷
料は5000円となっており予約は不要です。
ただし値段も安くは無いので、中古で購入し
たのはいいが、前の持ち主もいたのでなんだ
か不安だ。といった人には是非一度検討して
みてはいかがでしょうか。
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浜松西ICを出て右側にあるプリン専
門店「浜松プリン　Pri fu l」へ行って
きました。なんとココのプリンはタ
イトルにもあるように、1日1000個
も売り上げる人気店。お店でゆった
りとしていく人もいれば、テイクア
ウトで購入していく人もいます。開
店して間も無く数人のお客さんが訪
れ、そのほとんどが定番メニューの
「究極のなめらかプリン」を購入して
いました。それもそのはず一度口に
すれば中で広がるクリーミーな味わ
いと、ほのかに香るバニラビーンズ
のダブルパンチで口の中は一瞬にし
てプリンに支配されます。まさに「究
極」という言葉がふさわしい一品だ
と思います。

店内の窓からは厨房で1つ1つに丁寧にラッピングをする
店員の姿がありました。

店の隣にはハンバーガー
やソフトクリームのお店
もあって、来る度に別のお
店に寄ってみると楽しみ
が増えて◎

浜松バーガースタンド 浜松ソフトクリームスタンド
marumaru &(アンド)

こだわるとはまさにこの事
浜松の最強プリン

写真は餃子20個。多そうに見えても中身がそう重く無い
ので、女性でも10個程度なら食べれてしまう。

絶品浜松名物
ヘルシー餃子を平らげる

浜松といえば餃子、浜松餃子といえば石
松餃子！ということで石松餃子に行って
きました。お昼とはいえ混雑を避けるた
めに14時過ぎに行ったのですが、店の外
には8組み待ちの長蛇の列が。平日のお
昼からこれだけ混むとは流石は本店恐る
べし。しかし待つ価値は大いにあると思
います。理由としては何より他店の石松
餃子では冷凍が多いのに対して本店では
手作りの出来立てが食べられるといった
点や、石松餃子が生まれた場所で食べる
特別感が感じられます。1口食べればリ
ピートは確実。たっぷりキャベツの餃子
をお酢入りの醤油につけて一口で頬張っ
た時の幸福感、口の中で一瞬にして広が
る旨味は普通の餃子では味わえない浜松
餃子ならではの感覚です。

石松本店
〒434-0041　住所：静岡県浜松市浜北区平口
252-1< 平日 >11 時～14 時 30 分 (L.O .14 時 )
17 時～20 時 30 分 (L.O .20 時 )< 休日 >11 時～21 時
(L.O .21 時 )　定休日：無

☎053-586-8522

車椅子マークの駐
車場もあるので、足
が悪い方でも安心

香ばしいチャーシュー入
りで、手が止まらない！

自由気ままな生活
究極の癒し動物に遭遇

シャボテン公園は元祖カピパラの露天
風呂で、11月下旬から4月にかけて行
われるそうです。残念ながら今回は入
浴シーンを見ることができませんでし
たが、カピパラ自体は1年を通して見
る事ができます。
他にもシャボテン公園では個性豊かな
動物達が暮らしており、なんとその数
140種類にも及びます。さらには柵な
どを設けずに、放飼している動物も沢
山いるので、距離感ゼロで動物達と触
れ合える事ができるのが特徴です。

インコももちろん放飼至る所に看板ふくろうが

カピパラの餌 1つ 100 円。

入場料：大人2400円　
小学生1200円 幼児(4歳
以上)400円　
年間パスポート：大人
(中学生以上)7,200円　
小学生3,600円 幼児(4歳
以上)1,200円　
園内はペットの連れ込
みも可能（但し1m以内
のリード必要）飲食店内
は不可なので、テラス席
を利用しましょう。

ケープペンギンのカエデ

動物によっては餌売り場も設けられて
いて、普段は中々見れない食事シーン
も独り占めできちゃいます。

ピラミッド型のハウス内には世界各
国のサボテンが栽培されています。そ
の数はなんと1500種類にも及ぶそう。
花が咲く季節には、沢山の花が見る人
を楽しませてくれます。写真のハウス
はシャボテン公園最大の温室で、メキ
シコから北アメリカにかけてのサボ
テン、多肉植物を展示しています。西
部劇に出てくるような巨大な柱サボ
テンが沢山栽培されており、日本で一
番大きいサイズの「約170歳の大株」も
ありました。様々な表情を見せてくれ
るサボテンたち。撮影も自由なので記
念撮影も含めバシバシ撮ってコレク
ションしましょう。　

シャボテン公園
〒413-0231　住所：静岡県伊東市富1317-13
営業時間：9時～16時　駐車場完備：500円
アクセス方法：東名高速道路、厚木ICより約2時間
（小田原厚木道路・国道135号線経由）
東名高速道路、沼津ICより約1時間30分
（国道1号線・国道136号線・宇佐美大仁線・国道
135号線経由）
東名高速道路、御殿場ICより約1時間40分
（箱根芦ノ湖スカイライン・伊豆スカイライン・遠笠山
道路経由）

☎053-586-8522
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新たな発見も？
世界各地のサボテンたち

熱海市

MOA美術館

日本美術とカフェで大人な時間に浸る
3736
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お土産も充実
小國神社もう１つの楽しみ方

1. 秋には紅葉と赤い橋のコ
ラボレーションがとても綺
麗。
2. 出来立てもちもちの団子
を食べて一休み。開運だん
ご各種 130 円～　2. ソフト
クリーム 330 円　ソフトク
リームを注文する際、カッ
プが欲しい場合は伝えない
とコーンで渡されるので注
意が必要。　4. 土産屋さん
が立ち並ぶ場所。中には休
憩所がある。

参拝や祭りごともいいですが、お土産やス
ウィーツも忘れてはいけません。小國神社では
お土産のラインナップも豊富で、食べ物だけで
はなく地元のお茶や茶碗など食器類も多数展開
されています。
鳥居の手前を左に曲がると、お土産屋さんが立
ち並んでいる場所があります。そしてもう少し
歩くと休憩所があります。そこには床机がたく
さん用意されていて、それはまるで時代劇を彷
彿とさせます。こうした雰囲気を大切にしてい
るところが人気の秘訣なのかもしれません。無
料駐車場も完備しているので、気軽に立ち寄る
事ができます。
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1

樹齢700年「ひょうの木」

中古車を購入した方にオススメ
大切な愛車を直接お祓い

小國神社
〒437-0226　住所：静岡県周智郡森町一宮
3956< 営業時間 >9 時～16 時 30 分 ( ことまち
横丁は 9時 30 分～16 時 30 分 )　定休日：無
遠州森町スマート IC 降りてすぐ

☎538-89-7302

樹齢 1000 年の御神木

雨の日でも大丈夫なように屋根ありの場所も用意

期間限定で菊花展が開催11月15日(水)まで

小國神社では車のお祓いを1年通して受け付
けています。気休めといえば気休めですが、
お祓いをするとしないでは心の安心度合い
は変わってくると思います。ディーラーでも
中古車を購入する際はお祓いをオススメす
る事があるそうです。
お祓いは本殿近くで行います。そこまでは車
で直接行けるのでとても簡単です。お正月な
ど混む時期はかなり混雑が予想されるので
タイミングを見計らいましょう。尚、御祈祷
料は5000円となっており予約は不要です。
ただし値段も安くは無いので、中古で購入し
たのはいいが、前の持ち主もいたのでなんだ
か不安だ。といった人には是非一度検討して
みてはいかがでしょうか。
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浜松西ICを出て右側にあるプリン専
門店「浜松プリン　Pri fu l」へ行って
きました。なんとココのプリンはタ
イトルにもあるように、1日1000個
も売り上げる人気店。お店でゆった
りとしていく人もいれば、テイクア
ウトで購入していく人もいます。開
店して間も無く数人のお客さんが訪
れ、そのほとんどが定番メニューの
「究極のなめらかプリン」を購入して
いました。それもそのはず一度口に
すれば中で広がるクリーミーな味わ
いと、ほのかに香るバニラビーンズ
のダブルパンチで口の中は一瞬にし
てプリンに支配されます。まさに「究
極」という言葉がふさわしい一品だ
と思います。

店内の窓からは厨房で1つ1つに丁寧にラッピングをする
店員の姿がありました。

店の隣にはハンバーガー
やソフトクリームのお店
もあって、来る度に別のお
店に寄ってみると楽しみ
が増えて◎

浜松バーガースタンド 浜松ソフトクリームスタンド
marumaru &(アンド)

こだわるとはまさにこの事
浜松の最強プリン

写真は餃子20個。多そうに見えても中身がそう重く無い
ので、女性でも10個程度なら食べれてしまう。

絶品浜松名物
ヘルシー餃子を平らげる

浜松といえば餃子、浜松餃子といえば石
松餃子！ということで石松餃子に行って
きました。お昼とはいえ混雑を避けるた
めに14時過ぎに行ったのですが、店の外
には8組み待ちの長蛇の列が。平日のお
昼からこれだけ混むとは流石は本店恐る
べし。しかし待つ価値は大いにあると思
います。理由としては何より他店の石松
餃子では冷凍が多いのに対して本店では
手作りの出来立てが食べられるといった
点や、石松餃子が生まれた場所で食べる
特別感が感じられます。1口食べればリ
ピートは確実。たっぷりキャベツの餃子
をお酢入りの醤油につけて一口で頬張っ
た時の幸福感、口の中で一瞬にして広が
る旨味は普通の餃子では味わえない浜松
餃子ならではの感覚です。

石松本店
〒434-0041　住所：静岡県浜松市浜北区平口
252-1< 平日 >11 時～14 時 30 分 (L.O .14 時 )
17 時～20 時 30 分 (L.O .20 時 )< 休日 >11 時～21 時
(L.O .21 時 )　定休日：無

☎053-586-8522

車椅子マークの駐
車場もあるので、足
が悪い方でも安心

香ばしいチャーシュー入
りで、手が止まらない！

3130

東部編

歴史に触れ、食を堪能し、旅はより輝きを増す。

自由気ままな生活
究極の癒し動物に遭遇

シャボテン公園は元祖カピパラの露天
風呂で、11月下旬から4月にかけて行
われるそうです。残念ながら今回は入
浴シーンを見ることができませんでし
たが、カピパラ自体は1年を通して見
る事ができます。
他にもシャボテン公園では個性豊かな
動物達が暮らしており、なんとその数
140種類にも及びます。さらには柵な
どを設けずに、放飼している動物も沢
山いるので、距離感ゼロで動物達と触
れ合える事ができるのが特徴です。

インコももちろん放飼至る所に看板ふくろうが

カピパラの餌 1つ 100 円。

入場料：大人2400円　
小学生1200円 幼児(4歳
以上)400円　
年間パスポート：大人
(中学生以上)7,200円　
小学生3,600円 幼児(4歳
以上)1,200円　
園内はペットの連れ込
みも可能（但し1m以内
のリード必要）飲食店内
は不可なので、テラス席
を利用しましょう。

ケープペンギンのカエデ

動物によっては餌売り場も設けられて
いて、普段は中々見れない食事シーン
も独り占めできちゃいます。

ピラミッド型のハウス内には世界各
国のサボテンが栽培されています。そ
の数はなんと1500種類にも及ぶそう。
花が咲く季節には、沢山の花が見る人
を楽しませてくれます。写真のハウス
はシャボテン公園最大の温室で、メキ
シコから北アメリカにかけてのサボ
テン、多肉植物を展示しています。西
部劇に出てくるような巨大な柱サボ
テンが沢山栽培されており、日本で一
番大きいサイズの「約170歳の大株」も
ありました。様々な表情を見せてくれ
るサボテンたち。撮影も自由なので記
念撮影も含めバシバシ撮ってコレク
ションしましょう。　

シャボテン公園
〒413-0231　住所：静岡県伊東市富1317-13
営業時間：9時～16時　駐車場完備：500円
アクセス方法：東名高速道路、厚木ICより約2時間
（小田原厚木道路・国道135号線経由）
東名高速道路、沼津ICより約1時間30分
（国道1号線・国道136号線・宇佐美大仁線・国道
135号線経由）
東名高速道路、御殿場ICより約1時間40分
（箱根芦ノ湖スカイライン・伊豆スカイライン・遠笠山
道路経由）

☎053-586-8522
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新たな発見も？
世界各地のサボテンたち

熱海市

MOA美術館

日本美術とカフェで大人な時間に浸る
3736 4140

世界が認めた
Toshi Yoroizuka の極上スウィーツ

甘美な世界に引き込まれて・・・

日本人で初めて三ツ星レストランの「シェフ・パ
ティシエ」ディプロム（資格）を手に入れた鎧塚俊彦
がプロデュースするスウィーツ店。ここでは味はも
ちろんのこと、食器にもとてもこだわっています。
人間国宝である室瀬和美デザインによるもので、
「食べてみたい」と思われる美しさにこだわってい
るそう。イチオシはエクアドルカカオをふんだんに
使用したクラシックショコラ。ココナッツとクルミ
がショコラと相性が良く、ショコラの濃厚さををよ
り一層引き立ててくれます。バニラビーンズ入りの
クリームも相性バッチリ。

鎧塚俊彦×MOA美術館が魅せる
日本人初の資格取得者

食事券を使用したメニューは決
められていて、カシス、ベルナー
ル、クラシックショコラ、フロ
マージュの4種類。飲み物も選べ
る事ができ、紅茶、コーヒー、カ
フェオレの3種類。尚、どれも
ホットまたはアイスを選ぶ事が
できる。

直接お店に行って食事をする事も
できますが、入場券と食事券が
セットになったものが販売されて
いるので、セットの購入をお勧め
します。

MOA美術館
〒413-8511　住所：静岡県熱海市桃山町 26-2
営業時間：9時30分～16時30分（最終入館は16時まで）
休館日：木曜日（祝日日の場合は開館してます）
アクセス：真鶴道路湯河原出口から国道 135 号線を
通り美術館へ

La Patisserie du musee par Toshi Yoroizuka
〒413-0006　住所：静岡県熱海市桃山町 26-2　MOA
美術館 1F
営業時間：11 時～16 時　休館日：木曜日（祝日日の
場合は開館してます）
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浜松西ICを出て右側にあるプリン専
門店「浜松プリン　Pri fu l」へ行って
きました。なんとココのプリンはタ
イトルにもあるように、1日1000個
も売り上げる人気店。お店でゆった
りとしていく人もいれば、テイクア
ウトで購入していく人もいます。開
店して間も無く数人のお客さんが訪
れ、そのほとんどが定番メニューの
「究極のなめらかプリン」を購入して
いました。それもそのはず一度口に
すれば中で広がるクリーミーな味わ
いと、ほのかに香るバニラビーンズ
のダブルパンチで口の中は一瞬にし
てプリンに支配されます。まさに「究
極」という言葉がふさわしい一品だ
と思います。

店内の窓からは厨房で1つ1つに丁寧にラッピングをする
店員の姿がありました。

店の隣にはハンバーガー
やソフトクリームのお店
もあって、来る度に別のお
店に寄ってみると楽しみ
が増えて◎

浜松バーガースタンド 浜松ソフトクリームスタンド
marumaru &(アンド)

こだわるとはまさにこの事
浜松の最強プリン

写真は餃子20個。多そうに見えても中身がそう重く無い
ので、女性でも10個程度なら食べれてしまう。

絶品浜松名物
ヘルシー餃子を平らげる

浜松といえば餃子、浜松餃子といえば石
松餃子！ということで石松餃子に行って
きました。お昼とはいえ混雑を避けるた
めに14時過ぎに行ったのですが、店の外
には8組み待ちの長蛇の列が。平日のお
昼からこれだけ混むとは流石は本店恐る
べし。しかし待つ価値は大いにあると思
います。理由としては何より他店の石松
餃子では冷凍が多いのに対して本店では
手作りの出来立てが食べられるといった
点や、石松餃子が生まれた場所で食べる
特別感が感じられます。1口食べればリ
ピートは確実。たっぷりキャベツの餃子
をお酢入りの醤油につけて一口で頬張っ
た時の幸福感、口の中で一瞬にして広が
る旨味は普通の餃子では味わえない浜松
餃子ならではの感覚です。

石松本店
〒434-0041　住所：静岡県浜松市浜北区平口
252-1< 平日 >11 時～14 時 30 分 (L.O .14 時 )
17 時～20 時 30 分 (L.O .20 時 )< 休日 >11 時～21 時
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☎053-586-8522

車椅子マークの駐
車場もあるので、足
が悪い方でも安心

香ばしいチャーシュー入
りで、手が止まらない！
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東部編

歴史に触れ、食を堪能し、旅はより輝きを増す。

トゲトゲしていないサボテンも. . .帽子を被っているみたいで不思議

アルパカの鉢も発見。
遊び心も満載で目でも楽しむ。

サボテンを選んで終わりじゃない
最後の最後まで自分オリジナル

好きなサボテンを選んだら次は鉢選び。ノーマルな鉢から動物の形
をした鉢まで、形もサイズも様々です。中には可愛い動物の鉢もある
ので、子供達も楽しみながら選ぶ事ができます。
鉢を選んだら次はいよいよ砂選びや飾り付けで仕上げをします。カ
ラフルな砂など砂にも種類が沢山用意されているので、サボテンと
鉢、全体に合った砂を選ぶようにしましょう。

独特な形をした珍しいサボテン達がお客
さん達を楽しませていました。

お箸を使ってチョイス
自分好みのサボテンを育てよう

シャボテン公園の中にある「シャボテン狩り工房」
ではサボテン狩りが体験できます。狩るといって
も、所々に設置されたカゴと箸を使い自分の好き
なサボテンを選ぶといったものです。
選べるサボテンの種類はなんと270種類以上もあ
り、選ぶだけでも数時間はかかってしまいそうな
量でした。値段設定は少々お高めでしたが制限時
間などもなく、他では体験できない貴重な体験な
ので損はしません。やはり自分で選んだサボテン
には、店で購入したサボテンよりも愛着度が全然
違うように感じました。もちろん鉢も自分で選ぶ
事ができます。スタンダードなものから、可愛いも
の、ワイルドなものまでバリエーションも豊富な
ので子供から大人まで楽しみながら選べます

既に鉢に入っているものも購入可能

カゴに入れる際の向きに注意

ひよこやふくろうの鉢も。
サイズもコンパクトで◎

飾り砂も選べるので、自分のイメージや鉢に
合った色を選ぼう

幼少期に感じた感動がここにはあった。

3332

熱海市

MOA美術館

日本美術とカフェで大人な時間に浸る
3736 3938

かなり急勾配な坂を超えた先にあるのが今回の目的
地MOA美術館。ここは2017年2月5日にリニューアル
オープンしました。現代美術家の杉本博司と建築家の
榊田倫之がタッグを組んで作られた建物は、既存部分
との調和や、美術品を美しく魅せる工夫が所々に見ら
れました。
メインロビーの窓は32mに及び、伊豆山と相模灘、天
気の良い日には三浦半島、伊豆半島まで180度のパノ
ラマを見る事ができます。MOA美術館は海が見られ
る美術館とも言われています。建物の外には20世紀を
代表する彫刻家ヘンリー・ムアの銅像が設置してあ
り、銅像は相模湾を眺めるように設置されています。

建築家の杉本博司が手掛ける

デザインの伝統と現代の融合

バリアフリーで障がい者の方も安心

ガラス張りになっている所がメインロビー

MOA美術館はリニューアル後から、若年層の
お客さんが増加している傾向にあるように感
じました。
近年ではSNS映えするかしないかで、客足はか
なり左右される時代です。そんな中、MOA美術
館には他の美術館とは違った輝きを放ってい
ました。昭和32年(1957年)から創立以来から
数多くの来客者を感動させています。ただ見
るだけじゃなく、展示物を見る人の目線に
立った展示スタイルや、見る人を楽しませる
空間を提供してくれるライティング、細部に
至るまでMOA美術館は来客者をもてなすプロ
フェッショナルだと思いました。細かい部分
まで手を抜かない、そんな所が年齢層問わず
人気な秘訣なように感じました。

POINT

若者が急上昇中！？
MOA美術館が愛される秘訣

MOA美術館は、国宝3
件、重要文化財66件、重
要美術品46件含む約
3500件を所蔵。

創立者　岡田茂吉

歴史的建造物多数「洛中洛外図屏風」

見出したら止まらない洛中洛外図。こち
らの作品は1626年から1750年までに描
かれた作品で、京都の街並みを精巧に表
現しています。京都は絵にしろ写真にし

ろ町全体がアートになりますね。この屏
風には京都を代表する建造物が多数描か
れています。清水寺、豊国神社、三十三間
堂など数え出したらキリがないです。

一瞬にして清水寺だとわかります。MOA美術館の特徴でもあるガラスなし展示

4140

世界が認めた
Toshi Yoroizuka の極上スウィーツ

甘美な世界に引き込まれて・・・

日本人で初めて三ツ星レストランの「シェフ・パ
ティシエ」ディプロム（資格）を手に入れた鎧塚俊彦
がプロデュースするスウィーツ店。ここでは味はも
ちろんのこと、食器にもとてもこだわっています。
人間国宝である室瀬和美デザインによるもので、
「食べてみたい」と思われる美しさにこだわってい
るそう。イチオシはエクアドルカカオをふんだんに
使用したクラシックショコラ。ココナッツとクルミ
がショコラと相性が良く、ショコラの濃厚さををよ
り一層引き立ててくれます。バニラビーンズ入りの
クリームも相性バッチリ。

鎧塚俊彦×MOA美術館が魅せる
日本人初の資格取得者

食事券を使用したメニューは決
められていて、カシス、ベルナー
ル、クラシックショコラ、フロ
マージュの4種類。飲み物も選べ
る事ができ、紅茶、コーヒー、カ
フェオレの3種類。尚、どれも
ホットまたはアイスを選ぶ事が
できる。

直接お店に行って食事をする事も
できますが、入場券と食事券が
セットになったものが販売されて
いるので、セットの購入をお勧め
します。

MOA美術館
〒413-8511　住所：静岡県熱海市桃山町 26-2
営業時間：9時30分～16時30分（最終入館は16時まで）
休館日：木曜日（祝日日の場合は開館してます）
アクセス：真鶴道路湯河原出口から国道 135 号線を
通り美術館へ

La Patisserie du musee par Toshi Yoroizuka
〒413-0006　住所：静岡県熱海市桃山町 26-2　MOA
美術館 1F
営業時間：11 時～16 時　休館日：木曜日（祝日日の
場合は開館してます）
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