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健康で豊かな生活に必要な
「食」 と 「環境」 のサポートを
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はっささくんがやってきた！てきた！はっさくんがやってきた！
５/３ 因島アメニティ公園まつり ＆ ５/11 万田健康まつり

はっさくん缶バッジが14種類になりました！

５５

５月３日の因島イメージキャラクター「はっさ

くん」のお披露目には、たくさんの皆様にお越

しいただき、ありがとうございました。

集まってくれた子供達が、「はっさくん」クイズ

形式プロフィール紹介に元気よく答え、会場が

楽しいひとときとなりました。

因島アメニ
ティ公園ま

つり

■カフェテラス 菜のはな
因島田熊町 4701-2 0845-25-6787

■ペンション 白滝山荘
因島重井町 1050 0845-25-0068
■ナティーク城山
因島土生町 2254-6 0845-26-0046

■本四バス開発
大浜パーキングエリア<上り >
大浜パーキングエリア<下り > 
 0845-24-1252

５月 11 日、万田発酵株式会社（尾道市因島重井町）

開催の「2014 万田健康まつり」にて因島イメージ

キャラクター「はっさくん」と万田発酵マスコット

キャラクター「だいちゃん」が初共演しました。

はっさくんとだいちゃんの初顔合わせ。二人共、感

激している様子でした。

万田健康まつり

■ハーツ・ヘアー
因島重井町 1899-15 0845-25-1088

■ホテルいんのしま
因島土生町平木 288 0845-22-4661

■松愛堂 土生店
因島土生町 1899-15 0845-22-4893

■松愛堂 中庄店
因島中庄町 678-1 0845-24-3900

■洋菓子 プチフール
因島中庄町 4175-6 0845-24-0480

■寺西薬局
因島中庄町 4895-26 0845-24-3661

■菓子処中島
因島重井町 2260-18 0845-25-0107

■興文館書店
因島土生町 1899-70 0845-22-0251

■美容室ヴェリィ
因島土生町 1906-16 0845-22-5553

■ＩＴＭツーリストサービス
因島土生町 1899-31 0845-22-8888

■ヤマザキショップ土生郷区
因島土生町 1050-4 0845-22-8681

■土生港売店
因島土生町 1899-31 0845-22-7460

■因島観光協会
因島土生町 1899-31 0845-26-6111

■大山神社
因島土生町 1899-15 0845-23-6000

はっさくん缶バッジ取扱店
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■受付時間／平日 8:45 ～ 17:00

しまなみ
サイクルオアシス
ご活用ください！

サイクリストの皆様

植物の生命力を引
き出す
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発酵パワー

5m超えのヒマワリ5m超えのヒマワリ花も色鮮やかに！花も色鮮やかに！

万田びっくりファーム！
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万田びっくりファーム！
ようこそ！万田発酵の工場見学へ
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因島写真投稿サイト「いぬるしま」は尾道大学を今年
３月に卒業した、村上 祐未さん・森岡 愛さん・青木 
綾美さんが在学中に制作したWEB サイトです。
まちごと、ジャンルごとに写真を見ることが出来ます。
因島を目でみて楽しんで貰い、因島の景色をシェア出
来るWEB サイトになっております。
因島に住んでいる方もそうでない人も、因島の写真を
撮ったよ♪という方是非投稿してみて下さい。

◇お問い合わせ先◇
　（一社）因島観光協会　TEL 0845-26-6111
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「瀬戸内しまのわ2014」開催中！

　「瀬戸内しまのわ2014」が10月26日（日）まで開催されています。因島でも
多数のイベントを用意し、皆様のお越しをお待ちしております。次に紹介する
イベントは一部です。詳しくは公式サイトをご覧ください。

第65回本因坊秀策囲碁まつり
●日　時：７月12日(土）13時30分～／13日(日) 9時～
●場　所：因島市民会館・芸予文化情報センター
●問合せ：本因坊秀策囲碁まつり実行委員会　℡ 0845‐25‐7366
●申込み：ハガキに住所・氏名・年齢・電話番号・棋力・参加希望のイベントを記入の上、

尾道市教育委員会文化振興課 本因坊秀策囲碁まつり実行委員会(〒722-8501 尾道
市久保一丁目15番1号)までお送りください。参加者以外の観覧も可能です（観覧は申
込み不要）。

　碁聖本因坊秀策生誕の地、因島で開催される囲碁まつり。プロ・アマ棋士によるトーナメント戦、
プロ棋士による指導碁、アマ棋士によるクラス別競技大会が行われ、全国から多くの囲碁愛好家が
集まります。

2014宮島さん協賛　いんのしま水軍花火大会　
●日　時：７月19日（土）　20時30分～21時00分　（荒天翌日順延）
●場　所：土生港周辺
●問合せ：いんのしま水軍花火大会実行委員会　℡ 0845‐26‐6212
　瀬戸内海の島々をバックに、約3,000発の花火が30分間連発で打ち
上げられ、迫力満点です。花火開始一発目と二発目には一般公募で選ば
れたデザイン花火「いいね～！」と「向日葵」を披露します。

「瀬戸内しまのわ2014」開催期間
2014年10月26日（日）まで
公式ホームページ ：
http://www.shimanowa2014.jp/
facebookアドレス ： 
https://www.facebook.com/
setouchi.shimanowa2014

写真左：本因坊秀策囲碁まつり
右：いんのしま水軍花火大会
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お問い合わせ・ご予約は 

TEL 0845-22-4661
FAX 0845-22-9377

http://hotel-innoshima.jp/  
 〒722-2323

広島県尾道市因島土生町平木 288 

入社式・社内研修・ゼミ合宿・講演会・各種セミナー
など、さまざまな用途に合わせてご利用いただけます。

特典　
☆ 会議室使い放題（会議室、客室とも無線 LAN完備）
☆ 研修時、コーヒー無料サービス（1回）
☆ 10 名様以上で無料送迎（島内に限ります）

日帰り研修プラン（昼食付）　お 1人様 ￥3,240（税込）
宿泊研修プラン（朝昼夕食付）お 1人様 1泊 2日 ￥9,900 ～（税込）

入社
など会議室  特  プラン

▲洋室または和室

▲この料理は一例です。

会議室▲


