
5つ以上スタンプを集めて、素敵な景品をゲットしませんか！

轍の蒸留診夢夢勃起闇
幕末の元治元年（1864）10月20日、萩本藩の諸隊解散命令

を蹴って山県有朋率いる奇兵隊が徳地に転陣しました。

この地での新式銃・四斤山砲や割高・散兵戦術などの訓練

か、その後の大田絵堂、戊辰、奥羽、五稜郭などの戦いに勝ち

抜き、明治維新を成し遂げることにつながりました。

ご希望糊lこ

チェックを3つ
して下さい

ジャン叫　店舗名　冒　景品内容 �希望料： 

瀬①柚木慈生温泉　車入浴券5組様 �□ ′Onス 　②ロハス島地温泉　ペア入浴券5組様 �□ 

③山里農産加工販売所　食事券　6名様 �□ 

④森の中のいろど。鞠ランチ券3名様 �□ 

⑤かじかの里美清江ア昼食券l組様 �□ 

⑥徳地そば茶屋坤　食事券6名様 �□＿＿＿＿ 

⑦徳地と。たまの里恒由と卵l周ク4名様 �□ 

⑧母さんの台所彩月　　食事券　6名様 �□ 
、、 

⑨徳地屋　　　　　　食事券、6名様 �□ 

⑲自由創作いとう　　ケーキセット4名様 �口。 

⑪竹村商店　　　　　食事券　6名様 �□ 

睦些らいちと軸千円聖の商品3名様 �□ 

ジャン川　店舗名 �景品内容 �纏鱒 

苗＿ク⑬ふれあい什ク大原湖 　⑭重源の郷 �商品引換券　3名様 �＿＿旦＿＿＿ 
ペア大郷券　5組様 �□ 

⑯紙人の家歩々 ±±●⊂〕 �和紙人形1名様 �□＿ 
民本的 　⑲ゆめ工房 �木工品等1名様 �□“ 

⑰徳地特産品販売所南大門 �カワラケツメイ茶10名様 �□ 

物販品⑬新谷酒造 �『わかむすめ』l名様 �□ 

⑩いいとこ徳地 �米2kg　4名様 �□ 

勅ソ塵田産業㈱ 細目⑳（有）ナカシマ �あごだし　3名様 �□ 

ポリ缶入り灯油2011名桜 �□ 

温泉＆グルメ巡り箆 �蘭大門の商品引換券5千円分l名繭 

W抽選　一　徳地探検賞 �南大門の商品引換券5千円分l名桜 

★最多スタンプ特別賞 �ペア入浴券、ペア食事券など 組合せ商品数名様 

★最多スタンプ特別賞：合計スタンプ数の多い方の中から数名の方に、ペア券など協賛商品を複数組み合わせて差し上げます。

スタンプ＆

庵募期間 2舵0轟粥鵬鵡鰯宣11月30日（月）

【5つ以上のスタ

とZlを集める。
〈ジャンルは問いません）

臨襲蕃連絡親を謁 
人の上、参加店舗の 
応募箱に入れます。 

景品引換
期　　間 塑選鵜籍聾艶麗～2021年2月28題娼）邁

輩選馨轄鯨薬品

引換券三陸墓豊里
を播遮りし諜革。

景品引換期間（2021年2月28郎

までに【当選葉書ぼ己載された店舗も 

連盟塗1下さい。 

ん二 �：お名：前： �享蛮僅覇‾／‾；〒 �溝詰著書 
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纏麺業高じゅうボランティアガイド

蹴轡等宰繭

柚木神社鯛の獅子舞
旧暦1月11日開催。掬、らの

防火信仰こカメラマン必見の舞。

正慶院国璽重責ヨ

幕末の奇兵隊本陣跡。境内

には高杉晋作の句碑も。

徳地勘場址　董頭重垂

毛利藩徳地宰判の代官所。
歴代の代官に正義派の有力
者が着任。

昌福吉軽垂直
幕末の腐懲隊詰所、訓練場。

隣の薬師堂も興味深い。

二の宮の石風呂藍唾垂垂直

重源さん由来の石風呂と言
われ、地域の人々により維
持管理されている。

岸兄の石風呂童画重量亘

国指定の文化財で、重源さん
由来の石風呂で地域の人々
により維持管理されている。

観念寺の石風呂畦塾垂垂亘

重源さん由来の石風呂のう

ち、最大のもの。

雨田草堂垂亘堕垂塾亘

信教の自由、政教分離を実現
した幕末明治の傑僧、島地黙

雷由来の庵

法光寺阿弥陀堂亘垂国璽頭重

東大寺再建の前線基地とし

て創設された。

徳地まちじゆうボランティアガイドとは？

住民誰もが、ちょっとしたふるさと紹介出来る
まちづくりを進めています。

問合せ先：山口観光コンベンション協会徳地支部
℡080－2916－8878



徳地そば茶屋雅田

固困月曜

講11時～14時30分

間飲食
℡050－5207－1073予約不可

山口県山口市徳地堀l’427

手打ちそばと天ぷら、

眺めも絶品！

昌福毒、

徳地勘楊址

あさむらいちご園田田園

固困月曜

講謂置18時／10時＿17時

間飲食or商品購入
℡0835－53－0960

山口県山口市徳地岸見野尻355－1

人気のソフトクリー

ムで一休み！

岸晃の

石風呂

徳地特産品販売所南大門国

固困不定休
1月－3月

講9時～18時（～17時）

醒聞商品購入
℡0835－52－1772

山口県山口市徳地堀1565－1

奈良東大寺南大門がモチーフのお店

一言∴

距闘　　　　　閏

柚木慈生温泉回国
国困5日・18日

講10時～18暗

躍聞入浴or飲食
℡0835－58－0430

山口県山口高徳地柚木2178

ぬるめの炭酸泉で

湯治に最適です

四日徳地とりたまの里

固困第2・第4火曜

講10時～16時

間飲食or500円以上
℡0835－53－0583

山口県山口市徳地堀1473

新鮮卵の出雲ファー

ム直営店

徳地勘揚址

轟
新谷酒造田

園困水曜

講9時～17時

間商品購入
℡0835－52－0016

山口県山口市徳地掘1673－1

女性杜氏のお酒造り　純米吟醸の味にうっ

とり

口ハス島地温泉田圃圏田

園困水曜

講10時～19時（最終受付）

国入浴or飲食or商品購入
℡0835－54－4545

山口県山口市徳地島地2102－4

温泉に食事、朝市も

楽しめます

雨田草堂、

観念寺の石風呂

母さんの台所彩月田田

園圏金・土・日・月曜
講11時30分～14時

彊聞飲食
℡0835－68－9053

山口県山口市徳地蠣1910－7

多彩なメニューに楽しさ倍増！

固困期間中無休
8時30分～17時15分

間商品購入
℡0835－58－0200

山口県山田市徳地野谷605

ケビン、オートキャンプ、特産品も販売

塞三三一…二　‾‾‾‾

いいとこ徳地国

国選土日祝

講8時～16暗

躍闇500円以上
℡0835－52－0718

山口県山口市徳地伊賀地1058－1

生産農家からの直販晶とお弁当が人気



議題
山里農産加工販売所聞田

園翌期間中金土日祝

講11時～14時30分

間飲食or商品購入
℡0835－58－0711

山口県山口市徳地柚木2021

柚木の山里に、本格

手打ちそばあり！

柚木神社の

獅子舞

≡：‾≡竃
徳地屋聞
置困土・日・椀
講11時30分～14時

属国飲食
山口県山口市徳地堀1916－1

定食にコーヒー付！明るく楽しいお店です

重源の郷国田園
国困水曜

謙識勝二17時／9時50分可6時00分

国大郷
℡0835－52－1501

山口県山口市徳地深谷1137

四季を楽しむ、昔懐

かしい体験パーク

前田産業㈱

固困期間中無休
営業月一金　　　　　土　　　　日祝
時間6時30分～19時30分／7時～19時／8時～19時

間給油101以上
℡0835－52－0041

山口県山口市徳地堀1754

徳地のGSで点検、燃料補給！

森の中のいろどり彩聞

国選水・木・金・土曜

講11時～16時

国闇飲食 ℡080－1928－6743

℡080－1928－6743

山口県山口市徳地船路1479－1

山あいに白く住むおしゃれなお店

醒詣飲食or商品購入
℡0835－53－1060

山口県山口市徳地掘4115

癒しの空間とアート

が楽しめるカフェ

二の雷の

石風呂

苦一一＿…

編入の家歩々圏

国選第1土曜

講10時～16時

醒闇来店
℡0835－52－0413

山口県山口市徳地掘2505

徳地和紙の魅力を太

㈲ナカシマ聞
置困期間中無休
営業月～金　　　　　土　　　　日視
時間6時30分～19時30分／7時～19時／8時～19時

国語給油101以上
℡0835－52－0048

山口県山口市徳地堀1645－1

徳地のGSで点検、燃料補給！

かじかの里美濃吉聞

置困不定休

講10時～19時

国語飲食 ℡0835－52－1206

℡0835－52－1206

山口県山口市徳地深谷1087

秘境の古民家、天然

物の季節料理

回困月曜、第2・4火曜

講10時～18時

閏飲食or商品購入
℡0835－52－1880

山口県山口市徳地岸見793－4

アットホームなおも

てなしに、味も絶品！

山田県山口市徳地鯖河内1703－1

昔ながらの木工細工、藁

細工に郷愁を誘われます。

法光害阿弥

陀堂

徳
地
の
訓
練
を
見

て
、
龍
馬
と
と
も
に

薩
長
同
盟
実
現
－
。


