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ちの港
日本で最初の国立公園の一つとして指定された、瀬戸内海国立公園を代

表する景勝地「輔の浦」。瀬戸内海のほぼ中央に位置し、万葉の時代から

潮待ちの港として栄えました。常夜燈や雁木など、江声時代の港湾施設を

現在に引き騒ぐ落ち着いた港の風情。私たちを癒してくれる港町です。
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りし日の姿を伝える伝統漁法で、
華騒さで見る人を圧倒します。
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やまなかしかのすけくびつか

山中鹿介首塚
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友光軒●
亀太郎本店8

おかもとけながやもん

岡本窮長屋門

徳永滴院● 聞尭雄健ん如，1る轡

対価酔態●
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ひらがけんないせいし

平賀源内生詞

圃駐車場（有料）

囲公衆トイレ

国身障者用トイレ

聞ホテル・旅館

（D案内所

㊧タクシー

赤い矢印の胸が50m
ゆっくり歩いて

約1分ほどの距離です。
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主催／瀬戸内しま博覧会「瀬戸内しまのわ2014」実行委員会
協力／福山文化連盟華道部輌町内の皆様　http：／／www。Shimanowa2014。jp

晶の内容によって、展示期間が異なる場合がございまも　※路上駐車をしないようご協力くだ机、。※花の写真はすべてイメージです
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「花」～景観・芸術・衛めぐり・LIVE・祝祭～

①いろは丸展示館
T°M°noTSU
mclchinqmi 1867年4月23日に踊沖合で起こった「いろは丸」

と「明光丸」（紀州藩所有）の衝突事件に関連する
遺物や写真・イラスト情報を展示しています。

②太田家住宅

国の重要文化財指定を受けた、瀬戸内海を代表す
る往時の商家の住まいを今に伝える、歴史的価値
のある建造物群です。

（D輔の浦歴史民俗資料館

昔ながらの鯛漁法の模型やイカリづくりの鍛治場、
輔の浦とゆかりが深い等曲家、宮城道雄の愛用琴
などの遺品を展示しています。

（D輔の津ミュージアム

築150年以上の蔵を改修した施設では、アール・ブ
リュットと呼ばれる陸がいのある方や専門的な美術

教育を受けていない方の作品を紹介しています。

◎景勝館漣亭

日本有数のラジウム（単純弱放射能冷鉱泉）含有
量を誇る鞠の浦温泉。その鞠の浦の代表的な旅館
です。

⑦龍駒隠れ糠（桝輔櫛門宅）

いろは丸事件の際、海援隊の宿泊先となった家で
す。龍馬はもしもの時に備えて屋根裏部屋に隠れ
ていたそうです。

⑤輔の津の商家

福山市重要文化財。この建物は、母屋、土蔵が一体
となった豪壮なたたずまいの建物。江戸末期の商
家で元々は呉服屋として使われていたものです。

⑤御舟宿いろは（旧魚輔蔵宅）一一一一

坂本龍馬率いる海援隊のいろは丸が、紀州藩の明
光丸と衝突したいろは丸事件で言紀州藩高柳楠之
助と賠償交渉のために談半ルた場所です。

⑮市営渡船乗場看板付近

日本で最初の国立公園・瀬戸内海国立公園にある
仙酔島には太古の自然が今なお残ります。その、周
囲6kmの仙酔島に渡る連絡船の乗り場前です。

寺院
二二一一　　　　鮭　　　一一　＝一

g阿弼陀寺（浄土宗）
国南禅坊（浄土真宗）

国法宣寺（日蓮宗）

8g静観寺（臨済宗）

日妙遵守（日蓮宗）

国頭改案（日蓮宗）

田小松寺（臨済宗）

田大観寺（真言宗）田正法寺（臨済宗）田圃禍害（真言宗）

Ⅱ本願寺（時宗）　50安国寺（臨済宗）田地蔵院（真言宗）

田善行寺（浄土真宗）田浄泉寺（浄土宗）田閉園寺

田慈徳院（臨済宗）回対潮楼（真言宗）日医王寺

「花」で彩られた輔の町をめぐる旅。
江戸時代の風情が残る輔町内の商店や寺院、町家に

福山文化連盟華道部各流派などによる生け花を展示します。展
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5月10の韓穣懸溺「一一一一一一一一一一一

18：30－20：00　キャンドルライトアップ

5月17㊧　鵜輔鞋沿道－

10：00－15：00　とも・潮待ち軽トラ市

欝薇鰹繍　一一～一m－－一一一一一一－m－

18：30－福山市立大学コーラスサークル

「glee」によるコーラス

18：30－20：00　キャンドルライトアップ

5月18㊤　鵜離髄沿道－

10：00－15：00　とも・潮待ち軽トラ市

10：00－10：15輔中学校なでしこ太鼓

10：30－10：45　輔小学校連吟

11：00－11：15　輌こども園大漁太鼓

11：30－11：45　輔祇園太鼓

12：15－12：45　広島県警察音楽隊

13：00－13：15　潮声会舞聡子

13：30－14：00　TAKAYA生花・花結い

蘭擬態繭　一一mmm m一一一一

15：30－15：50クラシックライブ
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花結い師
TAKAYA（タカヤ）

2004年より京都を拠点に、人

と花を結ぶ花結い師としてア
ーティスト活動を始める。生花

で独創的なヘッドドレスを制

作し話題に。海外雑誌などに

も掲載され注目を浴び、話題
を呼んでいる。ウエディングではYUMi KATSURA

GRAND COLLECTiONなど担当。自ら演出を手掛

けるパフォーマンス「花衣華」も好評である。

輔小学校1年生
による連吟

主催／瀬戸内しま博覧会「瀬戸内しまのわ2014」実行委員会
協力／福山文化連盟華道部輌町内の皆様　雑書詣憑諾認諾驚合競監護しな。よう珊カくだざ。。
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※雨天・荒天の場合はイベントによっては中止になる場合がございま曳


