
京都現代の名工 神田正幸監修　
家族で楽しむ 特大おせち三段重 団欒
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平成29年9月発行・作成10,000部　1部あたり単価は30円です。

和泉市の素晴らしい魅力を全国に発信し、「行きたい!」「住んでみたい!」「商売をしてみたい!」
と人や企業から選ばれるまちづくりをめざし、多くの方に和泉市の魅力を感じ愛していただ
くために、OSAKA和泉市ファンクラブ『いずみの国メンバー』を創設しています。
会員のみなさまには、 最新情報の発信や、優待券などをご提供します!
あなたも、ぜひ、会員になりませんか?

クロスワードパズルが
完成したら、「恋文」を
ご持参の上、和泉市い
ずみの国観光おもて
なし処 和泉府中（JR
和泉府中駅前）・和泉
中央（泉北高速鉄道和
泉中央駅構内）までお
越しください。素敵な
賞品をお渡しします。
※賞品の数には限りがあります。
賞品の引換は平成30年3月31
日まで。

入会費
年会費無料

市内の店舗で利用できる会員割引サービス
（ファンクラブ協力店にて） 
情報誌（和泉市PR誌 いずみの国からの恋文）の発送 
優待券プレゼント

会員特典

会員
申込方法

住所・氏名（必須）・性別・年齢・電話番号（あればメールアドレス）を記載のうえ
右記までご郵送ください。任意の用紙・ハガキ・メールでもお申込みが可能で
す。入会申込は和泉市観光ホームページSATOMACHI IZUMIからも送信し
ていただけます。
ご提供いただきました個人情報は、当該目的以外では利用いたしません。
■申込アドレス：izumifuchu-tex@gp.knt.co.jp

和泉市ファンクラブ『いずみの国メンバー』になりませんか?和泉市ファンクラブ『いずみの国メンバー』になりませんか?

和泉市府中町一丁目19-9（JR和泉府中駅前）

営業時間：10：00～18：00
休館日：月曜日（祝日の場合は翌日）・年末年始

Facebook
https://www.facebook.com/izuminokunikankou/

和泉市観光ホームページ
いずみの国和泉市の魅力満載です。

和泉市観光 検索

OSAKA和泉市PR誌

秋・冬
AUTUMN・WINTER
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❶秋の味覚
　○○○○○掘り
❷野菜を洗って
　水切りする道具
❸英語でペーパー
❻秋の果物
❽海鳥
❾○○○ワードパズル
11洗濯機の水が
　○○を巻いている

❶秋～冬に咲く、
　ツバキに似た植物
❹○○のひと声
❺冬の味覚 ○○○狩り
❼10本足の海の生きもの
10昔話の主人公。
　犬・猿・きじと鬼たいじ
12町なかでもよく見かける
　小さな茶色の鳥

❶ ❷
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❹ ❺

❼ ❽ ❾
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あなたもチャレンジ！ステキな賞品をゲットしよう！
タテのカギ ヨコのカギ

クロスワード　 「　　　　　　　　 」in

※太枠内を埋めてください。

34,０００円以上の
寄付でもらえる

昨年度お礼品おせち申込No.1

ネットで簡単申込！ 
お気軽にお問合せください。

ＪＴＢふるぽふるさと納税コールセンター
和泉市　ふるぽ 検索☎０５７０-６６６-５３２

ふるさと

A B C

和泉もかつらぎも
　　　見どころいっぱい！
よくばりなあなたも　　
　　大満足！！

和泉かつらぎ観光路線バスで
友好都市和歌山県かつらぎ町へ！

コンシェルジュが行く！！第3弾

和泉の季節の
秋冬～ 満載！おすすめ

https://twitter.com/izumiomotenashi
@izumiomotenashi

納税お礼品

玉清おせち 曙 和風三段重

伝統的な「おせ
ち」を多くの方
にご賞味頂け
るようリーズナ
ブルにアレンジ
しました。生お
せちならでは
の素材の持ち
味を生かした味
付けです。

お届け日冷蔵 平成29年12月31日

34,０００円以上の
寄付でもらえる

コンシェルジュのいちおし
お礼品おせち

正月に、３世代集まってワイワイ
と家族・親戚で楽しんで頂ける
ボリームとバラエティ豊かな詰
合せになっています。おじいちゃ
ん・おばあちゃん・お孫さんたち、
3世代で楽しめる、5段重分の大
ボリューム！ 幸せたっぷり、美味
しさたっぷりのおせちです。

お届け日冷凍 平成29年12月30日

年中無休（1/1～1/3を除く）
（１０：00～１７：00）
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❷　

あまの凡愚❸

丹生都比売神社

大谷駅

鍋谷峠道路（トンネル）

紀の川

妙寺駅

笠田駅

やさしい時間が流れるかくれ里にお昼ご
はんやスイーツで和みに行きませんか？

❷天野和み処 café客殿

ピカソ展自体は他の美術館でも開催されていま
すが、今年、開館35周年を迎える和泉市久保惣
記念美術館では、巧みな線描の画家として有名
なピカソの作品と、高度な線描の技術が特徴的
な日本美術の名品を対比させた展覧会を企画
しました。それぞれ全く違う美しさでありながら
共通点も持ち合わせるなど、何度見ても楽しん
でいただけるよう展示方法にも趣向をこらして
います。ピカソ×日本の線描の対比を体感でき
る展覧会は全国的にもかなり珍しいです。世界
的に有名な画家ピカソをきっかけに、日本美術
の新たな魅力や、和泉市久保惣記念美術館の魅
力も再発見してもらえればうれしいです。

開通した鍋谷峠トンネルを走る和泉かつらぎ観光路線バス(日・祝限定)で
観光おもてなし処のコンシェルジュが日帰り旅に！
おトクな専用1日乗車券(1,000円)を使って和泉市とかつらぎ町を楽しんできましたよ～♪

まだまだかつらぎ町には見どころがたくさん。
あんなところこんなところ、お知らせしちゃいます。

和泉市いずみの国観光おもてなし処で観
光案内をしています。和泉市の行きたい場
所や知りたいことについて、何でもおたず
ねください！魅力情報をお答えします！
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コンシェルジュとは？

第3弾 和泉かつらぎ観光路線バスで友好都市和歌山県かつらぎ町へ！！編
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平成29年4月1日に鍋谷峠トンネルが開通したこ
とにより、和泉市（泉北高速鉄道和泉中央駅）と和
歌山県かつらぎ町（ＪＲ笠田駅前）を結ぶ区間を1日
6便試験運行しています。お得な専用１日乗車券
1,000円（小児500円）もありますので、ぜひご利
用ください。
※平成30年3月25日（日）まで試験運行（日・祝限定）。時刻表
などの詳細につきましては和泉市役所HPをご覧ください。

本物のピカソ作品が全国から和
泉市に！学芸員が数年前から準備
していたこの特別展では、100点
以上ものピカソ作品を日本全国
から集め、国宝・重要文化財を含
む日本美術の名品約90点ととも
に展示します。期間中はその展示
が数回入れ替わるので、何度行っ
ても楽しめます。まさに『一期一
会』、こんなに沢山のピカソ作品
が和泉市にそろうのは今回だけ！

収穫して数時間の新鮮な野菜・果物が近隣の農家さんから持ち
込まれます。おいしいけれど少量生産なので市場に出ない…、そ
んな商品がいろいろあります。市場を通らない農家直結の直売
所ならではの鮮度と価格！をお楽しみください。また、食堂では和
泉の農家のおかあちゃん達の手作り料理も味わえますよ～♪

社伝によると、創建は宝亀年間（770～780年）に和気清
麻呂公が八幡宮を勧請し、八幡山と呼ばれるようになった
のがはじまり、とされています。一間社春日造の本殿四社
と社宝である「紀伊国桛田荘絵図」は国の重要文化財に、
脇社二殿も県の重要文化財
に指定されています。昨年、
正遷宮により社殿六棟全て
が朱の色も鮮やかに蘇り、創
建当時にタイムスリップした
ような美しさです。

かつらぎ町といえばフルーツ！この時期のフルーツと言えば和泉市と
同じくやっぱりみかん♪温州みかんをはじめ、デコポン・八朔・清美オレ
ンジなど、さまざまな種類を取り揃えています。また、地産の新鮮な野
菜・果物・精肉など、町の産品や加工品、そのほか泉佐野漁港より直送
の鮮魚も販売しています。レストランやパン工房では地元食材を利用
したメニューを楽しんでいただけます。

25年間大阪・大正で〝そば
切り凡愚〟を営んでこられ
たご夫婦が天野の地で素
敵なお店を開かれました。
挽き方、打ち方、食べ方の
違うそばをいろいろ味わっ
てみてください。

❸あまの凡愚

天野の風景と調和した山
荘です。四季折々の風景
とおいしいお食事が楽し
めます。天野の里を堪能
した後はここでゆっくり
疲れを癒してみては？

❹山荘 天の里

400年前から串柿が生産されて
おり、農家の軒先や干場に吊るさ
れる風景は圧巻です（見頃は11月
上旬から中旬）。

❺四郷串柿の里

紀の国名水百選の
ひとつ。滝つぼに足
を踏み入れないと
見ることのできな
いこの滝は、古来よ
り修験者の行場と
されています。

❼文蔵の滝

癪の病に霊験あらたかとして知ら
れています。境内のさざんかの老
樹は県指定天然記念物。

❻堀越癪観音

常設展 中国の神々と
神獣

－拓本と青銅鏡－

平成29年12月16日（土）～12月24日（日）

平成30年1月5日（金）～1月28日（日）

お得な
クーポン情報

「和泉かつらぎ観光路線バス専用1日乗車券」を使用した日に限り、
入館時に乗車券を提示いただくと、ご本人のみ入館料2割引。中学生以下無料。1名
様一回限り有効（10/1・8・9、12/10、2/4は休館のため利用できません）。

和泉市久保惣記念美術館
お得な

クーポン情報
「和泉かつらぎ観光路線バス専用1日乗車券」を使用

した日に限り、会計前に乗車券を提示いただき別紙クーポンを提出すると、
ご本人のみ1,000円(税込)以上のお買物で50円引。1名様一回限り有効。

いずみ山愛の里
お得な

クーポン情報
「和泉かつらぎ観光路線バ

ス専用1日乗車券」を使用した日に限り、乗
車券を提示いただくと、ご本人のみソフトド
リンク1杯ご提供。1名様一回限り有効。

ホテルルートイン和泉

をのばして足

1700年以上前の創建と伝わる古社。空海に
高野山を授けた丹生都比売大神と、空海を高
野山へ導いた高野御子大神をお祀りしていま
す。また人生の道ひらきの社として崇敬を受
ける紀伊国一之宮です。神仏融合の聖地とし
て平成16年に世界遺産に登録されました。

❶世界遺産 丹生都比売神社
じ ん じ ゃひ めに う つ

あ ま の な ご どころ きゃくでん

あ ま さ と

ぼ ん ぐ う

し 　 ごう

ぶ ん ぞ う た き

く し が き さ と

しゃくかんのんほ り こ し

どれに
しようかな

ぁ

やった！
大吉♡

●

道の駅
くしがきの里

ピカソ作品に詳しい
町田学芸員さんに
ツウな楽しみ方を聞い

てきました♪

14:19到着

15:39出発

宝来山神社

10:21到着

12:06出発

美術館前

12:25到着

13:40出発

道の駅 いずみ
山愛の里

10:15出発

和泉中央駅

笠田駅前行

和泉中央駅行



館長：阪口 光一（みつかず）氏

コスモス、バラなど色とりどりの
花々がいっぱいに咲き誇ります。

和泉の季節のおすすめ！！
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松尾寺
和泉市で、紅葉と言えば松尾寺です！とても落ち着いた雰囲気の境内で、
ゆったりした時間を過ごせます。秋の一日、ぜひ松尾寺へ紅葉狩りに出かけ

てみてはいかがですか？

●住所：和泉市松尾寺町2168
●電話：0725-54-0914
●駐車場：あり
●交通：泉北高速鉄道和泉中央駅

から南海バス「松尾寺」行
に乗車「松尾寺」下車、徒
歩7分、または「はつが野」
行に乗車「南松尾はつが
野学園前」下車、徒歩5分

槇尾山 施福寺
槇尾山にある天台宗の寺院で、西国三十三ヶ所の第四番札所として広く
信仰を集めています。春の紅しだれ桜や秋の紅葉は見ごたえがあり、日
本唯一である花山法皇足守りの馬頭観音、同じく日本唯一の方違大観
音の拝観ができます。ご本尊の弥勒菩薩、方違大観音は、いずみの国の
大仏(おおぼとけ)として大好評です。

●住所：和泉市槇尾山町136
●電話：0725-92-2332
●駐車場：あり
●交通：泉北高速鉄道和泉中

央駅から南海バス
「父鬼」「槙尾山口」行
に乗車「槙尾中学校
前」下車、オレンジバ
スに乗り換え、終点
「槇尾山」下車、徒歩
30分

シューズウォークアップ
デジフィットシステムでわずか10秒で最適
なインソールを選び出します。ネットショッ
プ「シューズウォークアップ」も営業中です。

●住所：和泉市いぶき野五丁目1-11（エコール・いずみ本館2階）
●電話：0725-57-0192
●営業時間：10:00～20:00
●定休日：なし　●駐車場：あり（エコールいずみ）
●交通：泉北高速鉄道和泉中央駅から徒歩1分

いずみふれあい農の里
「いずみふれあい農の里」では、秋のお芋掘りをはじめ農業の魅力を体
験できる四季折々の催しが行われています。ご家族やお仲間と一緒に
お楽しみください。

●住所：和泉市仏並町2043　●電話：0725-92-3310　●開園時間：9:00～17:00
●休園日：月曜日（祝日の場合は翌日）・年末年始　●駐車場：あり
●交通：泉北高速鉄道和泉中央駅から南海バス「父鬼」「槙尾山口」行に乗車「槙尾山口」

下車、徒歩40分 桜珈琲 和泉中央店
桜を中心とした上質かつ優雅な空間で自
家焙煎珈琲とスウィーツが楽しめるカフェ。
美しい坪庭を眺められる 離゙れ”の個室は
おススメです。

●住所：和泉市平井町320-1
●電話：0725-58-0390
●営業時間：8:00～22:30（LO22:00）
●定休日：なし（元旦を除く）　●駐車場：あり
●交通：泉北高速鉄道和泉中央駅から南海バス「和泉

青葉台」「槙尾山口」「父鬼」「和泉青葉台・納花」
行に乗車「納花」下車すぐ

西福寺雷井戸
「クワバラ クワバラ」という言
葉をご存知ですか？この言葉
は、日本最古の雷伝説が残る
無量山 西福寺が発祥の地と
言われています。境内の横に
現存する「雷井戸」に天神雷
様が落ちた際に、村人が蓋を
して、二度と西福寺のある
「桑原」に雷を落とさないのであれば助けると、雷様に約束
をさせて助けたことから、雷が聞こえたら「クワバラ クワバ
ラ」と唱えれば不思議と雷が落ちないという古事に由来し
ます。このように天神様ゆかりのお寺、切っても切れない
関係から、無量山西福寺では「（雷が）落ちない」＝「（受験・
就職）に落ちない」祈願を行っています。
●住所：和泉市桑原町152　●電話：0725-41-2354　●駐車場：あり
●交通：JR阪和線和泉府中駅から南海バス「光明池駅」「和泉中央駅」「和

泉青葉台」「槙尾山口」「父鬼」行に乗車、「桑原」下車すぐ

料理屋 包丁一本
西福寺雷井戸近くのグルメスポット

和泉リサイクル環境公園近くのグルメスポット

友人やご家族、仕事仲間と過ごす居心地
のいい空間を提供しており、幅広い年齢の
方に支持されています。また、最大80名の
宴会にも対応できます。

●住所：和泉市桑原町279-2
●電話：0725-43-7205
●営業時間：18:00～翌2:00（LO翌1:00）
●定休日：水曜日（祝日の場合は営業、また団体のご

予約も受付可）
●駐車場：あり
●交通：JR阪和線和泉府中駅から徒歩15分

紅葉のトンネルは圧巻！！ 必見です！

楽しくておいしい！！
季節の味覚狩り！

四季折々の花とふれあえる
自然あふれる憩いの空間

“落ちない”合格祈願
参道も境内も
真っ赤な絨毯を敷き詰めたよう！！

施福寺へは

歩きやすい
靴で！ ガラスの向

こう側には

優雅な時間
名物【赤池

地獄鍋】は

コラーゲン
たっぷりで

美肌効果ア
ップ！

和泉リサイクル環境公園
埋立処分場の跡地を利用した施設です。四季折々の花が園内を華やかに彩ります。

●住所：和泉市納花町407-15　●電話：0725-55-6969
●開園時間：8:00～17:00（入園は16:00まで）
●休園日：月曜日（祝日の場合は開園）・年末年始
●駐車場：あり　●ペット不可
●交通：泉北高速鉄道和泉中央駅から南海バス「和泉青葉

台」「槙尾山口」「父鬼」「和泉青葉台・納花」行に乗車
「納花」下車、徒歩15分

　　　　　さつまいも堀り
■体験期間：10月上旬～11月下旬
■料金：400円/1kg

スイセン、梅、早咲きの
菜の花などが寒さの中でも
美しく咲いてお出迎え。

　　　　　みかん狩り
■体験期間：11月中旬～12月上旬
■料金：（食べ放題、持ち帰り1kg付）700円／1名

（食べ放題のみ）350円／1名
2歳以上入園料含む
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和泉市ファンクラブ
新規協力店紹介します。

新しい協力店が
ふえました！

「いずみの国メンバー」の
会員証を持って
お出かけください♪

●住所：和泉市弥生町一丁目1-4 パインリーフ和泉
●電話：0725-54-8501
●営業時間： 14:00～17:00/18:00～24:00 
●定休日：火曜日　●駐車場：あり
●交通： JR阪和線和泉府中駅から南海バス「和泉中

央駅」行に乗車「弥生町1丁目」下車、徒歩1分

1960年代以降、人気の高かった劇画コミッ
クのライブラリーです。JAZZを聴きながら、
香り高い珈琲やプレミアムなお酒を楽しみ、
ゴージャスな気分にひたってください。

特典 団塊の世代（1947年～1949年生まれ）の方
飲物10％引
一般の方 飲物5％引

●住所：和泉市弥生町一丁目1-4 パインリーフ和泉
●電話：0725-44-7767
●営業時間： ［ランチ］（金～日・祝）11:30～15:00 
［ディナー］（月～土）17:30～24:30/（日・祝）17:30～22:30 
●定休日：火曜日　●駐車場：あり
●交通： JR阪和線和泉府中駅から南海バス「和泉中

央駅」行に乗車「弥生町1丁目」下車、徒歩1分

ログハウス調の店内は木のぬくもりにあふれ、
中央には水が流れています。せせらぎの音と
静かに流れるJAZZの音色を聴きながら、ゆっ
たりと食事を楽しんでいただけます。半個室の
テーブル席・座敷席があり、お子様連れや女子
会、歓送迎会等にもご利用いただけます。

特典 店内でのご飲食5％引

●住所：和泉市東阪本町362-8
●電話：0725-90-4935
●営業時間： 8:30～19:30（LO19:00）
●定休日：水（第3）・木　●駐車場：あり
●交通： JR阪和線和泉府中駅から南海バス「光明池

駅」「和泉中央駅」「槙尾山口」「父鬼」行に乗車
「阪本」下車、徒歩8分

ネルドリップにこだわり、滑らかな口当たりで
雑味のないおいしい珈琲を味わうことがで
きます。北海道産の上質なマスカルポーネ
使用の自家製ティラミスとご一緒に、ゆっく
りとコーヒータイムをお過ごしください。

大晦日の夜から元旦にかけて参拝に来られ
た方には除夜の鐘をついていただけます
（午前0時前頃～1:00頃まで※参拝の方が
いなくなり次第終了）。鐘の重厚な音色に新
年の願いを込めてみませんか？また、駐車場
では温かいぜんざいもいただけます。

特典 店内でご飲食の方に
アイスクリームプレゼント

●住所：和泉市春木川町97-1
●電話：0725-54-3088
●営業時間： （月・水・木・金）9:00～17:00
 （土・日・祝）9:00～18:00 
●定休日：火曜日　●駐車場：あり
●交通： 泉北高速鉄道和泉中央駅から南海バス「春木

川」行に乗車「西谷口」下車、徒歩10分

薪窯の炭で焼くパンは、遠赤外線の効果で、
表面がカリッと香ばしく、内側は水分を閉じ
込めたモチモチ食感のパンになります。杉や
檜に包まれた空間で、石窯を活かしたランチ
や肉料理・ケーキ・焙煎珈琲などをゆったりと
楽しんでいただけます。

特典 薪窯パン1,500円（税込）以上お買い上げの
お客様に100円引（本店のみ）

●住所：和泉市仏並町1329
●電話：0725-90-7728
●営業時間： 9:00～18:00
●定休日：不定休　●駐車場：あり
●交通： 泉北高速鉄道和泉中央駅から南海バス「父鬼」

「槙尾山口」行に乗車「槙尾中学校前」下車、オレ
ンジバス（西ルート）に乗り換え「小川」下車すぐ

槇尾山の麓にて活動しているデザイン事務
所です。長年、寺社様に納める神画・仏画の
製作や作家活動を行っています。また、イン
ターネットで手描きTシャツやアート作品を
国内外へ販売していますので、是非一度HP
またはWEBストアへ遊びに来てください。

特典

●住所：和泉市箕形町三丁目9-7
●電話：0725-53-3233
●営業時間： 9:30～19:00
●定休日：火・水　●駐車場：あり
●交通： 泉北高速鉄道和泉中央駅から徒歩約10分

厳選した材料を使って手作りしていますので、
すべての商品を安心してお召し上がりいた
だけます。そのほか、キャラクターケーキの
ご予約も承っております。

特典 商品5％引
会員№を記載し「hakushuan.ja.asai@gmail.com」へ
メールを送ると伯舟庵WEBストア内で使える
「500円割引クーポン」プレゼント

阿弥陀寺

あなたに教えたい、

観光おもてなし処では、干支のガラス細工を販売しています。
お正月飾りにも、年男・年女の方へのプレゼントにもおすすめ。
喜ばれること間違いなしです\（^o^）/

干支のガラス細工あります

福瀬戎は、商売繁盛祈願と幸福を授ける「福瀬のえべっさん」とし
て親しまれています。住民が準備から運営までする手作り戎で、神
社の名前に「福」が含まれる縁起の良さから毎年約2万人が訪れています。
福娘は福瀬町出身の和泉市立槇尾中学校に通う中学1年生で、参拝者に福
を授けます。

和泉・福瀬町の「福瀬戎」

イズミのイベントいろいろ情報はこちら！！
和泉市観光ホームページ「SATOMACHI IZUMI」おでかけの
お役立ち情報が満載！

※おもてなし処和泉府中のみ販売

弥生時代の集落跡として全国有数の規模を誇る池上曽根遺跡のある、長い歴史をもつまち、和泉市
は昔ながらの豊かな自然風景も残しながらも、大阪市内からも近く、大型商業施設のある都会的な
まちです。そんな都会【まち】と田舎【里】が融合したまち、「さとまち」和泉！ぜひお越しください！

まだまだ

のイズミのコト年末年始


