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“春に泊まろう！
          キャンペーン”
“春に泊まろう！
          キャンペーン”

事務局行事務局行

お手数ですが
63円切手を
お貼りください

お手数ですが
63円切手を
お貼りください

イベント情報（鳴門）

大　国際美術館　 088-687-3737
HP httpｓ://www.o-museum.or.jp/

お問い合わせ

四国家サポーターズクラブ主催

大麻町商工会　  088-689-0204
HP  https://r.goope.jp/tsci1900

お問い合わせ

阿波の焼物 大谷焼の里

「春の渦まつり」の開催にあわせて、鳴門市の食・自
然・文化を再発見してもらう「楽しさ“渦巻く”鳴門周
遊スマホdeスタンプラリー」を開催します。
対象スポットを巡り、スタンプを集めて応募すると、鳴
門市特産の希少な「すだち牛」をはじめとする地域の
特産品など、素敵なプレゼントが抽選で当たります。
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●MAＰは大　国際美術館
　のHPよりダウンロードし
　てください。
●参加費／無料ですが、入館料が必要です。
●入館料／一般3,300円　大学生2,200円　小中高生550円
　月曜休館(祝日の場合は翌日)、1月は連続休館あり、その他特別休館あり、8月は無休

鳴門周遊スマホ de スタンプラリー鳴門周遊スマホ de スタンプラリー

スプリングフェスタスプリングフェスタ 世界26カ国の名画に出合える陶板名画美術館

●期 間／2022年4月23日㈯・24㈰
●時 間／9：00～16：00
　 対象商品20％引き（現金以外は15％引き）

●期 間／2022年4月23日㈯・24㈰
●時 間／9：00～16：00
　 対象商品20％引き（現金以外は15％引き）

●期 間／2022年4月23日㈯・24㈰
●時 間／9：00～16：00
　 対象商品20％引き（現金以外は15％引き）

●期 間／2022年4月23日㈯・24㈰
●時 間／9：00～16：00
　 対象商品20％引き（現金以外は15％引き）

●期 間／３月１日㈫～５月３１日㈫

「絵画でめぐる世界遺産の旅」
大　国際美術館には世界
遺産に登録されている地
域の作品がたくさんあり
ます。「大　国際美術館で
めぐる世界遺産」MAＰを
持って、いざ名画めぐり
の旅へ出発！

●春の渦まつり期間中

電話番号電話番号

ご住所　〒　　 －ご住所　〒　　 －

フリガナフリガナ
お名前お名前

男　・　女男　・　女

年齢　　　歳年齢　　　歳

都 道
府 県
都 道
府 県

写真は大　国際美術館の展示作品を撮影したものです

鳴門海峡の” 渦潮 ”鳴門海峡の” 渦潮 ”
★渦まつり期間中の”渦潮”の見頃はこの時刻です!★

表中赤字は月のうち大潮を表し、
特に観潮に良い日です。
表中赤字 大潮

潮 見 表

観潮に
最適

満潮（北流）
干潮（南流）

1 2 3 4 5
満 17：50 18：20 19：00 7：20 7：50

干 11：50 12：30 13：00 13：30 14：10

6 7 8 9 10 11 12
満 8：30 9：00 9：40 10：30 11：30 13：10 14：40

干 14：40 15：10 15：50 16：40 17：40 7：30 8：50

13 14 15 16 17 18 19
満 15：50 16：30 17：00 17：30 18：00 18：30 19：00

干 9：50 10：40 11：10 11：30 12：00 12：30 13：00

20 21 22 23 24 25 26
満 7：20 8：00 8：40 9：20 10：10 11：20 13：10

干 13：30 14：00 14：40 15：20 16：10 17：20 7：30

27 28 29 30 31
満 15：00 16：10 17：00 17：30 18：10

干 9：10 10：10 11：00 11：30 12：00

1 2
満 18：40 6：50

干 12：30 13：00

3 4 5 6 7 8 9
満 7：30 8：00 8：30 9：10 9：50 10：50 12：20

干 13：30 14：00 14：30 15：00 15：50 16：40 18：00

10 11 12 13 14 15 16
満 14：00 15：10 15：50 16：20 17：00 17：30 18：00

干 8：00 9：00 9：50 10：20 10：50 11：20 11：50

17 18 19 20 21 22 23
満 18：40 6：50 7：30 8：10 9：00 10：00 11：20

干 12：20 12：50 13：30 14：10 14：50 15：50 17：10

24 25 26 27 28 29 30
満 13：20 14：50 15：50 16：40 17：10 17：50 18：20

干 7：20 8：40 9：40 10：20 11：00 11：30 12：00

3月
日 月 火 水 木 金 土

4月
日 月 火 水 木 金 土

●営業時間 7時～20時
●営業日 年中無休（荒天やイベントにより 閉鎖する場合あり。）

スケートパーク、 バスケットボールコート、
サイクルステーション

UZU HALL
地域開放型施設

●営業時間 10時～18時
●営業日 ボートレース鳴門の非開催日にあたる休日
　※詳細の日程につきましては、ウズパーク公式ウェブサイトをご確認ください。

他で買えない限定酒あります！
ご試飲・お買い物はご予約不要！

●参 加 費  無料（お一人様、グループ、団体様も可能です）
●見 学 日  月～土 ９時～17時
●休 店 日  年始・法定点検日
●所要時間  約45分（案内人による見学、飲み比べ試飲、お買物）
●見学内容  旧仕込み蔵（登録有形文化財）、母屋など。
※未成年の方やお車を運転される方はご試飲出来ません。

酒蔵見学は随時予約で受付しております。
鳴門鯛のお酒ができるまでの工程や建物のご案内をいたします。
蔵見学のあとはお酒の試飲をお楽しみください。

本家松浦酒造
銘酒「鳴門鯛」の蔵元

フリーダイヤル 0120-866-140
（お電話受付時間：月～土 9時～17時）

楽しさ
　”渦巻く”

　 088-689-0099
徳島♥ドイツ平和村支援の会（鳴門市ドイツ館内）お問い合わせ

●日 時／ 2022年２月13日（日）　開演：午後２時から（開場：午後１時）
●場 所／鳴門市ドイツ館１F 大ホール（全席指定）
●料 金／前売：大人1,000円　小中学生500円
　　 　　当日：大人1,200円　小中学生700円 

●日 時／ 2022年２月13日（日）　開演：午後２時から（開場：午後１時）
●場 所／鳴門市ドイツ館１F 大ホール（全席指定）
●料 金／前売：大人1,000円　小中学生500円
　　 　　当日：大人1,200円　小中学生700円 

チャリティーコンサートで集められた募金や収益は、ドイツ国際平和村の
子どもたちへ送金させていただきます。

※今後の新型コロナウイルス感染症の拡大状況によっては、中止もしくは延期となる場合がございます。
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、マスク着用・手指の消毒・検温の実施・ソーシャルディスタンスに
　ご協力をお願いいたします。
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春に泊まろう!!
キャンペーン

まつり
淡路島びらき

鳴門
春の渦開き

うずしおくん
うずひめちゃん 鳴門海峡の渦潮を

世界遺産へ!!
鳴門海峡の渦潮を
世界遺産へ!!

春の渦開き中止
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一般社団法人
鳴門市うずしお観光協会
鳴門市

後援 ： 鳴門商工会議所、大麻町商工会、徳島新聞社、四国放送㈱、エフエムびざん、エフエム徳島、テレビ鳴門、四国
旅客鉄道㈱

協賛 ： 鳴門観光汽船㈱、㈱うずしお汽船、大鳴門橋遊歩道渦の道、大鳴門橋架橋記念館エディ、エスカヒル・鳴門、大谷
焼陶業協会、大塚国際美術館、鳴門グランドホテル海月、ベイリゾートホテル鳴門海月、リゾートホテルモアナコー
スト、アオアヲナルトリゾート、BOAT RACE 鳴門、鳴門市阿波踊振興協会、鳴門三社経営懇談会、鳴門海峡の
渦潮を世界遺産にする会、㈱本家松浦酒造場、徳島バス㈱ 高速バス予約センター、南海フェリー㈱ 徳島営業所

■イベントの問い合わせ （一社）淡路島観光協会 　0799-52-2336
※内容については変更する場合がございますので、事前にご確認下さい。

お問い合わせ
　 0799-52-0054

咸臨丸

運　　賃／大人…2,500円
　　　　　子供…1,000円
乗船定員／咸臨丸…250名

運　　賃／大人…2,500円
　　　　　子供…1,000円
乗船定員／咸臨丸…250名

うずしおクルーズ

淡路島びらき
南あわじ

2022
2月13日㈰中潮 鳴門う

ず
し
お
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小型高速観潮船
運賃／大人1,600円子供800円
電話／088-687-0613 乗船定員／86名
※毎日8:00 ～ 16:30の間30分おきに出港
（冬期は16:00まで）

小型高速観潮船
運賃／大人1,600円子供800円
電話／088-687-0613 乗船定員／86名
※毎日8:00 ～ 16:30の間30分おきに出港
（冬期は16:00まで）

大型観潮船わんだーなると
運賃／大人1,800円子供900円
電話／088-687-0101 乗船定員／399名
※毎日9:00 ～ 16:20の間40分おきに出港

大型観潮船わんだーなると
運賃／大人1,800円子供900円
電話／088-687-0101 乗船定員／399名
※毎日9:00 ～ 16:20の間40分おきに出港

うずしお汽船

渦開きの黄金の鍵

春の渦開きう
ず
ひ
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  9:40   ■オープニングセレモニー
10:00  ■ “渦開き観潮船”出港
●船上にて安全祈願の神事
●鳴門鯛の放流
乗船のお客様 先着100名

鳴門ワカメのプレゼント

 

乗船のお客様 先着100名

鳴門ワカメのプレゼント

10:40   ■オープニングセレモニー
11:00  ■ “渦開き観潮船”出港
●渦を開く“黄金の鍵”の投げ入れ

●ご当地キャラクター撮影会
●鳴門金時スイーツのふるまい
乗船のお客様 先着300名

鳴門ワカメのプレゼント
乗船のお客様 先着300名

鳴門ワカメのプレゼント
■イベントのお問い合わせ （一社）鳴門市うずしお観光協会　 088-684-1731

 ■期間 2月13日～3月31日
■場所 大鳴門橋架橋記念館エディ
■内容 「春の渦祭り   特別フォトスポット設置」
　　　春の渦潮をイメージしたフォトスポットを設置。
　　　旅の思い出を撮影してください。

 ■期間 2月13日～3月31日
■場所 大鳴門橋架橋記念館エディ
■内容 「春の渦祭り   特別フォトスポット設置」
　　　春の渦潮をイメージしたフォトスポットを設置。
　　　旅の思い出を撮影してください。

大鳴門橋遊歩道 渦の道
住　　所／ 〒772-0053 徳島県鳴門市鳴門町
　　　 （鳴門公園内）エディより徒歩3分
営業時間／ 夏季（3月～9月）9:00～18:00
 GWと夏休み期間は8:00～19:00
 冬季（10月～2月）9:00～17:00
休 館 日／3月、6月、9月、12月の第2月曜日
※入場は閉館時間の30分前まで

大鳴門橋架橋記念館 エディ
住　　所／ 〒772-0053 徳島県鳴門市鳴門町
 （鳴門公園内）鳴門公園第1駐車場より徒歩2分
営業時間／ 9:00～17:00
 GWとお盆期間は8：00～18：00
休 館 日／ 無休
※入場は閉館時間の30分前まで  ■日時 3月5日（土）

　　　 淡路人形浄瑠璃 「戎舞」／クイーン淡路１日船長任命式
　　　 咸臨丸 出航時間　13：30～
 ■場所 福良港 (道の駅福良 うずしおドームなないろ館)

 ■日時 3月5日（土）
　　　 淡路人形浄瑠璃 「戎舞」／クイーン淡路１日船長任命式
　　　 咸臨丸 出航時間　13：30～
 ■場所 福良港 (道の駅福良 うずしおドームなないろ館)

　新型コロナウイルス感染拡大防止のため
渦開き開催イベントは、中止となりました。

　新型コロナウイルス感染拡大防止のため
渦開き開催イベントは、中止となりました。

期間中に、 鳴門市内の下記の参画宿泊施設に泊まって、 このチラシについて
いる専用の応募はがきに、宿泊施設でスタンプをもらって送ると、抽選で素敵
なプレゼントが当たります!　アンケートにも必ずお答え下さい。

■当選者の発表は発送をもってかえさせていただきます。
■個人情報は、当選された方への商品発送以外には
　使用しません。

春に泊まろうキャンペーン 参画施設

春に泊まろうキャンペーン
応募はがき

Ⅰ. このキャンペーンを何で知りましたか？（複数回答可）
 ①新聞記事　②パンフレット　③ホームページ　④旅行会社
 ⑤宿泊先で初めて知った　⑥その他（　　　　　　　　　 ）

Ⅱ. 今回のご旅行で利用した移動手段は何ですか？（複数回答可）
 ①自家用車　②レンタカー　③航空機　④バス　⑤フェリー
 ⑥列車　⑦その他（　　　　　　　 　　　　　　　　　 ）

Ⅲ. 何人でお泊りになりましたか？
 ①１人　②２人　③３人　④４人　⑤５人以上

Ⅱ. 今回のご旅行で良かった場所・施設はどこですか？
 （　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 ）

《アンケートにお答えください》

お客様からこの応募はがきへ押印を求められた場合は、
宿泊施設のスタンプを押印してください。
スタンプが用意できない場合はそれにかわるものまたは
サインで代替してください。

宿泊施設様へ

※宿泊日は 令和４年２月13日㈰から５月31日㈫の間です。（宿泊日基準）
※応募締切：令和４年６月６日㈪　当日消印有効

令和4年2月13日㈰～5月31日㈫令和4年2月13日㈰～5月31日㈫対象宿泊期間 6月6日㈪まで
※消印有効
6月6日㈪まで
※消印有効応募締切

《宿泊スタンプ押印欄》
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ホテルペア宿泊券 ……………………………
　●アオアヲナルトリゾート ●グランドエクシブ鳴門 ザ・ロッジ

ペアランチ券 …………………………………………
　●リゾートホテル モアナコースト

大塚国際美術館 ペア入館券 …………………
観潮船 ペア乗船券 ………………………
　●鳴門観光汽船　●うずしお汽船

大鳴門橋展望施設 エスカヒル・鳴門 ペア入場券
渦の道・大鳴門橋架橋記念館エディ ペア入場券
南海フェリー ペア乗船券 ………………………
鳴門の地酒セット（水ト米720㎖+すだち酒720㎖）
大谷焼ペアマグカップ ………………
徳島バスエディリールチャーム（一般・高速・貸切）
3,000円相当の鳴門特産品 ………………

……………………………
　●アオアヲナルトリゾート ●グランドエクシブ鳴門 ザ・ロッジ

…………………………………………
　●リゾートホテル モアナコースト

…………………
………………………

　●鳴門観光汽船　●うずしお汽船

………………………

………………

………………

各ホテル

各観潮船

大谷焼

大谷焼陶業協会
TEL（088）689-0204

阿波の焼物
素朴な風合い

鳴門市
阿波踊振興協会

うず潮連

渦月連

鳴潮連

鳴門浮々連

なると市連

満月連

TEL.088-622-1826

徳島へ
2,200円!!

徳島へ

徳島港から南海電鉄全駅まで2,200円！！ 好きっふ も大好評発売中!

や旅行
帰省
※南海電車＋南海フェリーのお得なきっぷ。南海電鉄各駅にて発売中！！

す

にぴったり!とくしま好きっふ 
す

南海フェリー徳島営業所　TEL（088）636-0750お問い合わせ※徳島港は無料  駐車場完備

鳴門に泊まって宿泊券や特産品を当てよう！

 鳴門三社経営懇談会

春に泊まろう!!キャンペーン

ビジネスホテル鳴門
鳴門市撫養町斉田字大堤104-105
TEL： 088-686-2555

松家旅館
鳴門市撫養町岡崎字二等道路東87-2
TEL： 088-686-4573

公園水野
鳴門市鳴門町土佐泊浦字福池65
TEL： 088-687-0411

ビジネスホテルBM
鳴門市撫養町小桑島字前浜168-1
TEL： 088-686-0211

民宿　灯台
鳴門市撫養町岡崎字二等道路東94-1
TEL： 088-686-0433

ベイリゾートホテル 鳴門海月
鳴門市鳴門町土佐泊浦字福池65-7
TEL： 088-687-0333

鳴門グランドホテル海月
鳴門市鳴門町土佐泊浦字大毛82-88
TEL： 088-687-1515

鯛丸海月
鳴門市鳴門町土佐泊浦字福池15-33
TEL： 088-687-1001

民宿くすみ
鳴門市瀬戸町堂浦字地廻り弐の439
TEL： 088-688-0071

ファミリーロッジ　旅籠屋
鳴門市撫養町小桑島字前浜277-2
TEL： 088-686-8857

グランドエクシブ鳴門　ザ・ロッジ
鳴門市北灘町折野字三津167-3
TEL： 088-682-0246

リゾートホテルモアナコースト
鳴門市鳴門町土佐泊浦字高砂186-16
TEL： 088-687-2255

ホテルファーストシーズン
鳴門市撫養町斉田字大堤228
TEL： 088-686-3261

鳴門市鳴門町土佐泊浦字大毛16-45
TEL： 088-687-2580

アオアヲナルトリゾート

国民宿舎　大谷荘
鳴門市里浦町里浦字坂田432-87
TEL： 088-685-4121

ラペルル
鳴門市里浦町里浦字坂田432-44
TEL： 088-661-4812

イセヤリゾート鳴門
鳴門市鳴門町高島字山地99-3
TEL： 088-683-6251

旅館　水の
鳴門市撫養町岡崎海岸101
TEL： 088-685-4131

高速バスのご予約、お問い合わせは予約センターへ


