アス巡
めぐ

受賞作品を発表！

@choro̲tkc

大賞

@ynk16

2020年12月10日〜2021年2月28日まで実 施したInstagram
のフォトコンテスト「アス巡」に、多数の応募を頂きました。
その中から受賞作品の一部を紹介します。

@nakkun15

@tetsu.bus.r

入賞

アストラム
ライン賞

Vol.

2021
SPRING

@h.i.r.o.k.i86

長楽寺

その他の受賞作品は、アストラムライ
ン本通駅に設置した特設サイネージ
に期間限定で公開中です。ぜひ見て
みてくださいね。

PRESENT

インターネットから

読 者プレゼント

長楽寺エリアの散策は、

応募締切

カフェから史跡まで多彩♪

2021年

▶▶▶ 右の二次元バーコードよりアクセスしてください。

Come

花 見や散 策にも
便利

エリア

携帯電話かインターネットで応募ページへアクセス。専用フォームに必要事項を記入の上、応募してください。

g
Sprinhas

特集

Thank you!

@yukio̲dougouchi

携帯電話から

11

6月 14日（月）

▶▶▶ ウインクホームページ内特設ページへアクセス！
https://wink-jaken.com/astramline/index/?in=p

※プレゼントの当選は、発送をもってかえさせていただきます。 ※賞品の発送は 2021年 7月上旬を予定しております。
※取得する個人情報は、
抽選・当選のご案内・賞品の発送および個人情報を特定しない統計資料作成の目的で利用させていただきます。
※読者プレゼント業務は、
（株）アスコンタウン情報ウインク編集部に委託しています。
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コーヒー＆ケーキセット
招待券
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ハーブティーバッグセット
引換券

3名様
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ドリップバッグギフトBOX
引換券

4名様

レインボーキーホルダー引換券
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Garden Cafe gee

〈GRIMM'S〉

5名様

提供／

提供／
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SONE SONE 45

令和3年
春季企画展

3名様
提供／

木ままや

EVENT PICK UP!

「はたらくのりもの大集合！救難飛行艇US-2」

画像提供 海上自衛隊第 航空群

アストラムラインくんも
行ってみたよ♪

今回の特集エリア

Contents

緑に包まれたカフェへ
自家焙煎コーヒーを
家族に食べさせたいごはん
心を豊かにする木のおもちゃ
華やかな漬物を
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アストラムライン沿線の楽しい
もの・こと・ひとを見つけるのが
得意なアストラムラインくんが
情報を発 信中なのでぜひフォ
ローを。
（@astramline）

海での事故や遭難、滑走路のない島での急病の時などに活躍する救難飛行艇。海上
自衛隊の救難飛行艇US-2の活動の様子を中心に、世界随一の性能を誇るその機体や
日本の飛行艇のあゆみなどを紹介。缶バッチ作りやちびっこ教室での工作も実施予定。
日 時

3 ／ 5（金）〜 5 ／ 5（水・祝）9：00 〜 17：00（入場は16：30まで）

開催場所・問い合わせ ヌマジ交通ミュージアム
（広島市安佐南区長楽寺2-12-2）
9082-878-6211 FAX 082-878-3128 入館料／ 1F・屋外広場：無料、2〜4F展示室：大人
（65歳以上）
510円、高校生相当・シニア
250円、中学生以下は無料
上野学園
ホール

マエダハウジング
東区スポーツセンター

長楽寺駅の改札内に設置の
「アストラムライン
「アストラムライン利用証明書」でお得！
利用証明書」をインフォメーションへ持参すると展示室観覧料が割引

アストラムライン沿線マガジン Vol.11 2021 SPRING（2021年3月15日発行）

#ベストショット
ンくん
#アストラムライ

［発行］広島高速交通（株） http://astramline.co.jp/
［企画・編集・印刷］タウン情報
沿線マガジンの情報はWinkホームページ https://wink-jaken.com/でもご覧になれます。
※本紙の制作業務は、
（株）アスコンタウン情報ウインク編集部に委託しています。
※本紙の掲載内容は、原則として 2021年 2月 28日現在のものです。それぞれの店の情報が取材時と
は異なっている場合がありますが、ご了承ください。

次号は
2021年
6月15日頃
発行予定！

アストラムライン INFORMATION

アストラムライン×FUKUNARY feat. MIKASA
特製パスケースを限定販売！
アストラムラインくんの可愛らしさを全面に押し出した特製
パスケースが3／19（金）から販売開始される。
「FUKUNARY

feat. MIKASA」とのコラボアイテムで、国際公式球として認定を
受ける「MIKASA」製のビーチバレーボールの生地を使用。耐
久性と実用性も抜群だ。アストラムラインの駅（本通駅、県庁
前駅北口、新白島駅、大町駅）の窓口で、300個限定の販売予定。
問い合わせ

広島高速交通株式会社

http://astramline.co.jp/

Reversible

300個
限定

自然の素材が持つパワーで
ココロもカラダも元気に

自家焙煎した豆で淹れる
自分好みの一杯を求めて…

ホットコーヒー350円。
安佐北区のケーキ店
『SIRO』の焼き菓子と
一緒に楽しめる。

好きなだけ楽しめるのが◎
ボリューム大のランチに大満足

長楽寺駅

チキングリルに、メバルのホイル焼き、
鴨肉のスモークなど彩り豊かな品々が
楽しめるgeeプレート1,500円。

便利な路線バスをチェック！
『Garden Cafe gee』と
『不動院』に行くなら、フォーブル

着色料などを使わず仕上げ
たオリジ ナ ル コ ー ヒ ー 飴、
嘗める珈琲1,000円。

長楽寺駅南出口から徒歩6分

ソネソネ

で、長楽寺駅から団地を通って駅まで戻る路線（片道
170円）がある。

よんじゅうご

SONE SONE 4 5

珈琲焙煎士・珈琲インストラクターの資格を持つ店主の曽根さんが
店内で自家焙煎したコーヒーを楽しめる1軒。25種ほどの豆から選べ
るので、きっとお気に入りの味に出合えるはず。1杯ずつ丁寧にハン
ドドリップで淹れられたコーヒーを店内でゆっくり味わうもよし、
豆を購入して持ち帰り自宅で楽しむもよし。ギフトにオススメのド

広島市安佐南区
長楽寺 2-16-19
9 082-962-6100
4 13：00〜21：00
5 月・火
6 7台（共用）

株式会社フォーブル http://forble.jp

リップバッグや、豆の銘柄で選べるコーヒー飴もぜひチェックして。

ラインでおでかけ♪
アストラム

なれるひとときを求めて足を運んで。

アストラムライン沿線には駅から近くて便利なお店や散歩
スポットが多彩です。今回は長楽寺駅から歩きやバスで行ける
ステキな場所を紹介。春を楽しみながら散策してみて。
※本誌の掲載内容は、原則として2021年2月28日現在のものです。それぞれの店の情報が取材時とは
異なっている場合がありますが、ご了承ください。

長楽寺駅南出口から徒歩2分

国産原料を使用した和風
だし「日々、おだし」
（50
包入）2,484円などオリジ
ナル商品も展開。

木のおもちゃと器のお店

き

木ままや

保育士でもある店主の掛谷さんが、
「子どもたちが夢中になって遊べるおも
ちゃを」とドイツやフィンランドからセレクトする木のおもちゃが並ぶ小さな
お店。おもちゃコーディネーターとしても活動する掛谷さんや、元保育士・元
幼稚園教諭のスタッフによるアドバイ
スを聞きながらとっておきの一品を選び
たい。また、店内では、オリジナル商品
の販売や、器の企画展も随時開催する。
広島市安佐南区長楽寺 1-16-11
9 082-872-4262 4 11：00〜18：00
5 日・月・祝 6 3台

女性社員達が試行錯誤の末に商品開発した
パスタソースは味だけでなく、可愛らしい
パッケージにもこだわっている。

野鳥や魚などが多彩に生息
する安川では、飛ぶ宝石と
言われるカワセミが見られ
ることも。また春になると
カルガモのヒナが産まれる
ので散歩がてら訪れてみて。

大塚

通
ジ交 ム
ヌマージア
ミュ

伴

安川
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山豊

長楽寺駅
バス停

木ままや

香音cafe

SONE SONE 45

平和台西口

安川通り

ワインのアテにも◎な
アレンジ自在の漬物

子どもの心を豊かにする
木のおもちゃとの出合いを

掛谷さんがスペインの工房
を訪ね、日本で初めて販売
をスタートした〈グラパッ
ト〉
をはじめ、ヨーロッパの
珍しい木のおもちゃが並ぶ。

アストラムライン

住宅街に佇む隠れ家的なカフェ。手入れされた
美しい庭を眺めながらゆったりと過ごせる。

地域から愛される
長楽寺の史跡を訪ねて

やまとよ

粽菜 わかみず 486円

ワラビとかんぴょうを広島
菜で巻いた創作漬物。

広島菜を中心に、地下水を使った様々
な漬物を製造する『山豊』の直売店。

わい方を教えてくれるのが嬉しい。多
彩なアレンジレシピを公開しているの
で、献立に悩んだ時にも必見。
広島市安佐南区長楽寺2-13-2 9 082-872-3788
4 10：00〜18：00 5 水 6 8台

「ふじが丘団地上」で下車して徒歩約1分

燻した大根の漬物と
チーズを広島菜の
漬物で巻いたもの。

広島菜ごはん あなご 756円

瀬戸内の名産である広島菜と穴子
を使った混ぜご飯の素。

ジー

障がいを持つ人たちの就労を支援する事業所が営む、緑に包まれたカフェ。
ト」をはじめ、４種類から選べるパスタとハンバーグorチキンが付くセットメ
ニューなど、多彩にスタンバイする。すべてのランチに、前菜、サラダ、ピザ、
スープの食べ放題とフリードリンク、食後のデザートが付くので、時間を気に
せず楽しめるのがうれしい！
広島市安佐南区長楽寺 3-28-3 9 082-872-2263
4 11：30〜15：00（L.O.14：00） 5 日・第 1月 6 15台

ちょっと足を伸ばして

長楽寺駅南出口から徒歩約2分

『Garden Cafe gee』
から徒歩約60分

ちょうらくじかんのんどう

ふどういん

長楽寺観音堂

不動院

広島市安佐南区長楽寺 3-1-40

粽菜 まつのゆき
648円

ガーデンカフェ

G arden Cafe gee

見所が豊富な登山に挑戦！

山豊 長楽寺店

のアテやパスタなど、漬物の新しい味

長楽寺駅からバスで約3分、

ランチメニューは、肉や魚、野菜のおかずをたっぷり味わえる「geeプレー

長楽寺駅南出口から徒歩約7分

ご飯のお供としてはもちろん、ワイン

Felicita（幸せな）ボロネーゼの
パスタランチ1,500円は、サイド
メニ ュ ー の ハ ン バ ー グorチ キ
ンを選べる。食べ放題のピザは、
照り焼きチキンとベーコンのピ
ザなど日替わりで4種を用意。

大町
→

寺

長楽

●
●

べるドリンクも付く。ココロもカラダも健やかに

広島市安佐南区長楽寺2-17-30
9 082-555-8239
4 11：00〜16：00
（L.O.15：30）
5 土・日・祝 6 3台

長楽寺観音堂
広島高速交通

CHOR AKUJ I AR EA

●

ったオリジナルブレンドのハーブティーなどが選

長楽寺公園
ウォンツ

●
●
●

ランチは3種類を用意し、
「Bijin」や
「Genki」とい

よしはらストアー

●

塩麹をはじめ、調味料にもしっかりとこだわった

追加料金でランチにセットできる
デザート。ハーブやスーパーフー
ド入りの米粉のシフォンケーキ
は、季節によって内容が変わる。

瓢箪堂

●

長楽寺エリア

〝家族に食べさせたいごはん〟をテーマに、スーパ
食事やデザートを提供する1軒。自家製の味噌や

Garden Cafe gee

ふじが丘団地上
バス停

●

香音c afe

ーフードやハーブを取り入れた、カラダに嬉しい

!

●

長楽寺駅南出口から徒歩5分

不動院

荒谷山登山口

Photogenic

駅の周辺で春さんぽ

カフェ

●●

【 長楽寺エリア 】

A DAY T R I P BY AS T R A M L I N E
かのん

長楽寺駅発（瀬戸内ハイツ線）※時刻は一部抜粋
【 平日 】
9：21、9：47、10：18、11：00、11：34、12：38、13：42、14：18、15：02
【 土・日・祝 】
9：07、9：48、10：35、11：42、12：36、13：44、14：45、15：42

→

日替りの内容で楽しめる、おひるごはん1,397円。
ランチは他に、おさかなごはん、グリーンカレー
から選べる。おこさまプレート715円もあり。

バスを使うと便利。安佐南区を中心に運行するバス会社

本堂や奥院、阿弥陀堂などの7堂と、鐘楼や
仁王門、方丈などを有した壮大な寺院が、

1601年に寺領を没収され衰退し廃寺に。その後、
観音堂を建立。それ以来33年ごとに開帳（前回
は2002年）されている。また、荒谷山登山道の
途中に不動院（右枠を参照）と鐘楼がある。

敷地内はもちろん、併設する
長楽寺公園にも桜があり花見
スポットとしてもおすすめ。

『Garden Cafe gee』でお腹が満たされ
たら近くの荒谷山登山口から徒歩50分
ほどの不動院を目指してみては。歴史あ
る鐘楼や石灯籠を見たり、展望場から瀬
戸内海を眺めたりと、見所がたくさんあ
るので登る楽しさを存分に味わえるはず。

