
  

 

あなたに出水を教えます！ 

おいしい！楽しい！歴史旅 

⑦菓匠田中 

サクサクのチョコチップ入りのクッキー生地に、チーズク 

リームを包んだチーズ饅頭「笑顔」は大人気！和三盆のや 

さしい甘さを生かした「和三盆プリン」もオススメ。 

〒899-0123 出水市下鯖町 464 番地 

☎ 0996-67-1237 

○営AM8：30～PM7：30（日・祝 PM7:00）○休第 3日・火曜日 

⑨LE GATEAU DE BIRTH‐DAY（バースディ） 

洋菓子・ジェラート専門店。地元の農家さんから柑橘類や 

お茶などを直接仕入れ、アレルギーが気になる方でも安心 

して食べることができる商品作りを行い、各地発送もでき 

ます。米粉１００％で作った、もちもち、しっとりのフィ 

ナンシェがオススメ。 

〒899-0136 出水市汐見町 3-2 ☎ 0996-67-0224 

○営AM9：00～PM7：00 ○休不定休 

⑩手作り工房うっふ 出水店 

こだわり卵の『いずみ卵』を使用した美味しいスイーツを 

販売しています。定番商品の「うっふシュー」は、注文を 

受けてからクリームを詰めるので皮はサクサク！「たまご 

プリン」は、たくさんの卵とジャージー牛乳をたっぷり使 

ったなめらかでとってもおいしいプリンです。 

〒899-0401 出水市高尾野町大久保 2183-8 

☎ 0996-82-3614 

○営AM10：00～PM7：00 ○休不定休 

⑬特産館いずみ 

出水市内の農産物や農産加工品、近海で水揚げされる魚介 

類、そして出水市内で生産されている黒豚や赤鶏さつまな 

どの肉類、花木、苗類、工芸品、菓子、惣菜など多様な商 

品を取り扱っています。 

〒899-0212 出水市上知識町 479  

☎ 0996-62-1888 ○営AM9：00～PM6：00 ○休１月１日 

⑪あじさい 

出水市役所のすぐ隣にある老舗のレストラン。いつもたく 

さんのお客さんがいらっしゃいます。 

日替わりのおすすめランチ 900円（税込み） 

〒899-0201 出水市緑町 3-30 ☎ 0996-62-5954 

1F ○営AM9：00～PM10：30  ○休第 2・4木曜日 

2F ○営AM11：30～PM10：00 ○休第 2・4火曜日 

⑫お好み焼きたんぽぽ 

地元の人で知らない人はほとんどいないとまで言われる、

地元の人に愛されるお好み焼きのお店。このお店の特徴は、

仕上げにたっぷりとかける特製マヨソース。ほのかな酸味

が食欲をそそる、他にはない逸品。 

〒899-0205 出水市本町 5-31 ☎ 0996-62-7602 

○営AM11：00～PM8：00 ○休水・木曜日 

⑧ふく鶴 むなかた 

地元産の食材を使用し、ツルと歴史の町である出水を自作の 

お菓子で表現した郷土菓子のお店。出水商業高等学校とのコ 

ラボレーションによるスイーツ開発なども行っています。 

〒899-0131 出水市明神町 430 番地 

☎ 0996-67-1131 

○営AM8：00～PM7：00（日 PM5:00）○休第 1日曜日 

⑭菅原神社（米ノ津天満宮） 

御祭神 菅原道眞公（スガワラノミチザネコウ）  

平安時代の貴族、学者、漢詩人、政治家であり類まれなる 

才能の持ち主。学問をもって朝廷に仕え、官位は従二位・ 

右大臣にまでなった。しかし、左大臣『藤原時平』に陥さ 

れ、左遷先の大宰府で没した。死後、天満天神として信仰 

の対象となるが、現在は学問の神として親しまれる。 

〒899-0121 出水市米ノ津町 1900  

手水（ちょうず、てみず） 
神社の鳥居をくぐると参道の

わきにある「手水舎」。参拝者が

身を清めるために、手を洗い、

口をすすぐ場所です。「両手と

口を洗い清めることによって

心（魂）も清める」という意味。

参拝する前には、必ず手水によ

って身を清めましょう。 

右手で柄杓を持って水を

汲み、左手にかけます。 

柄杓を左手に持ち替え

右手にかけます 

再び柄杓を右手に持ち替

え、左の掌（てのひら）に水

を受けて口をすすぎます。

柄杓に直接口をつけるのは

厳禁です！ 

もう一度、左手に水を

かけます。 
最後に、両手で

柄杓を立てて

柄杓の柄に水

を流します。 

柄杓置き場に

柄杓を伏せて

戻します。 

賽銭箱に賽銭を入れます。 

鈴を鳴らします。 

二礼（２回頭を下げて

深くおじぎをする） 
まずは胸の高さで掌を

合わせ、右手を少し下

にずらして二拍手。 

その後、指先をきちんと

合わせて祈りを込めて

から手を下ろします。 

 

最後に一礼をして終了。 

【出水商業高等学校 調査研究同好会】 

〒８９９‐０１３１ 鹿児島県出水市明神町２００ 
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神社の参拝について 二礼二拍手一礼について 

昨日、知らなかった町のこと 
       今日、好きになった 

！神社では静かに参拝しましょう 

日本と台湾のコーラと水の値段の比較 

1００円＝２７.９５台湾ドル（２０１６．１２月時）

点） 
水（５００ｍｌ） 

１５元前後（４８円） 

１３０円（４０元前後） 

コーラ（５００ｍｌ） 

２５元（８０円） 

１５０円（４７元前後） 

台 湾     鹿児島 

飛行機で約1時間３０分 

     出 水 

バスで約1時間３０分 

出水市へのアクセス 

飛行機 



  

⑥far café 

日替わりケーキと定番のガトーショコラ、チーズケーキ、

シフォンケーキの他、焼き菓子などがあります。コーヒー

はモカベースのオリジナルブレンドの他、様々なブレンド

の販売も行っています。 

〒899-0202 出水市昭和町 18-1 Ｈビル 1Ｆ 

☎ 0996-68-7111 

○営AM10：00～PM4：00（ラストオーダー3：00） ○休水曜日 

③着物着付け体験 in 武家屋敷 

国の重要伝統的建造物群に指定されている出水麓武家

屋敷群の公開武家屋敷で体験できる着物着付け体

験。 体験料 5,500 円で着付け、茶道体験に加え、着

た着物と帯がお土産として持ち帰ることができ、外国

人旅行者に好評です！ 

料金 5,500 円／1 人（男女とも、中学生以上） 

時間 ２～３時間 定員 ５～50 名 

問い合わせ 

出水市観光交流課 ☎ 0996-67-1131 

○営AM8：00～PM7：00（日 PM5:00） 

○休第 1 日曜日 

④八坂神社（日本一のお地蔵さま） 

台座まで含めると高さ 4.15ｍのお地蔵

様があります。一刀彫りでは日本一で、

交通安全・無病息災・子育てや延命など

のご利益があるとされています。 

〒899-0204 出水市麓町 2-33 

☎ 0996-62-2111 ○休年中無休 

⑤箱崎八幡神社（日本一の大鈴） 

「成せば成（鳴）る。大願成就の大鈴」。大きさは、高さ

4m、直径 3.4m、重さ 5 トンあり、鶴の里出水ならでは

の鶴の親子の舞いを浮き彫りにした日本一の大鈴があり

ます。また、敬宮愛子さまご誕生記念に建立された宝物

鈴殿には、神社に伝わる三十六歌仙、神楽面等、そして日

本一小さな鈴が納めてあります。 

〒899-0212 出水市上知識町 46 ☎ 0996-62-2219 

○休年中無休 

①レンタサイクル（出水駅） 

観光に！ビジネスに！出水駅飛来里の観光案内所にて自転車を

貸し出しています。出水麓武家屋敷群まで約１０分、日本一の

お地蔵様まで約１０分、クレインパークまで約２５分、日本一

の大鈴まで約１５～２０分。 

料金 普通自転車：300 円 変速付自転車：400 円 

基本料金で最大４時間利用可能（但し、自転車貸出時間内に限る） 

１時間延長につき 100 円増 

時間 自転車貸出時間 ＡＭ9：00～ＰＭ5：00 ○休年中無休 

問い合わせ 出水駅観光特産品館「飛来里」 ☎ 0996-79-3030 

②諏訪神社 

武功守護の神社として、また御子神が十九神あること

から子授け・子宝安産の神様としての信仰が厚く、社殿

内にある雌雄の狛犬（木製）を撫でると安産するとの言

い伝えがあります。 

〒899-0204 出水市麓町 13-38 ☎ 0996-63-3340 

○休年中無休 

諏訪神社 

八坂神社 
日本一のお地蔵様 

武家屋敷 
着物着付け体験 

箱崎八幡神社 
日本一の大鈴 
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菓匠田中 

ふく鶴むなかた 

手作り工房うっふ 
出水店 

あじさい 

特産館いずみ 

菅原神社 

おれんじ鉄道 

レンタサイクル 


