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Ｎｏ. 紹介したい場所 街道 ﾏｯﾌﾟ 本文旧市町 地区 一言

1 粟ケ岳 東海道 に-③ ○ 掛川 東山 富士山も良く見える、”茶”文字で有名

2 小夜の中山公園 東海道 ほ-④ ○ 掛川 日坂 晴れた日は富士山を眺望。ご来光・初日の出県内屈指のスポット。

3 市役所（6Ｆ）屋上 東海道 は-⑤ 掛川 掛川 粟ケ岳の横に富士山が見えます。

4 日坂・東山 東海道 ほ-④ 掛川 東山・日坂 広大な茶畑、新茶の季節は甘いにおいで心がリフレッシュ！

5 こちの里（東山口、寺ケ谷）　梅園 東海道 に-⑤ ○ 掛川 東山口 梅園。2月第2週ごろの日曜日に、梅まつり。売店も出る

6 鞍骨の池 東海道 に-⑤ ○ 掛川 東山口 夏には蓮が咲き誇る。

7 22世紀の丘公園、たまりーな 東海道 に-⑤ 掛川 西山口 子どもと一緒に遊ぶならここ。アスレチックでのムキは禁物！

8 原川の松並木 東海道 ろ-⑤ ○ 掛川 曽我 東海道のど真ん中。歴史ある街道をゆったり歩けば往時の旅人気分！

9 掛川城公園 東海道 は-⑤ ○ 掛川 掛川 山之内一豊が建立。平成6年に日本初の完全木造再建。

10 潮騒橋、国安海岸 横須賀 に-⑨ ○ 大東 千浜
橋の形が特徴的。橋をバックに写真を1枚どうぞ。砂浜から見る夕日、橋上か
らの海の眺望

11 旧大須賀の緑の桜・御衣黄桜 横須賀 ろ-⑧ ○ 大須賀大須賀中部
緑色の花を咲かせる桜「御衣黄（ぎょいこう）」が大須賀支所南側の古楠神社
の境内やその西側の道路沿い大須賀地区で

12 大須賀山崎の茶園 横須賀 ろ-⑧ 大須賀大須賀西部 新茶の季節は甘いにおいで心がリフレッシュ！

13 掛川市役所大東支所の展望台 横須賀 に-⑧ ○ 大東 睦浜 360度の景色を楽しめます。天気がよければ富士山も。

14 とうもんの里・田園空間博物館 横須賀 ろ-⑧ ○ 大須賀大須賀西部 四季折々の花が楽しめる、ふるさとをそのまま未来へ

15 国安橋 横須賀 に-⑧ ○ 大東 千浜 菊川河口近くのゆったりした眺め

16 中新井池のオニバス、御衣黄桜 横須賀 は-⑧ ○ 大須賀大須賀東部 オニバスは県天然記念物、絶滅危惧種、残念ながら今はない・・・。

17 愛宕下美術館 横須賀 ろ-⑧ ○ 大須賀大須賀中部 この町にこの美術館（宇宙的建物）

18 町番所 横須賀 ろ-⑧ 大須賀大須賀中部 横須賀城当時の役人の詰め所、大須賀支所北側に移築

19 清水邸庭園 横須賀 ろ-⑧ ○ 大須賀大須賀中部 回船問屋の建物と回遊式庭園

20 槙囲い集落・生垣と屋敷林 横須賀 ろ-⑧ ○ 大東 睦浜 町内各所にもある

21 五明の天文学者（西村さん） 湯の道 は-④ ○ 掛川 西郷 壮大な茶畑、夜は満天の星空を一望。宝石を散りばめたよう！

22 富士見台霊園 湯の道 は-⑥ 掛川 西南郷 名前の通り富士山がみれます。

23 東京女子医大、城東中近く 湯の道 に-⑦ 大東 土方 春は染井吉野と枝垂れ桜、秋は西洋紅葉

24 源氏ホタルの池（大東図書館南） 湯の道 に-⑧ ○ 大東 大坂
予想より大きな池。たくさんのホタルで幻想的かつ神秘的？若宮神社の湧水
で育てている。

25 上垂木 湯の道 ろ-④ 掛川 桜木 ホタルが見られる。シーズンには臨時駐車場も。
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26 倉真の落合荘前 湯の道 に-④ 掛川 倉真 ホタルが見られる

27 つま恋 湯の道 に-⑤ 掛川 西山口 ホタルが見られる

28 五明の茶畑 湯の道 は-④ ○ 掛川 西郷 一面の茶畑、新茶の季節は甘いにおいで心がリフレッシュ！

29 大浜公園 湯の道 は-⑧ ○ 大東 大坂 春は桜と深山つつじ、秋は萩

30 ねむの木の里の桜木池公園 湯の道 ろ-④ ○ 掛川 桜木
白鳥も見られ、渡り鳥のバードウォッチングはここでしょ！107種類の野鳥が
生息、春は桜が見事！

31 京徳池 湯の道 は-⑤ 掛川 南郷 ぶらっと1周30分。犬の散歩にどうぞ！

32 居尻の奥（黒俣） 湯の道 は-② 掛川 原泉 道沿いに湧水あり。おいしい水がタダで楽しめます。

33 大東ｼｵｰﾈ脇 湯の道 に-⑧ ○ 大東 大坂 季節によって色々な花畑（菜の花、ひまわり、コスモス）が楽しめます。

34 ならここの湯・居尻の露天風呂 湯の道 は-② ○ 掛川 原泉 12/28はつきたての餅あり？家族で楽しめ、安いです。

35 法泉寺温泉 湯の道 は-④ ○ 掛川 西郷 美肌作り・美人の湯。歴史ある温泉で一泊楽しんでみてはどうでしょう？

36 倉真温泉 湯の道 に-③ ○ 掛川 倉真 歴史ある温泉で一泊楽しんでみてはどうでしょう？

37 倉真赤石温泉 湯の道 は-③ ○ 掛川 倉真 まさに｢秘湯｣。源泉の温泉で「湯の華」が見れます。ゆっくりとくつろいで！

38 大東温泉シートピア 湯の道 に-⑨ ○ 大東 千浜 地中海風温泉、和風・サウナ・ハーブ湯など多彩、グランドゴルフ場あり

39 花鳥園 湯の道 は-⑥ ○ 掛川 西南郷 花に包まれながら鳥と遊べる。ふくろうたちのショーは一見の価値有り。

40 居沼池（親水公園） 湯の道 は-⑧ 大東 大坂 水鳥の休憩地、ヘラブナ釣り、水仙

41 ならここの里 湯の道 は-② ○ 掛川 原泉 春は桜、夏はキャンプ、バーベキュー、秋は紅葉。ならここの湯も。

42 原野谷川親水公園 塩の道 い-④ 掛川 原谷
天浜線原野谷（はらのや）駅から7～8分、原野川の河川敷の公園。春は桜の
名所。夏にはホタルも見られる。

43 吉岡 塩の道 い-⑤ 掛川 和田岡 新茶の季節は甘いにおいで心がリフレッシュ！

44 三十川の県道沿い 塩の道 ろ-⑤ ○ 掛川 桜木 コスモスに包まれて。9月中旬～10月中旬。三十川自治会が育てる。

45 原野谷川沿い 塩の道 い-④ 掛川 原谷 桜並木と天浜線の田園的風景に気も安らぐ・・・。

46 キウイフルーツカントリー 塩の道 に-⑥ 掛川 上内田
日本最大のキウイ観光農園。世界的にめずらしいキュウイ有ります。ワインも
是非！

47 加茂菖蒲園 塩の道 ろ-④ 掛川 原田 古い庄屋屋敷と広がる花菖蒲園。色鮮やかな100万本を楽しんでください。

48 陣場峠 塩の道 は-⑥ ○ 掛川 上内田 桜の名所、掛川の町並みが一望できる

注 1）地区は、平成18年3月15日掛川市作成「わたしたちの掛川市」による。

2）”本文”欄に○印がある項目は、本文に紹介している項目です。
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1 東の市境から小夜の中山峠 東海道 ほ-④ ○ 掛川 日坂
金谷側から坂道を登ると、島田市と掛川市の境の道標がある。こ
こから小夜の中山峠はもうすぐだ。

2 小夜の中山の歌碑、句碑 東海道 ほ-④ ○ 掛川 日坂
小夜の中山、久延寺を中心に街道筋に、多くの歌碑、句碑があ
る。

3 七曲 東海道 は-⑤ ○ 掛川 掛川 山内一豊が城を直接攻められないように工夫した道。

4 資生堂美術館 東海道 は-⑥ 掛川 西南郷 ただで見学、化粧品の歴史が分かる、トイレきれいです。

5 久延寺 東海道 ほ-④ ○ 掛川 日坂
夜泣き石伝説ゆかりの寺。山内一豊が家康を持て成した茶亭跡
もある。

6 夢灯（ゆめあかり、浮世絵美術館） 東海道 ほ-④ ○ 掛川 日坂 東海道五十三次浮世絵、説明してくれます。

7 二の丸美術館 東海道 は-⑤ ○ 掛川 掛川 地域の芸術文化活動の拠点

8 掛川城/天守閣・公園 東海道 は-⑤ ○ 掛川 掛川 ｢東海の名城｣、国内唯一の木造再建

9 逆川土手の百合 東海道 は-⑤ 掛川 掛川 ゆりの咲く5-6月は甘い香りもして、絶好の遊歩道です。

10 日坂宿 東海道 に-④ ○ 掛川 日坂
東海道五十三次・品川から二十五番目の宿。高札場や昔の宿舎
が今なお健在しています。

11 事任八幡宮 東海道 に-⑤ ○ 掛川 東山口 願い事はことのまま叶う、最近遠方からの参拝客も増加

12 大日本報徳社 東海道 は-⑤ ○ 掛川 掛川
二宮尊徳の報徳思想を説く総本山、正門左右の門柱は、明治42
年建立。

13 十九首塚 東海道 は-⑤ ○ 掛川 掛川 平将門以下十九人の首塚といわれる。

14 掛川駅 東海道 は-⑤ ○ 掛川 掛川 木造駅舎。保存活動を行っています。

15 天然寺 東海道 は-⑤ ○ 掛川 掛川
天正8年（1590）掛川城に入ってまもなく、一豊は天然寺に十六俵
地を寄進しています。白い壁に覆われた所が泉洞山天然寺

16 掛川市埋蔵文化財センター 東海道 に-⑤ 掛川 東山口 市内の発掘品を展示、千羽

17 原川の松並木 東海道 ろ-⑤ ○ 掛川 曽我 東海道の面影を残す松並木が500ｍほど続く。掛川ではここだ
け。
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18 伊達方一里塚 東海道 に-⑤ ○ 掛川 東山口 東海道、江戸より57番目の一里塚。初夏にはつつじが綺麗。

19 掛川城御殿（二の丸御殿） 東海道 は-⑤ ○ 掛川 掛川
掛川藩の儀式の場・藩主の公邸・役所として使用。現存する城郭
御殿は日本で4つしかない。

20 竹の丸 東海道 は-⑤ ○ 掛川 掛川 江戸時代に葛布を扱う豪商が建てた大邸宅。

21 大手門 東海道 は-⑤ ○ 掛川 掛川 お城から逆川を東方向へ数分。

22 小崎葛布工芸（おざきかっぷ） 東海道 は-⑤ ○ 掛川 掛川 お土産物（葛布工芸品）製造、販売

23 横須賀城址 横須賀 ろ-⑧ ○ 大須賀大須賀中部
武田氏の高天神城に対抗し、徳川家康が命じて築いた城として
歴史に名高い。二月中旬には、恒例の梅祭りが開催される。

24 清水邸庭園（大須賀） 横須賀 ろ-⑧ ○ 大須賀大須賀中部
回船問屋、建物が最高。庭には湧き水があり四季花々が彩りを
添える。

25
矢柄神社、秋葉灯、
大坂地区の秋祭り

横須賀 は-⑧ ○ 大東 大坂
「鎌倉時代に社殿を修理したという棟札のある古社」、「一本柱万
度型屋台15台（矢柄神社の祭り）」

26 歴史民族資料館（大須賀） 横須賀 は-⑧ ○ 大須賀大須賀東部 古民具の展示、”歴史発見”スポット

27 三熊野神社・大祭 横須賀 ろ-⑧ ○ 大須賀大須賀中部
掛川といったら「祭」でしょ。２輪屋台とお囃子が特徴的。一本柱
万度型の屋台の本家。三社囃子は、県無形民族文化財。熊野権
現の分社とも・・・。厄除け、子授け、安産、縁結び。

28 晴明塚 横須賀 は-⑧ ○ 大須賀大須賀東部 願い事が叶う（?!）、不思議な遺跡です。遠州七不思議の一つ。

29 柴山神社（坂里） 横須賀 に-⑧ ○ 大東 千浜 神社の森が「ふるさとの自然100選」

30 庚申塔、地蔵、馬頭観音 横須賀 に-⑧ ○ 大東 千浜 小さな祠に石の塔、庚申塔、地蔵様、馬頭観音が祭ってある

31 岡原の銭亀堂 横須賀 は-⑧ ○ 大須賀大須賀東部 12年、60年ごとに祀られた秘仏を開帳

32 大坂の追分道標 横須賀 は-⑧ ○ 大東 大坂 旧横須賀街道と旧掛川街道の交点の標識

33 窓泉寺 横須賀 ろ-⑧ ○ 大須賀大須賀中部 朱塗りの二階楼門

34 撰要寺 横須賀 ろ-⑧ ○ 大須賀大須賀中部 横須賀城歴代城主の菩提寺

35 風紋館 横須賀 ろ-⑧ 大須賀大須賀中部 瀬戸物など全国の有名な焼物と各種名品

36 やなせ提灯店 横須賀 ろ-⑧ 大須賀大須賀中部 お祭りの提灯、昔のあかりを求めて
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37 西大谷ダム 横須賀 ろ-⑦ 大須賀大須賀北部
ヘラブナ釣りの名所。周辺が公園として整備され、地元有志の方
が桜の木を植樹、未来の桜の名所

38 横須賀町並み・ちっちゃな文化展 横須賀 ろ-⑧ ○ 大須賀大須賀中部
全国から芸術家や見物客が多数訪れ、地元の人、高校生も一緒
に盛り上げる。

39 愛宕下美術館 横須賀 ろ-⑧ ○ 大須賀大須賀中部 個人の蒐集した絵画、書などなど陳列、事前予約要。

40 軽便鉄道線路敷 横須賀 ろ-⑧ 大須賀大須賀東部 大須賀と大東町にかけて

41 サンドスキー場 横須賀 ろ-⑧ 大須賀大須賀南部 全国的に有名であった海岸スキー場

42 飛行場 横須賀 ろ-⑧ 大須賀大須賀南部 10年前からは、パイロットの訓練場

43 ヴィレッジ 湯の道 ろ-⑤ ○ 掛川 桜木 フェアトレードの喫茶と雑貨

44 ねむの木こども美術館 湯の道 ろ-④ ○ 掛川 桜木
子供たちの感性と集中力にはビックリします。ガラス工房で自作
のペンダントを！

45 吉行淳之介文学館 湯の道 ろ-④ ○ 掛川 桜木 茶室・和心庵で子どもたちがお点前

46 龍尾神社 湯の道 は-⑤ ○ 掛川 掛川
山之内一豊ゆかりの、厄除け開運に霊験あらたかな掛川市御鎮
座の古社。しだれ桜が有名。

47 貞永寺 湯の道 は-⑧ ○ 大東 大坂 足利尊氏の命による立正安国寺。桜の名所です。

48 小笠神社（大東） 湯の道 は-⑥ 大東 土方 矢矧祭、高天神六砦のひとつ

49 本勝寺 湯の道 に-⑧ ○ 大東 中 別名：あじさい寺。植樹でできた門は立派です。

50 高天神城址 湯の道 は-⑦ ○ 大東 土方
小規模ながら、山城として堅固さを誇っています。毎年3月最終
の日曜日に例大祭が行われる。

51 三井山 湯の道 は-⑧ 大東 大坂 徳川家康の高天神城攻撃の拠点でした。高天神六砦のひとつ

52 吉岡彌生記念館 湯の道 に-⑦ 大東 土方 女性医師の草分け、日本女子医大の創始者を記念

53 八坂神社 湯の道 に-⑧ ○ 大東 中 中村の祇園祭、古式の祭りが県無形民俗文化財

54 満勝寺 湯の道 に-⑧ ○ 大東 中 室町時代創建、雑賀氏の城跡。土用の丑、ほうろく灸

55 華厳院（けごんいん） 湯の道 は-⑦ 大東 土方 高天神城主の菩提寺、土方久元の碑

56 岩井寺 湯の道 は-⑥ 掛川 上内田 真言宗の古刹、遠江三十三番札所
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57 古いトンネル三兄弟（仮称） 湯の道 は-⑥ 掛川 上内田
県道掛川大東線、旧道に残る青田、檜坂、岩井寺レンガの三トン
ネル

58 吉岡彌生生誕地・現鷲山医院 湯の道 に-⑦ 大東 土方 病院は医院になったものの今でも続いている

59 猿田彦神社 湯の道 に-⑦ 大東 佐束 足利氏の姫ゆかりの古社

60 浮島堂 湯の道 に-⑦ 大東 佐束 流れ着いた地蔵を祭るお堂、永禄年銘、常夜灯あり

61 松本亀次郎公園 湯の道 に-⑦ 大東 土方 日中友好に尽くした人を記念する公園

62 庚申塔、秋葉燈、復刻の石道標 塩の道 に-⑥ ○ 掛川 上内田 三つそろって雰囲気がある！！

63 塩問屋跡、暗闇坂 塩の道 に-⑥ ○ 掛川 上内田 今は何もないが、名前と場所が残る。

64 板沢神社、自然石道標、秋葉燈 塩の道 は-⑥ ○ 掛川 上内田 塩の道らしいところ。

65 陣場峠・塩の道モニュメント 塩の道 は-⑥ ○ 掛川 上内田 見晴らし良し。家康の掛川城攻めの拠点

66 素掘りのトンネル 塩の道 は-⑤ ○ 掛川 南郷 この上を塩の道が通っていた。（本来の塩の道ではないが。）

67 秋葉山遥拝所 塩の道 ろ-⑤ ○ 掛川 掛川 東海道を急ぐ人の秋葉山へのお参り所

68 秋葉燈・石の道標、六地蔵 塩の道 ろ-⑤ ○ 掛川 桜木 三つセットで塩の道らしい

69
秋葉燈・福来寺・
塩の道のモニュメント

塩の道 ろ-⑤ ○ 掛川 桜木 修復された秋葉燈

70 若一王子神社 塩の道 ろ-⑤ ○ 掛川 原谷 古く、パワースポットのような神社

71
長福寺・秋葉燈・
石の道標・モニュメント

塩の道 ろ-④ ○ 掛川 原谷 四つセットで塩の道らしい

72 猿田彦神社・原田駅付近 塩の道 い-④ ○ 掛川 原谷 旅の神猿田彦を祀る。

73 和田岡古墳群 塩の道 い-⑤ 掛川 和田岡 市内最大の古墳群（6っある）

1）地区は、平成18年3月15日掛川市作成「わたしたちの掛川市」による。

2）”本文”欄に○印がある項目は、本文に紹介している項目です。

―
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1 小泉屋 東海道 ほ-④ ○ 掛川 日坂 旧国道1号、小夜の中山峠を出たところ。子育て飴、夜泣き石。

2 扇屋 東海道 ほ-④ ○ 掛川 日坂 小夜の中山で唯一残る、茶店。子育て飴も。

3 すいのや 東海道 は-⑤ ○ 掛川 掛川 菓子屋だが、掛川おでんが美味しい

4 東山いっぷく処（東山茶業組合） 東海道 に-④ ○ 掛川 東山
掛川市東山の粟ヶ岳山麓にある地域密着のお店。深蒸し茶、茶文字まんじゅ
う、とれたて野菜、手造り惣菜も

5 二の丸茶室 東海道 は-⑤ ○ 掛川 掛川 本格的茶室だが、素人でも気軽に入れる

6 肴町のひょうたん 東海道 は-⑤ 掛川 掛川 焼き鳥　肴町、0537-22-7734

7 なにわ好み 東海道 は-⑤ 掛川 掛川 本場大阪のお好み焼きです。焼き方は店主より伝授を！

8 思い出の家 東海道 に-⑤ 掛川 満水 お寿司、お好み焼き、こんにゃく色々あります。器は自家製？

9 甚八、うな助、うな専 東海道 は-⑤ 掛川 掛川 炭焼ならではの味、絶品のうなぎをご賞味下さい。

10 ふるさと（吉岡） 東海道 ろ-⑤ 掛川 和田岡 豚足がおいしいよ！コラーゲンたっぷりで、もちもち肌に！

11 魚京（原川） 東海道 ろ-⑤ 掛川 曽我 地元のお魚屋さん。刺身も目前で切ってくれる。

12 道の駅掛川 東海道 に-⑤ ○ 掛川 東山口 新鮮な農産物が揃っています。全国有数の道の駅です。

13 梅衣、木レンガ（榊屋） 東海道 は-⑤ 掛川 掛川 甘い紫蘇巻きの饅頭、カステラ入り羊羹

14 葛餅（梅廼屋） 東海道 は-⑤ 掛川 掛川 最高級の本吉野葛を使った葛餅

15 沙羅の木 東海道 は-⑤ ○ 掛川 掛川 喫茶店、料理も美味しい。列車待ちの時間調整に。

16 もち金（柏餅、豆大福） 東海道 は-⑤ 掛川 掛川 創業１００年、なんと言っても豆大福、冬季のみ午前で売切れ

17 もちや（振袖もち） 東海道 は-⑤ ○ 掛川 西山口 たっぷりあんこが入ってます。

18 ふしおん（お千代弁当、お千代御膳） 東海道 は-⑤ 掛川 掛川 掛川城の真ん前、「こだわりっぱ」の上でお千代御膳1050円～

19 これっしか処 東海道 は-⑤ ○ 掛川 掛川 掛川駅売店、ここでしか手に入らないお土産が揃っています。茶そばも

20 こだわりっぱ 東海道 は-⑤ ○ 掛川 掛川 掛川城の真ん前、掛川茶、茶そばをはじめ地元の名産品がいっぱい！

21 けっトラ市 東海道 は-⑤ 掛川 掛川 毎月第３土曜。盛況なお店はすぐに完売してしまします。

22 ＧＡＮＥＳＨＡ（ガネーシャ） 東海道 は-⑤ ○ 掛川 掛川 インド・ネパール風カレー専門店。大きなナンが焼きたて、お代わり自由。

23 くずかわ茶寮　寅や 東海道 は-⑤ ○ 掛川 西山口 ランチ（寅や弁当）がおすすめ、0537-24-5464

24 葵天下酒造 横須賀 ろ-⑧ 大須賀大須賀中部 天下一品。一度飲んだら止められない！！

25 好（ハオ）（大東） 横須賀 は-⑧ 大東 大坂 一風変わった中華料理、なかなか旨い

26 かりゆし（大東） 横須賀 に-⑧ ○ 大須賀睦浜 沖縄のお酒も是非堪能してみて下さい。

―
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Ｎｏ. 紹介したい場所 街道 マップ本文旧市町 地区 一言

27 サンサンファーム 横須賀 は-⑧ ○ 大須賀大須賀東部 観光農業と農産物・地場産品の販売、観光PRの拠点

28 ミナクル市大城店 横須賀 に-⑧ ○ 大東 睦浜 市内最初の産地直売店、夢咲牛も注文できる

29 八百甚（大須賀） 横須賀 ろ-⑧ 大須賀大須賀中部 古い歴史を感じる旅館。営業中・低価格、岩風呂あり。

30 愛宕下羊羹 横須賀 ろ-⑧ ○ 大須賀大須賀中部 売り切れ勘弁！早めのお越しを！とても喜ばれるお味です。

31 太鼓最中（大須賀） 横須賀 ろ-⑧ 大須賀大須賀中部 ご存知お祭り太鼓の形をしている

32 栄醤油醸造 横須賀 ろ-⑧ 大須賀大須賀中部 料理にはもってこいの味。たまごかけ専用もお勧め。

33 大石農場ハム工房 横須賀 ろ-⑧ 大須賀大須賀南部 自前の豚で、本場ドイツ仕込みのハム、ソーセージを作っている

34 パンの郷 横須賀 ろ-⑧ 大須賀大須賀中部 メロンパンの美味しさ最高！

35 たこまん 横須賀 は-⑧ 大東 大坂 遠州を代表する菓子発祥の地

36
しばちゃんちのジャージー牛乳
（柴田牧場）

湯の道 は-③ ○ 掛川 原泉
こくがありおいしいです。自慢のソフトクリーム、シュークリーム、プリン、ヨー
グルト等もあり。

37 開運・土井酒造場 湯の道 に-⑦ 大東 佐束 掛川の地酒、銘酒「開運」、全国的に有名、賞もとっている

38 ビニータ（インド風カレー） 湯の道 は-⑥ ○ 掛川 南郷
本格インド風カレーの専門店であり、昼食どきにはかなり混み合う。大きなナ
ンが焼きたて。

39 ならここの里 湯の道 は-② ○ 掛川 原泉 バーベキュー設備完備

40 高天神最中（中嶋屋） 湯の道 に-⑦ 大東 土方 名城「高天神」の名を冠したもなか

41 小笠山の松茸（藤江邸） 湯の道 に-⑦ 大東 土方 予約必要

42 落花生の煮豆（たなか） 湯の道 に-⑧ 大東 睦浜 魚屋の作る珍味

43 法寿庵 湯の道 は-④ ○ 掛川 西郷 味風流

44 吉岡ばら団地 塩の道 い-⑤ 掛川 和田岡 生産者から直接卸値で購入可能です。

45 本丸（いも汁） 塩の道 は-⑤ 掛川 西南郷 掛川の郷土料理。本格的とろろ料理。駅南口を真っすぐ南下

46 きみくら 塩の道 は-⑥ 掛川 上内田 掛川茶によく合う菓子、丸山製茶で経営

47 たかやま 塩の道 ろ-⑤ 掛川 原谷 腕のよい板前さんの作る和食がうまい。

48 ステーショナリーカフェkonohi 塩の道 ろ-⑤ ○ 掛川 桜木 隠れ家的雰囲気の喫茶店兼文具店

注 1）地区は、平成18年3月15日掛川市作成「わたしたちの掛川市」による。

2）”本文”欄に○印がある項目は、本文に紹介している項目です。
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