
アクティビティレンタル

ジビエカフェとうぐらの
レンタサイクルで
徳之島北部を巡ろう！

金見あまちゃんクラブ

● 営業時間：11:00～14:00
● 営業日：水曜日～日曜日
● 席数：10 （カウンター 6 名＋囲炉裏 4 名）
● 住所：鹿児島県大島郡徳之島町金見 474
● 連絡先：0997-84-9911
● ウェブサイト：http://kanan.blue

金見の「あまちゃん（お母さん）」たちが
運営する郷土料理が楽しめるカフェです。
地元金見で収穫した野菜と徳之島のイノシ
シを調理したジビエ料理を数量限定で提供
しています。テイクアウトもできます。

＜レンタサイクルのシステム＞

＜注意点＞

※貸出、返却は 9:30 ～ 16:30 の間でお願いします。
※対応数に限りがありますので、ご予約時に貸出希望のお時間を確認しております。
※利用料金は、貸出料金・保証料共、前払いです。
※申込時に申告した日時より早く自転車を返却した場合でも、差額の返金はありません。
※2 日以上の使用や、島内のお届けなど、ご希望がありましたらご相談ください。

金見までのアクセス
徳之島空港から▶  約 25 分（15km）
亀徳新港から▶ 約 40 分（23.7km）

❶手々浜海浜公園
美しい芝が広がる見晴らしの良い公園内には、バーベ
キューのできるスペースが設けられています。トイレや
シャワー、駐車場も近くにあるので、磯遊びやキャンプ
を楽しむことができます。

❷手々小・中学校
小学校と中学校が同じ敷地内にある併設校です。
平成 8 年度から「ふるさと留学制度」を実施し島内
外から多くの子ども達を受け入れています。

❸豊穀神社
かつて神様が羽の生えた馬に乗ってやってくるとい
う聖なる森（カンギョウグスク）に昭和 3 年に建て
られた神です。五穀豊穣と一家の幸せをコウガミ（川
神）様に託した。鳥居の際には 400 年余り前にかつ
やくした英雄 2 名が奉られています。

❹まっすぐな道
手々から金見に向かう県道 629 号線には、約 2 キ
ロ続くまっすぐな道路と海外線が続きます。アダン

ンバラ岩までが望めます。

❺ソテツトンネル
樹齢約 300 年のソテツが長い時間をかけて作り出し
た自然のアーチです。約 200 メートル続くソテツト
ンネルの中は南国ムード満点です。

❻金見崎展望台
太平洋と東シナ海の 2 つの海が同時に見渡せ、遠く
には奄美大島の島影とトンバラ岩が望めます。眼下
にはソテツトンネルが広がり、絶景のパノラマビュー
が楽しめます。

❼アマミノクロウサギスポット
金見周辺の森には特別天然記念物のアマミノクロウ
サギが暮らし、巣穴を行きかう姿が見られる。「クロ
ウサギに注意」と路面標示がある珍しいポイントも
あります。

❽ナイ浜
浜の下には空洞がある箇所があり、飛び跳ねると響く音
がします。この場所からは金見集落や岬を含む金見集落
全体を眺めることができるスポットです。季節によって
は、リュウキュウアマギマダラの越冬が見られます。

❾ナゴリ山神社
かつては山の村の中心となり、祀りごとを司る「ノ
ロ」に由来する神社と言われています。名称の「ナ
ゴリ山」は「ノロ神」に由来するという説もあります。

　ツイン楠
2 本寄り添うように生える楠の巨木。もともと楠は

持ち寄り植えられたのではないかと考えられていま
す。

　山小学校
明治 33 年に開校。昭和 4 年に徳之島で初めて建て
られたコンクリート製の校舎には、太平洋戦争の機
銃掃射の後も残っています。校内にある二宮金次郎
像は、花崗岩で作られています。

　自衛隊殉職隊員慰霊碑
平成 19 年 3 月、緊急搬送中だった自衛隊のヘリコ
プターが天城岳山頂に墜落し炎上。4 名の自衛隊員
が殉職されました、事故現場となる山の麓に慰霊碑
が建立されました。

山方面ロングコース（12.2 km）

詳細・申し込みはウェブサイトをご覧ください。

http://knan.blue
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ジビエカフェとうぐら

車で

Twitter では営業情報や金見の日常を呟やいています

初めての方にもオススメ

徳之島の風景や道をより楽しみたいなら
自転車がオススメ。
ジビエカフェとうぐらでは
マウンテンバイクをレンタルできます。
金見を起点に、自分のペースで
のんびりと見所を巡ってみませんか？

事前に予約が必要です。　▶　TEL:090-0000-0000
ご利用料金：
　２時間　1,300 円　
　4 時間　２,000 円
　＋１時間ごとに　500 円

貸し出し・返却場所：ジビエカフェとうぐら

・

含まれるもの：
・マウンテンバイク（サイズ ２種）

・保険 / 保証料

・服装は動きやすい服装で
・交通ルールを遵守し、安全運転を心がけましょう。
・走る前に、操作方法など説明を行います。
　操作に慣れてから、出発しましょう。
・徳之島北部の道路は通行量は少ないですが、
　製糖期には大型トラックも通ります。十分注意しましょう。

金見住民を中心に発足。ジビエカフェとうぐらの運営や
各種エコツアー・アクティビティレンタルを実施し
金見のおもてなしや情報発信に取り組んでいます。

ナイトツアー
ガイドが案内する夜間のツアープログラム。絶
滅危惧種のアマミノクロウサギの観察や季節限
定のウミガメ・オカヤドカリの産卵観察を楽し
めます。

金見エコツアー
ガイドが案内するツアープログラム。
世界自然遺産候補の森の散策、まち歩き、
海辺の散策を楽しめます。

農業体験
牛・バレイショ・サトウキビ・落花生・
タンカン・ニンニク等季節ごとの農作物
の植え付け、収穫を体験できます。

予約・お問い合わせ　▶　TEL:090-0000-0000

オススメ！ ・あまちゃん定食 1,500 円 （税込）
　【シシカツ or シシ肉ハンバーグ】＋【徳之島の郷土料理】

・とうぐら丼　1000 円 （税込）

金見周辺
サイクリングコース

手々小・中学校手々小・中学校

見晴らしのいい道

行き止まり

「鬼の足跡石」の
看板あり

登り坂

熱帯魚や
ウミガメが見られるかも

夕日が綺麗

見通しの良い海岸線の道

急な下り坂

バス停

加計呂麻島やトンバラ岩を眺めながら
走るまっすぐな道

金見の海岸を一望できる。
ジャンプすると音がなる

眺めのいい下り坂

制限区域（山クビリ線）
への道。進まないよう注意。

制限区域（山クビリ線）
への道。進まないよう注意。

サトウキビ畑が連なる道

道路に「クロウサギ注意」のペイント

レンタサイクルの受付・返却もこちらで

牛小屋

山側の道一帯

元田商店

アダンの小道

路面が濡れていて
走行注意

鉄塔
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東シナ海ショートコース（4.1 km）

太平洋ショートコース（6.1 km）

太平洋ロングコース（12.2 km）

東シナ海ロングコース（11.9 km）
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金見あまちゃんクラブ
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太平洋

東シナ海

掘割（港）跡

季節の農作物が並ぶ

開いてたらラッキー

イノー（サンゴ礁）

オカヤドカリ産卵
（6月下旬～7月）

美しいエメラルドグリーンの海に
熱帯魚が見られる。
追い込み漁・イザリ漁が行われている

アマミノクロウサギや
イノシシが生息する森

ハブ
注意

入口
アダンの木陰で
のんびりスポット
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徳之島の北東部にある金見は、緩やかな時間が流れ、古風な雰囲気が漂う集落で
す。目の前には紺碧の海、トンバラ岩や請島、与路島までもが望める絶景が広が
ります。ソテツトンネルやメランジ堆積物など、自然が長い時間をかけて作り出
した景勝地も点在し、森には国指定天然記念物のアマミノクロウサギやオカヤド
カリなどの希少な動植物たちが暮らしています。手つかずの美しい自然と人々が
共存しており、集落全体が国立公園の中に含まれる徳之島島内でも珍しい地域
です。

❶ソテツトンネル
樹齢約 300 年のソテツが長い時間をかけて作り
出した自然のアーチです。約 200 メートル続く
ソテツトンネルの中は南国ムード満点。ソテツト
ンネルを抜けた先は、金見サンゴセンターと金見
崎展望台へと続きます。
※ソテツトンネル内の草むらにはハブがいる可能
性があるので、なるべく道の真ん中を歩き草むら
には入らないようにして下さい。

❷金見崎展望台
太平洋と東シナ海の 2 つの海が同時に見渡せ、遠
くには奄美大島の島影とトンバラ岩が望めます。
眼下にはソテツトンネルが広がり、「ソテツの緑」
と「海と空の青」による自然のコントラストが見
事。日の出、日の入りの時間帯にもオレンジ色の
風景も幻想的です。2014 年に展望台と周辺が整
備され、ソテツトンネルを通らなくても車でアク
セスできるようになりました。公衆トイレあり。

❻メランジ堆積物
徳之島には古代～中生代の古い岩石が分布してい
ますが、金見海岸にあるメランジ堆積物は恐竜が
いた時代、約 1 億年前の泥岩と考えられています。
潮の満ち引きや季節により様々な姿を見せてくれ
ます。

❾オカヤドカリ産卵
普段は森でアダンやソテツの実、落花生やさつま
いもなどを食べて暮らしているオカヤドカリが、
梅雨があける６月末～７月にかけて、産卵時期に
なると海辺に集まってきます。徳之島全体で産卵
に出てくる場所は他にもありますが、観察場所と
しては金見海岸が有名です。

❼豊受神社
大正 10 年頃に武 加那上（たけ かなじょう）翁
氏により建てられた神社です。当時では非常に珍
しいコンクリート製の鳥居を持ち、昭和 20 年代
までは荘厳さを湛えた人たちが島中から参拝に訪
れていました。その後参拝者は減り荒れた状態に
なりましたが、昭和 50 年代後半に、集落の人達
が中心となり神社を復興。新しい鳥居を立て金見
の守り神として再び拝まれるようになりました。

❺コーネィンヤマ
生命力が溢れるアコウの木の根元には、「イビガナ
シ」と呼ばれる水神様が奉られています。そこか
ら湧き出る清らかな水は「フーゴウ」と呼ばれ、
水道が普及するまで飲み水や生活用水として大切
に利用されてきました。湧き出る泉の音、風の音、
虫の声。自然の息遣いやアニミズムを感じられる
場所です。

❽イノー（サンゴ礁）
美しいサンゴ礁に囲まれ自然にできた浅い海の事
を徳之島の言葉で「イノー」と呼びます。色鮮や
かな魚達、貝や海藻などが多く住み、追い込み漁
やイザリ漁が行われる事から「海の畑」とも呼ば
れています。また外敵が少なく、波も穏やかな為、
ちいさな海の生き物にとっては絶好の隠れ場所に
なっているので、「命のゆりかご」にも適しています。

❸金見海岸
梅雨が明ける 6 月下旬～ 7 月にかけて、国指定の
天然記念物・オカヤドカリが産卵にやってくる海
岸です。足の踏み場もない程海岸を埋め尽くす数
万匹のオカヤドカリの群れは壮観で、島内を見渡
しても金見海岸でしか見られない光景です。白く
て粒が細かい砂浜では「星の砂」探しや、可愛ら
しいシーグラスや貝殻を探しができビーチコーミ
ングにも適したスポットです。

❹トンバラ岩
金見の北方沖に見えるトンバラ岩は花崗岩で出来
た沖磯です。紺碧の海にそびえ立つトンバラ岩に
打ち寄せる波しぶきは迫力満点。雄大な景色が望
めます。周辺の水深は約 100 メートルもあり、ダ
イビングスポットや釣り場としても有名です。地
元では「カウドゥ」と呼ばれ「女性が流れ着いて
生活をしていた」という伝説が残っています。

「浜まで 0 分」。目の前にビーチが広がる民
宿です。宿から見える朝日も幻想的。プリ
プリの伊勢えびが入った人気の「長寿鍋」
が楽しめます。夕食のみの利用も可能。お
土産の手作りみそ豆も人気です。

甘辛ダレがかかったボリューム満点の
「からあげ定食」と、サッパリとした味わい
の「塩ラーメン」が人気の定食屋さん。
窓際の席からは金見海岸が一望できます。

金見荘

ぶるぅーめーる

年間の体験プログラム

金見ってどんなところ？ 食事・宿泊できる？

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

※年によって変動あり ●営業時間：11:00 ～ 14:00 /18:00 ～ 21:00
●定休日：木曜日・水曜不定休
●電話：0997-84-9488

●電話：0997-84-9027
●http://www.kanamiso.com

金見集落のみどころ
ジビエカフェとうぐらを起点に、
金見集落をお散歩してみよう。

http://knan.blue

※車で来る方は集落内は狭いので十分ご注意ください。
※特に水曜日は高齢者注意

クロウサギ（1年中）ナイトツアー

ウミガメの産卵（5月中旬～8月）
ウミガメの孵化（7月末～10月頭）

オカヤドカリの産卵（6月下旬～7月）

日中まち歩き・自然遺産の森散策・海辺散策（一年中）

各種農業体験（牛の世話・バレイショ・さとうきびなど）※時期ごとに体験できる内容が変わります

レンタサイクル（1年中）

マリンアクティビティ（5～10月） ※冬季は応相談

ジビエカフェとうぐらはもちろん、
お食事もぜひ金見でどうぞ。

オススメ！

オススメ！

からあげ定食 800 円（税込）
ラーメン 700 円（税込）

長寿鍋 3,950 円（税込）～

お食事処 トイレ 駐車場

開いたらラッキー宿泊施設

▶詳しくは WEBサイトをご確認ください

車で通行不可


