はちこに会いに来てね❤
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はちこが観光アナウンス！
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はちこ

鮫駅着

そ んな ワン コイ ンバ ス・ うみ ねこ 号で すが 、
今年は私たちはちこが乗車して、皆さまをご案内
しております。
バ ス車 内で は、 バス の乗 り降 りの お手 伝い だ
けではなく、
「鮫―種差海岸」間の見どころのご
案内や、種差海
岸にゆかりのあ
る文化人のご紹
介を行っており
ます♪

種差海岸駅発

皆さま、こんにちは！

種差海岸駅着

（細越・関根）

鮫駅発

八戸公共交通アテンダント はちナビ娘はちこです！

うみねこ号 乗車スケジュール

今回は、
「三陸復興国立公園種差海岸」を散策するの

ワンコインバス

魅力たっぷりの種差 海岸ですが、残念ながら
文章だけでは全部をお 伝えすることができませ
ん…ワンコインバス・ うみねこ号に乗って、種
差海岸を観光しましょう！
ご紹介したワンコイ ンバス・うみねこ号は、
十月三十一日まで毎日、
「鮫―種差海岸」間を運
行しております。料金はその名の通り「ワンコイ
ン」！どこで降りても、どこまで乗っても、一乗
車たったの百円です★ワンコインで鮫から種差
海岸までたっぷりと堪能できちゃうんです❤
ワンコインバス・うみねこ号は一日七便運行
しております。そのうちはちこが乗車しているの
は四便です！皆さまのご乗車をお待ちしており
ます♪

予めご了承くださいませ m(> <)m

にとーっても便利な「
ワンコインバス・
うみねこ号」を

※予定変更となる場合がございますので

ご紹介します♪

※ピンク色の便にはちこが乗車いたします！

ワンコインバス・うみねこ号は、鮫から種差海岸ま

種差の美しい自然

復路

往路

でを結ぶ観光遊覧バスです。毎年、市民の方だけでは

なく、観光客の方からも大好評なバスです！

うみねこ号

うみねこ号アテンドの様子です★
日々種差海岸について
勉強をしながら
バスアテンドを行っております^＾

夏 の種 差海 岸は 、青 々と 生い 茂っ た芝 生が 印
象的です☆ そして、海の青さと芝生の緑のコン
トラストは何度見てもため息が出るほど美しく、
はちこ一押しのポイントです…❤
種 差海 岸を 散策 する 方の ため に、 遊歩 道も 整
備されていて、お散歩に最適ですよ♪もちろん、
観 光の際 は天 気の良 い日 が一番 のオ ススメ です
が、天気が良くなくても楽しめる場所です！
例 えば 、霧 が出 てい る日 には 、種 差海 岸に 咲
い ている 花の 色が一 層濃 く見え て、 美しさ が増
し ます。 また 、雨が 降っ た後に 太陽 が顔を 覗か
せて光が差し込むと…波しぶきに光が反射し
て、一瞬「虹」が見えるんです！見えた瞬間は、
本当に感動モノです♪
私たち はちこ がご案内します♪

はちこと一緒に
ワンコインバス・うみねこ号で
観光しよう★

うみねこ号で待ってま～す！
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ワンコインバス
うみねこ号で

ＧＯ!!
かぶしま

今月号では、はちこ のおすすめスポット『蕪島』をご紹介します！
『蕪島』は八戸市鮫町にあり、ウミネコの巣を
間近で見ることができる国内唯一のスポットとして
国の天然記念物に指定されている島です。
はちこ が観光アナウンスをおこなっている
「ワンコインバス・うみねこ号」で行くことができます。
皆様ぜひぜひお越しください (o^-‘)b★
ウミネコのヒナ❤

蕪嶋神社の宮司さんと記念撮影❤

ウミネコと

「カブの島」？

カモメの違いって？
Point①

「カミのいる島」？

足の色

蕪島の由来

ウミネコの足の色は
黄色ですが、
カモメの足の色はピンク
や黒いものが一般的です！

Point②

蕪島の名前の由来には
諸説ありますが…
①「蕪の花が咲く島」
蕪＝野生のアブラナが
咲くことに由来する説

尾

ウ ミ ネ コ の 成 鳥に は
尾に黒帯 （こくたい）が
あり、飛行時でも見分
けることができま
す！
カ モ メ の 黒帯 は 成 鳥
になると自然になく
なることが多いそう
です！

② 神を祭る所としての
「神嶋（かむしま）」
「神場島（かばしま）」
に由来する説
などがあるそうです！
（イラスト：森貝）

お金持ちになっちゃうかも!?

パワースポット

かぶあがりひょうたん御 守

『蕪嶋神社』

蕪島へ行くには
船が必要だった！！

蕪島の名前にちなみ「株が上が
る」ということで、投資家の間
ではパワースポットとして有
名です♪社殿前の瓢箪（ひょうた
ん）をなでると、株価が上がる
ご利益があるそうです(^ ^)

もともと蕪島は名前の通りの
小さな「島」で、船で行き来し
ていたそうです～(゜_゜)
昭和１７年に旧日本軍によっ
て埋め立てられ、現在のような
陸続きになりました。

このお守りを求めて全国から観
光客の方がいらっしゃいます！
実際に「宝くじが当たった」と
いったクチコミも!?株式の株だ
けでなく,その人の“株”も上が
るありがた～い御守です★
（吉田・森貝）

◇◆蕪島までのアクセス（八戸駅から）◇◆
ＪＲ八戸線
八戸駅→鮫
230 円

乗換

ワンコインバスうみねこ号
鮫→蕪島海浜公園
100 円
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