
宮島桟橋　発

マリホ　発
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9:30 10:35 11:45 12:55 14:05 15:15 16:30

「燃えないゴミ（ビン・缶類）」  「段ボール」  「ゴザ」  「ビニールシート」

16:10 16:40 17:10

8:30 9:00 9:30 10:10 10:40 11:10 11:50 12:20 12:55

※ＰＨ＝グランドプリンスホテル広島

広島駅方面
土曜日ダイヤに臨時便を加え、２０：００以降、約３～６分間隔で運行。
　　広電広島駅行　　最終便　２２：３５
　　広電西広島駅行　最終便　２３：１５

広島駅方面

14:15 14:45 15:20 15:55 16:25 17:00

9:20 9:50 10:20 11:00 11:30 12:00 12:40 13:10

13:30 14:00 14:35 15:00

広島港→宮島港

PH→宮島港(直通)

宮島港→広島港
９：００～１５：４０までは約４０分～６０分間隔で運航。
次便１５：５５以降１８：３０まで５分～３５分間隔で運航。
次便２０：３５～２２：３５まで５～２０分間隔で運航。最終便２２：３５

瀬戸内シーライン
TEL (0829)44-0086

■宮島港発 17:00以降は
先着順となります

宮島港→PH 通常ダイヤ（最終便１７：００）※１３：５５発はＰＨ→宇品着

８：２５始発。１４：２５まで約６０分間隔で運航。
次便１４：３５以降、１５分～４０分間隔で最終便１９：２０

「１５：３１」「１６：３１」「１７：４０」発３便が運航。

TEL (0829)44-2011

FAX (082944-0066

http.//www.miyajima.or.jp

E-mail: info@miyajima.or.jp

８月２４日（土）　第４７回宮島水中花火大会 臨時ダイヤのお知らせ
通常ダイヤで運航開始。９：１０以降１０分間隔で運航し、最終便２３：５０

通常ダイヤで運行開始。８：５５以降１０分間隔で最終便２３：４５

宮島口発

宮 島 発

１６：００～２３：２０まで航送停止。

１８：０５～２３：１５まで航送停止。

宮島松大汽船
TEL (0829)44-2171

宮島発

通常ダイヤで運航開始。８：５２以降２０：５５まで１０分～１５分間隔で運航。
次便２１：０５以降５～１０分間隔で最終便２３：１５

通常ダイヤで運航開始。９：００以降２０：５０まで１０分～１５分間隔で運航。
次便２１：００以降５～１０分間隔で最終便２３：００

カーフェリー便
※当日は旅客便で
の車輌航送は無し

宮島口発

宮島発

１６：３７まで通常ダイヤで運航。次便に１７：０５が加わり最終便１７：４５
※但し宮島口周辺の国道２号線から宮島口桟橋に入る道路は
１６：００～２１：００(時間延長の場合あり）まで車輛通行禁止の規制が行わ
れるため、フェリー乗り場までの車輌進入はできません。

宮島口発

通常ダイヤに「１８：００」の終便を加えて運航。

JR西日本宮島フェリー
TEL (0829)56-2045

宮島口発

宮 島 発

車輌の航送

岩国駅方面

通常ダイヤ１９：５０発以降臨時便を加え、約５分～２０分間隔で運行。
最終便２３：４８広島駅行

通常ダイヤで運行。最終便０：３６岩国駅行

協会員並びに町民の皆様へ（お願い）
毎年、宮島水中花火大会後は大量のゴミが発生します。つきましては、宮島水中花火大会の翌日に下記の通り清掃作業を行います。
早朝からの作業となり、誠に恐縮ではございますが、美しい宮島を取り戻すため皆様型方のご協力を賜りますようお願い申し上げます。

アクアネット広島　マリーナホップ宮島航路
宮島⇔マリーナホップ

TEL (082)240-5955

※ ゴミ袋は実行委員会で準備します。軍手・火ばさみ等は各自でご用意下さい。

※ ゴミは下記６種類に分別します。

「燃えるゴミ（紙・プラスチック類等）」  「ペットボトル」

※大会が８月３１日（土)に延期の場合は９月１日（日）

○ 担当場所　（右図参照）

１区・２区　　　　　　西松原・大元・網の浦周辺 （Ｄ地区）

３区             御笠浜周辺 （Ｃ地区）

４区・５区　　　　　　有の浦周辺 （Ｂ地区）

６区・７区・８区　　 桟橋広場から“成風館”周辺 （Ａ地区）

※ 各地区におります観光協会役員・職員の指示により作業をお願いします。

ＪＲ山陽本線　ＪＲ宮島口駅発
TEL (0829)56-0217

アクアネット広島　世界遺産航路
宮島⇔平和公園

TEL (082)240-5955

広電電車
TEL (082)276-1012

平和公園発

宮島桟橋発
8:40

13:40

15:35

○ 日　 　時 ８月２５日(日)午前６時から２時間程度

清掃作業の分担図



宮島島民により伝承されてきた宮島踊りを行います。どなたでも参加できま

す。

お問合わせ：宮島伝統芸能保存会 (0829)44-0757

座禅・火渡り・弥山登山などお寺で体験修行。対象は小学3年生～中学3年生。

お問合わせ：大聖院 (0829)44-0111

海中に投げ込まれた水中花火が嚴島神社の社殿を幻想的に浮かび上がらせま

す。　※荒天時は8月31日（土）に延期

お問合わせ：宮島水中花火大会実行委員会（宮島観光協会内） (0829)44-2011

子授け地蔵として知られる徳寿寺の「金石地蔵尊」が年一度の御開帳。

この他、島内各所の地蔵堂でもあわせてお地蔵さん祭りが行われます。

お問合わせ：存光寺 (0829)44-2067

旧暦八月一日の八朔の日に島民達が五穀豊穣等を祈願した「たのも船」を紅葉谷 四

宮神社に集め、御祓いを受けた後、海に流す民俗行事です。

お問合わせ：（一社）宮島観光協会 (0829)44-2011

18日(日)
午前9時30分～

　　　　午後2時

嚴島神社奉納

第9回 親と子の武道演武大会

嚴島神社

本社祓殿
お問合わせ：親と子の武道演武大会実行委員会 090-4570-2534

午後7時30分～

　　午後8時30分

受付 午後6時

17日(土)

18日(日)

19日(月)

20日(火)

24日(土)

24日(土)

30日(金)

宮島踊りの夕べ

弥山小坊主の会

金石地蔵尊祭

第４７回

宮島水中花火大会

四宮神社祭「たのもさん」

御笠浜

特設会場

大聖院

大鳥居沖合

徳寿寺ほか

紅葉谷公園内

四宮神社

午後7時30分～

19日午後1時～

　　20日午後2時

　　　場所取りの禁止について

　数年来、花火大会開催の数日前から、海岸線沿いや堤防の上に花火

見物のためのシート等の敷物が敷き詰められ、観光客の方々から「見

苦しい」との苦情が後を絶ちません。

「美こそは島の命です」

　美しい宮島にお客様をお迎えし、満足してお帰りいただくために

も、本年も前日までの場所取りを禁止いたします。

　午前0時まで警備員が巡回し、場所取り用で使用されているシート等

があれば撤去させていただきます。

花火大会での海難事故多発!!　花火大会当日は船舶が密集します!

[事故防止のために下記事項を守ってください]
◎見張りを十分に行うこと　◎救命胴衣を着用すること　◎移動時は速力を落とすこと
◎飲酒運航は厳に慎むこと　◎停泊灯又は航海灯を点灯すること
◎花火終了後は、観覧船の混雑を避けるため余裕を持って航行すること
◎発航前点検（バッテリー、燃料等の確認）を行うこと
◎カキ筏への無断係留をしないこと

ーこれからの神事及び観光行事ー　８月
内　　容場　所名　称時刻日

ー　車　輌　等　通　行　禁　止　－

１６：００～２１：００  ※時間延長の場合あり

ー　車　輌　等　通　行　禁　止　－

１７：３０～０：００

宮島水中花火大会の開催に伴うお知らせ

宮島島内の交通規制 宮島口周辺の交通規制

～ 宮島桟橋前ロータリー ～ 一ツ山裏三叉路 ※国道2号線”沖島橋北詰交差点”から海岸沿いに”フジグラン”方面へ侵入する道路は”ナタリー

COCOKALA医療ビル”前までが18:30～21:00まで進入専用の一方通行道路となります。

＜ 通常の交通規制を延長 ＞

～ 嚴島神社入口 ～ お食事処とりい

②　御陵橋 ～ 久保橋 ～ 川端筋 ～ 嚴島神社出口

③　岩村もみじ屋前 ～ 金比羅神社

＜ 特別交通規制 ＞

①　港町・フクロウの森 ～ 表参道商店街 ～ 石鳥居

④　港町隧道（伊勢町入口） ～ フクロウの森

宮島口（国道2号線周辺）交通規制図

8月24日（土）

16:00～0:00

歩行者専用道路

小型船での観覧は自粛しましょう!

「TOTO宮島おもてなしトイレ(観光案内所・休憩所 併設)」供用開始のお知らせ

～だれもが使いやすトイレ空間を創出し、多くの方に快適に観光・滞在してもらうことを目指した施設です。～

場 所：表参道商店街 ※元大杓子展示箇所

開館時間：トイレ 午前９時～午後９時 観光案内所・休憩所 午前１０時～午後６時

※１階、２階の移動はエレベーターもありますので、車いす・ベビーカー等の方も安心です。
※当施設詳細は右記（廿日市市公式サイト）よりご覧ください。(https://www.city.hatsukaichi.hiroshima.jp/soshiki/26/46755.html )

◆１階（トイレ約２５基、観光案内所併設）

車いす優先トイレ、だれでもトイレ(男女共用個室トイレ)、

ﾌｧﾐﾘｰﾄｲﾚ(乳幼児連れ優先)、ベビールーム(おむつ替え可)ほか

◆２階（休憩所）

自由にご休憩いただけます。Free Wi-Fi、スマホ等充電可(コンセ

ント口数限りあり)。宮島関連の書籍もご覧いただけます。


