
9 3
2017 2018

旅行関係者様向け山口県観光素材集 vol. 51 2017年
4月発行

山口発

山口県へのアクセス

51

2017 2018

自動車

鉄 道

9 3

幕末維新やまぐちデスティネーションキャンペーン特別企画・・・・・・・・ P5～P31
●巻頭特集

ときわ公園

小郡
JCT

10時間52分～14時間34分

岩国・徳山
防府・山口・萩

岩国・徳山
山口・萩

1日1往復（萩エクスプレス） 東　京

7時間14分～13時間15分1日1往復（カルスト号）

京都・大阪
神戸

高速バス

約30分

1日10往復

約1時間52分
約1時間14分

約2時間2分

約2時間42分

約4時間18分

約34分

（オレンジライン）

34

27

37 71 33

31

50

310

95

121

1310

11

24
18
17 26

34 34

68

74

29

9 6

4

熊　

本

鹿
児
島
中
央

（一社）山口県観光連盟
〒753-8501 山口市滝町1-1

TEL 083-924-0462 FAX 083-928-5577
公式サイト  http://www.oidemase.or.jp

山口県観光政策課
〒753-8501 山口市滝町1-1

TEL 083-933-3175 FAX 083-933-3179

山口県観光
プロジェクト推進室

〒753-8501 山口市滝町1-1
TEL 083-933-3170 FAX 083-933-3179

山口県大阪営業本部
〒530-0001 大阪市北区梅田2-4-13

阪神産経桜橋ビル2F
TEL 06-6341-0755 FAX 06-6341-0769

おいでませ山口館
（山口県東京観光物産センター）

〒103-0027 東京都中央区日本橋2-3-4
日本橋プラザビル1F

TEL 03-3231-1863 FAX 03-5205-3387

山口県東京営業本部
〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-3-1

尚友会館4F
TEL 03-3502-3355 FAX 03-3502-5470

1日2往復 約1時間30分

約2時間24時間運航

約2時間30分24時間運航

約1時間30分
東　京

1日5往復 約1時間35分
東　京

東　京

おいでませ山口 検索

発行　（一社）山口県観光連盟
旅行商品の造成、取材等にご活用下さい。
掲載内容は2017年２月末日現在の情報です。

平成29年9月1日（金）～12月31日（日）

岩国錦帯橋空港
（岩国市）

※数字は東海道・山陽新幹
線「のぞみ」、九州新幹線
「さくら」による最速時分

※数字はおおよその目安の
所要時間

※数字はおおよその目安の
所要時間

※数字はおおよその目安の
所要時間

美　

祢

※JR山陰本線（益田～松江）・JR山口線は特急のおおよその目安の所要時間（分）
※JR山陽本線・JR山陰本線・JR岩徳線・JR宇部線・JR美祢線は在来線のおおよその
　目安の所要時間（分）



関連情報 P10



関連情報 P10



巻頭特集

幕末維新やまぐち
デスティネーション
キャンペーン

5 ▶31

幕末維新やまぐちデスティネーションキャンペーン 全県特別企画
【物語 ISHIN】名探偵コナン・幕末維新やまぐちミステリーツアー 5
【感動 ISHIN】やまぐち・おもてなし竹灯楼
【ぶちうま！ISHIN】やまぐちの地酒・ぶちうま！セット／幸せを呼ぶ やまぐち福キャンペーン 6

【悠々 ISHIN】やまぐちの温泉・湯めぐりキャンペーン　【体感 ISHIN】やまぐちサイクルトレイン＆サイクリングツアー
【おもてなし ISHIN】DCオリジナル萩焼豆皿プレゼント 7

お誂え ～ひとつひとつにやまぐちのモノづくりの心を込めて～
夫婦円満の漆人形「Ouchi 夫婦」・オーダーメイドでつくる「大内塗」／自分好みの萩焼作り
印染・気まぐれショルダーバック／テント屋さんが創った帆布かばん 8

【物語 ISHIN】 世界遺産や幕末維新、古い町並みなどやまぐちの歴史・文化を楽しんで
松陰神社宮司による松陰講話／熊谷家住宅 特別公開／東光寺 特別公開 9
萩・明倫学舎オープン／古地図でめぐる萩まるごとクーポン 10
防府天満宮大専坊跡／毛利邸で和を愉しむ
下関市立歴史博物館 「坂本龍馬没後150周年記念展」・「ユネスコ記憶遺産登録記念特別展」 11

萩往還ガイドウォーキング／山陽道・赤間関街道中道筋（吉田地区）ガイドウオーク
赤間関街道・北浦道筋（川棚地区）ガイドウオーク 12

山口お宝展／山口外郎作業場見学＆蒸し立て試食
外郎の歴史を五感で体感／山口外郎手作り体験／外郎から生まれた豆子郎の秘密を探ろう 13

山口の街並みを着物で歩こう／山口市菜香亭で歴史体験／津和野今昔～百景図を歩く～ 日本遺産ウォーク
ＤＣ期間限定 特別御朱印発行 14

岩国藩鉄砲隊 訓練披露・初放し／吉川史料館 吉川経幹展／吉川史料館 国宝・狐ヶ崎太刀の展示／篆刻体験 15
オリジナル金魚ちょうちん作り・柳井縞機織体験／柳井縞でまち歩き／オリジナル柳井縞グッズ作成
伊藤公資料館 明治維新150年カウントダウン記念企画展 16

【感動 ISHIN】 世界レベルの絶景や幻想的な夜景など、やまぐちの景観スポットをご紹介
山陰本線新観光列車／角島大橋／元乃隅稲成神社／やまぐち絶景満喫バス 元乃隅稲成神社と角島コース 17
工場夜景バスツアー／ロマンチック ディナー＆工場夜景クルーズ／関門巡回観光バス 18
白壁の町並みで金魚ちょうちんライトアップ／夜の秋吉台／須佐湾遊覧船 《ジオクルージング》 19

【ぶちうま！ISHIN】 やまぐちの豊かな食材からなる珠玉の美酒・美食をご紹介
秋の錦帯橋 「地酒舟」／錦川清流線「利き酒列車」／狐の足あと 特別メニュー 20
下関満関善席／南風泊市場「ふく競り」見学ツアー／地酒とぶちうま料理のハシゴ旅／周防大島みかん鍋／太刀魚の鏡盛り 21
萩のプレミアム料理「はぎ御膳・はぎ弁当」／平成大内御膳／天神鱧
萩 SAKEKASU５ ～週末カフェ＆スウィーツ＆パン～ 22

【悠々 ISHIN】 温泉や日本の原風景など心と体を癒すサービスや体験メニュー
大寧寺「爽やか朝坐禅」／大寧寺「秋の戦国物語と特別拝観」／龍蔵寺 修行体験
洞春寺 住職による案内ツアー・座禅体験 23

漢陽寺 写経・座禅体験／宗隣寺・龍心庭鑑賞プラン
山頭火ふるさと館オープン／仙崎地区交流拠点施設「センザキッチン」オープン／国民宿舎大城グランドオープン 24

SL「やまぐち」号／ボンネットバス送迎で「重源の郷」田舎体験／湯田温泉ワンコインツアー 25

【体感 ISHIN】 大人も子供も楽しめる自然体験や社会体験をご紹介
Mine秋吉台ジオツアー／Mine秋吉台ジオパークセンター「Karstar」オープン／大理石クラフト体験
秋芳洞・闇のロマン探検／景清洞・探検コース 26

ときわミュージアム 世界を旅する植物館オープン／ときわ動物園長ドクター宮下の動物園ガイド／ときわ動物園スペシャル体験 27
宇部・美祢・山陽小野田産業観光バスツアー「セメントの道 石灰石鉱山と宇部興産専用道路」
宇部・美祢・山陽小野田産業観光バスツアー「セメントと窯のまち 小野田」／徳山動物園ふれあいプログラム 「キッズキーパー」 28

古地図を片手にまちを歩こう 29～ 31

紅葉・花
33 ▶34

秋を彩る紅葉・季節の花の見どころをご紹介
彩りの城下町長府・秋／錦帯橋周辺 紅葉／国宝瑠璃光寺五重塔 紅葉／大照院 紅葉／芳松庵 紅葉／秋吉台 草紅葉 33
防府天満宮 梅／笠山椿群生林 ヤブツバキ／角島灯台公園 スイセン／上盛山 水仙／約 200万球の日本水仙 34

ガイドウォーク
35 ▶39

歴史、自然、パワースポットの地を巡るウォーキングコース・ガイドコース
明治維新150年記念ガイドと巡る歴史ウォーク 維新胎動の地・旧松本村を歩く／「萩・明倫学舎」と旧萩藩校明倫館を案内人と歩く
萩の語り部 歴史講座／ガイドと巡る門前宿場町「花岡」～破邪の御太刀 特別見学～ 35

維新策源地ウォーク／山口市観光ボランティアガイドと大内文化巡り／桧皮葺ガイドとクラフト体験
森の癒しでリフレッシュ 森の案内人と歩く森林セラピー体験 36

ガイドと歩く白壁の町並み散策／おなんど trip／童謡詩人を育んだ仙崎まち歩き／津和野まちあるきツアー 37
幕末・維新ふく福ウォーク／川棚温泉の歩き旅シリーズ 川棚のクスの森 5キロコース
長門峡ガイドウォーキングツアー／新山口駅バックヤードツアー／JR西日本下関総合車両所 見学ツアー 38

徳山藩の歴史探訪ウォーク／小説「坊っちゃん」の主人公弘中又一の故郷と湯野温泉散策
人間魚雷「回天」の基地を訪ねて／心安らぐ名水コース 39

グルメ
40 ▶ 44

王道グルメ、地元おすすめソウルフード
川棚温泉とらふく料理／周南のふぐ料理／萩の真ふぐ料理／湯田温泉ふくまつり 40
活きいき馬関街（唐戸市場お寿司街）／石船温泉女将が創作する「鹿野茶御膳」
車えび養殖発祥の地「秋穂」で車えび食べ放題／笠戸ひらめ料理 41

萩のあまだい料理／萩のしろうお料理／仙崎イカの活き造り／のどぐろ料理 42
長州黒かしわ料理／瓦そば／一の俣温泉名物・しし鍋（牡丹鍋）／柳井甘露醤油ラーメン／宇部ラーメン 43
ほうふ玉子かけごはん／夏みかん製品／汐まち鍋／花の海 季節の果物、野菜を使った絶品スイーツ
山口の銘水で仕込んだビールを試飲・工場見学 44

企画展
45 ▶ 46

博物館等施設の企画展情報
下関市立東行記念館 常設企画展「奇兵隊と報国隊」（仮）・「山縣有朋と奇兵隊」（仮）
中原中也記念館 平成 29年度企画展Ⅱ「コミックのなかの中也」／島根県立石見美術館 「石見の戦国武将 -戦乱と交易の中世 -」 45

毛利博物館 特別展「国宝」・企画展「正月飾り・企画展「お雛さま」 46

体験メニュー
47 ▶ 52

歴史体験やものづくり体験、収穫体験、探検コースなど
萩城下町「菊屋家住宅」・毛利家菩提寺「東光寺」でのグルメプラン／中世益田満喫プラン
永山酒造酒蔵、山口ワイナリーで試飲・見学！！／金光酒造 蔵元見学／新谷酒造 蔵元見学 47

甲冑・官女衣装着付体験／山口サビエル記念聖堂 パイプオルガン体験
津和野模様 朝霧奇譚／津和野百景図ぬりえ体験／菊屋家住宅 秋の庭園特別公開の延長 48

赤間硯製作体験／大内塗の箸づくり体験／萩市内窯元 萩焼体験／萩ガラス体験
盤石窯 萩焼体験／きららガラス未来館 ガラス製作体験 49

お菓子屋さんで１日パティシエ／「かまぼこ工場見学」と「かまぼこ歴史館」で「ちくわ体験」
青海島共和国 魚のさばき方体験／三田尻塩田記念産業公園 塩づくり体験／金魚ちょうちん寺子屋
伝統工芸の館 須金和紙センター

50

花の海 季節の野菜収穫体験、芋掘り体験といちご狩り（食べ放題）
秋の味覚狩りに行こう！なしとぶどうの観光農園「須金フルーツランド」／あとう観光果樹園（りんご・なし狩り）
あとう 季節の農業体験／下関市豊田町の観光りんご園／防府 みかん狩り

51

笠戸ひらめの餌やり体験／体験交流施設大津島海の郷／大田原自然の家 食育・自然体験活動
杣の里よこみち 田舎体験／ＫＤＤＩパラボラ館特別ガイド／中国電力柳井発電所 施設見学 52

交通情報
53 ▶ 56

バス、遊覧船、タクシープランなど
萩市内定期観光バス／スーパーはぎ号／「大板山たたら製鉄遺跡」への乗換バス（大型バス専用）
ほうふ市内定期観光バス／下関 定期観光バス 53

明治維新版タクシープラン／湯田温泉 乗合観光タクシー／周南観光タクシー（Aコース）(Bコース）
長門市タクシー観光コース／益田観光タクシー 54

秋の遊覧船「もみじ舟」／関門海峡遊覧クルージング／関門海峡夜景クルージング／工場夜景観光タクシー
カランころんパス ２day・４day・４day＋青海島 55

青海島観光汽船／瀬戸内クルーズ／萩八景遊覧船／萩・長門峡観光遊覧船 56

着地型ツアー
57 ▶ 59

地元旅行会社主催ツアー
維新胎動の地と萩往還をたずねて／幕末維新長州藩士ゆかりの地を訪ねて
高杉晋作ゆかりの地長府城下町を訪ねて／石川先生と歩く山口市内「毛利歴史探訪」 57

長門市三隅で巡る幕末維新 吉田松陰の書をひもとく／長門市三隅で巡る幕末維新 村田清風を学ぶ
みすゞの課外授業／周南工場夜景クルージングツアー 58

萩ガラス工房と萩湾波止場釣り体験ツアー／城下町の町並み散策とリンゴ狩りバスツアー
観光ボランティアガイド一覧 59

イベント
60 ▶ 67

2017年秋冬のイベント情報
山口ゆらめき回廊／フォトグラファーと行く特別な下関バスツアー／着物ウィーク in萩 プレミアム
萩･竹灯路物語 プレミアム／源平 night in 赤間神宮／やない悠々買遊帳 60

第 27回ＵＢＥビエンナーレ（現代日本彫刻展）／第 29回 豊浦コスモスまつり／川棚のクスの森ライトアップ
設計は隈研吾 川棚の杜建築探訪／第 5回湯田温泉酒まつり／やまぐち維新さんぽ 61

2017サザンセト・ロングライド inやまぐち／冠山総合公園 灯花祭／ときわハッピーハロウィン 2017
稲穂祭～きつねの嫁入り～／月の桂の庭特別公開／火の山ロープウェイ夜間運行 62

防府天満宮御神幸祭（裸坊祭）／ TOKIWAファンタジア2017／第 33回周南冬のツリーまつり
12月、山口市はクリスマス市になる／灯りのまち イルミネーション水族館／錦帯橋ライトアップ 63

目指せ巌流王！／萩まちじゅう味めぐり・萩温泉郷湯めぐりキャンペーン／上関神明祭／防府天満宮 節分祭・牛替神事
防府天満宮・防府市まちの駅うめてらす 梅まつり／くだまつ笠戸島アイランドトレイル2018 64

冠山総合公園 梅まつり／萩城下の古き雛たち／城下町長府ひなまつり／商都柳井おひなさま巡り
川棚温泉ひなまつり／厚狭寝太郎の里 おひなさまめぐり 65

歴史体感☆紙芝居「下関とふく」「動けば雷電のごとく 風雲児 高杉晋作 」／ふくちょうちん飾りつけ
「石見の夜神楽」益田公演／長門市4館共通入館券／山口県立美術館 コレクション展 学芸員によるギャラリートーク
山口県立萩美術館・浦上記念館学芸員によるギャラリー・トーク

66

ＳＬ乗車＆湯田温泉宿泊者限定サービス／山口市内 レンタサイクル
本州最西端到達証明書／巌流島上陸認定証／関門 TOPPA！記念証／目指せ！下関の記念証３冠王 67

オープン
67

施設のオープン・リニューアル情報
鵜飼育施設「吉香 鵜の里」オープン／岩国市観光交流所「本家 松がね」オープン 67

問合せ等
68 お問合わせ情報（山口県マップ／問合せ先）
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巻頭特集

幕末維新やまぐち
デスティネーション
キャンペーン

5 ▶31

幕末維新やまぐちデスティネーションキャンペーン 全県特別企画
【物語 ISHIN】名探偵コナン・幕末維新やまぐちミステリーツアー 5
【感動 ISHIN】やまぐち・おもてなし竹灯楼
【ぶちうま！ISHIN】やまぐちの地酒・ぶちうま！セット／幸せを呼ぶ やまぐち福キャンペーン 6

【悠々 ISHIN】やまぐちの温泉・湯めぐりキャンペーン　【体感 ISHIN】やまぐちサイクルトレイン＆サイクリングツアー
【おもてなし ISHIN】DCオリジナル萩焼豆皿プレゼント 7

お誂え ～ひとつひとつにやまぐちのモノづくりの心を込めて～
夫婦円満の漆人形「Ouchi 夫婦」・オーダーメイドでつくる「大内塗」／自分好みの萩焼作り
印染・気まぐれショルダーバック／テント屋さんが創った帆布かばん 8

【物語 ISHIN】 世界遺産や幕末維新、古い町並みなどやまぐちの歴史・文化を楽しんで
松陰神社宮司による松陰講話／熊谷家住宅 特別公開／東光寺 特別公開 9
萩・明倫学舎オープン／古地図でめぐる萩まるごとクーポン 10
防府天満宮大専坊跡／毛利邸で和を愉しむ
下関市立歴史博物館 「坂本龍馬没後150周年記念展」・「ユネスコ記憶遺産登録記念特別展」 11

萩往還ガイドウォーキング／山陽道・赤間関街道中道筋（吉田地区）ガイドウオーク
赤間関街道・北浦道筋（川棚地区）ガイドウオーク 12

山口お宝展／山口外郎作業場見学＆蒸し立て試食
外郎の歴史を五感で体感／山口外郎手作り体験／外郎から生まれた豆子郎の秘密を探ろう 13

山口の街並みを着物で歩こう／山口市菜香亭で歴史体験／津和野今昔～百景図を歩く～ 日本遺産ウォーク
ＤＣ期間限定 特別御朱印発行 14

岩国藩鉄砲隊 訓練披露・初放し／吉川史料館 吉川経幹展／吉川史料館 国宝・狐ヶ崎太刀の展示／篆刻体験 15
オリジナル金魚ちょうちん作り・柳井縞機織体験／柳井縞でまち歩き／オリジナル柳井縞グッズ作成
伊藤公資料館 明治維新150年カウントダウン記念企画展 16

【感動 ISHIN】 世界レベルの絶景や幻想的な夜景など、やまぐちの景観スポットをご紹介
山陰本線新観光列車／角島大橋／元乃隅稲成神社／やまぐち絶景満喫バス 元乃隅稲成神社と角島コース 17
工場夜景バスツアー／ロマンチック ディナー＆工場夜景クルーズ／関門巡回観光バス 18
白壁の町並みで金魚ちょうちんライトアップ／夜の秋吉台／須佐湾遊覧船 《ジオクルージング》 19

【ぶちうま！ISHIN】 やまぐちの豊かな食材からなる珠玉の美酒・美食をご紹介
秋の錦帯橋 「地酒舟」／錦川清流線「利き酒列車」／狐の足あと 特別メニュー 20
下関満関善席／南風泊市場「ふく競り」見学ツアー／地酒とぶちうま料理のハシゴ旅／周防大島みかん鍋／太刀魚の鏡盛り 21
萩のプレミアム料理「はぎ御膳・はぎ弁当」／平成大内御膳／天神鱧
萩 SAKEKASU５ ～週末カフェ＆スウィーツ＆パン～ 22

【悠々 ISHIN】 温泉や日本の原風景など心と体を癒すサービスや体験メニュー
大寧寺「爽やか朝坐禅」／大寧寺「秋の戦国物語と特別拝観」／龍蔵寺 修行体験
洞春寺 住職による案内ツアー・座禅体験 23

漢陽寺 写経・座禅体験／宗隣寺・龍心庭鑑賞プラン
山頭火ふるさと館オープン／仙崎地区交流拠点施設「センザキッチン」オープン／国民宿舎大城グランドオープン 24

SL「やまぐち」号／ボンネットバス送迎で「重源の郷」田舎体験／湯田温泉ワンコインツアー 25

【体感 ISHIN】 大人も子供も楽しめる自然体験や社会体験をご紹介
Mine秋吉台ジオツアー／Mine秋吉台ジオパークセンター「Karstar」オープン／大理石クラフト体験
秋芳洞・闇のロマン探検／景清洞・探検コース 26

ときわミュージアム 世界を旅する植物館オープン／ときわ動物園長ドクター宮下の動物園ガイド／ときわ動物園スペシャル体験 27
宇部・美祢・山陽小野田産業観光バスツアー「セメントの道 石灰石鉱山と宇部興産専用道路」
宇部・美祢・山陽小野田産業観光バスツアー「セメントと窯のまち 小野田」／徳山動物園ふれあいプログラム 「キッズキーパー」 28

古地図を片手にまちを歩こう 29～ 31

紅葉・花
33 ▶34

秋を彩る紅葉・季節の花の見どころをご紹介
彩りの城下町長府・秋／錦帯橋周辺 紅葉／国宝瑠璃光寺五重塔 紅葉／大照院 紅葉／芳松庵 紅葉／秋吉台 草紅葉 33
防府天満宮 梅／笠山椿群生林 ヤブツバキ／角島灯台公園 スイセン／上盛山 水仙／約 200万球の日本水仙 34

ガイドウォーク
35 ▶39

歴史、自然、パワースポットの地を巡るウォーキングコース・ガイドコース
明治維新150年記念ガイドと巡る歴史ウォーク 維新胎動の地・旧松本村を歩く／「萩・明倫学舎」と旧萩藩校明倫館を案内人と歩く
萩の語り部 歴史講座／ガイドと巡る門前宿場町「花岡」～破邪の御太刀 特別見学～ 35

維新策源地ウォーク／山口市観光ボランティアガイドと大内文化巡り／桧皮葺ガイドとクラフト体験
森の癒しでリフレッシュ 森の案内人と歩く森林セラピー体験 36

ガイドと歩く白壁の町並み散策／おなんど trip／童謡詩人を育んだ仙崎まち歩き／津和野まちあるきツアー 37
幕末・維新ふく福ウォーク／川棚温泉の歩き旅シリーズ 川棚のクスの森 5キロコース
長門峡ガイドウォーキングツアー／新山口駅バックヤードツアー／JR西日本下関総合車両所 見学ツアー 38

徳山藩の歴史探訪ウォーク／小説「坊っちゃん」の主人公弘中又一の故郷と湯野温泉散策
人間魚雷「回天」の基地を訪ねて／心安らぐ名水コース 39

グルメ
40 ▶ 44

王道グルメ、地元おすすめソウルフード
川棚温泉とらふく料理／周南のふぐ料理／萩の真ふぐ料理／湯田温泉ふくまつり 40
活きいき馬関街（唐戸市場お寿司街）／石船温泉女将が創作する「鹿野茶御膳」
車えび養殖発祥の地「秋穂」で車えび食べ放題／笠戸ひらめ料理 41

萩のあまだい料理／萩のしろうお料理／仙崎イカの活き造り／のどぐろ料理 42
長州黒かしわ料理／瓦そば／一の俣温泉名物・しし鍋（牡丹鍋）／柳井甘露醤油ラーメン／宇部ラーメン 43
ほうふ玉子かけごはん／夏みかん製品／汐まち鍋／花の海 季節の果物、野菜を使った絶品スイーツ
山口の銘水で仕込んだビールを試飲・工場見学 44

企画展
45 ▶ 46

博物館等施設の企画展情報
下関市立東行記念館 常設企画展「奇兵隊と報国隊」（仮）・「山縣有朋と奇兵隊」（仮）
中原中也記念館 平成 29年度企画展Ⅱ「コミックのなかの中也」／島根県立石見美術館 「石見の戦国武将 -戦乱と交易の中世 -」 45

毛利博物館 特別展「国宝」・企画展「正月飾り・企画展「お雛さま」 46

体験メニュー
47 ▶ 52

歴史体験やものづくり体験、収穫体験、探検コースなど
萩城下町「菊屋家住宅」・毛利家菩提寺「東光寺」でのグルメプラン／中世益田満喫プラン
永山酒造酒蔵、山口ワイナリーで試飲・見学！！／金光酒造 蔵元見学／新谷酒造 蔵元見学 47

甲冑・官女衣装着付体験／山口サビエル記念聖堂 パイプオルガン体験
津和野模様 朝霧奇譚／津和野百景図ぬりえ体験／菊屋家住宅 秋の庭園特別公開の延長 48

赤間硯製作体験／大内塗の箸づくり体験／萩市内窯元 萩焼体験／萩ガラス体験
盤石窯 萩焼体験／きららガラス未来館 ガラス製作体験 49

お菓子屋さんで１日パティシエ／「かまぼこ工場見学」と「かまぼこ歴史館」で「ちくわ体験」
青海島共和国 魚のさばき方体験／三田尻塩田記念産業公園 塩づくり体験／金魚ちょうちん寺子屋
伝統工芸の館 須金和紙センター

50

花の海 季節の野菜収穫体験、芋掘り体験といちご狩り（食べ放題）
秋の味覚狩りに行こう！なしとぶどうの観光農園「須金フルーツランド」／あとう観光果樹園（りんご・なし狩り）
あとう 季節の農業体験／下関市豊田町の観光りんご園／防府 みかん狩り

51

笠戸ひらめの餌やり体験／体験交流施設大津島海の郷／大田原自然の家 食育・自然体験活動
杣の里よこみち 田舎体験／ＫＤＤＩパラボラ館特別ガイド／中国電力柳井発電所 施設見学 52

交通情報
53 ▶ 56

バス、遊覧船、タクシープランなど
萩市内定期観光バス／スーパーはぎ号／「大板山たたら製鉄遺跡」への乗換バス（大型バス専用）
ほうふ市内定期観光バス／下関 定期観光バス 53

明治維新版タクシープラン／湯田温泉 乗合観光タクシー／周南観光タクシー（Aコース）(Bコース）
長門市タクシー観光コース／益田観光タクシー 54

秋の遊覧船「もみじ舟」／関門海峡遊覧クルージング／関門海峡夜景クルージング／工場夜景観光タクシー
カランころんパス ２day・４day・４day＋青海島 55

青海島観光汽船／瀬戸内クルーズ／萩八景遊覧船／萩・長門峡観光遊覧船 56

着地型ツアー
57 ▶ 59

地元旅行会社主催ツアー
維新胎動の地と萩往還をたずねて／幕末維新長州藩士ゆかりの地を訪ねて
高杉晋作ゆかりの地長府城下町を訪ねて／石川先生と歩く山口市内「毛利歴史探訪」 57

長門市三隅で巡る幕末維新 吉田松陰の書をひもとく／長門市三隅で巡る幕末維新 村田清風を学ぶ
みすゞの課外授業／周南工場夜景クルージングツアー 58

萩ガラス工房と萩湾波止場釣り体験ツアー／城下町の町並み散策とリンゴ狩りバスツアー
観光ボランティアガイド一覧 59

イベント
60 ▶ 67

2017年秋冬のイベント情報
山口ゆらめき回廊／フォトグラファーと行く特別な下関バスツアー／着物ウィーク in萩 プレミアム
萩･竹灯路物語 プレミアム／源平 night in 赤間神宮／やない悠々買遊帳 60

第 27回ＵＢＥビエンナーレ（現代日本彫刻展）／第 29回 豊浦コスモスまつり／川棚のクスの森ライトアップ
設計は隈研吾 川棚の杜建築探訪／第 5回湯田温泉酒まつり／やまぐち維新さんぽ 61

2017サザンセト・ロングライド inやまぐち／冠山総合公園 灯花祭／ときわハッピーハロウィン 2017
稲穂祭～きつねの嫁入り～／月の桂の庭特別公開／火の山ロープウェイ夜間運行 62

防府天満宮御神幸祭（裸坊祭）／ TOKIWAファンタジア2017／第 33回周南冬のツリーまつり
12月、山口市はクリスマス市になる／灯りのまち イルミネーション水族館／錦帯橋ライトアップ 63

目指せ巌流王！／萩まちじゅう味めぐり・萩温泉郷湯めぐりキャンペーン／上関神明祭／防府天満宮 節分祭・牛替神事
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冠山総合公園 梅まつり／萩城下の古き雛たち／城下町長府ひなまつり／商都柳井おひなさま巡り
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歴史体感☆紙芝居「下関とふく」「動けば雷電のごとく 風雲児 高杉晋作 」／ふくちょうちん飾りつけ
「石見の夜神楽」益田公演／長門市4館共通入館券／山口県立美術館 コレクション展 学芸員によるギャラリートーク
山口県立萩美術館・浦上記念館学芸員によるギャラリー・トーク

66

ＳＬ乗車＆湯田温泉宿泊者限定サービス／山口市内 レンタサイクル
本州最西端到達証明書／巌流島上陸認定証／関門 TOPPA！記念証／目指せ！下関の記念証３冠王 67
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幕末維新やまぐちデスティネーションキャンペーン
いざな

維新の風が誘う。おもしろき国 山口

「動けば雷電の如く、発すれば風雨の如し」。

長州の志士・高杉晋作は、幕末の動乱期に新たな時代の魁となった人でした。

「おもしろき こともなき世を おもしろく」という句は彼の生き様を物語ります。

山口県は、2018年の明治維新150年へ向け、「維新ふた旅」のコンセプトのもと、「観光維新」を
スタートさせました。

県内各地の様々な観光素材を刷新し、新たな山口県の観光をご提案する観点から、これらを
「物語ISHIN」、「感動ISHIN」、「ぶちうま！ISHIN」、「悠々 ISHIN」、「体感ISHIN」、「おも
てなしISHIN」の6つのテーマに整理し、磨き上げ、さらに特別企画もご用意しています。

期間：

【感 動】
ISHIN

本県は全国４位の竹林面積を誇り、良質な竹の産地として知られ、竹を活用した様々な観光資
源や商品が開発されています。
このような中、県内各地の宿泊施設において、県産の竹で製作した竹灯籠を設置し、その幽玄か
つ幻想的な灯りで、趣のある雰囲気を演出し、御宿泊の皆様をお迎えします。竹灯籠のやわらか
な灯りで、リラックスしていただき、おいしい食事とおもてなしで、やまぐちの夜を満喫してください。

各参加施設が厳選した地酒3種と地元特産品を使ったおつまみが、毛利家の家紋
をイメージしたレイアウトで提供されます。
1セット1000円（税込）で地酒の飲み比べができるお得なセットです。

幽玄かつ幻想的な灯りで宿泊の皆様をお迎えします

県内各地の宿泊施設等で、お得に地酒を飲み比べ

やまぐち・おもてなし竹灯楼

期　間 2017年9月～12月の土曜・日曜・祝日 予定 場　所 山口県内の参加施設 料　金 無料

期　間 2017年9月～ 12月
場　所 山口県内の参加施設 料　金 1セット1000円（税込）

■アクセス：施設により異なる　■駐車場：施設により異なる　

ＴＶアニメ「名探偵コナン」のシナリオライターが、開催地が舞台のオリジナルス
トーリーを書き起こし。開催地でコナンたち登場人物が活躍します。

期　間 ［国内版］平成29年４月29日（土）～平成30年1月31日（水）  
［海外版］平成29年７月１日（土）～平成30年３月31日（土）

ツアー概要

以下の観光施設で、謎の解決に必要な証言・証拠等の推理の手が
かりを集めます（巡回必須）。

チェックポイント

以下の観光施設では、謎解決の手助けとなるスペシャルヒント、特別
なノベルティなど、お得なサービスを受けることができます（巡回自由）。

お楽しみスポット

【物 語】
ISHIN

【ぶちうま！】
ISHIN

やまぐちの美酒・美食堪能キャンペーン

■メニュー内容：各施設が厳選した地酒3種と地元特産品を使ったおつまみのセット　
■アクセス：施設により異なる　■駐 車 場：施設により異なる

やまぐちの地酒・ぶちうま！セット

山口県を代表する「ふく」を観光客の皆さんにお気軽に味わっていただくた
め、対象宿泊施設の食事付宿泊の夕食等に「ふく料理」を一品以上お付け
するお得なキャンペーンです。

山口県を代表する味覚「ふく」をお気軽にお楽しみください

期　間 2017年12月～ 2018年3月 場　所 山口県内の参加施設 料　金 施設により異なる

【ぶちうま！】
ISHIN

コナンと幕末維新の地、やまぐちを旅しよう!

■メニュー内容：対象宿泊施設の食事付宿泊の夕食等に「ふく料理」を一品以上をお付けします　■アクセス：施設により異なる　■駐 車 場：施設により異なる
■注意事項：提供される「ふく料理」は施設により異なる■注意事項：海外版はツアー概要が一部異なります

幸せを呼ぶやまぐち福（ふく）
キャンペーン

Point① 開催地が舞台のオリジナルストーリー

開催地で、証言・証拠等の推理の手がかりを集めながら各観光施設を巡回。
最終的に集めた手がかりで、トリックやアリバイを解き明かし、事件を解決します。

Point② 開催地でツアー参加者がストーリーを疑似体験・謎解き

ツアー終了後、参加者は推理した結果をハガキまたはWEBで応募。
後日、推理に正解した応募者の中から抽選で賞品をプレゼント。
推理の答えは、後日「週刊少年サンデー」誌面で発表。
さらに「ＴＶアニメ」でも放送予定。

Point③ 推理の結果を応募

萩　市：❶萩・明倫学舎 ❷萩城跡（指月公園） ❸松陰神社
山口市：❹湯田温泉観光回遊拠点施設「狐の足あと」
　　　　❺香山公園前観光案内所

下関市：①旧秋田商会ビル（下関観光情報センター）
宇部市：②ときわミュージアム※火曜日はときわ湖水ホール（宇部市ときわ公園）
防府市：③防府市まちの駅うめてらす
岩国市：④岩国市観光交流所「本家 松がね」

下記map 1 2 3 4 5

下記map 1 2 3 4

1 2

お問合せ ［所在地］〒753-8501 山口県山口市滝町1-1　［営業時間］8：30 ～ 17：15（平日）
083-933-3204
山口県観光プロジェクト推進室お問合せ ［所在地］〒753-8501 山口県山口市滝町1-1　［営業時間］8：30 ～ 17：15（平日）

083-933-3204
山口県観光プロジェクト推進室

お問合せ ［所在地］〒753-8501 山口県山口市滝町1-1　［営業時間］8：30 ～ 17：15（平日）
083-933-3204
山口県観光プロジェクト推進室

お問合せ ［所在地］〒753-8501 山口県山口市滝町1-1　［営業時間］8：30 ～ 17：15（平日）
083-933-3204
山口県観光プロジェクト推進室
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幕末維新やまぐちデスティネーションキャンペーン
いざな

維新の風が誘う。おもしろき国 山口

「動けば雷電の如く、発すれば風雨の如し」。

長州の志士・高杉晋作は、幕末の動乱期に新たな時代の魁となった人でした。

「おもしろき こともなき世を おもしろく」という句は彼の生き様を物語ります。

山口県は、2018年の明治維新150年へ向け、「維新ふた旅」のコンセプトのもと、「観光維新」を
スタートさせました。

県内各地の様々な観光素材を刷新し、新たな山口県の観光をご提案する観点から、これらを
「物語ISHIN」、「感動ISHIN」、「ぶちうま！ISHIN」、「悠々 ISHIN」、「体感ISHIN」、「おも
てなしISHIN」の6つのテーマに整理し、磨き上げ、さらに特別企画もご用意しています。

期間：

【感 動】
ISHIN

本県は全国４位の竹林面積を誇り、良質な竹の産地として知られ、竹を活用した様々な観光資
源や商品が開発されています。
このような中、県内各地の宿泊施設において、県産の竹で製作した竹灯籠を設置し、その幽玄か
つ幻想的な灯りで、趣のある雰囲気を演出し、御宿泊の皆様をお迎えします。竹灯籠のやわらか
な灯りで、リラックスしていただき、おいしい食事とおもてなしで、やまぐちの夜を満喫してください。

各参加施設が厳選した地酒3種と地元特産品を使ったおつまみが、毛利家の家紋
をイメージしたレイアウトで提供されます。
1セット1000円（税込）で地酒の飲み比べができるお得なセットです。

幽玄かつ幻想的な灯りで宿泊の皆様をお迎えします

県内各地の宿泊施設等で、お得に地酒を飲み比べ

やまぐち・おもてなし竹灯楼

期　間 2017年9月～12月の土曜・日曜・祝日 予定 場　所 山口県内の参加施設 料　金 無料

期　間 2017年9月～ 12月
場　所 山口県内の参加施設 料　金 1セット1000円（税込）

■アクセス：施設により異なる　■駐車場：施設により異なる　

ＴＶアニメ「名探偵コナン」のシナリオライターが、開催地が舞台のオリジナルス
トーリーを書き起こし。開催地でコナンたち登場人物が活躍します。

期　間 ［国内版］平成29年４月29日（土）～平成30年1月31日（水）  
［海外版］平成29年７月１日（土）～平成30年３月31日（土）

ツアー概要

以下の観光施設で、謎の解決に必要な証言・証拠等の推理の手が
かりを集めます（巡回必須）。

チェックポイント

以下の観光施設では、謎解決の手助けとなるスペシャルヒント、特別
なノベルティなど、お得なサービスを受けることができます（巡回自由）。

お楽しみスポット

【物 語】
ISHIN

【ぶちうま！】
ISHIN

やまぐちの美酒・美食堪能キャンペーン

■メニュー内容：各施設が厳選した地酒3種と地元特産品を使ったおつまみのセット　
■アクセス：施設により異なる　■駐 車 場：施設により異なる

やまぐちの地酒・ぶちうま！セット

山口県を代表する「ふく」を観光客の皆さんにお気軽に味わっていただくた
め、対象宿泊施設の食事付宿泊の夕食等に「ふく料理」を一品以上お付け
するお得なキャンペーンです。

山口県を代表する味覚「ふく」をお気軽にお楽しみください

期　間 2017年12月～ 2018年3月 場　所 山口県内の参加施設 料　金 施設により異なる

【ぶちうま！】
ISHIN

コナンと幕末維新の地、やまぐちを旅しよう!

■メニュー内容：対象宿泊施設の食事付宿泊の夕食等に「ふく料理」を一品以上をお付けします　■アクセス：施設により異なる　■駐 車 場：施設により異なる
■注意事項：提供される「ふく料理」は施設により異なる■注意事項：海外版はツアー概要が一部異なります

幸せを呼ぶやまぐち福（ふく）
キャンペーン

Point① 開催地が舞台のオリジナルストーリー

開催地で、証言・証拠等の推理の手がかりを集めながら各観光施設を巡回。
最終的に集めた手がかりで、トリックやアリバイを解き明かし、事件を解決します。

Point② 開催地でツアー参加者がストーリーを疑似体験・謎解き

ツアー終了後、参加者は推理した結果をハガキまたはWEBで応募。
後日、推理に正解した応募者の中から抽選で賞品をプレゼント。
推理の答えは、後日「週刊少年サンデー」誌面で発表。
さらに「ＴＶアニメ」でも放送予定。

Point③ 推理の結果を応募

萩　市：❶萩・明倫学舎 ❷萩城跡（指月公園） ❸松陰神社
山口市：❹湯田温泉観光回遊拠点施設「狐の足あと」
　　　　❺香山公園前観光案内所

下関市：①旧秋田商会ビル（下関観光情報センター）
宇部市：②ときわミュージアム※火曜日はときわ湖水ホール（宇部市ときわ公園）
防府市：③防府市まちの駅うめてらす
岩国市：④岩国市観光交流所「本家 松がね」

下記map 1 2 3 4 5

下記map 1 2 3 4

1 2

お問合せ ［所在地］〒753-8501 山口県山口市滝町1-1　［営業時間］8：30 ～ 17：15（平日）
083-933-3204
山口県観光プロジェクト推進室お問合せ ［所在地］〒753-8501 山口県山口市滝町1-1　［営業時間］8：30 ～ 17：15（平日）

083-933-3204
山口県観光プロジェクト推進室

お問合せ ［所在地］〒753-8501 山口県山口市滝町1-1　［営業時間］8：30 ～ 17：15（平日）
083-933-3204
山口県観光プロジェクト推進室

お問合せ ［所在地］〒753-8501 山口県山口市滝町1-1　［営業時間］8：30 ～ 17：15（平日）
083-933-3204
山口県観光プロジェクト推進室
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DC旅行商品を利用してご来県いただいたお客様先着10,000名様に対し、山口県の新進
気鋭の萩焼作家が手仕事で制作した世界に一つだけの萩焼豆皿を一名様につき一つプレ
ゼントします。

新進気鋭の萩焼作家が手仕事で制作した世界に一つだけの萩焼豆皿をプレゼント

DCオリジナル萩焼豆皿プレゼント

期　間 2017年9月～ 12月
引換場所 JR新山口駅及び新下関駅の観光案内所 料　金 無料
■注意事項：豆皿のデザインは選べません

【悠 々 】
ISHIN

【体 感】
ISHIN

【おもてなし】
ISHIN

室町時代から続く山口市の伝統的工芸品「大内塗」。守護大名大内氏の夫婦愛のストーリーにちな
み、夫婦一対の漆の人形「Ｏｕｃｈｉ 夫婦」が誕生。自分の顔に似たパーツや模様、色をセレクトし、オリ
ジナル人形をオーダーメイドいただけます。「戦国時代から続く夫婦のストーリーのようにいつまでもお二
人の愛が続いていきますように」との願いを込め、発注から3か月かけ丁寧に仕上げます。オプションで
イニシャルや家紋を入れることもできます。
このほか、文字入れやオーダーメイドで自分の思いを形にした大内塗製品を手に入れることができます。
制作内容は要相談、商品内容により納品まで数ヵ月程度かかる場合があります。

オーダーメイドでつくる「自分たちに似た世界で一つの漆の夫婦人形」

夫婦円満の漆人形「Ｏｕｃｈｉ 夫婦」・オーダーメイドでつくる「大内塗」

期　間 通年 場　所 大内塗漆器振興協同組合
■料　　金：［Ｏｕｃｈｉ 夫婦］一組16,200円（税込）、イニシャル１組3,240円、家紋1種類5,400円～、ウエルカムボード24,840円 ［大内塗］製作内容によるため要相談
■アクセス：①ＪＲ山口線山口駅から徒歩25分 ②中国自動車道小郡ICから車で20分　■駐車場：一般10台
■注意事項：対応できない場合があるため要事前連絡　■お問合せ：大内塗漆器振興協同組合事務局 tel.０８３-９２７-０６１９　［HP］www.ouchifufu.com

お誂え
あつら

article ordered

伝統的工芸品「萩焼」。このたび、フリーカップ、マグカップや茶碗など自分が欲しい萩焼を選び、自
分好みの釉薬（2種類から選択）を塗り仕上げて、自分だけのオリジナル萩焼があなたのものに。
ただ、どのような焼き上がりになるかはお楽しみ。仕上がり次第、お送りします。
（お手元に届くまで約1ヶ月かかります）

お好みの色の、自分だけの萩焼を

自分好みの萩焼作り

期　間 2017年9月～12月 8:00 ～ 17:00（受付は16:00まで） 要予約 場　所 千春楽城山
■料　　金：6,000円（税･送料込）
■アクセス：①JR新山口駅からスーパーはぎ号（直行バス）約60分で萩・明倫センター着、萩循環まぁーるバス西回り（晋作くん）乗車で15分、「萩城跡・指月公園入口」下車、徒歩3分 
　　　　　　②中国自動車道美祢東JCT経由、小郡萩道路（無料）絵堂ICから約20分　
■注意事項：　

■お問合せ：萩市観光協会 tel.0838-25-1750　［HP］http://www.hagishi.com/

要事前予約（7日前までに人数連絡、個人型オプションプランの場合は当日バウチャー券提示が必要）・募集型旅行商品限定プラン・季節や窯の温度により、イ
メージどおりの作品に焼きあがらない場合あり・金子信彦先生による特別のお誂えプログラムも準備中

港町でもある萩で、百年余り「印染（しるしぞめ）」の大漁旗を染め続ける岩川旗店。気まぐれに染め
たテキスタイルの中から、自分好みのものを選び、持ち手や長さも数種類の中から、自分好みにお選
びいただけます。約1ヶ月後に、お手元にお届けします。
気まぐれなので、日によって選んでいただけるテキスタイルも変わりますので、ご注意を！

世界で一つ、自分だけのオリジナルバックを！

印染・気まぐれショルダーバック

期　間 2017年9月～12月 9：00～18：00（土日祝10：00 ～ 17：00） 不定休
場　所 萩市古萩町４０番地

■料　　金：6,500円（税別･送料別）
■アクセス：①JR新山口駅からスーパーはぎ号（直行バス）約60分で萩・明倫センター着、萩循環まぁーるバス東回り（松陰先生）乗車で16分「吉田町」下車、徒歩2分 
　　　　　　②中国自動車道美祢東JCT経由、小郡萩道路（無料）絵堂ICから約20分　
■駐 車 場：一般4台、大型バス無し　■注意事項：お手元に届くまで約1ヶ月かかります　
■お問合せ：株式会社岩川旗店 tel.0838-22-0273　［HP］http://www.iwakawahataten.com/index.html

50年以上テント業で培った技術力と、国産の帆布生地でつくった帆布かばんは全国でも有数。
その高い技術力が評価され、映画制作会社から作成依頼を受けたテントとハンモックは映画「永遠
の0」に登場しました。また、映画「海賊とよばれた男」劇中の國岡商店のテントを製作しています。
あなたも「世界にひとつ」だけの特別な帆布かばんを作ってみませんか。

一針一針心を込めて手づくりしています

テント屋さんが創った帆布かばん

期　間 通年
場　所 株式会社宇都宮帆布工房（山陽小野田市くし山1-6-18）

■料　　金：トートバッグ（小）1,500円～、ショルダーバッグ6,500円～
■アクセス：①ＪＲ小野田駅から徒歩5分 ②山陽自動車道小野田ICから約7分　
■駐 車 場：一般5台、マイクロバス可　
■注意事項：ご依頼からお渡しまで4ヶ月程度を要する場合有り　
■お問合せ：株式会社宇都宮帆布工房 tel.0836-84-7990　［HP］http://www.utsunomiya-tent.jp/

はぎ

おお うち ぬり

はぎ やき

しるし ぞめ

やき

美容と健康に優れ、泉質のバリエーションに富んだやまぐちの温泉をご堪能い
ただく湯めぐりキャンペーンを開催します。
キャンペーンに参加されるお客様には、やまぐちの魅力的な温泉や観光、グル
メ情報を詰め込んだガイドブックをプレゼント。さらに、湯めぐりをして、ＳＮＳでの
情報拡散にご協力いただいた方には抽選でスペシャルプレゼントを実施します。
さらに、県内観光施設等で割引やプレゼント等のお得なおもてなしが受けられる
「やまぐち幕末ISHIN祭 おいでませパスポート」に、新たに「立ち寄り湯」のカ
テゴリーを設定。一層お得に湯めぐりしていただくことが可能となります。

多彩な泉質が魅力。やまぐちの温泉をご堪能あれ

やまぐちの雄大な自然の中を駆け抜けよう

やまぐちの温泉・
湯めぐりキャンペーン

期　間 2017年９月～ 2019年３月 料　金 無料

県内の主要路線において、ラッピングを施したサイ
クルトレインを運行。
やまぐちの雄大な自然の中を駆け抜けるサイクリン
グツアーを開催します。

やまぐちサイクルトレイン＆サイクリングツアー

期　間 2017年春～秋（県内複数エリアで実施予定）

お問合せ ［所在地］〒753-8501 山口県山口市滝町1-1　［営業時間］8：30 ～ 17：15（平日）
083-933-3204
山口県観光プロジェクト推進室

お問合せ ［所在地］〒753-8501 山口県山口市滝町1-1　［営業時間］8：30 ～ 17：15（平日）
083-933-3204
山口県観光プロジェクト推進室

お問合せ ［所在地］〒753-8501 山口県山口市滝町1-1　［営業時間］8：30 ～ 17：15（平日）
083-933-2435
山口県スポーツ推進課
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DC旅行商品を利用してご来県いただいたお客様先着10,000名様に対し、山口県の新進
気鋭の萩焼作家が手仕事で制作した世界に一つだけの萩焼豆皿を一名様につき一つプレ
ゼントします。

新進気鋭の萩焼作家が手仕事で制作した世界に一つだけの萩焼豆皿をプレゼント

DCオリジナル萩焼豆皿プレゼント

期　間 2017年9月～ 12月
引換場所 JR新山口駅及び新下関駅の観光案内所 料　金 無料
■注意事項：豆皿のデザインは選べません

【悠 々 】
ISHIN

【体 感】
ISHIN

【おもてなし】
ISHIN

室町時代から続く山口市の伝統的工芸品「大内塗」。守護大名大内氏の夫婦愛のストーリーにちな
み、夫婦一対の漆の人形「Ｏｕｃｈｉ 夫婦」が誕生。自分の顔に似たパーツや模様、色をセレクトし、オリ
ジナル人形をオーダーメイドいただけます。「戦国時代から続く夫婦のストーリーのようにいつまでもお二
人の愛が続いていきますように」との願いを込め、発注から3か月かけ丁寧に仕上げます。オプションで
イニシャルや家紋を入れることもできます。
このほか、文字入れやオーダーメイドで自分の思いを形にした大内塗製品を手に入れることができます。
制作内容は要相談、商品内容により納品まで数ヵ月程度かかる場合があります。

オーダーメイドでつくる「自分たちに似た世界で一つの漆の夫婦人形」

夫婦円満の漆人形「Ｏｕｃｈｉ 夫婦」・オーダーメイドでつくる「大内塗」

期　間 通年 場　所 大内塗漆器振興協同組合
■料　　金：［Ｏｕｃｈｉ 夫婦］一組16,200円（税込）、イニシャル１組3,240円、家紋1種類5,400円～、ウエルカムボード24,840円 ［大内塗］製作内容によるため要相談
■アクセス：①ＪＲ山口線山口駅から徒歩25分 ②中国自動車道小郡ICから車で20分　■駐車場：一般10台
■注意事項：対応できない場合があるため要事前連絡　■お問合せ：大内塗漆器振興協同組合事務局 tel.０８３-９２７-０６１９　［HP］www.ouchifufu.com

お誂え
あつら

article ordered

伝統的工芸品「萩焼」。このたび、フリーカップ、マグカップや茶碗など自分が欲しい萩焼を選び、自
分好みの釉薬（2種類から選択）を塗り仕上げて、自分だけのオリジナル萩焼があなたのものに。
ただ、どのような焼き上がりになるかはお楽しみ。仕上がり次第、お送りします。
（お手元に届くまで約1ヶ月かかります）

お好みの色の、自分だけの萩焼を

自分好みの萩焼作り

期　間 2017年9月～12月 8:00 ～ 17:00（受付は16:00まで） 要予約 場　所 千春楽城山
■料　　金：6,000円（税･送料込）
■アクセス：①JR新山口駅からスーパーはぎ号（直行バス）約60分で萩・明倫センター着、萩循環まぁーるバス西回り（晋作くん）乗車で15分、「萩城跡・指月公園入口」下車、徒歩3分 
　　　　　　②中国自動車道美祢東JCT経由、小郡萩道路（無料）絵堂ICから約20分　
■注意事項：　

■お問合せ：萩市観光協会 tel.0838-25-1750　［HP］http://www.hagishi.com/

要事前予約（7日前までに人数連絡、個人型オプションプランの場合は当日バウチャー券提示が必要）・募集型旅行商品限定プラン・季節や窯の温度により、イ
メージどおりの作品に焼きあがらない場合あり・金子信彦先生による特別のお誂えプログラムも準備中

港町でもある萩で、百年余り「印染（しるしぞめ）」の大漁旗を染め続ける岩川旗店。気まぐれに染め
たテキスタイルの中から、自分好みのものを選び、持ち手や長さも数種類の中から、自分好みにお選
びいただけます。約1ヶ月後に、お手元にお届けします。
気まぐれなので、日によって選んでいただけるテキスタイルも変わりますので、ご注意を！

世界で一つ、自分だけのオリジナルバックを！

印染・気まぐれショルダーバック

期　間 2017年9月～12月 9：00～18：00（土日祝10：00 ～ 17：00） 不定休
場　所 萩市古萩町４０番地

■料　　金：6,500円（税別･送料別）
■アクセス：①JR新山口駅からスーパーはぎ号（直行バス）約60分で萩・明倫センター着、萩循環まぁーるバス東回り（松陰先生）乗車で16分「吉田町」下車、徒歩2分 
　　　　　　②中国自動車道美祢東JCT経由、小郡萩道路（無料）絵堂ICから約20分　
■駐 車 場：一般4台、大型バス無し　■注意事項：お手元に届くまで約1ヶ月かかります　
■お問合せ：株式会社岩川旗店 tel.0838-22-0273　［HP］http://www.iwakawahataten.com/index.html

50年以上テント業で培った技術力と、国産の帆布生地でつくった帆布かばんは全国でも有数。
その高い技術力が評価され、映画制作会社から作成依頼を受けたテントとハンモックは映画「永遠
の0」に登場しました。また、映画「海賊とよばれた男」劇中の國岡商店のテントを製作しています。
あなたも「世界にひとつ」だけの特別な帆布かばんを作ってみませんか。

一針一針心を込めて手づくりしています

テント屋さんが創った帆布かばん

期　間 通年
場　所 株式会社宇都宮帆布工房（山陽小野田市くし山1-6-18）

■料　　金：トートバッグ（小）1,500円～、ショルダーバッグ6,500円～
■アクセス：①ＪＲ小野田駅から徒歩5分 ②山陽自動車道小野田ICから約7分　
■駐 車 場：一般5台、マイクロバス可　
■注意事項：ご依頼からお渡しまで4ヶ月程度を要する場合有り　
■お問合せ：株式会社宇都宮帆布工房 tel.0836-84-7990　［HP］http://www.utsunomiya-tent.jp/

はぎ

おお うち ぬり

はぎ やき

しるし ぞめ

やき

美容と健康に優れ、泉質のバリエーションに富んだやまぐちの温泉をご堪能い
ただく湯めぐりキャンペーンを開催します。
キャンペーンに参加されるお客様には、やまぐちの魅力的な温泉や観光、グル
メ情報を詰め込んだガイドブックをプレゼント。さらに、湯めぐりをして、ＳＮＳでの
情報拡散にご協力いただいた方には抽選でスペシャルプレゼントを実施します。
さらに、県内観光施設等で割引やプレゼント等のお得なおもてなしが受けられる
「やまぐち幕末ISHIN祭 おいでませパスポート」に、新たに「立ち寄り湯」のカ
テゴリーを設定。一層お得に湯めぐりしていただくことが可能となります。

多彩な泉質が魅力。やまぐちの温泉をご堪能あれ

やまぐちの雄大な自然の中を駆け抜けよう

やまぐちの温泉・
湯めぐりキャンペーン

期　間 2017年９月～ 2019年３月 料　金 無料

県内の主要路線において、ラッピングを施したサイ
クルトレインを運行。
やまぐちの雄大な自然の中を駆け抜けるサイクリン
グツアーを開催します。

やまぐちサイクルトレイン＆サイクリングツアー

期　間 2017年春～秋（県内複数エリアで実施予定）

お問合せ ［所在地］〒753-8501 山口県山口市滝町1-1　［営業時間］8：30 ～ 17：15（平日）
083-933-3204
山口県観光プロジェクト推進室

お問合せ ［所在地］〒753-8501 山口県山口市滝町1-1　［営業時間］8：30 ～ 17：15（平日）
083-933-3204
山口県観光プロジェクト推進室

お問合せ ［所在地］〒753-8501 山口県山口市滝町1-1　［営業時間］8：30 ～ 17：15（平日）
083-933-2435
山口県スポーツ推進課
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萩　市
物語ISHIN

松陰神社本殿で御由緒や参拝の方法などの説明を受けた後、代表者が玉串を奉奠
（ほうてん）する正式の参拝を行います。そして、参拝後は、藩から自宅謹慎を命じられ
た松陰が過ごしていた吉田松陰幽囚ノ旧宅を見学。そして、普段は上がることのできな
い松下村塾に上がり、宮司の特別講話を聴きます。

DC特別企画 世界遺産の松下村塾に上がり、志士たちが語り合った場所で、宮司の特別講話を聴く

松陰神社宮司による松陰講話 期　間 2017年9月～ 12月 

場　所 松陰神社（萩市椿東1537 ）
料　金 10名以上で1人1,000円（税込）、

10名以下の場合1組10,000円
■開始時間：応相談　■所要時間：60分　■定　員：最大40名程度　■最少催行人数：10名　
■アクセス：①JR新山口駅からスーパーはぎ号（直行バス）約60分で萩・明倫センター着、萩循環まぁーるバス東回り（松陰先生）乗車で38分「松陰神社前」下車　
　　　　　　②中国自動車道美祢東JCT経由、小郡萩道路（無料）絵堂ICから約20分　
■駐 車 場：一般・大型バス有り　■ガ イド：有り　■注意事項：松陰神社内（場所は調整中）集合・販売手数料なし
■予　　約：募集型旅行（個人旅行客向けオプショナルプラン含む）を想定、バウチャー発券時点で萩市観光協会へ人数をご連絡ください（締め切りは７日前までの予定）

萩　市
物語ISHIN

萩　市
物語ISHIN

毛利のお殿様のために用意された入り口から、日ごろ上がることの出来ない主屋に上
がれる特別企画！萩藩御用達として栄えた豪商で、主屋・離れ・本蔵・宝蔵の4棟
が国の重要文化財に指定されています。
書画屏風類、茶道具類等、文書資料など約500点が展示。中でも、ドイツ人医師
シーボルトから贈られたという日本に残る最古のピアノは必見です！

ＤＣ限定!毛利のお殿様だけに許された入り口から主屋に上がれる特別プラン

熊谷家住宅 特別公開

期　間 2017年9月～12月の土曜･日曜（12月31日除く）の1日2回
場　所 熊谷美術館（萩市今魚店町47）
料　金 大人・大高生700円、小中学生400円

（30名以上団体割引20％引）、障がい者割引560円

■開始時間：1回目11:00 ～、2回目14:00 ～　■所要時間：30分　
■定　　員：1回約80名（約40名様ごと2班に分けてのご案内）　■最少催行人数：ー
■アクセス：①JR新山口駅からスーパーはぎ号（直行バス）約60分で萩･明倫センター着、
　　　　　　　萩循環まぁーるバス東回り（松陰先生）乗車で18分、「熊谷美術館前」下車　
　　　　　　②中国自動車道美祢東JCT経由、小郡萩道路（無料）絵堂ICから約20分
■駐 車 場：一般30台、大型バス5台　■ガ イド：有り（入場券発売所前にご集合いただきスタッフの誘導で入場）　
■注意事項：募集型旅行商品限定プラン・販売手数料対応（要相談）
■予　　約：団体の場合は3日前までに、個人型オプションプランの場合はバウチャー券（当日提示が必要）
　　　　　　発券時点で萩市観光協会へご連絡ください

ＤＣ限定で、毛利家菩提寺である東光寺にある（国指定・重要文化財）大雄宝殿
（本堂）を特別公開！
黄檗宗では本堂を大雄宝殿と呼びますが、これは「お釈迦様のいらっしゃる所」とい
う意味。堂内は土間叩仕上げで、中国明時代の法要の法式を継承する黄檗宗の読
経は現在でも立ったまま行われています。

ＤＣ限定！国指定重要文化財「大雄宝殿」特別公開

東光寺 特別公開

期　間 2017年9月～12月の土曜･日曜（12月31日除く）の1日2回
場　所 東光寺（萩市椿東1647）
料　金 一般300円（250円/200円）、小中学生150円（120円/100円）

（　）内は30名以上/100名以上の団体料金

■開始時間：1回目11:00 ～、2回目14:00 ～　■所要時間：30分　
■定　　員：1回約80名（約40名様ごと2班に分けてのご案内）　■最少催行人数：ー
■アクセス：①JR新山口駅からスーパーはぎ号（直行バス）約60分で萩･明倫センター着、
　　　　　　　萩循環まぁーるバス東回り（松陰先生）乗車で41分、「東光寺前」下車　
　　　　　　②中国自動車道美祢東JCT経由、小郡萩道路（無料）絵堂ICから約20分
■駐 車 場：一般20台（無料）　■ガ イド：有り（大雄宝殿前にご集合いただきスタッフの誘導で入場）　
■注意事項：募集型旅行商品限定プラン・販売手数料対応（要相談）
■予　　約：団体の場合は3日前までに、個人型オプションプランの場合はバウチャー券（当日提示が必要）
　　　　　　発券時点で萩市観光協会へご連絡ください

旅行会社の希望日を受け検討（旅行会社数社との実施を想定）

３枚つづり２,４００円のチケットと古地図ガイドマップを手に、チケット
１枚で、市内の対象店舗でお昼はランチやスイーツ、夜もバルを楽し
んでいただけます。
また、DC特別企画としてチケット１枚で有料文化財施設等で使える
共通券と引き換えも可能。さらには、タクシーチケットや日帰り温泉にも
利用でき、これ一つで萩をたっぷり楽しんでいただけます。

これ一つで大満足！！
萩を美味しく、楽しく、学べます！

古地図でめぐる
萩まるごとクーポン

期　間 2017年9月1日～ 12月31日予定
場　所 萩市内各所

■アクセス：①JR新山口駅からスーパーはぎ号（直行バス）約60分　
　　　　　　②中国自動車道美祢東JCT経由、小郡萩道路（無料）絵堂ICから約20分　

萩　市
物語ISHIN

萩　市
物語ISHIN

萩藩の教育や人材育成の中枢を担った「藩校明倫館」。
その跡地に建築され、国の登録有形文化財に登録された本館を含む旧明
倫小学校の日本最大の木造校舎群を改修整備。館内には、旧萩藩校明倫
館展示室、豊富な萩の幸を使ったレストランや萩ならではのお土産を取り揃
えたショップ、世界遺産「明治日本の産業革命遺産」を紹介する「世界遺産
ビジターセンター」や、幕末の歴史をひもとく貴重な資料を一堂に紹介する
「幕末ミュージアム」などがあります。

萩の新たな観光起点が誕生！

萩・明倫学舎オープン
オープン時期 2017年3月4日
場　所 萩市江向602番地
料　金 本　館 無料

２号館 大人300円、高校生200円、
　　　小中学生100円（20名以上団体割引有）

■営業時間：9:00 ～ 17:00（レストランは11:00 ～ 21:00予定）　■休　　日：無休　　
■アクセス：①JR新山口駅からスーパーはぎ号（直行バス）約60分　
　　　　　 ②中国自動車道美祢東JCT経由、小郡萩道路（無料）絵堂ICから約20分　
■駐 車 場：一般約180台（310円/日）、大型バス10台（1,030円/日）　■予　　約：不要　

はぎ めい りん がく しゃ
しょう いん じん じゃ しょう いん

とう こう じくま や け

はぎ

ランチ ・金太郎のフライ定食+夏みかんジュース
・アジフライ定食orクジラカレー＋食後のコーヒー or夏みかんジュース

バル ・萩のスプモーニと東洋美人の粕漬け
・お好きな生ビール3種又はソフトドリンク+むつみ豚の田舎風パテ

その他
・日帰り温泉利用
・萩市文化財施設等 共通セット券

スウィーツ ・萩の夏みかんジュースとスウィーツ
・三種のスイーツと紅茶 or コーヒーのよくばりスイーツセット

一例
（予定）

0838-22-1755
0838-22-1755
0838-26-0555
0838-26-1536
0838-21-7252
0838-22-5851
0838-26-6474
0838-21-1007
0838-25-5081
0838-22-6100
0838-25-6334
0838-25-6447
0838-26-0410

アイリッシュパブ Sam’ｓ
庭園カフェ 畔亭
うまいもの処 萩っ子
藍場川の家
Brasserie Lab（ブラッスリーラボ）
松陰食堂
俥宿 天十平
珈琲 蔵
ドライブイン笠山
お食事処 わらじ
カフェテリア異人館
萩博物館レストラン
旬ダイニング 楽

0838-26-6420
0838-22-0150
0838-21-7111
0838-25-5535
0838-22-2288
0838-22-5252
0838-25-1211
0838-22-2914
0838-22-0924

いそ萬
萩の宿 常茂恵
萩池々茶屋
公益財団法人 熊谷美術館
萩・涼山泊
萩本陣
萩グランドホテル 天空
スマイル貸自転車
萩タクシー協会

※平成28年度 実施施設  平成29年度は現在募集中です

使 用 で き る 店 舗

お問合せ ［所在地］〒758-0061 山口県萩市椿3537-3　［FAX］0838-25-2073　
［営業時間］9:00 ～ 17:45（12月～ 2月9：00～17：00）　［HP］http://hagishi.com/0838-25-1750

（公社）萩市観光協会 お問合せ ［所在地］〒758-0061 山口県萩市椿3537-3　［FAX］0838-25-2073　
［営業時間］9:00 ～ 17:45（12月～ 2月9：00～17：00）　［HP］http://hagishi.com/0838-25-1750

（公社）萩市観光協会

物 語物 語物 語 ISHINISHIN 物 語物 語 ISHINISHINISHIN
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萩　市
物語ISHIN

松陰神社本殿で御由緒や参拝の方法などの説明を受けた後、代表者が玉串を奉奠
（ほうてん）する正式の参拝を行います。そして、参拝後は、藩から自宅謹慎を命じられ
た松陰が過ごしていた吉田松陰幽囚ノ旧宅を見学。そして、普段は上がることのできな
い松下村塾に上がり、宮司の特別講話を聴きます。

DC特別企画 世界遺産の松下村塾に上がり、志士たちが語り合った場所で、宮司の特別講話を聴く

松陰神社宮司による松陰講話 期　間 2017年9月～ 12月 

場　所 松陰神社（萩市椿東1537 ）
料　金 10名以上で1人1,000円（税込）、

10名以下の場合1組10,000円
■開始時間：応相談　■所要時間：60分　■定　員：最大40名程度　■最少催行人数：10名　
■アクセス：①JR新山口駅からスーパーはぎ号（直行バス）約60分で萩・明倫センター着、萩循環まぁーるバス東回り（松陰先生）乗車で38分「松陰神社前」下車　
　　　　　　②中国自動車道美祢東JCT経由、小郡萩道路（無料）絵堂ICから約20分　
■駐 車 場：一般・大型バス有り　■ガ イド：有り　■注意事項：松陰神社内（場所は調整中）集合・販売手数料なし
■予　　約：募集型旅行（個人旅行客向けオプショナルプラン含む）を想定、バウチャー発券時点で萩市観光協会へ人数をご連絡ください（締め切りは７日前までの予定）

萩　市
物語ISHIN

萩　市
物語ISHIN

毛利のお殿様のために用意された入り口から、日ごろ上がることの出来ない主屋に上
がれる特別企画！萩藩御用達として栄えた豪商で、主屋・離れ・本蔵・宝蔵の4棟
が国の重要文化財に指定されています。
書画屏風類、茶道具類等、文書資料など約500点が展示。中でも、ドイツ人医師
シーボルトから贈られたという日本に残る最古のピアノは必見です！

ＤＣ限定!毛利のお殿様だけに許された入り口から主屋に上がれる特別プラン

熊谷家住宅 特別公開

期　間 2017年9月～12月の土曜･日曜（12月31日除く）の1日2回
場　所 熊谷美術館（萩市今魚店町47）
料　金 大人・大高生700円、小中学生400円

（30名以上団体割引20％引）、障がい者割引560円

■開始時間：1回目11:00 ～、2回目14:00 ～　■所要時間：30分　
■定　　員：1回約80名（約40名様ごと2班に分けてのご案内）　■最少催行人数：ー
■アクセス：①JR新山口駅からスーパーはぎ号（直行バス）約60分で萩･明倫センター着、
　　　　　　　萩循環まぁーるバス東回り（松陰先生）乗車で18分、「熊谷美術館前」下車　
　　　　　　②中国自動車道美祢東JCT経由、小郡萩道路（無料）絵堂ICから約20分
■駐 車 場：一般30台、大型バス5台　■ガ イド：有り（入場券発売所前にご集合いただきスタッフの誘導で入場）　
■注意事項：募集型旅行商品限定プラン・販売手数料対応（要相談）
■予　　約：団体の場合は3日前までに、個人型オプションプランの場合はバウチャー券（当日提示が必要）
　　　　　　発券時点で萩市観光協会へご連絡ください

ＤＣ限定で、毛利家菩提寺である東光寺にある（国指定・重要文化財）大雄宝殿
（本堂）を特別公開！
黄檗宗では本堂を大雄宝殿と呼びますが、これは「お釈迦様のいらっしゃる所」とい
う意味。堂内は土間叩仕上げで、中国明時代の法要の法式を継承する黄檗宗の読
経は現在でも立ったまま行われています。

ＤＣ限定！国指定重要文化財「大雄宝殿」特別公開

東光寺 特別公開

期　間 2017年9月～12月の土曜･日曜（12月31日除く）の1日2回
場　所 東光寺（萩市椿東1647）
料　金 一般300円（250円/200円）、小中学生150円（120円/100円）

（　）内は30名以上/100名以上の団体料金

■開始時間：1回目11:00 ～、2回目14:00 ～　■所要時間：30分　
■定　　員：1回約80名（約40名様ごと2班に分けてのご案内）　■最少催行人数：ー
■アクセス：①JR新山口駅からスーパーはぎ号（直行バス）約60分で萩･明倫センター着、
　　　　　　　萩循環まぁーるバス東回り（松陰先生）乗車で41分、「東光寺前」下車　
　　　　　　②中国自動車道美祢東JCT経由、小郡萩道路（無料）絵堂ICから約20分
■駐 車 場：一般20台（無料）　■ガ イド：有り（大雄宝殿前にご集合いただきスタッフの誘導で入場）　
■注意事項：募集型旅行商品限定プラン・販売手数料対応（要相談）
■予　　約：団体の場合は3日前までに、個人型オプションプランの場合はバウチャー券（当日提示が必要）
　　　　　　発券時点で萩市観光協会へご連絡ください

旅行会社の希望日を受け検討（旅行会社数社との実施を想定）

３枚つづり２,４００円のチケットと古地図ガイドマップを手に、チケット
１枚で、市内の対象店舗でお昼はランチやスイーツ、夜もバルを楽し
んでいただけます。
また、DC特別企画としてチケット１枚で有料文化財施設等で使える
共通券と引き換えも可能。さらには、タクシーチケットや日帰り温泉にも
利用でき、これ一つで萩をたっぷり楽しんでいただけます。

これ一つで大満足！！
萩を美味しく、楽しく、学べます！

古地図でめぐる
萩まるごとクーポン

期　間 2017年9月1日～ 12月31日予定
場　所 萩市内各所

■アクセス：①JR新山口駅からスーパーはぎ号（直行バス）約60分　
　　　　　　②中国自動車道美祢東JCT経由、小郡萩道路（無料）絵堂ICから約20分　

萩　市
物語ISHIN

萩　市
物語ISHIN

萩藩の教育や人材育成の中枢を担った「藩校明倫館」。
その跡地に建築され、国の登録有形文化財に登録された本館を含む旧明
倫小学校の日本最大の木造校舎群を改修整備。館内には、旧萩藩校明倫
館展示室、豊富な萩の幸を使ったレストランや萩ならではのお土産を取り揃
えたショップ、世界遺産「明治日本の産業革命遺産」を紹介する「世界遺産
ビジターセンター」や、幕末の歴史をひもとく貴重な資料を一堂に紹介する
「幕末ミュージアム」などがあります。

萩の新たな観光起点が誕生！

萩・明倫学舎オープン
オープン時期 2017年3月4日
場　所 萩市江向602番地
料　金 本　館 無料

２号館 大人300円、高校生200円、
　　　小中学生100円（20名以上団体割引有）

■営業時間：9:00 ～ 17:00（レストランは11:00 ～ 21:00予定）　■休　　日：無休　　
■アクセス：①JR新山口駅からスーパーはぎ号（直行バス）約60分　
　　　　　 ②中国自動車道美祢東JCT経由、小郡萩道路（無料）絵堂ICから約20分　
■駐 車 場：一般約180台（310円/日）、大型バス10台（1,030円/日）　■予　　約：不要　

はぎ めい りん がく しゃ
しょう いん じん じゃ しょう いん

とう こう じくま や け

はぎ

ランチ ・金太郎のフライ定食+夏みかんジュース
・アジフライ定食orクジラカレー＋食後のコーヒー or夏みかんジュース

バル ・萩のスプモーニと東洋美人の粕漬け
・お好きな生ビール3種又はソフトドリンク+むつみ豚の田舎風パテ

その他
・日帰り温泉利用
・萩市文化財施設等 共通セット券

スウィーツ ・萩の夏みかんジュースとスウィーツ
・三種のスイーツと紅茶 or コーヒーのよくばりスイーツセット

一例
（予定）

0838-22-1755
0838-22-1755
0838-26-0555
0838-26-1536
0838-21-7252
0838-22-5851
0838-26-6474
0838-21-1007
0838-25-5081
0838-22-6100
0838-25-6334
0838-25-6447
0838-26-0410

アイリッシュパブ Sam’ｓ
庭園カフェ 畔亭
うまいもの処 萩っ子
藍場川の家
Brasserie Lab（ブラッスリーラボ）
松陰食堂
俥宿 天十平
珈琲 蔵
ドライブイン笠山
お食事処 わらじ
カフェテリア異人館
萩博物館レストラン
旬ダイニング 楽

0838-26-6420
0838-22-0150
0838-21-7111
0838-25-5535
0838-22-2288
0838-22-5252
0838-25-1211
0838-22-2914
0838-22-0924

いそ萬
萩の宿 常茂恵
萩池々茶屋
公益財団法人 熊谷美術館
萩・涼山泊
萩本陣
萩グランドホテル 天空
スマイル貸自転車
萩タクシー協会

※平成28年度 実施施設  平成29年度は現在募集中です

使 用 で き る 店 舗

お問合せ ［所在地］〒758-0061 山口県萩市椿3537-3　［FAX］0838-25-2073　
［営業時間］9:00 ～ 17:45（12月～ 2月9：00～17：00）　［HP］http://hagishi.com/0838-25-1750

（公社）萩市観光協会 お問合せ ［所在地］〒758-0061 山口県萩市椿3537-3　［FAX］0838-25-2073　
［営業時間］9:00 ～ 17:45（12月～ 2月9：00～17：00）　［HP］http://hagishi.com/0838-25-1750

（公社）萩市観光協会

物 語物 語物 語 ISHINISHIN 物 語物 語 ISHINISHINISHIN
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防府市
物語ISHIN

下関市
物語ISHIN

下関市
物語ISHIN

毛利邸と和文化がコラボします。
ＤＣ特別企画として、日によって、いけばな、盆栽、邦楽など鑑賞できる和文化が異なります。
また、お茶やお菓子をいただいたり、着物体験などの企画も愉しめます。

旧長州藩主 旧毛利家本邸

毛利邸で和を愉しむ

期　間 調整中 場　所 毛利邸（防府市多々良一丁目15-1）
料　金 大人1,000円（国宝展開催中1,200円/博物館入館料、庭園入場料含む）

※別途料金が必要な企画あり

■アクセス：①ＪＲ山陽本線防府駅からバスで6分「毛利本邸入口」下車　②山陽自動車道防府東・西ＩＣから車で約10分
■駐 車 場：一般120台（無料）、大型バス8台（無料）　■ガ イド：有り　■予約：企画により必要

もう り てい

さか もと りょう ま

平成28年11月にオープンした下関市立歴史博物館は、功山寺の向かいに位
置し、城下町長府周辺の観光に便利です。本企画展は、坂本龍馬の没後
150周年を記念して開催されます。下関の人 と々の交流を中心に龍馬の足跡を
紹介します。

下関の人々との交流を中心に龍馬の足跡を紹介

坂本龍馬没後150周年記念展

期　間 2017年10月～ 11月（60日程度） 料　金 未定

萩往還とは、毛利の殿様が参勤交代での御成り道として開かれた、萩～山口～防府をつなぐ
約53kmの街道です。ガイドウォークでは、案内人の語り部のガイドを聞きながら、見どころの
コースを歩きます。語り部と歩いた方には、コースごとに通行台紙へスタンプを押します。
全コース制覇された方には完歩証明書を発行します。

吉田松陰・坂本龍馬など、幕末の志士が駆け抜けた道!

萩往還ガイドウォーキング

期　間 随時 集合場所 コースにより異なる

「朝鮮通信使に関する記録」のユネスコ記憶遺産（世界の記憶）登録
を記念して開催されます。朝鮮通信使を介して構築された日本と韓国
の平和構築の歴史について紹介します。

朝鮮通信使の歴史に焦点をあてた特別展

ユネスコ記憶遺産登録記念
特別展

期　間 2018年1月～ 2月（40日程度）
料　金 未定

ほう ふ てん まん ぐう だい せん ぼう

はぎ おう かん

う

防府市
物語ISHIN

萩市、山口市
防府市

物語ISHIN

さか もと りょう ま
下

下関市
物語ISHIN

防府天満宮の参道の両側には明治維新まで九つの社坊があり、
大専坊はその別当があったところで、幕末には、禁門の変の際に
京都へ兵を進めようとした総大将来島又兵衛と、藩主の命を受け
それを止めようとした高杉晋作が激論を交わした場所です。
DC期間中は表門を開放し、大専坊跡の庭を拝観できます。
さらに事前予約で、建物内で特別に昼食をお楽しみいただけます。

歴史の舞台でお食事を楽しむ

防府天満宮大専坊跡

期　間 2017年9月1日～ 12月21日
場　所 防府天満宮大専坊跡（防府市松崎町14-1）
料　金 昼食3,000円

■アクセス：①JR山陽本線防府駅から徒歩約15分　
　　　　　　②山陽自動車道防府東・西ICから約10分　
■駐 車 場：一般800台、大型バス3台　■ガ イド：有り（要予約）　
■予　　約：食事を希望の場合は2週間前までに要予約　

施設名
お問合せ

［所在地］下関市長府川端2-2-27　［開館時間］9：30 ～ 17：00（最終入館16：30）　
［休館日］月曜（祝日の場合開館）、年末年始（12月28日～ 1月4日）　［HP］http://www.shimohaku.jp/083-241-1080

下関市立歴史博物館 お問合せ ［所在地］〒７５９-６３０１ 山口県下関市豊浦町川棚５１８０　［FAX］０８３-７７４-３８５６　
［営業時間］10：00 ～ 20：00（年末年始休業）　［HP］www.toyoura.net/volunteer/index.html０８３-７７4-3855

川棚温泉観光ボランティアガイドの会

お問合せ ［所在地］〒７５０－１１０２ 下関市吉田地方１８１２　［FAX］0８３-２８４-０３３５
［営業時間］13：00 ～ 17：00（平日）　０８３-２８４-０３３５

吉田まちづくり協議会

■アクセス：①JR下関駅からバス25分「城下町長府」下車、徒歩10分　②中国自動車道下関ICから15分　■駐 車 場：一般有り、大型バス無し　■ガ イド：無し

料　金 1団体（2～ 10名）あたり
［コース1］6,000円 ［コース2］11,000円 
［コース3］6,000円 ［コース4］6,000円
※土日祝日を中心に、1人500円のワンコインツアーも開催しています！詳しくはお問い合わせください

コース
［コース1］さわやか萩往還実感コース

［コース2］一升谷の石畳コース

［コース3］一の坂四十二曲りコース

［コース4］三田尻御茶屋コース

涙松跡 … 明木市（エリア萩市／約2時間）

佐々並市 … 明木市（エリア萩市／約4時間）

天花坂口 … 夏木原キャンプ場（エリア山口市～萩市／約2時間）

防府天満宮 … 三田尻英雲荘（エリア防府市／約2時間）

コース
［コース1］

［コース2］

［コース3］

JR山陰本線・安岡駅前 … 赤間関街道・北浦道筋 … JR吉見駅解散（約７Km）

JR山陰本線・吉見駅前 … 赤間関街道・北浦道筋 … 湯谷往還 … 川棚温泉交流センター解散（約11km）

JR山陰本線・川棚温泉駅前 … 湯谷往還・くるそんみち … 赤間関街道・北浦道筋 … JR宇賀本郷駅解散（約16km）

「…」徒歩、  「―」タクシー、  「＝」バス、  「≫」JR、  「～」船、  「→」その他（マイカー・レンタカー等）コースの凡例

■開始時間：応相談　■所要時間：約2～ 4時間（コースにより異なる）　■定　　員：ガイド1名につき10名程度　■最少催行人数：2名　
■アクセス：コースにより異なる　■駐 車 場：一般有り（台数に制限あり）、大型バス応相談　■ガ イド：有り　■予　　約：1週間前まで　
■注意事項：費用には語り部派遣料、語り部交通料が含まれます（施設入館料、交通費は含まれません）

山陽道と赤間関街道が交差する吉田宿は、交通の要所として大名の宿泊や街道を往来す
る旅人が休息する宿や商家などが立ち並ぶ宿場町として賑わって参りました。街道筋には、
勘場や御茶屋、高札場などの史跡があり、往時の繁栄をかいま見ることが出来ます。

山陽道と赤間関街道が交差する宿場町散策

山陽道・赤間関街道中道筋（吉田地区）ガイドウオーク

期　間 2017年９月～１２月の設定日（８回予定）詳細は要問合せ
集合場所 下関市吉田支所

あか まが せき かい どう なか みち すじ よしださん よう どう

料　金 無料
コース 吉田支所 … 奇兵隊陣屋 … 御旅所 … 東行庵 … 御茶屋跡 … 高札場 … 吉田支所解散（5.3km）

■開始時間：10：00　■所要時間：１時間３０分　■定　　員：２０名　■最少催行人数：2名
■アクセス：①JR山陽本線　②山陽自動車道小月ICから約１５分
■駐 車 場：一般有り（下関市吉田支所）、大型バス要問合せ　■ガ イ ド：吉田宿観光ボランティアガイドがご案内　
■予　　約：実施日の７日前まで　■注意事項：解散場所からの回送は各自で対応

江戸時代、萩藩主が、藩内視察をした街道を中心に、川棚温泉までの湯治道「湯谷往還」や狗留孫
山への参詣道をガイドします。コースには、一里塚や駕籠建場、さらには藩主の宿泊や休憩に使われた
本陣跡などもあります。ガイドと一緒にタイムスリップしてみませんか。

枝道となる、湯治道・参詣道コースもあります

赤間関街道・北浦道筋（川棚地区）ガイドウオーク

期　間 ［コース１］2017年９月１０日（日）、１１月１２日（日）
［コース２］2017年９月２４日（日）、１０月２２日（日）、１１月２６日（日）、１２月２４日（日）
［コース３］2017年１０月８日（日）、１２月１０日（日）

集合場所 ［コース１］JR山陰本線 安岡駅前　
［コース２］JR山陰本線 吉見駅前　
［コース３］JR山陰本線 川棚温泉駅前　

あか まが せき かい どう きた うら みち すじ かわたな

料　金

1名あたり500円

■開始時間：［コース１］［コース２］9：30 ［コース３］10：00　　■所要時間：［コース１］2時間30分 ［コース２］3時間30分 ［コース３］6時間　
■定　　員：各コース50名　■最少催行人数：各コース10名
■アクセス：①JR山陰本線（川棚温泉交流センターは、川棚温泉駅よりサンデン交通、川棚温泉バス停下車徒歩5分）　
　　　　　②［コース１］山陽自動車道下関ICから約15分［コース２］山陽自動車道下関ICから約20分［コース３］山陽自動車道下関ICから約30分
■駐 車 場：駅前は送迎用駐車場のため駐車不可　■ガ イ ド：川棚温泉観光ボランティアガイドがご案内　
■予　　約：実施日の７日前まで　■注意事項：解散場所からの回送は各自で対応

お問合せ ［所在地］〒747-0029 山口県防府市松崎町11番19号　［FAX］0835-25-4537
［営業時間］9：00 ～ 17：00　［HP］http://www.kanko-hofu.gr.jp/0835-25-2148

（一社）防府市観光協会

お問合せ ［所在地］〒753-0042 山口県山口市惣太夫町2-1 JR山口駅2階（山口観光コンベンション協会内）　［FAX］083-920-3323
［営業時間］13：00 ～ 17：00（平日）　［HP］http://hagi-okan.yamaguchi-city.jp/083-920-3323

やまぐち萩往還語り部の会事務局
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毛利邸と和文化がコラボします。
ＤＣ特別企画として、日によって、いけばな、盆栽、邦楽など鑑賞できる和文化が異なります。
また、お茶やお菓子をいただいたり、着物体験などの企画も愉しめます。

旧長州藩主 旧毛利家本邸

毛利邸で和を愉しむ

期　間 調整中 場　所 毛利邸（防府市多々良一丁目15-1）
料　金 大人1,000円（国宝展開催中1,200円/博物館入館料、庭園入場料含む）

※別途料金が必要な企画あり

■アクセス：①ＪＲ山陽本線防府駅からバスで6分「毛利本邸入口」下車　②山陽自動車道防府東・西ＩＣから車で約10分
■駐 車 場：一般120台（無料）、大型バス8台（無料）　■ガ イド：有り　■予約：企画により必要

もう り てい

さか もと りょう ま

平成28年11月にオープンした下関市立歴史博物館は、功山寺の向かいに位
置し、城下町長府周辺の観光に便利です。本企画展は、坂本龍馬の没後
150周年を記念して開催されます。下関の人 と々の交流を中心に龍馬の足跡を
紹介します。

下関の人々との交流を中心に龍馬の足跡を紹介

坂本龍馬没後150周年記念展

期　間 2017年10月～ 11月（60日程度） 料　金 未定

萩往還とは、毛利の殿様が参勤交代での御成り道として開かれた、萩～山口～防府をつなぐ
約53kmの街道です。ガイドウォークでは、案内人の語り部のガイドを聞きながら、見どころの
コースを歩きます。語り部と歩いた方には、コースごとに通行台紙へスタンプを押します。
全コース制覇された方には完歩証明書を発行します。

吉田松陰・坂本龍馬など、幕末の志士が駆け抜けた道!

萩往還ガイドウォーキング

期　間 随時 集合場所 コースにより異なる

「朝鮮通信使に関する記録」のユネスコ記憶遺産（世界の記憶）登録
を記念して開催されます。朝鮮通信使を介して構築された日本と韓国
の平和構築の歴史について紹介します。

朝鮮通信使の歴史に焦点をあてた特別展

ユネスコ記憶遺産登録記念
特別展

期　間 2018年1月～ 2月（40日程度）
料　金 未定

ほう ふ てん まん ぐう だい せん ぼう

はぎ おう かん

う

防府市
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萩市、山口市
防府市

物語ISHIN

さか もと りょう ま
下

下関市
物語ISHIN

防府天満宮の参道の両側には明治維新まで九つの社坊があり、
大専坊はその別当があったところで、幕末には、禁門の変の際に
京都へ兵を進めようとした総大将来島又兵衛と、藩主の命を受け
それを止めようとした高杉晋作が激論を交わした場所です。
DC期間中は表門を開放し、大専坊跡の庭を拝観できます。
さらに事前予約で、建物内で特別に昼食をお楽しみいただけます。

歴史の舞台でお食事を楽しむ

防府天満宮大専坊跡

期　間 2017年9月1日～ 12月21日
場　所 防府天満宮大専坊跡（防府市松崎町14-1）
料　金 昼食3,000円

■アクセス：①JR山陽本線防府駅から徒歩約15分　
　　　　　　②山陽自動車道防府東・西ICから約10分　
■駐 車 場：一般800台、大型バス3台　■ガ イド：有り（要予約）　
■予　　約：食事を希望の場合は2週間前までに要予約　

施設名
お問合せ

［所在地］下関市長府川端2-2-27　［開館時間］9：30 ～ 17：00（最終入館16：30）　
［休館日］月曜（祝日の場合開館）、年末年始（12月28日～ 1月4日）　［HP］http://www.shimohaku.jp/083-241-1080

下関市立歴史博物館 お問合せ ［所在地］〒７５９-６３０１ 山口県下関市豊浦町川棚５１８０　［FAX］０８３-７７４-３８５６　
［営業時間］10：00 ～ 20：00（年末年始休業）　［HP］www.toyoura.net/volunteer/index.html０８３-７７4-3855

川棚温泉観光ボランティアガイドの会

お問合せ ［所在地］〒７５０－１１０２ 下関市吉田地方１８１２　［FAX］0８３-２８４-０３３５
［営業時間］13：00 ～ 17：00（平日）　０８３-２８４-０３３５

吉田まちづくり協議会

■アクセス：①JR下関駅からバス25分「城下町長府」下車、徒歩10分　②中国自動車道下関ICから15分　■駐 車 場：一般有り、大型バス無し　■ガ イド：無し

料　金 1団体（2～ 10名）あたり
［コース1］6,000円 ［コース2］11,000円 
［コース3］6,000円 ［コース4］6,000円
※土日祝日を中心に、1人500円のワンコインツアーも開催しています！詳しくはお問い合わせください

コース
［コース1］さわやか萩往還実感コース

［コース2］一升谷の石畳コース

［コース3］一の坂四十二曲りコース

［コース4］三田尻御茶屋コース

涙松跡 … 明木市（エリア萩市／約2時間）

佐々並市 … 明木市（エリア萩市／約4時間）

天花坂口 … 夏木原キャンプ場（エリア山口市～萩市／約2時間）

防府天満宮 … 三田尻英雲荘（エリア防府市／約2時間）

コース
［コース1］

［コース2］

［コース3］

JR山陰本線・安岡駅前 … 赤間関街道・北浦道筋 … JR吉見駅解散（約７Km）

JR山陰本線・吉見駅前 … 赤間関街道・北浦道筋 … 湯谷往還 … 川棚温泉交流センター解散（約11km）

JR山陰本線・川棚温泉駅前 … 湯谷往還・くるそんみち … 赤間関街道・北浦道筋 … JR宇賀本郷駅解散（約16km）

「…」徒歩、  「―」タクシー、  「＝」バス、  「≫」JR、  「～」船、  「→」その他（マイカー・レンタカー等）コースの凡例

■開始時間：応相談　■所要時間：約2～ 4時間（コースにより異なる）　■定　　員：ガイド1名につき10名程度　■最少催行人数：2名　
■アクセス：コースにより異なる　■駐 車 場：一般有り（台数に制限あり）、大型バス応相談　■ガ イド：有り　■予　　約：1週間前まで　
■注意事項：費用には語り部派遣料、語り部交通料が含まれます（施設入館料、交通費は含まれません）

山陽道と赤間関街道が交差する吉田宿は、交通の要所として大名の宿泊や街道を往来す
る旅人が休息する宿や商家などが立ち並ぶ宿場町として賑わって参りました。街道筋には、
勘場や御茶屋、高札場などの史跡があり、往時の繁栄をかいま見ることが出来ます。

山陽道と赤間関街道が交差する宿場町散策

山陽道・赤間関街道中道筋（吉田地区）ガイドウオーク

期　間 2017年９月～１２月の設定日（８回予定）詳細は要問合せ
集合場所 下関市吉田支所

あか まが せき かい どう なか みち すじ よしださん よう どう

料　金 無料
コース 吉田支所 … 奇兵隊陣屋 … 御旅所 … 東行庵 … 御茶屋跡 … 高札場 … 吉田支所解散（5.3km）

■開始時間：10：00　■所要時間：１時間３０分　■定　　員：２０名　■最少催行人数：2名
■アクセス：①JR山陽本線　②山陽自動車道小月ICから約１５分
■駐 車 場：一般有り（下関市吉田支所）、大型バス要問合せ　■ガ イ ド：吉田宿観光ボランティアガイドがご案内　
■予　　約：実施日の７日前まで　■注意事項：解散場所からの回送は各自で対応

江戸時代、萩藩主が、藩内視察をした街道を中心に、川棚温泉までの湯治道「湯谷往還」や狗留孫
山への参詣道をガイドします。コースには、一里塚や駕籠建場、さらには藩主の宿泊や休憩に使われた
本陣跡などもあります。ガイドと一緒にタイムスリップしてみませんか。

枝道となる、湯治道・参詣道コースもあります

赤間関街道・北浦道筋（川棚地区）ガイドウオーク

期　間 ［コース１］2017年９月１０日（日）、１１月１２日（日）
［コース２］2017年９月２４日（日）、１０月２２日（日）、１１月２６日（日）、１２月２４日（日）
［コース３］2017年１０月８日（日）、１２月１０日（日）

集合場所 ［コース１］JR山陰本線 安岡駅前　
［コース２］JR山陰本線 吉見駅前　
［コース３］JR山陰本線 川棚温泉駅前　

あか まが せき かい どう きた うら みち すじ かわたな

料　金

1名あたり500円

■開始時間：［コース１］［コース２］9：30 ［コース３］10：00　　■所要時間：［コース１］2時間30分 ［コース２］3時間30分 ［コース３］6時間　
■定　　員：各コース50名　■最少催行人数：各コース10名
■アクセス：①JR山陰本線（川棚温泉交流センターは、川棚温泉駅よりサンデン交通、川棚温泉バス停下車徒歩5分）　
　　　　　②［コース１］山陽自動車道下関ICから約15分［コース２］山陽自動車道下関ICから約20分［コース３］山陽自動車道下関ICから約30分
■駐 車 場：駅前は送迎用駐車場のため駐車不可　■ガ イ ド：川棚温泉観光ボランティアガイドがご案内　
■予　　約：実施日の７日前まで　■注意事項：解散場所からの回送は各自で対応

お問合せ ［所在地］〒747-0029 山口県防府市松崎町11番19号　［FAX］0835-25-4537
［営業時間］9：00 ～ 17：00　［HP］http://www.kanko-hofu.gr.jp/0835-25-2148

（一社）防府市観光協会

お問合せ ［所在地］〒753-0042 山口県山口市惣太夫町2-1 JR山口駅2階（山口観光コンベンション協会内）　［FAX］083-920-3323
［営業時間］13：00 ～ 17：00（平日）　［HP］http://hagi-okan.yamaguchi-city.jp/083-920-3323

やまぐち萩往還語り部の会事務局
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津和野町
物語ISHIN

お問合せ ［所在地］〒７５３-００８６ 山口県山口市中市町1-10　［FAX］０８３-９２１-１５５５　
［営業時間］8：30 ～ 17：00　［山口商工会議所HP］http://www.yamacci.or.jp/ ［お宝展HP］otakaraten.com/０８３-９２５-２３００

山口商工会議所

場所
お問合せ

［所在地］〒753－0091　山口県山口市天花1丁目2-7　［FAX］083-934-3360
［営業時間］9：00 ～ 17：00　［HP］http://www.c-able.ne.jp/̃saikou/index.htm083-934-3312

山口市菜香亭

お問合せ ［所在地］〒753-0214 山口県山口市大内御堀971-1　［FAX］083-922-2368　
［営業時間］8：00 ～ 18：00

083-922-2368田原屋
お問合せ ［所在地］〒753-0042 山口県山口市惣太夫町9-26　［FAX］083-922-5775　

［営業時間］9：00 ～ 18：00　［HP］www.hondaya-uiro.com

083-922-2335株式会社 本多屋 本社工場

お問合せ ［所在地］〒699-5605 島根県鹿足郡津和野町後田イ71-2　［FAX］0856-72-1191
［営業時間］9：00 ～ 17：00　［HP］http://tsuwano-kanko.net/

0856-72-1771（一社）津和野町観光協会
場所

お問合せ

［所在地］〒699-5605 津和野町後田ロ253　［FAX］0856-72-3105
［営業時間］8：00～ 18：00（年末年始は24時間）　［HP］http://taikodani.jp/

0856-72-0219太皷谷稲成神社

［所在地］〒699-5605 津和野町後田ロ107　［営業時間］8：30～ 17：00　
0856-72-0137永明寺お問合せ ［所在地］〒753-0048 山口県山口市駅通り1丁目5-10　

［営業時間］8：00 ～ 19：00　［HP］mihorido@eagle.ocn.ne.jp

083-902-3880御堀堂
お問合せ ［所在地］〒753-0214 山口県山口市大内御堀33　［FAX］083-922-6360　

［営業時間］7：00 ～ 19：00　［HP］http://www.toushirou.info/index.html

083-925-2882豆子郎

津和野百景図に描かれた幕末の風景が、いきいきと息づく津和野町。
鷺舞や流鏑馬など脈 と々続く伝統行事や重伝建地区の本町通や殿町、津和野城跡などの史跡を巡りな
がら、日本遺産のストーリーでガイドします。もっと深く津和野の町を楽しめるまち歩きガイドです。

ＤＣ期間中、特別御朱印を日本遺産認定のきっかけになった百景
図に描かれている神社・お寺にて、期間限定で発行します。

今も津和野に生きる、幕末の風景や営みを探しにいこう

津和野今昔～百景図を歩く～ 日本遺産ウォーク

期　間 2017年9月～ 11月第2土曜
集合場所 津和野町観光協会（津和野町後田イ71-2）

つ わ の

百景図に描かれている神社・お寺で期間限定発行

ＤＣ期間限定 
特別御朱印発行

ご しゅ いん

料　金 500円（おやつ代等）※施設の入館料、拝観料別途必要
期　間 2017年9月～ 12月 料　金 300円

コース 百景図にある箇所をめぐるコース

■開始時間：13：00　■所要時間：約2時間　■定　　員：２０名　■最少催行人数：1名
■アクセス：①JR津和野駅から徒歩1分　②中国自動車道小郡ICから9号線を約75分/六日市ICから約60分
■駐 車 場：一般有り（有料）、大型バス有り（有料）　■ガ イ ド：有り　■予　　約：不要　■注意事項：内容については要確認

■アクセス：［稲成神社］①JR津和野駅から徒歩30分  ②津和野駅から車で15分
　　　　　　［永明寺］①JR津和野駅から徒歩15分  ②津和野駅から車で5分　
■駐 車 場：一般有り、大型バス有り（稲成神社のみ）　■ガ イ ド：無し　　
■注意事項：永明寺は要相談（臨時休業有り）

山口市
物語ISHIN

「山口お宝展」は、山口市内に残る貴重な歴史的・文化的遺産をご覧いただくとともに、公共施
設、民間施設の参加協力のもと、お宝展開催期間にしか見る事ができないお宝を公開します。
特別企画として、国宝・瑠璃光寺五重塔の内陣公開を行います。

期間限定でお宝を大公開 山口お宝展 期　間 2017年10月1日～ 31日
（内陣公開は期間中の日曜のみ）

場　所 山口市内
料　金 お宝展示会場（施設）により異なる

■アクセス：お宝展示会場（施設）により異なる　■駐 車 場：お宝展示会場（施設）により異なる　■ガ イド：有り（お宝展示会場（施設）により異なる）

山口市菜香亭では、着物体験を実施しています。山口の風情ある街並
みを着物姿で歩いてみませんか。
着物の他にも、羽織・袴で幕末志士にも扮装できます。ご利用は事前予
約制ですので、ご希望日の前日午前中までに菜香亭へご予約下さい。

山口市菜香亭の着物体験

山口の街並みを
着物で歩こう

期　間 通年（火曜休館）
期　間 通年（火曜休館）
料　金 ［着　　物］2時間未満2,570円、1日中3,600円

［浴　　衣］1日中2,570円
［幕末志士］2時間未満3,570円、1日中4,600円

料　金

［大広間貸切］上の間4,860円、中の間4,210円（冷暖房別途）
［観 覧 の み］大広間・展示室入館料大人100円、小人50円
［ケイタリング］平成大内御膳弁当3,600円、弁当仕出し432円～

■アクセス：①JR山口駅からバスで野田学園前バス停下車、徒歩2分　②中国自動車道山口ICから車で15分／小郡ICから車で20分　■駐 車 場：一般64台（無料）、大型バス3台（無料）

山口市菜香亭は、明治10年から多くの人々に親しまれてきた料亭「祗園菜
香亭」を移築した施設。古い日本料亭の特徴を示す100畳敷の大広間には
井上馨、伊藤博文や山口県出身の総理大臣などが揮毫した扁額があり、歴
史の歩みを感じながらケイタリングによる食事も可能です。（要予約/大広間
貸切は17：00～22：00、他の貸室は9：00～22：00貸切可/大内義興が足
利義稙をもてなしたお料理を再現した「平成大内御膳弁当」も利用可能）

かつての歴史ある料亭で食事体験

山口市菜香亭で歴史体験

■開始時間：9:00 ～ 17:00　■所要時間：着付け所要時間約30分　
■定　　員：女性30名（ゆかた30名）、男性7名（ゆかた12名）、幕末志士（袴）5名　
■最少催行人数：1名　■予　　約：前日午前中まで　■ガ イ ド：着付け師による着付け

さい こう てい

作業場で手づくりの様子を間近で見学。蒸し上がった後は出来立てを試食し、新た
な魅力に触れることができます。事前予約（8：00～15：00受取）をすれば、極力時
間を調整して蒸し上げたものを提供可

間近で見て・食べて山口外郎のおいしさ体感

山口外郎
作業場見学＆蒸し立て試食

期　間 2017年9月～ 12月
期　間 2017年9月～ 12月

期　間 2017年9月～ 12月

場　所 田原屋本店（山口市大内御堀971-1 ）
料　金 無料

期　間 2017年9月～ 12月
料　金 1組当たり1,500円程度未定

■開始時間：8：00 ～　■所要時間：60分　■定　　員：最大25名　■最少催行人数：10名
■アクセス：中国自動車道山口ICから車で10分
■駐 車 場：一般有り　■ガ イド：有り　■予　　約：必要　

うい ろう

室町時代、福田屋で初めて作られたといわれている山口外郎。
その伝統製法を受け継いでいる御堀堂で山口外郎の歴史を伺います。
昭和初期、街道筋にあった福田屋では多くの人が行きかい、ひと休みに番茶で外郎
を楽しんできました。今と違い大きな外郎をくしと糸で切り分け、店の前で豪快に食べ
ていたということです。この度その昔の食べ方を再現！五感で外郎の歴史を感じること
ができます。

昭和初期以前の食べ方で外郎の歴史を味わう

外郎の歴史を五感で体感

場　所 御堀堂（山口市駅通り1丁目5-10）

■開始時間：8：00 ～　■所要時間：15分～ 30分　■定　　員：要相談　■最少催行人数：3名
■アクセス：ＪＲ山口駅から徒歩3分　■駐 車 場：一般有り　
■ガ イド：有り（切り方の指導と山口外郎の説明）　■予　　約：７日前までに要申込　

うい ろう

材料を混ぜ合わせ小豆、栗などをトッピングしてオリジナル外郎を作ります。
作りたての自分だけの味を楽しむことができます。

オリジナルの山口外郎を作ろう

山口外郎
手作り体験

場　所 本多屋 懐古庵 本店（山口市駅通り1-4-5）
料　金 1人500円

■開始時間：9：00 ～　■所要時間：15分～30分（お渡しは体験終了約1時間後）　■定　　員：最大7名　
■最少催行人数：3名　■アクセス：JR山口駅から徒歩3分　■駐 車 場：一般10台　
■ガ イド：有り　■予　　約：5日前までに本多屋懐古庵本店（083-925-1600）に要申込　
■注意事項：作った外郎は体験後約1時間後のお渡しとなるため、お待ちいただくか湯田温泉宿泊の場合は宿泊先にお届けします

うい ろう

ＤＶＤで製造工程などを学んで、外郎から生まれた豆子郎のおいしさの秘密を探りま
す（DVD視聴については要相談※規模や時期等で受け入れ検討）。
その後、四季折々が楽しめる大きなお庭を眺めながら、ゆったりと試食を楽しむことが
できます。

お茶と試食でお庭観賞も。ひと休みにもどうぞ

外郎から生まれた豆子郎の
秘密を探ろう

場　所 豆子郎 本店（山口市大内御堀33）
料　金 無料

■開始時間：7：00 ～　■所要時間：ー　■定　　員：要相談　■最少催行人数：1名　
■アクセス：中国自動車道山口ICから車で10分　■駐 車 場：一般有り、大型バス4台　■ガ イド：有り　
■予　　約：必要　

うい ろう とう し ろう

写真はイメージです
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物語ISHIN

お問合せ ［所在地］〒７５３-００８６ 山口県山口市中市町1-10　［FAX］０８３-９２１-１５５５　
［営業時間］8：30 ～ 17：00　［山口商工会議所HP］http://www.yamacci.or.jp/ ［お宝展HP］otakaraten.com/０８３-９２５-２３００

山口商工会議所

場所
お問合せ

［所在地］〒753－0091　山口県山口市天花1丁目2-7　［FAX］083-934-3360
［営業時間］9：00 ～ 17：00　［HP］http://www.c-able.ne.jp/̃saikou/index.htm083-934-3312

山口市菜香亭

お問合せ ［所在地］〒753-0214 山口県山口市大内御堀971-1　［FAX］083-922-2368　
［営業時間］8：00 ～ 18：00

083-922-2368田原屋
お問合せ ［所在地］〒753-0042 山口県山口市惣太夫町9-26　［FAX］083-922-5775　

［営業時間］9：00 ～ 18：00　［HP］www.hondaya-uiro.com

083-922-2335株式会社 本多屋 本社工場

お問合せ ［所在地］〒699-5605 島根県鹿足郡津和野町後田イ71-2　［FAX］0856-72-1191
［営業時間］9：00 ～ 17：00　［HP］http://tsuwano-kanko.net/

0856-72-1771（一社）津和野町観光協会
場所

お問合せ

［所在地］〒699-5605 津和野町後田ロ253　［FAX］0856-72-3105
［営業時間］8：00～ 18：00（年末年始は24時間）　［HP］http://taikodani.jp/

0856-72-0219太皷谷稲成神社

［所在地］〒699-5605 津和野町後田ロ107　［営業時間］8：30～ 17：00　
0856-72-0137永明寺お問合せ ［所在地］〒753-0048 山口県山口市駅通り1丁目5-10　

［営業時間］8：00 ～ 19：00　［HP］mihorido@eagle.ocn.ne.jp

083-902-3880御堀堂
お問合せ ［所在地］〒753-0214 山口県山口市大内御堀33　［FAX］083-922-6360　

［営業時間］7：00 ～ 19：00　［HP］http://www.toushirou.info/index.html

083-925-2882豆子郎

津和野百景図に描かれた幕末の風景が、いきいきと息づく津和野町。
鷺舞や流鏑馬など脈 と々続く伝統行事や重伝建地区の本町通や殿町、津和野城跡などの史跡を巡りな
がら、日本遺産のストーリーでガイドします。もっと深く津和野の町を楽しめるまち歩きガイドです。

ＤＣ期間中、特別御朱印を日本遺産認定のきっかけになった百景
図に描かれている神社・お寺にて、期間限定で発行します。

今も津和野に生きる、幕末の風景や営みを探しにいこう

津和野今昔～百景図を歩く～ 日本遺産ウォーク

期　間 2017年9月～ 11月第2土曜
集合場所 津和野町観光協会（津和野町後田イ71-2）

つ わ の

百景図に描かれている神社・お寺で期間限定発行

ＤＣ期間限定 
特別御朱印発行

ご しゅ いん

料　金 500円（おやつ代等）※施設の入館料、拝観料別途必要
期　間 2017年9月～ 12月 料　金 300円

コース 百景図にある箇所をめぐるコース

■開始時間：13：00　■所要時間：約2時間　■定　　員：２０名　■最少催行人数：1名
■アクセス：①JR津和野駅から徒歩1分　②中国自動車道小郡ICから9号線を約75分/六日市ICから約60分
■駐 車 場：一般有り（有料）、大型バス有り（有料）　■ガ イ ド：有り　■予　　約：不要　■注意事項：内容については要確認

■アクセス：［稲成神社］①JR津和野駅から徒歩30分  ②津和野駅から車で15分
　　　　　　［永明寺］①JR津和野駅から徒歩15分  ②津和野駅から車で5分　
■駐 車 場：一般有り、大型バス有り（稲成神社のみ）　■ガ イ ド：無し　　
■注意事項：永明寺は要相談（臨時休業有り）

山口市
物語ISHIN

「山口お宝展」は、山口市内に残る貴重な歴史的・文化的遺産をご覧いただくとともに、公共施
設、民間施設の参加協力のもと、お宝展開催期間にしか見る事ができないお宝を公開します。
特別企画として、国宝・瑠璃光寺五重塔の内陣公開を行います。

期間限定でお宝を大公開 山口お宝展 期　間 2017年10月1日～ 31日
（内陣公開は期間中の日曜のみ）

場　所 山口市内
料　金 お宝展示会場（施設）により異なる

■アクセス：お宝展示会場（施設）により異なる　■駐 車 場：お宝展示会場（施設）により異なる　■ガ イド：有り（お宝展示会場（施設）により異なる）

山口市菜香亭では、着物体験を実施しています。山口の風情ある街並
みを着物姿で歩いてみませんか。
着物の他にも、羽織・袴で幕末志士にも扮装できます。ご利用は事前予
約制ですので、ご希望日の前日午前中までに菜香亭へご予約下さい。

山口市菜香亭の着物体験

山口の街並みを
着物で歩こう

期　間 通年（火曜休館）
期　間 通年（火曜休館）
料　金 ［着　　物］2時間未満2,570円、1日中3,600円

［浴　　衣］1日中2,570円
［幕末志士］2時間未満3,570円、1日中4,600円

料　金

［大広間貸切］上の間4,860円、中の間4,210円（冷暖房別途）
［観 覧 の み］大広間・展示室入館料大人100円、小人50円
［ケイタリング］平成大内御膳弁当3,600円、弁当仕出し432円～

■アクセス：①JR山口駅からバスで野田学園前バス停下車、徒歩2分　②中国自動車道山口ICから車で15分／小郡ICから車で20分　■駐 車 場：一般64台（無料）、大型バス3台（無料）

山口市菜香亭は、明治10年から多くの人々に親しまれてきた料亭「祗園菜
香亭」を移築した施設。古い日本料亭の特徴を示す100畳敷の大広間には
井上馨、伊藤博文や山口県出身の総理大臣などが揮毫した扁額があり、歴
史の歩みを感じながらケイタリングによる食事も可能です。（要予約/大広間
貸切は17：00～22：00、他の貸室は9：00～22：00貸切可/大内義興が足
利義稙をもてなしたお料理を再現した「平成大内御膳弁当」も利用可能）

かつての歴史ある料亭で食事体験

山口市菜香亭で歴史体験

■開始時間：9:00 ～ 17:00　■所要時間：着付け所要時間約30分　
■定　　員：女性30名（ゆかた30名）、男性7名（ゆかた12名）、幕末志士（袴）5名　
■最少催行人数：1名　■予　　約：前日午前中まで　■ガ イ ド：着付け師による着付け

さい こう てい

作業場で手づくりの様子を間近で見学。蒸し上がった後は出来立てを試食し、新た
な魅力に触れることができます。事前予約（8：00～15：00受取）をすれば、極力時
間を調整して蒸し上げたものを提供可

間近で見て・食べて山口外郎のおいしさ体感

山口外郎
作業場見学＆蒸し立て試食

期　間 2017年9月～ 12月
期　間 2017年9月～ 12月

期　間 2017年9月～ 12月

場　所 田原屋本店（山口市大内御堀971-1 ）
料　金 無料

期　間 2017年9月～ 12月
料　金 1組当たり1,500円程度未定

■開始時間：8：00 ～　■所要時間：60分　■定　　員：最大25名　■最少催行人数：10名
■アクセス：中国自動車道山口ICから車で10分
■駐 車 場：一般有り　■ガ イド：有り　■予　　約：必要　

うい ろう

室町時代、福田屋で初めて作られたといわれている山口外郎。
その伝統製法を受け継いでいる御堀堂で山口外郎の歴史を伺います。
昭和初期、街道筋にあった福田屋では多くの人が行きかい、ひと休みに番茶で外郎
を楽しんできました。今と違い大きな外郎をくしと糸で切り分け、店の前で豪快に食べ
ていたということです。この度その昔の食べ方を再現！五感で外郎の歴史を感じること
ができます。

昭和初期以前の食べ方で外郎の歴史を味わう

外郎の歴史を五感で体感

場　所 御堀堂（山口市駅通り1丁目5-10）

■開始時間：8：00 ～　■所要時間：15分～ 30分　■定　　員：要相談　■最少催行人数：3名
■アクセス：ＪＲ山口駅から徒歩3分　■駐 車 場：一般有り　
■ガ イド：有り（切り方の指導と山口外郎の説明）　■予　　約：７日前までに要申込　

うい ろう

材料を混ぜ合わせ小豆、栗などをトッピングしてオリジナル外郎を作ります。
作りたての自分だけの味を楽しむことができます。

オリジナルの山口外郎を作ろう

山口外郎
手作り体験

場　所 本多屋 懐古庵 本店（山口市駅通り1-4-5）
料　金 1人500円

■開始時間：9：00 ～　■所要時間：15分～30分（お渡しは体験終了約1時間後）　■定　　員：最大7名　
■最少催行人数：3名　■アクセス：JR山口駅から徒歩3分　■駐 車 場：一般10台　
■ガ イド：有り　■予　　約：5日前までに本多屋懐古庵本店（083-925-1600）に要申込　
■注意事項：作った外郎は体験後約1時間後のお渡しとなるため、お待ちいただくか湯田温泉宿泊の場合は宿泊先にお届けします

うい ろう

ＤＶＤで製造工程などを学んで、外郎から生まれた豆子郎のおいしさの秘密を探りま
す（DVD視聴については要相談※規模や時期等で受け入れ検討）。
その後、四季折々が楽しめる大きなお庭を眺めながら、ゆったりと試食を楽しむことが
できます。

お茶と試食でお庭観賞も。ひと休みにもどうぞ

外郎から生まれた豆子郎の
秘密を探ろう

場　所 豆子郎 本店（山口市大内御堀33）
料　金 無料

■開始時間：7：00 ～　■所要時間：ー　■定　　員：要相談　■最少催行人数：1名　
■アクセス：中国自動車道山口ICから車で10分　■駐 車 場：一般有り、大型バス4台　■ガ イド：有り　
■予　　約：必要　

うい ろう とう し ろう

写真はイメージです
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「伊藤ドラマ第3編」岩国市
物語ISHIN

岩国市
物語ISHIN

柳井市
物語ISHIN

柳井市
物語ISHIN

岩国市
物語ISHIN

初代内閣総理大臣に任命後、大日本帝国憲法の制定や不平等条約の改正など、近代
化に取り組む当時の時代の流れを伊藤公の言動から紹介します。

明治維新150年
カウントダウン記念企画展

お問合せ ［所在地］〒740-8585 山口県岩国市今津町1-14-51　［FAX］0827-22-2866　
［営業時間］8：30 ～ 17：15　［HP］http://kankou.iwakuni-city.net/0827-29-5116

岩国市観光振興課

場所
お問合せ

［所在地］〒742-0021 山口県柳井市柳井3700-8　［FAX］0820-23-2490　
［営業時間］9：00 ～ 17：00　［休館日］火曜（祝日の場合翌日）、年末年始　［HP］http://www.city-yanai.jp/0820-23-2490

やない西蔵

お問合せ ［所在地］〒741-0081 山口県岩国市横山二丁目4-32（五橋文庫）　
［営業時間］10：00 ～ 16：00（予定）　090-4655-2990

西扉印会岩国支部（大石）

旅の記念に、錦帯橋近くで自分だけの印鑑を彫ってみよう！
錦帯橋創建のヒントとなった絵図を岩国に持ち寄った中国の僧「独立性易（どくりゅう・しょうえき）弾師」
は、実は、日本で篆刻を広く伝えた人です。そんな独立弾師ゆかりの地である岩国で、歴史を思い寄
せながらオリジナルの篆刻体験（印鑑づくり体験）を行います。

作ってみようオリジナル印! 篆刻体験

期　間 2017年9月～ 12月予定
場　所 岩国市観光交流所「本家 松がね」（3月末オープン）

てん こく

料　金 1,000円
■開始時間：10：00 ～ 15：00　■所要時間：30分程度　■定　　員：20名　■最少催行人数：ー
■アクセス：①ＪＲ山陽本線岩国駅から錦帯橋行きバス「錦帯橋」下車徒歩約5分　②山陽自動車道岩国ＩＣから約10分
■駐 車 場：無し　■ガ イ ド：有り（体験の説明）　
■予　　約：不要（団体の場合は事前連絡でスムーズな対応可能）　

岩国市
物語ISHIN

柳井市
物語ISHIN

錦帯橋の下河原にて岩国藩鉄砲隊保存会による訓練が実施されます。
発砲音が河原に轟く迫力ある演武を間近に見学することができます。
元日には、「岩国藩鉄砲隊初放し」が実施されます。

岩国の歴史ある伝統行事!迫力の鉄砲隊演武!

岩国藩鉄砲隊 訓練披露・初放し
期　間 ［訓練披露］2017年9月～ 11月の日曜のうち月2回予定

［初放し演武］2018年1月1日（月）
場　所 岩国市岩国 錦帯橋下河原予定 料　金 無料

■アクセス：①ＪＲ山陽本線岩国駅から錦帯橋行きバス「錦帯橋」下車、徒歩1分  ②山陽自動車道岩国ＩＣから約10分　
■駐 車 場：一般500台（平日無料/土日祝 1日300円）、大型バス20台（1日1,000円）　■ガ イ ド：無し　

■アクセス：①JR柳井駅下車徒歩10分  ②山陽自動車道玖珂ICから約20分　■駐 車 場：一般有り（周辺観光駐車場利用）、大型バス有り（白壁ふれあい広場）　

第１２代岩国藩主 吉川経幹（きっかわつねまさ）は、幕府軍が長州を総攻撃する「第
一次長州征討」を回避するために、総督の徳川慶勝や参媒の西郷隆盛らと交渉す
るなど、長州を守るために奔走しました。そんな、「明治維新の真の立役者」である、
経幹にまつわる品 を々展示しています。

歴史に触れ「和」のアートを楽しむ!

吉川史料館 吉川経幹展
きっ かわ きっ かわ つね まさ

鎌倉時代初期、青江為次作 正治2年（1200）正月20日、吉川2代友兼が梶原景時
一族討伐の際、実際に使用したものを展示します。

歴史に触れ「和」のアートを楽しむ!国宝を展示

吉川史料館 国宝・狐ヶ崎太刀の展示
きっ かわ きつね が さきの た ち

いわ くに

施設名
お問合せ

［所在地］岩国市横山2-7-3　［開館時間］9：00 ～ 17：00（入館は16：30まで）　
［休館日］水曜（祝日の場合翌日休館）　［HP］http://www.sky.icn-tv.ne.jp/̃kikkawa7/0827-41-1010

吉川史料館

■アクセス：①ＪＲ山陽本線岩国駅から錦帯橋行きバス「錦帯橋」下車、徒歩10分　②山陽自動車道岩国ＩＣから約10分　■駐 車 場：一般約10台（無料）、大型バス無し　■ガ イド：無し

施設名
お問合せ

［所在地］光市大字束荷2250番地1　［開館時間］9：00～17：00（入館は16：30まで）　
［休館日］月曜（ただし祝日の場合翌日）　［HP］http://www.city.hikari.lg.jp/kyouiku/bunka/ito-museum.html０８２０-４８-１６２３

伊藤公資料館

■アクセス：①山陽本線岩田駅下車、タクシー約5分または市営バス約8分で伊藤公記念公園下車すぐ　②山陽自動車道熊毛ICから約１０分　■駐 車 場：一般15台、大型バス2台　■ガ イド：展示解説（受付にて要依頼）

期　間 2017年9月22日（金）～ 12月24日（日）

期　間 2017年9月22日（金）～ 11月26日（日）
料　金 大人500円、大学・高校生300円、小中学生200円、身障者半額

赤と白のすっきりとした胴体に、パッチリと黒い目を開いたおどけた顔の「金魚ちょうちん」は、こどもにも大人にも大人気！世界でたったひとつの金魚ちょうちんを作ってみませんか？
柄入れと目・ひれ・尾ひれ貼付けで完成のお急ぎコースに、色付け（赤・青・黄のいずれか）工程が加わったじっくりコース、さらに和紙貼り、ろう引きの工程が加わった職人
コースと、3つのコースをご用意しました。
また、江戸時代に栄え、大正時代には幻の織物となった伝統的織物「柳井縞」の機織体験では、10cm角のコースターを織ることができます。

やない西蔵で柳井の伝統を体感

オリジナル金魚ちょうちん作り・柳井縞機織体験
やな い じま

期　間 ［金魚ちょうちん］2017年9月～12月（お急ぎコースは通年）  ［柳井縞］通年
料　金 ［金魚ちょうちん］お急ぎコース900円、じっくりコース1,000円、職人コース2,000円　［柳井縞］300円

■開始時間：［金魚ちょうちん］9：00 ～ ［柳井縞］13：00 ～　■所要時間：［金魚ちょうちん］お急ぎコース約30分、じっくりコース約2時間、職人コース約4時間 ［柳井縞］約30分　
■定　　員：［金魚ちょうちん］25名（全員が同一コースの場合） ［柳井縞］5名　■最少催行人数：1名　■予　　約：［金魚ちょうちん］原則予約 ［柳井縞］5名以上は要予約　■ガ イ ド：体験指導　

柳井縞でまち歩き
やな い じま

江戸時代に栄え、大正時代には幻の織物となった「柳井縞」を現代に復活。
「柳井縞」の着物を着て、室町時代の町割りと伝統が残る白壁の町並みをそぞろ歩きしてみませんか？
手ぶらでお越しいただけるプランです。

伝統をまとい、伝統を歩く

期　間 2017年9月～ 12月の土曜・日曜
料　金 大人5,000円、子ども用2,500円（着付け料込）

■開始時間：［受付時間］13：00 ～ 16：00　■所要時間：着付け約30分　■定　　員：大人男性3名、女性6名/子ども男女各1名　
■最少催行人数：1名　■予　　約：1ヶ月前までに要予約、日程により対応できない場合あり　■ガ イ ド：着付け指導　
■注意事項：16：00時までに返却

オリジナル柳井縞グッズ作成
やな い じま

好みの生地を選び、自分好みの柳井縞グッズを製作してもらうことができます。製作期間は約１ケ月で、製作完了後はご指定の送付先にお届
けします。【製品例】丸底バッグ、コースター、ティッシュケース、巾着、ブックカバー、ポーチ、ランチョンマットなど（商品のお渡しは後日発送）

生地を選んでオリジナルの柳井縞グッズを手に入れよう

期　間 2017年9月～12月 13：00～17：00 料　金 480円～3,500円 送料別途（～300円）

期　間 2017年9月2日（土）～ 11月26日（日）
料　金 250円（200円）、高校生以下無料  （　）内は団体料金

障害者手帳をお持ちの方及び付き添いの方無料

展

光　市
物語ISHIN
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物語ISHIN

岩国市
物語ISHIN

柳井市
物語ISHIN

柳井市
物語ISHIN

岩国市
物語ISHIN

初代内閣総理大臣に任命後、大日本帝国憲法の制定や不平等条約の改正など、近代
化に取り組む当時の時代の流れを伊藤公の言動から紹介します。

明治維新150年
カウントダウン記念企画展

お問合せ ［所在地］〒740-8585 山口県岩国市今津町1-14-51　［FAX］0827-22-2866　
［営業時間］8：30 ～ 17：15　［HP］http://kankou.iwakuni-city.net/0827-29-5116

岩国市観光振興課

場所
お問合せ

［所在地］〒742-0021 山口県柳井市柳井3700-8　［FAX］0820-23-2490　
［営業時間］9：00 ～ 17：00　［休館日］火曜（祝日の場合翌日）、年末年始　［HP］http://www.city-yanai.jp/0820-23-2490

やない西蔵

お問合せ ［所在地］〒741-0081 山口県岩国市横山二丁目4-32（五橋文庫）　
［営業時間］10：00 ～ 16：00（予定）　090-4655-2990

西扉印会岩国支部（大石）

旅の記念に、錦帯橋近くで自分だけの印鑑を彫ってみよう！
錦帯橋創建のヒントとなった絵図を岩国に持ち寄った中国の僧「独立性易（どくりゅう・しょうえき）弾師」
は、実は、日本で篆刻を広く伝えた人です。そんな独立弾師ゆかりの地である岩国で、歴史を思い寄
せながらオリジナルの篆刻体験（印鑑づくり体験）を行います。

作ってみようオリジナル印! 篆刻体験

期　間 2017年9月～ 12月予定
場　所 岩国市観光交流所「本家 松がね」（3月末オープン）

てん こく

料　金 1,000円
■開始時間：10：00 ～ 15：00　■所要時間：30分程度　■定　　員：20名　■最少催行人数：ー
■アクセス：①ＪＲ山陽本線岩国駅から錦帯橋行きバス「錦帯橋」下車徒歩約5分　②山陽自動車道岩国ＩＣから約10分
■駐 車 場：無し　■ガ イ ド：有り（体験の説明）　
■予　　約：不要（団体の場合は事前連絡でスムーズな対応可能）　

岩国市
物語ISHIN

柳井市
物語ISHIN

錦帯橋の下河原にて岩国藩鉄砲隊保存会による訓練が実施されます。
発砲音が河原に轟く迫力ある演武を間近に見学することができます。
元日には、「岩国藩鉄砲隊初放し」が実施されます。

岩国の歴史ある伝統行事!迫力の鉄砲隊演武!

岩国藩鉄砲隊 訓練披露・初放し
期　間 ［訓練披露］2017年9月～ 11月の日曜のうち月2回予定

［初放し演武］2018年1月1日（月）
場　所 岩国市岩国 錦帯橋下河原予定 料　金 無料

■アクセス：①ＪＲ山陽本線岩国駅から錦帯橋行きバス「錦帯橋」下車、徒歩1分  ②山陽自動車道岩国ＩＣから約10分　
■駐 車 場：一般500台（平日無料/土日祝 1日300円）、大型バス20台（1日1,000円）　■ガ イ ド：無し　

■アクセス：①JR柳井駅下車徒歩10分  ②山陽自動車道玖珂ICから約20分　■駐 車 場：一般有り（周辺観光駐車場利用）、大型バス有り（白壁ふれあい広場）　

第１２代岩国藩主 吉川経幹（きっかわつねまさ）は、幕府軍が長州を総攻撃する「第
一次長州征討」を回避するために、総督の徳川慶勝や参媒の西郷隆盛らと交渉す
るなど、長州を守るために奔走しました。そんな、「明治維新の真の立役者」である、
経幹にまつわる品 を々展示しています。

歴史に触れ「和」のアートを楽しむ!

吉川史料館 吉川経幹展
きっ かわ きっ かわ つね まさ

鎌倉時代初期、青江為次作 正治2年（1200）正月20日、吉川2代友兼が梶原景時
一族討伐の際、実際に使用したものを展示します。

歴史に触れ「和」のアートを楽しむ!国宝を展示

吉川史料館 国宝・狐ヶ崎太刀の展示
きっ かわ きつね が さきの た ち

いわ くに

施設名
お問合せ

［所在地］岩国市横山2-7-3　［開館時間］9：00 ～ 17：00（入館は16：30まで）　
［休館日］水曜（祝日の場合翌日休館）　［HP］http://www.sky.icn-tv.ne.jp/̃kikkawa7/0827-41-1010

吉川史料館

■アクセス：①ＪＲ山陽本線岩国駅から錦帯橋行きバス「錦帯橋」下車、徒歩10分　②山陽自動車道岩国ＩＣから約10分　■駐 車 場：一般約10台（無料）、大型バス無し　■ガ イド：無し

施設名
お問合せ

［所在地］光市大字束荷2250番地1　［開館時間］9：00～17：00（入館は16：30まで）　
［休館日］月曜（ただし祝日の場合翌日）　［HP］http://www.city.hikari.lg.jp/kyouiku/bunka/ito-museum.html０８２０-４８-１６２３

伊藤公資料館

■アクセス：①山陽本線岩田駅下車、タクシー約5分または市営バス約8分で伊藤公記念公園下車すぐ　②山陽自動車道熊毛ICから約１０分　■駐 車 場：一般15台、大型バス2台　■ガ イド：展示解説（受付にて要依頼）

期　間 2017年9月22日（金）～ 12月24日（日）

期　間 2017年9月22日（金）～ 11月26日（日）
料　金 大人500円、大学・高校生300円、小中学生200円、身障者半額

赤と白のすっきりとした胴体に、パッチリと黒い目を開いたおどけた顔の「金魚ちょうちん」は、こどもにも大人にも大人気！世界でたったひとつの金魚ちょうちんを作ってみませんか？
柄入れと目・ひれ・尾ひれ貼付けで完成のお急ぎコースに、色付け（赤・青・黄のいずれか）工程が加わったじっくりコース、さらに和紙貼り、ろう引きの工程が加わった職人
コースと、3つのコースをご用意しました。
また、江戸時代に栄え、大正時代には幻の織物となった伝統的織物「柳井縞」の機織体験では、10cm角のコースターを織ることができます。

やない西蔵で柳井の伝統を体感

オリジナル金魚ちょうちん作り・柳井縞機織体験
やな い じま

期　間 ［金魚ちょうちん］2017年9月～12月（お急ぎコースは通年）  ［柳井縞］通年
料　金 ［金魚ちょうちん］お急ぎコース900円、じっくりコース1,000円、職人コース2,000円　［柳井縞］300円

■開始時間：［金魚ちょうちん］9：00 ～ ［柳井縞］13：00 ～　■所要時間：［金魚ちょうちん］お急ぎコース約30分、じっくりコース約2時間、職人コース約4時間 ［柳井縞］約30分　
■定　　員：［金魚ちょうちん］25名（全員が同一コースの場合） ［柳井縞］5名　■最少催行人数：1名　■予　　約：［金魚ちょうちん］原則予約 ［柳井縞］5名以上は要予約　■ガ イ ド：体験指導　

柳井縞でまち歩き
やな い じま

江戸時代に栄え、大正時代には幻の織物となった「柳井縞」を現代に復活。
「柳井縞」の着物を着て、室町時代の町割りと伝統が残る白壁の町並みをそぞろ歩きしてみませんか？
手ぶらでお越しいただけるプランです。

伝統をまとい、伝統を歩く

期　間 2017年9月～ 12月の土曜・日曜
料　金 大人5,000円、子ども用2,500円（着付け料込）

■開始時間：［受付時間］13：00 ～ 16：00　■所要時間：着付け約30分　■定　　員：大人男性3名、女性6名/子ども男女各1名　
■最少催行人数：1名　■予　　約：1ヶ月前までに要予約、日程により対応できない場合あり　■ガ イ ド：着付け指導　
■注意事項：16：00時までに返却

オリジナル柳井縞グッズ作成
やな い じま

好みの生地を選び、自分好みの柳井縞グッズを製作してもらうことができます。製作期間は約１ケ月で、製作完了後はご指定の送付先にお届
けします。【製品例】丸底バッグ、コースター、ティッシュケース、巾着、ブックカバー、ポーチ、ランチョンマットなど（商品のお渡しは後日発送）

生地を選んでオリジナルの柳井縞グッズを手に入れよう

期　間 2017年9月～12月 13：00～17：00 料　金 480円～3,500円 送料別途（～300円）

期　間 2017年9月2日（土）～ 11月26日（日）
料　金 250円（200円）、高校生以下無料  （　）内は団体料金

障害者手帳をお持ちの方及び付き添いの方無料

展

光　市
物語ISHIN

物 語物 語物 語 ISHINISHIN 物 語物 語 ISHINISHINISHIN
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お問合せ ［所在地］〒750-0008 山口県下関市田中町5-6　［FAX］083-231-1853　
［営業時間］8：30 ～ 17：15（平日）　［HP］http://shimonoseki.travel083-231-1350

下関市観光政策課

お問合せ ［所在地］〒745-0033 山口県周南市みなみ銀座1-8　［FAX］0834-33-8425
［営業時間］8：30 ～ 17：30　 ［登録旅行業番号］山口県知事登録 旅行業 第地域-131号0834-33-8424

（一財）周南観光コンベンション協会

お問合せ ［所在地］〒745-0802 山口県周南市栗屋奈切118-13　［FAX］0834-36-1021
［営業時間］9：00 ～ 18：00（火曜、第1・3水曜定休）　 ［HP］http://www.marina.seahorse.jp/html0834-26-0444

マリーナ＆レストラン シーホース

お問合せ ［所在地］〒750-0008 山口県下関市田中町5番6号　［営業時間］8：30 ～ 17：15（平日）　
083-231-1350
下関市観光政策課お問合せ ［所在地］〒753-8501 山口県山口市滝町1-1　［営業時間］8：30 ～ 17：15（平日）

083-933-3204
山口県観光プロジェクト推進室

お問合せ ［所在地］〒759-6121 山口県下関市豊北町大字神田上314番地1　
［営業時間］8：30 ～ 17：00

083-786-0234豊北町観光協会
お問合せ ［所在地］〒759-4192 山口県長門市東深川1339-2　［FAX］0837-22-6487　

［営業時間］8：30 ～ 17：15（平日）　［HP］http://www.nanavi.jp

0837-23-1137長門市観光課

下関市、長門市
萩市

感動ISHIN

下関市
感動ISHIN

下関市
感動ISHIN

周南市
感動ISHIN徳山湾を眺めながら味わうコースディナーと夜景クルージングで思い出のひと時を

長門市
感動ISHIN

下関市
長門市

感動ISHIN

本州最西端の絶景、グルメ、おもてなしをお楽しみくださいませ。

下関～長門～萩を結ぶ
新たな観光列車が登場します

山陰本線新観光列車
運行日 主に土曜・日曜・祝日
料　金 未定

■予　　約：必要　■ガ イ ド：車内アナウンス　
■注意事項：詳細は未定、随時広報します　

さん いん ほん せん

コース 下関駅 ≫ 長門 ≫ 萩（1日1往復）

周南市
感動ISHIN

周南工場夜景ビュースポットとして認定された場所はもちろん、食事とセットになった
DC期間中でしか鑑賞することが出来ないプレミアムコースです。
現地では、夜景ナビゲーターがご案内いたします。

DC期間中でしか鑑賞できないプレミアムコースをご用意!

工場夜景バスツアー 運行日 2017年9月～ 12月
集合場所 JR徳山駅みなと口
料　金 5,000円～（詳細は要相談）

■出発時間：要問合せ　■所要時間：90～ 120分　■定　　員：45名　■最少催行人数：20名　■アクセス：①JR徳山駅（みなと口）  ②山陽自動車道徳山東ICから約10分　
■駐 車 場：一般有り（JR徳山駅周辺の有料駐車場）、大型バス無し　■予　　約：必要　■ガ イド：有り（要予約）　■注意事項：コースは変更の場合有り

コース 要問合せ

関門エリアの夜景スポットを、ガイド付きでご案内します。
関門橋や門司港レトロ等、絶景スポットからの素晴らしい夜景をお楽しみください。

観光ガイド付のバス観光で関門海峡の絶景を満喫

関門巡回観光バス

運行日 調整中
料　金 無料（下関市内宿泊者限定）

■出発時間：19：00　■所要時間：約2時間程度　■定　　員：40名　
■予　　約：必要　■ガ イド：観光ガイドによる車内アナウンス　■注意事項：詳細は変更の可能性あり　

「…」徒歩、  「―」タクシー、  「＝」バス、  「≫」JR、  「～」船、  「→」その他（マイカー・レンタカー等）コースの凡例 「…」徒歩、  「―」タクシー、  「＝」バス、  「≫」JR、  「～」船、  「→」その他（マイカー・レンタカー等）コースの凡例

通行料無料の橋としては日本屈指の長さ1,780mを誇る角島大橋は、当地特有のコ
バルトブルーの海士ヶ瀬（あまがせ）を跨ぎ、景観と調和したその雄姿は北長門海岸
地域随一の景勝地です。
夜は、橋の灯りが海の上を走るようで、昼間とは違った姿を見せてくれます。

「死ぬまでに行きたい!世界の絶景」にランクイン

角島大橋

期　間 通年
場　所 下関市豊北町神田～角島 料　金 無料

■アクセス：①JR滝部駅（または特牛駅）からバス25分（または15分）「ホテル西長門リゾート入口」下車、徒歩3分　
　　　　　　②中国自動車道下関ICから車で70分
■駐 車 場：一般有り、大型バス有り　■ガ イド：無し　■夜間ライトアップ：有り（橋の道路の灯り）

つの しま

アメリカのテレビ局CNNが発表した「日本で最も美しい場所31」に選ばれた
「元乃隅稲成神社」、CMや映画のロケ地でも有名な「角島大橋」など、人気
の絶景スポットを巡る絶景満喫バスです。見どころ一杯の山口県を手軽に効
率よく観光いただけます。

人気の絶景スポットを巡る絶景満喫バス

やまぐち絶景満喫バス 元乃隅稲成神社と角島コース（予定）

運行日 2017年9月～ 12月の土曜・日曜・祝日（調整中）
料　金 未定

■出発時間：未定　■所要時間：未定　■定　　員：未定　■予　　約：必要　■ガ イド：有り　■注意事項：コース等は変更の場合有り

つの しまもと の すみ い なり

白狐のお告げにより、昭和30年に島根県津和野町太皷谷稲成神社から分霊された
神社です。神社高台に建つ大鳥居をよく見ると・・・なんと賽銭箱が頭上に！見事、賽
銭を投げ上げると願いが叶うと言われています。

123基の赤い鳥居が印象的な絶景スポット

元乃隅稲成神社

期　間 通年
場　所 長門市油谷津黄498 料　金 無料

■アクセス：①JR長門古市駅からタクシーで約15分　②中国自動車道美祢ICから約60分
■駐 車 場：一般40台、大型バス有り　■ガ イド：無し　■夜間ライトアップ：無し

もと の すみ い なり

海辺のレストラン「シーホース」でのディナー（コース料理）と徳山湾上から工場夜景を巡るクルージングが楽しめる
お得なセットプランです。季節に合わせて厳選された新鮮な素材と、昼とは違う工場の風景をお楽しみ頂けます。

ロマンチック ディナー＆工場夜景クルーズ

運航日 不定期開催（要予約） 料　金 6,000円（税抜）

■出発時間：ー　■所要時間：クルージングは約30分　■定　　員：最大10名　■最少催行人数：6名　■予　　約：必要　■ガ イド：無し　

かん もん

コース
湯田温泉 ＝ 新山口駅 ＝ 長門湯本温泉 ＝ 元乃隅稲成神社 ＝ 道の駅北浦街道ほうほく
＝ 角島 ＝ 秋吉台展望台 ＝ 湯田温泉 ＝ 新山口駅 ＝ 山口宇部空港（予定）

コース
①下関駅南口（乗車） ＝ ②カモンワーフ（乗車） ＝ ③海峡ビュー下関(乗車） 
＝ 壇之浦パーキングエリア ＝ 門司港レトロ地区 ＝ めかり公園第二展望台 ＝ ③（降車） ＝ ②（降車） 
＝ ①(降車）（予定）

コース シーホース桟橋 ～ 徳山湾のクルージング ～ シーホース桟橋（食事のタイミングはクルーズ前かクルーズ終了後／応相談）

感 動感 動感 動 ISHINISHIN 感 動感 動 ISHINISHINISHIN
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お問合せ ［所在地］〒750-0008 山口県下関市田中町5-6　［FAX］083-231-1853　
［営業時間］8：30 ～ 17：15（平日）　［HP］http://shimonoseki.travel083-231-1350

下関市観光政策課

お問合せ ［所在地］〒745-0033 山口県周南市みなみ銀座1-8　［FAX］0834-33-8425
［営業時間］8：30 ～ 17：30　 ［登録旅行業番号］山口県知事登録 旅行業 第地域-131号0834-33-8424

（一財）周南観光コンベンション協会

お問合せ ［所在地］〒745-0802 山口県周南市栗屋奈切118-13　［FAX］0834-36-1021
［営業時間］9：00 ～ 18：00（火曜、第1・3水曜定休）　 ［HP］http://www.marina.seahorse.jp/html0834-26-0444

マリーナ＆レストラン シーホース

お問合せ ［所在地］〒750-0008 山口県下関市田中町5番6号　［営業時間］8：30 ～ 17：15（平日）　
083-231-1350
下関市観光政策課お問合せ ［所在地］〒753-8501 山口県山口市滝町1-1　［営業時間］8：30 ～ 17：15（平日）

083-933-3204
山口県観光プロジェクト推進室

お問合せ ［所在地］〒759-6121 山口県下関市豊北町大字神田上314番地1　
［営業時間］8：30 ～ 17：00

083-786-0234豊北町観光協会
お問合せ ［所在地］〒759-4192 山口県長門市東深川1339-2　［FAX］0837-22-6487　

［営業時間］8：30 ～ 17：15（平日）　［HP］http://www.nanavi.jp

0837-23-1137長門市観光課

下関市、長門市
萩市

感動ISHIN

下関市
感動ISHIN

下関市
感動ISHIN

周南市
感動ISHIN徳山湾を眺めながら味わうコースディナーと夜景クルージングで思い出のひと時を

長門市
感動ISHIN

下関市
長門市

感動ISHIN

本州最西端の絶景、グルメ、おもてなしをお楽しみくださいませ。

下関～長門～萩を結ぶ
新たな観光列車が登場します

山陰本線新観光列車
運行日 主に土曜・日曜・祝日
料　金 未定

■予　　約：必要　■ガ イ ド：車内アナウンス　
■注意事項：詳細は未定、随時広報します　

さん いん ほん せん

コース 下関駅 ≫ 長門 ≫ 萩（1日1往復）

周南市
感動ISHIN

周南工場夜景ビュースポットとして認定された場所はもちろん、食事とセットになった
DC期間中でしか鑑賞することが出来ないプレミアムコースです。
現地では、夜景ナビゲーターがご案内いたします。

DC期間中でしか鑑賞できないプレミアムコースをご用意!

工場夜景バスツアー 運行日 2017年9月～ 12月
集合場所 JR徳山駅みなと口
料　金 5,000円～（詳細は要相談）

■出発時間：要問合せ　■所要時間：90～ 120分　■定　　員：45名　■最少催行人数：20名　■アクセス：①JR徳山駅（みなと口）  ②山陽自動車道徳山東ICから約10分　
■駐 車 場：一般有り（JR徳山駅周辺の有料駐車場）、大型バス無し　■予　　約：必要　■ガ イド：有り（要予約）　■注意事項：コースは変更の場合有り

コース 要問合せ

関門エリアの夜景スポットを、ガイド付きでご案内します。
関門橋や門司港レトロ等、絶景スポットからの素晴らしい夜景をお楽しみください。

観光ガイド付のバス観光で関門海峡の絶景を満喫

関門巡回観光バス

運行日 調整中
料　金 無料（下関市内宿泊者限定）

■出発時間：19：00　■所要時間：約2時間程度　■定　　員：40名　
■予　　約：必要　■ガ イド：観光ガイドによる車内アナウンス　■注意事項：詳細は変更の可能性あり　

「…」徒歩、  「―」タクシー、  「＝」バス、  「≫」JR、  「～」船、  「→」その他（マイカー・レンタカー等）コースの凡例 「…」徒歩、  「―」タクシー、  「＝」バス、  「≫」JR、  「～」船、  「→」その他（マイカー・レンタカー等）コースの凡例

通行料無料の橋としては日本屈指の長さ1,780mを誇る角島大橋は、当地特有のコ
バルトブルーの海士ヶ瀬（あまがせ）を跨ぎ、景観と調和したその雄姿は北長門海岸
地域随一の景勝地です。
夜は、橋の灯りが海の上を走るようで、昼間とは違った姿を見せてくれます。

「死ぬまでに行きたい!世界の絶景」にランクイン

角島大橋

期　間 通年
場　所 下関市豊北町神田～角島 料　金 無料

■アクセス：①JR滝部駅（または特牛駅）からバス25分（または15分）「ホテル西長門リゾート入口」下車、徒歩3分　
　　　　　　②中国自動車道下関ICから車で70分
■駐 車 場：一般有り、大型バス有り　■ガ イド：無し　■夜間ライトアップ：有り（橋の道路の灯り）

つの しま

アメリカのテレビ局CNNが発表した「日本で最も美しい場所31」に選ばれた
「元乃隅稲成神社」、CMや映画のロケ地でも有名な「角島大橋」など、人気
の絶景スポットを巡る絶景満喫バスです。見どころ一杯の山口県を手軽に効
率よく観光いただけます。

人気の絶景スポットを巡る絶景満喫バス

やまぐち絶景満喫バス 元乃隅稲成神社と角島コース（予定）

運行日 2017年9月～ 12月の土曜・日曜・祝日（調整中）
料　金 未定

■出発時間：未定　■所要時間：未定　■定　　員：未定　■予　　約：必要　■ガ イド：有り　■注意事項：コース等は変更の場合有り

つの しまもと の すみ い なり

白狐のお告げにより、昭和30年に島根県津和野町太皷谷稲成神社から分霊された
神社です。神社高台に建つ大鳥居をよく見ると・・・なんと賽銭箱が頭上に！見事、賽
銭を投げ上げると願いが叶うと言われています。

123基の赤い鳥居が印象的な絶景スポット

元乃隅稲成神社

期　間 通年
場　所 長門市油谷津黄498 料　金 無料

■アクセス：①JR長門古市駅からタクシーで約15分　②中国自動車道美祢ICから約60分
■駐 車 場：一般40台、大型バス有り　■ガ イド：無し　■夜間ライトアップ：無し

もと の すみ い なり

海辺のレストラン「シーホース」でのディナー（コース料理）と徳山湾上から工場夜景を巡るクルージングが楽しめる
お得なセットプランです。季節に合わせて厳選された新鮮な素材と、昼とは違う工場の風景をお楽しみ頂けます。

ロマンチック ディナー＆工場夜景クルーズ

運航日 不定期開催（要予約） 料　金 6,000円（税抜）

■出発時間：ー　■所要時間：クルージングは約30分　■定　　員：最大10名　■最少催行人数：6名　■予　　約：必要　■ガ イド：無し　

かん もん

コース
湯田温泉 ＝ 新山口駅 ＝ 長門湯本温泉 ＝ 元乃隅稲成神社 ＝ 道の駅北浦街道ほうほく
＝ 角島 ＝ 秋吉台展望台 ＝ 湯田温泉 ＝ 新山口駅 ＝ 山口宇部空港（予定）

コース
①下関駅南口（乗車） ＝ ②カモンワーフ（乗車） ＝ ③海峡ビュー下関(乗車） 
＝ 壇之浦パーキングエリア ＝ 門司港レトロ地区 ＝ めかり公園第二展望台 ＝ ③（降車） ＝ ②（降車） 
＝ ①(降車）（予定）

コース シーホース桟橋 ～ 徳山湾のクルージング ～ シーホース桟橋（食事のタイミングはクルーズ前かクルーズ終了後／応相談）

感 動感 動感 動 ISHINISHIN 感 動感 動 ISHINISHINISHIN
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柳井市
感動ISHIN

岩国市
ぶち
うま！ISHIN

山口市
ぶち
うま！ISHIN

岩国市
ぶち
うま！ISHIN

澄み渡る秋空の下、清流錦川に遊覧船を浮かべ、岩国の地酒と岩国寿
司などの郷土料理のお弁当を召し上がっていただきます。錦帯橋と紅葉に
染まる山々の風景を眺めながらの優雅なひと時をお楽しみ下さい。

清流錦川に遊覧船を浮かべ岩国の地酒を堪能!

秋の錦帯橋「地酒舟」
運航日

［貸切舟］2017年9月11日（月）～ 11月30日（木）
［乗合舟］2017年9月16日（土）～11月25日（土）の土曜

料　金 3,000円～（お弁当・お酒代・税込）
■出発時間：［乗合舟］［貸切］11：00～ 14：00　■所要時間：60分　■定　　員：150名程度　
■最少催行人数：乗合船2名、貸切8名　■予　　約：貸切は8名以上で要予約　■ガ イド：無し　
■注意事項：乗合舟は参加者が2名に満たない場合運行中止、荒天時・河川の増水時には運休となる場合あり

期　間 2017年9月～ 12月
料　金 利き酒セット500円、地酒単品200円

■メニュー内容：利き酒セット、地酒単品、カフェメニュー（ＤＣ限定メニューは調整中）　
■アクセス：①JR山口線湯田温泉駅から徒歩約10分　
　　　　　②中国自動車道小郡ICから車約15分／山口ICから車約15分
■駐 車 場：一般有り、大型バス有り　■予　　約：不要　

毎年夏限定の金魚ちょうちんライトアップを、デスティネーション
キャンペーン期間に合わせて特別に実施！
昼の景色から一変し、幻想的な町並みに様変わり。昼と夜、白
壁の町並みのふたつの顔をお楽しみください。

白壁の町並みで幻想的な夜を堪能

白壁の町並みで
金魚ちょうちんライトアップ

期　間 2017年8月～ 12月予定
場　所 白壁の町並み 料　金 無料

しら かべ

きん たい きょう

通常県内18蔵元の地酒飲み比べセットを提供していますが、ＤＣ期間限定で
県内25蔵元すべての地酒が味わえます。
地酒を含むカフェメニューは、館内の足湯に持ち込むことができます。
（足湯利用料大人200円、小中学生100円）
期間中は県内各地の自家焙煎珈琲も取り揃え、ＳＬのラテアートも登場します。

山口の25蔵元すべての地酒を飲み比べ

狐の足あと 特別メニュー

地元岩国5蔵（雁木、金冠黒松、金雀、五橋、獺祭）の銘酒を飲み比べつつ、錦帯
橋たもと「平清」特製の地元素材をふんだんに使用した錦川清流駅弁を召し上がって
いただきます。列車から眺める自然豊かな清流錦川の眺めもお楽しみいただけます。

清流錦川を眺めながら、地元銘酒と地元素材の駅弁を

錦川清流線「利き酒列車」

運行日 2017年9月～ 12月の期間中2週間に1回運行予定
料　金 6,500円予定（消費税等の改定を考慮していません）

■出発時間：JR岩国駅12：30頃発（11：10頃発となる場合あり）　■所要時間：約1時間10分
■定　　員：各日40名（予定）　■最少催行人数：ー　■ガ イド：有り　■予　　約：必要　
■注意事項：20歳未満は単独乗車不可、20歳以上の大人同行参加（運賃実費）

にしき がわ

■アクセス：①JR柳井駅下車徒歩10分  ②山陽自動車道玖珂ICから約２０分　■駐 車 場：一般有り（周辺観光駐車場利用）、大型バス有り（白壁ふれあい広場）　■ガ イ ド：有り（日程によりお引き受けできない場合あり）　
■夜間ライトアップ：有り（金魚ちょうちん点灯）

美祢市
感動ISHIN

日本最大級のカルスト台地「秋吉台」の広い草原に点在す
る石灰岩が見渡せる風景はよく知られていますが、実は晴
天時の星空も自慢なのです。昼間と違った趣の秋吉台、
DC期間限定で石灰岩をライトアップし、幻想的な空間へ誘
います。昼も夜も自然の力を感じられるパワースポットです。

満天の星空は自然のプラネタリウム

夜の秋吉台

期　間 2017年9月～
場　所 秋吉台（美祢市秋芳町秋吉）

あき よし だい

■アクセス：①JR新山口駅からバスで43分、秋芳洞バス停から徒歩で30分  ②小郡萩道路 秋吉台ICから車で7分　■駐 車 場：一般・大型バス有り（カルスト展望台付近駐車場）　■ガ イ ド：無し

萩　市
感動ISHIN

須佐湾は、北長門海岸国定公園の北端に位置し、日本地質百選「ホルンフェルス」や
断崖・奇岩など、絶景の数々が点在します。本物の漁師が操縦するイカ釣り漁船や瀬
渡し船で、海から探勝する日本海ならではの体験観光です。

国指定名勝「須佐湾」の絶景を船から楽しむ！

須佐湾遊覧船≪ジオクルージング≫

運航日 2017年4月29日（土・祝）～ 10月31日（火）
料　金 大人1,800円 （1,600円）、小学生以下 900円 （800円）

3才未満無料（保護者の付き添い必須、2歳以下漁船不可）
荒天時のみ内海コース大人1,400円（1,200円）、
小学生以下 700円（600円）
天候が良い場合は、すべて外海コース
（　）内は20名以上の団体料金

す さ わん

■出発時間：定期運航の出発時間（10：00～ 15：00）1日8便　■所要時間：約60分　■定　　員：イカ釣り漁船や瀬渡し船で45名まで（各船は10～12名）　■予　　約：必要　■ガ イド：ガイドが同乗し景観をご案内　
■注意事項：ゴールデンウィークや夏休みの土日祝日は定時運航、それ以外の期間は予約運航（大人5名様以上、要事前予約）・悪天候時の運航は当日判断・欠航時は陸からのホルンフェルス観光をお楽しみください（所要時間約60分）

コース 須佐漁港 ～ 弁天島 ～ 観音岩 ～ 海苔石 ～ ホルンフェルス ～ 千畳敷 ～ 黒島 ～ 天神島 
～ 屏風岩 ～ 金襴崎 ～ 須佐漁港　（海の状況、天候により湾内コースへの変更や運休有り）

「…」徒歩、  「―」タクシー、  「＝」バス、  「≫」JR、  「～」船、  「→」その他（マイカー・レンタカー等）コースの凡例

お問合せ ［所在地］〒742-8714 山口県柳井市南町一丁目10番2号　［FAX］0820-23-7474
［営業時間］8：30～17：15　［HP］http://www.city-yanai.jp/0820-22-2111

柳井市商工観光課

お問合せ ［所在地］〒754-0511 山口県美祢市秋芳町秋吉3506-2　［FAX］0837-62-0899
［HP］http://www.karusuto.com/0837-62-0115

美祢市観光協会

お問合せ ［所在地］〒759-3411 山口県萩市須佐4570-5（萩市須佐総合事務所内）　［FAX］08387-6-3406
［営業時間］8：30 ～ 17：15（平日）　［HP］http://kanko.susa.in/08387-6-2219

（一社）須佐おもてなし協会 場所
お問合せ

［所在地］〒753-0056 山口市湯田温泉二丁目１番３号　［FAX］０８３-９２３-２５１８
［営業時間］８：００～２２：００　［HP］http://www.yuda-onsen.jp/０８３-９２１-８８１８

湯田温泉観光回遊拠点施設「狐の足あと」

お問合せ ［所在地］〒740-0724 山口県岩国市錦町広瀬7873-9　［FAX］0827-72-3728
［営業時間］8：35 ～ 17：20　［HP］http://nishikigawa.com0827-72-2002

錦川鉄道株式会社

お問合せ ［所在地］〒742-0062　山口県岩国市横山2-7-28　［FAX］0827-28-2878
［営業時間］8：30 ～ 17:00　［HP］http://ukai.iwakuni-city.net/0827-28-2877

（一社）岩国市観光協会 鵜飼事務所

「…」徒歩、  「―」タクシー、  「＝」バス、  「≫」JR、  「～」船、  「→」その他（マイカー・レンタカー等）コースの凡例

コース JR岩国駅　≫　錦町駅（JR岩徳線、錦川清流線）

感 動感 動感 動 ISHINISHIN ぶちうま!ぶぶちうま! ISHINISHINISHIN
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柳井市
感動ISHIN

岩国市
ぶち
うま！ISHIN

山口市
ぶち
うま！ISHIN

岩国市
ぶち
うま！ISHIN

澄み渡る秋空の下、清流錦川に遊覧船を浮かべ、岩国の地酒と岩国寿
司などの郷土料理のお弁当を召し上がっていただきます。錦帯橋と紅葉に
染まる山々の風景を眺めながらの優雅なひと時をお楽しみ下さい。

清流錦川に遊覧船を浮かべ岩国の地酒を堪能!

秋の錦帯橋「地酒舟」
運航日

［貸切舟］2017年9月11日（月）～ 11月30日（木）
［乗合舟］2017年9月16日（土）～11月25日（土）の土曜

料　金 3,000円～（お弁当・お酒代・税込）
■出発時間：［乗合舟］［貸切］11：00～ 14：00　■所要時間：60分　■定　　員：150名程度　
■最少催行人数：乗合船2名、貸切8名　■予　　約：貸切は8名以上で要予約　■ガ イド：無し　
■注意事項：乗合舟は参加者が2名に満たない場合運行中止、荒天時・河川の増水時には運休となる場合あり

期　間 2017年9月～ 12月
料　金 利き酒セット500円、地酒単品200円

■メニュー内容：利き酒セット、地酒単品、カフェメニュー（ＤＣ限定メニューは調整中）　
■アクセス：①JR山口線湯田温泉駅から徒歩約10分　
　　　　　②中国自動車道小郡ICから車約15分／山口ICから車約15分
■駐 車 場：一般有り、大型バス有り　■予　　約：不要　

毎年夏限定の金魚ちょうちんライトアップを、デスティネーション
キャンペーン期間に合わせて特別に実施！
昼の景色から一変し、幻想的な町並みに様変わり。昼と夜、白
壁の町並みのふたつの顔をお楽しみください。

白壁の町並みで幻想的な夜を堪能

白壁の町並みで
金魚ちょうちんライトアップ

期　間 2017年8月～ 12月予定
場　所 白壁の町並み 料　金 無料

しら かべ

きん たい きょう

通常県内18蔵元の地酒飲み比べセットを提供していますが、ＤＣ期間限定で
県内25蔵元すべての地酒が味わえます。
地酒を含むカフェメニューは、館内の足湯に持ち込むことができます。
（足湯利用料大人200円、小中学生100円）
期間中は県内各地の自家焙煎珈琲も取り揃え、ＳＬのラテアートも登場します。

山口の25蔵元すべての地酒を飲み比べ

狐の足あと 特別メニュー

地元岩国5蔵（雁木、金冠黒松、金雀、五橋、獺祭）の銘酒を飲み比べつつ、錦帯
橋たもと「平清」特製の地元素材をふんだんに使用した錦川清流駅弁を召し上がって
いただきます。列車から眺める自然豊かな清流錦川の眺めもお楽しみいただけます。

清流錦川を眺めながら、地元銘酒と地元素材の駅弁を

錦川清流線「利き酒列車」

運行日 2017年9月～ 12月の期間中2週間に1回運行予定
料　金 6,500円予定（消費税等の改定を考慮していません）

■出発時間：JR岩国駅12：30頃発（11：10頃発となる場合あり）　■所要時間：約1時間10分
■定　　員：各日40名（予定）　■最少催行人数：ー　■ガ イド：有り　■予　　約：必要　
■注意事項：20歳未満は単独乗車不可、20歳以上の大人同行参加（運賃実費）

にしき がわ

■アクセス：①JR柳井駅下車徒歩10分  ②山陽自動車道玖珂ICから約２０分　■駐 車 場：一般有り（周辺観光駐車場利用）、大型バス有り（白壁ふれあい広場）　■ガ イ ド：有り（日程によりお引き受けできない場合あり）　
■夜間ライトアップ：有り（金魚ちょうちん点灯）

美祢市
感動ISHIN

日本最大級のカルスト台地「秋吉台」の広い草原に点在す
る石灰岩が見渡せる風景はよく知られていますが、実は晴
天時の星空も自慢なのです。昼間と違った趣の秋吉台、
DC期間限定で石灰岩をライトアップし、幻想的な空間へ誘
います。昼も夜も自然の力を感じられるパワースポットです。

満天の星空は自然のプラネタリウム

夜の秋吉台

期　間 2017年9月～
場　所 秋吉台（美祢市秋芳町秋吉）

あき よし だい

■アクセス：①JR新山口駅からバスで43分、秋芳洞バス停から徒歩で30分  ②小郡萩道路 秋吉台ICから車で7分　■駐 車 場：一般・大型バス有り（カルスト展望台付近駐車場）　■ガ イ ド：無し

萩　市
感動ISHIN

須佐湾は、北長門海岸国定公園の北端に位置し、日本地質百選「ホルンフェルス」や
断崖・奇岩など、絶景の数々が点在します。本物の漁師が操縦するイカ釣り漁船や瀬
渡し船で、海から探勝する日本海ならではの体験観光です。

国指定名勝「須佐湾」の絶景を船から楽しむ！

須佐湾遊覧船≪ジオクルージング≫

運航日 2017年4月29日（土・祝）～ 10月31日（火）
料　金 大人1,800円 （1,600円）、小学生以下 900円 （800円）

3才未満無料（保護者の付き添い必須、2歳以下漁船不可）
荒天時のみ内海コース大人1,400円（1,200円）、
小学生以下 700円（600円）
天候が良い場合は、すべて外海コース
（　）内は20名以上の団体料金

す さ わん

■出発時間：定期運航の出発時間（10：00～ 15：00）1日8便　■所要時間：約60分　■定　　員：イカ釣り漁船や瀬渡し船で45名まで（各船は10～12名）　■予　　約：必要　■ガ イド：ガイドが同乗し景観をご案内　
■注意事項：ゴールデンウィークや夏休みの土日祝日は定時運航、それ以外の期間は予約運航（大人5名様以上、要事前予約）・悪天候時の運航は当日判断・欠航時は陸からのホルンフェルス観光をお楽しみください（所要時間約60分）

コース 須佐漁港 ～ 弁天島 ～ 観音岩 ～ 海苔石 ～ ホルンフェルス ～ 千畳敷 ～ 黒島 ～ 天神島 
～ 屏風岩 ～ 金襴崎 ～ 須佐漁港　（海の状況、天候により湾内コースへの変更や運休有り）

「…」徒歩、  「―」タクシー、  「＝」バス、  「≫」JR、  「～」船、  「→」その他（マイカー・レンタカー等）コースの凡例

お問合せ ［所在地］〒742-8714 山口県柳井市南町一丁目10番2号　［FAX］0820-23-7474
［営業時間］8：30～17：15　［HP］http://www.city-yanai.jp/0820-22-2111

柳井市商工観光課

お問合せ ［所在地］〒754-0511 山口県美祢市秋芳町秋吉3506-2　［FAX］0837-62-0899
［HP］http://www.karusuto.com/0837-62-0115

美祢市観光協会

お問合せ ［所在地］〒759-3411 山口県萩市須佐4570-5（萩市須佐総合事務所内）　［FAX］08387-6-3406
［営業時間］8：30 ～ 17：15（平日）　［HP］http://kanko.susa.in/08387-6-2219

（一社）須佐おもてなし協会 場所
お問合せ

［所在地］〒753-0056 山口市湯田温泉二丁目１番３号　［FAX］０８３-９２３-２５１８
［営業時間］８：００～２２：００　［HP］http://www.yuda-onsen.jp/０８３-９２１-８８１８

湯田温泉観光回遊拠点施設「狐の足あと」

お問合せ ［所在地］〒740-0724 山口県岩国市錦町広瀬7873-9　［FAX］0827-72-3728
［営業時間］8：35 ～ 17：20　［HP］http://nishikigawa.com0827-72-2002

錦川鉄道株式会社

お問合せ ［所在地］〒742-0062　山口県岩国市横山2-7-28　［FAX］0827-28-2878
［営業時間］8：30 ～ 17:00　［HP］http://ukai.iwakuni-city.net/0827-28-2877

（一社）岩国市観光協会 鵜飼事務所

「…」徒歩、  「―」タクシー、  「＝」バス、  「≫」JR、  「～」船、  「→」その他（マイカー・レンタカー等）コースの凡例

コース JR岩国駅　≫　錦町駅（JR岩徳線、錦川清流線）

感 動感 動感 動 ISHINISHIN ぶちうま!ぶぶちうま! ISHINISHINISHIN
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お問合せ ［所在地］〒750-0008 山口県下関市田中町5-6　［FAX］083-231-1853　
［営業時間］8：30 ～ 17：15（平日）　［HP］httsp://wwwshimonoseki.travel/

083-231-1350下関市観光政策課

お問合せ ［所在地］〒753-0086 山口県山口市中市町1-10　［FAX］083-921-1555　［営業時間］8：30～ 17：00　
［平成大内御膳紹介HP］http://yamaguchi-city.jp/ouchigozen/eat.html　［歴食専用HP］http://reki-shoku.jp/

083-925-2300山口商工会議所
お問合せ ［所在地］〒747-0029 山口県防府市松崎町11-19 好文館１F　［FAX］0835-25-4537　

［営業時間］8:15 ～ 17:00（平日）　［HP］http://www.kanko-hofu.gr.jp/

0835-25-2148はも塾（（一社）防府市観光協会）

お問合せ ［所在地］〒745-0033 山口県周南市みなみ銀座1-8　［FAX］0834-33-8425　
［営業時間］8：30～ 17：30　［登録旅行業番号］山口県知事登録 旅行業 第地域-131号　

0834-33-8424（一財）周南観光コンベンション協会

下関市
ぶち
うま！ISHIN

萩　市
ぶち
うま！ISHIN

山口市
ぶち
うま！ISHIN

下関市
ぶち
うま！ISHIN

下関には、河豚（ふく）、雲丹（うに）、鯨、烏賊（いか）、鮟鱇
（あんこう）など全国に誇れる食材や名産品がたくさんありま
す。これらを選りすぐったフルコース料理、それが「下関満関
善席」です。この「下関満関善席」の認定を受けた店舗での
み“下関の究極の味”が提供されます。

究極の味わい、豪華に、贅沢に

下関満関善席

期　間 通年
場　所 認定を受けた各店舗

■メニュー内容：店舗により異なる　■料　　金：10,000円～50,000円
■アクセス：店舗により異なる　■駐 車 場：店舗により異なる　
■収容人数：店舗により異なる　■予　　約：２日～７日前迄に要予約

しもの せき まん かん ぜん せき

は え どまり

場　所 南風泊市場（下関市彦島西山町4丁目11－39）
期　間 2017年9月～ 12月の設定日（4回実施予定）

料　金 調整中
■開始時間：午前3：20競り開始（バスは唐戸地区ホテルを2：15頃、下関駅地区ホテルを2：45頃発車）　
■所要時間：2時間程度（ふく競り見学、ふく処理実演およびふく鍋の振る舞い）
■定　　員：各回最大40名（下関市内宿泊者限定）　■最少催行人数：無し　■予　　約：必要　
■ガ イ ド：有り（バス車内および市場内）　■注意事項：漁の状況や天候等により、競り中止や時間変更の場合あり　

下関市内にご宿泊の方を対象に、普段は入ることの
できない「ふく競り」の様子を特別に見学できるツアー
です。ふくの取扱量日本一の南風泊市場で行われ
る、袋せりという独特の競りを見学できる方法はこのツ
アーだけ。市場でいただく振る舞いもあり、プレミアム
な限定企画です。

ふくの取扱量日本一!南風泊市場ふく競り見学ツアー

南風泊市場「ふく競り」見学ツアー

周防大島町
ぶち
うま！ISHIN

す おお しまおう た うおち

場　所 周防大島町内各店舗期　間 11月～ 3月

■メニュー内容：店舗により異なる　■料　　金：店舗により異なる　■アクセス：①ＪＲ大畠駅からバスで10～ 60分　②山陽自動車道玖珂ICから車で30～ 60分　
■駐 車 場：一般有り、大型バス一部有り　■収容人数：店舗により異なる　■予　　約：必要　

山口県のみかん生産量約8割を占める周防大島。そんな島
が誇る新鮮な魚介類と温州みかんがタッグを組んだ郷土料理
「周防大島みかん鍋」。ゆず胡椒ならぬみかん胡椒でピリリと
効いたアクセントがクセになること間違いなし！シメはふわふわメ
レンゲの雑炊で最後の一口まで鍋の旨味をご堪能ください。

みかん島の名物料理

周防大島みかん鍋

周南市
ぶち
うま！ISHIN

場　所 観光案内所＆特産品
セレクトショップ まちのポート

期　間 2017年9月～ 12月

料　金 応相談

■開始時間：要相談　■所要時間：約1～ 2時間程度　■定　　員：要相談　■最少催行人数：ー　
■アクセス：まちのポートへはＪＲ徳山駅から徒歩2分　■予　　約：必要　
■ガ イ ド：有り　

周南市内の人気料理店をハシゴして、地酒の呑み比べ
や蔵元イチオシ・絶品の肴をお楽しみください。初めて
の方でもすぐ馴染める温かい雰囲気のお店ばかりです。

人気料理店をハシゴして、周南の地酒と蔵元推薦の美味しい料理に舌鼓!

地酒とぶちうま料理のハシゴ旅

萩　市
ぶち
うま！ISHIN

地元料理人が各々の感性で、自分達が愛する萩を料理で表現。「直前料理」・
「おざなりにしない」・「鮮度のある仕事」を徹底し、産地だからこそ出来る鮮度の
良い素材を生かし、和食文化を感じられる料理を提供します。

維新胎動の地・萩だからこそできる「一つ先の新しい料理」を追及

萩のプレミアム料理
「はぎ御膳・はぎ弁当」

期　間 通年 場　所 萩市内各所

■メニュー内容：以下の条件にこだわったプレミアム料理
　　　　　　　1．各店舗がはぎ御膳･はぎ弁当の中で、萩らしさを表現する料理を提供　2．桐箱・弁当箱のマスにこだわらず、枠内に収めること　3．萩だからこその、季節感等を説明できる食材を使用する　4．お客様へのおもてなしとしてお品書きを用意する
■料　　金：はぎ御膳2,400円（常茂恵のみ3,500円）、はぎ弁当1,500円　ともに税別　
■アクセス：①JR新山口駅からスーパーはぎ号（直行バス）約60分　②中国自動車道美祢東JCT経由、小郡萩道路（無料）絵堂ICから約20分　
■駐 車 場：一般有り（台数は店舗により異なる）、大型バス有り（店舗により無いところあり）　■収容人数：各店舗へ要問合せ　■予　　約：原則必要（一部不要な店舗あり）　■注意事項：店舗数は変更の可能性あり　

はぎ

コース まちのポート ・・・ 人気料理店（2～3軒予定）

店舗一覧

お食事処慶 tel.0820-78-2222/竜崎温泉「潮風の湯」ちどり tel.0820-77-1234/
お侍茶屋彦右衛門 tel.0820-73-1511/グリーンステイながうら tel.0820-79-0021/
食在周防あらかわ tel.0820-74-2225/ちどり本店 tel.0820-77-0321/
千鳥別館粟屋 tel.0820-77-5959/かわい寿し tel.0820-78-0011/
民宿はまゆう tel.0820-78-0145/Ｈ＆Ｒサンシャインサザンセト tel.0820-78-2121/
大島本陣茶屋 tel.0820-74-1066/民宿かぎひこ tel.0820-77-1229

店舗一覧

下関市営国民宿舎 海峡ビュー下関 tel.083-229-0117/料亭 古串屋 tel.083-245-0051/シーモールパレス モン・レーブ tel.083-232-4867/
下関グランドホテル（ブルーフォンセ・日本料理 花瀬） tel.083-231-5000/春帆楼本店 tel.083-223-7181/ふく料理・鮟鱇料理 旬楽館 tel.083-228-2452/
割烹旅館 寿美礼 tel.083-222-3191/東京第一ホテル 下関 tel.083-223-7111/寿司・割烹 浪花 tel.083-231-0728/和欧風創作料理 日和庵 tel.083-229-3388/
平家茶屋 tel.083-222-2022/みもすそ川別館 tel.083-222-3357/ふく専門 やぶれかぶれ tel.083-234-3711/

周防大島町
ぶち
うま！ISHIN

場　所 周防大島町内各店舗期　間 春～秋（通年可）

やまぐちブランドに登録された「周防瀬戸の太刀魚」
を使った創作刺身料理。旬の柑橘に塩を絡めて打
ち粉を施し、皮を鍛える焼き入れをして「太刀魚の
鏡盛り」の完成です。料理人が鍛え上げた周防大
島産の業物による旬の切れ味をご賞味ください。

西の鉄砲、東の刀

太刀魚の鏡盛り

店舗一覧

お食事処慶 tel.0820-78-2222/竜崎温泉「潮風の湯」ちどり tel.0820-77-1234/
お侍茶屋彦右衛門 tel.0820-73-1511/グリーンステイながうら tel.0820-79-0021/
食在周防あらかわ tel.0820-74-2225/ちどり本店 tel.0820-77-0321/
千鳥別館粟屋 tel.0820-77-5959/かわい寿し tel.0820-78-0011/
民宿はまゆう tel.0820-78-0145/Ｈ＆Ｒサンシャインサザンセト tel.0820-78-2121

場　所 山口市湯田温泉期　間 通年

■メニュー内容：大内のお殿様が前将軍様をもてなしたお料理を忠実に再現したメニュー
■料　　金：大内弘世コース15,000円（税別）、大内義興コース5,000円（税別）、平成大内御膳弁当3,000円（税別）　
■アクセス：中国自動車道小郡ICから約15分　■駐 車 場：一般有り　■収容人数：店舗により異なる　
■予　　約：必要（防長苑 2名以上で2日前まで／山水園「臨水」 4名以上で3日前まで／
　　　　　　西の雅常盤 10名以上で1週間前まで／湯田温泉 西村屋 4名以上で5日前まで）　

1500（明応9）年、室町幕府の第十代将軍だった足利義稙を山口の大内義興は中
世最大の宴でもてなしました。平成大内御膳は、その献立記録にみられる料理を忠
実に再現し、当時なかった砂糖・醤油・みりんを使わず、食材本来の味を堪能頂け
る御膳に仕上げています。当日は、料理人による料理の説明があります。
ＤＣ期間限定で、解説パンフレット・耳土器をお土産として持ち帰ることができます。

大内のお殿様が前将軍をもてなしたお料理を忠実に再現

平成大内御膳

店舗一覧 防長苑 tel.083-922-3555／山水園「臨水」 tel.083-922-0560／
西の雅常盤 tel.083-922-0091／湯田温泉 西村屋 tel.083-922-0250

店舗一覧
［はぎ御膳（5施設）］割烹 千代 tel.0838-22-1128/萩の御厨 高大 tel.0838-22-0065/萩の宿 常茂恵 tel.0838-22-0150/畔亭 tel.0838-22-1755/萩観光ホテル tel.0838-25-0211

［はぎ弁当（4施設）］お食事処 わらじ tel.0838-22-6100/仕出し料理 きたむら tel.0838-25-1596/シズキ tel.0838-22-0660/みどりや tel.0838-25-1232

「…」徒歩、  「―」タクシー、  「＝」バス、  「≫」JR、  「～」船、  「→」その他（マイカー・レンタカー等）コースの凡例

おお うち

萩にある５つの酒蔵、個性豊かな萩のお酒の魅力を知って頂くとともに、美容や健康にも注目されつつある酒粕をおいしく活用し
た、スウィーツやパンを、各店舗で販売します。各店舗で、該当商品含めて、ご利用金額1,000円（税込）で、萩の地酒セットが
あたるプレゼントも実施しています。

萩にある５つの酒蔵の美味しい物語を召し上がれ

萩SAKEKASU５～週末カフェ＆スウィーツ＆パン～
はぎ

防府市
ぶち
うま！ISHIN

場　所 防府市内期　間 5月中旬～ 9月中旬

場　所 萩市内各店舗予定 料　金 1個90円～期　間 2017年10月1日～ 22日の土曜･日曜（一部店休日や平日販売あり 予定）

■メニュー内容：鱧ミニコース、鱧フルコース、鱧単品料理あり
■料　　金：ミニコース3000円～、フルコース5000円～（税別）　
■アクセス：①JR防府駅下車　②山陽自動車道防府東ICから約10分／防府西ICから約10分
■駐 車 場：一般有り、大型バス店舗により異なる　■収容人数：店舗により異なる　■予　　約：必要

■メニュー内容：「東洋美人」のカステラ、酒粕の個性を食べ比べできる新感覚のシュークリーム、県産小麦「せときらら」を使ったオトナ味のパン、地元・明木（あきらぎ）産の生姜がアクセントのサブレ、酒粕と白味噌に漬けた
　　　　　　　豚肉が柔らかくジューシーな豚肉パンなど（予定）　■アクセス：①JR新山口駅からスーパーはぎ号（直行バス）約60分　②中国自動車道美祢東JCT経由、小郡萩道路（無料）絵堂ICから約20分
■駐 車 場：店舗により異なる　■収容人数：店舗により異なる　■予　　約：不要

夏が旬の鱧。梅雨の水を飲んでおいしくなるといわれています 。
淡白ながらも旨みもある鱧は、煮る、焼く、湯引き、揚げるなど調理方法は様々。
職人の技「骨切り」により造り上げられる口当たりの良い鱧料理「天神鱧」をぜひ、は
も塾加盟店でお召し上がりください。

梅雨の水を飲んでおいしくなる鱧

天神鱧

店舗一覧

割烹いちはな tel.0835-23-0187/寿し季節料理うめ田 tel.0835-23-0101/噢快餐 tel.0835-22-0340/
咲果庄 tel.0835-27-2030/ふぐ処佐じか tel.0835-22-0193/桑華苑 tel.0835-24-3000/
田中屋 tel.0835-22-1575/中谷 tel.0835-22-0622/割烹天神なか谷 tel.0835-22-1438/
味のおもてなし浜 tel.0835-23-7710/さしみ亭「和加栄」 tel.0835-22-0630/
お食事処 兆（きざし） tel.0835-25-1133/創作料理 尽 tel.0835-38-8411

店舗一覧 萩椿 tel.0838-26-9300/藍場川の家 tel.0838-26-1536/プチ・シャトー tel.0838-26-6058/ふれあいらんど萩のぱん屋さん tel.0838-21-7770/ポ・ヤシロ tel.0838-25-8463/ファーマーズガーデン tel.0838-22-0759/
あじさい工房 tel.0838-55-0204/yuQuri tel.0838-21-7789/LE LIEN（ル リアン） tel.080-8234-0030/うきしま工房 tel.0838-22-0545

はもてん じん

お問合せ ［所在地］〒750-0018 山口県下関市豊前田町3丁目3-1 海峡メッセ下関6F　［FAX］083-223-2443
［営業時間］8：30 ～ 17：00（平日）　［HP］http://www.stca-kanko.or.jp/083-223-1144　

（一社）下関観光コンベンション協会

お問合せ ［所在地］〒758-0061 山口県萩市椿3537-3　［FAX］0838-25-2073
［営業時間］9:00 ～ 17:45（12月～ 2月9:00 ～ 17:00）　［HP］http://www.hagishi.com/0838-25-1750

（公社）萩市観光協会

お問合せ ［所在地］〒758-8555　山口県萩市江向510番地　［FAX］0838-26-0716
［営業時間］8：30 ～ 17：15（平日）　［HP］http://www.hagishi.com/0838-25-3139

萩市観光課お問合せ ［所在地］〒742-2301 山口県大島郡周防大島町大字久賀4316　［FAX］0820-72-2134
［営業時間］8：30 ～ 17：00　［HP］http://www.suo-oshima-kanko.net/0820-72-2134

（一社）周防大島観光協会

写真はイメージです

ぶちうま!ぶちうぶちうま! ISHINNHIN ぶちうま!ぶぶちうま! ISHINISHINISHIN
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お問合せ ［所在地］〒750-0008 山口県下関市田中町5-6　［FAX］083-231-1853　
［営業時間］8：30 ～ 17：15（平日）　［HP］httsp://wwwshimonoseki.travel/

083-231-1350下関市観光政策課

お問合せ ［所在地］〒753-0086 山口県山口市中市町1-10　［FAX］083-921-1555　［営業時間］8：30～ 17：00　
［平成大内御膳紹介HP］http://yamaguchi-city.jp/ouchigozen/eat.html　［歴食専用HP］http://reki-shoku.jp/

083-925-2300山口商工会議所
お問合せ ［所在地］〒747-0029 山口県防府市松崎町11-19 好文館１F　［FAX］0835-25-4537　

［営業時間］8:15 ～ 17:00（平日）　［HP］http://www.kanko-hofu.gr.jp/

0835-25-2148はも塾（（一社）防府市観光協会）

お問合せ ［所在地］〒745-0033 山口県周南市みなみ銀座1-8　［FAX］0834-33-8425　
［営業時間］8：30～ 17：30　［登録旅行業番号］山口県知事登録 旅行業 第地域-131号　

0834-33-8424（一財）周南観光コンベンション協会

下関市
ぶち
うま！ISHIN

萩　市
ぶち
うま！ISHIN

山口市
ぶち
うま！ISHIN

下関市
ぶち
うま！ISHIN

下関には、河豚（ふく）、雲丹（うに）、鯨、烏賊（いか）、鮟鱇
（あんこう）など全国に誇れる食材や名産品がたくさんありま
す。これらを選りすぐったフルコース料理、それが「下関満関
善席」です。この「下関満関善席」の認定を受けた店舗での
み“下関の究極の味”が提供されます。

究極の味わい、豪華に、贅沢に

下関満関善席

期　間 通年
場　所 認定を受けた各店舗

■メニュー内容：店舗により異なる　■料　　金：10,000円～50,000円
■アクセス：店舗により異なる　■駐 車 場：店舗により異なる　
■収容人数：店舗により異なる　■予　　約：２日～７日前迄に要予約

しもの せき まん かん ぜん せき

は え どまり

場　所 南風泊市場（下関市彦島西山町4丁目11－39）
期　間 2017年9月～ 12月の設定日（4回実施予定）

料　金 調整中
■開始時間：午前3：20競り開始（バスは唐戸地区ホテルを2：15頃、下関駅地区ホテルを2：45頃発車）　
■所要時間：2時間程度（ふく競り見学、ふく処理実演およびふく鍋の振る舞い）
■定　　員：各回最大40名（下関市内宿泊者限定）　■最少催行人数：無し　■予　　約：必要　
■ガ イ ド：有り（バス車内および市場内）　■注意事項：漁の状況や天候等により、競り中止や時間変更の場合あり　

下関市内にご宿泊の方を対象に、普段は入ることの
できない「ふく競り」の様子を特別に見学できるツアー
です。ふくの取扱量日本一の南風泊市場で行われ
る、袋せりという独特の競りを見学できる方法はこのツ
アーだけ。市場でいただく振る舞いもあり、プレミアム
な限定企画です。

ふくの取扱量日本一!南風泊市場ふく競り見学ツアー

南風泊市場「ふく競り」見学ツアー

周防大島町
ぶち
うま！ISHIN

す おお しまおう た うおち

場　所 周防大島町内各店舗期　間 11月～ 3月

■メニュー内容：店舗により異なる　■料　　金：店舗により異なる　■アクセス：①ＪＲ大畠駅からバスで10～ 60分　②山陽自動車道玖珂ICから車で30～ 60分　
■駐 車 場：一般有り、大型バス一部有り　■収容人数：店舗により異なる　■予　　約：必要　

山口県のみかん生産量約8割を占める周防大島。そんな島
が誇る新鮮な魚介類と温州みかんがタッグを組んだ郷土料理
「周防大島みかん鍋」。ゆず胡椒ならぬみかん胡椒でピリリと
効いたアクセントがクセになること間違いなし！シメはふわふわメ
レンゲの雑炊で最後の一口まで鍋の旨味をご堪能ください。

みかん島の名物料理

周防大島みかん鍋

周南市
ぶち
うま！ISHIN

場　所 観光案内所＆特産品
セレクトショップ まちのポート

期　間 2017年9月～ 12月

料　金 応相談

■開始時間：要相談　■所要時間：約1～ 2時間程度　■定　　員：要相談　■最少催行人数：ー　
■アクセス：まちのポートへはＪＲ徳山駅から徒歩2分　■予　　約：必要　
■ガ イ ド：有り　

周南市内の人気料理店をハシゴして、地酒の呑み比べ
や蔵元イチオシ・絶品の肴をお楽しみください。初めて
の方でもすぐ馴染める温かい雰囲気のお店ばかりです。

人気料理店をハシゴして、周南の地酒と蔵元推薦の美味しい料理に舌鼓!

地酒とぶちうま料理のハシゴ旅

萩　市
ぶち
うま！ISHIN

地元料理人が各々の感性で、自分達が愛する萩を料理で表現。「直前料理」・
「おざなりにしない」・「鮮度のある仕事」を徹底し、産地だからこそ出来る鮮度の
良い素材を生かし、和食文化を感じられる料理を提供します。

維新胎動の地・萩だからこそできる「一つ先の新しい料理」を追及

萩のプレミアム料理
「はぎ御膳・はぎ弁当」

期　間 通年 場　所 萩市内各所

■メニュー内容：以下の条件にこだわったプレミアム料理
　　　　　　　1．各店舗がはぎ御膳･はぎ弁当の中で、萩らしさを表現する料理を提供　2．桐箱・弁当箱のマスにこだわらず、枠内に収めること　3．萩だからこその、季節感等を説明できる食材を使用する　4．お客様へのおもてなしとしてお品書きを用意する
■料　　金：はぎ御膳2,400円（常茂恵のみ3,500円）、はぎ弁当1,500円　ともに税別　
■アクセス：①JR新山口駅からスーパーはぎ号（直行バス）約60分　②中国自動車道美祢東JCT経由、小郡萩道路（無料）絵堂ICから約20分　
■駐 車 場：一般有り（台数は店舗により異なる）、大型バス有り（店舗により無いところあり）　■収容人数：各店舗へ要問合せ　■予　　約：原則必要（一部不要な店舗あり）　■注意事項：店舗数は変更の可能性あり　

はぎ

コース まちのポート ・・・ 人気料理店（2～3軒予定）

店舗一覧

お食事処慶 tel.0820-78-2222/竜崎温泉「潮風の湯」ちどり tel.0820-77-1234/
お侍茶屋彦右衛門 tel.0820-73-1511/グリーンステイながうら tel.0820-79-0021/
食在周防あらかわ tel.0820-74-2225/ちどり本店 tel.0820-77-0321/
千鳥別館粟屋 tel.0820-77-5959/かわい寿し tel.0820-78-0011/
民宿はまゆう tel.0820-78-0145/Ｈ＆Ｒサンシャインサザンセト tel.0820-78-2121/
大島本陣茶屋 tel.0820-74-1066/民宿かぎひこ tel.0820-77-1229

店舗一覧

下関市営国民宿舎 海峡ビュー下関 tel.083-229-0117/料亭 古串屋 tel.083-245-0051/シーモールパレス モン・レーブ tel.083-232-4867/
下関グランドホテル（ブルーフォンセ・日本料理 花瀬） tel.083-231-5000/春帆楼本店 tel.083-223-7181/ふく料理・鮟鱇料理 旬楽館 tel.083-228-2452/
割烹旅館 寿美礼 tel.083-222-3191/東京第一ホテル 下関 tel.083-223-7111/寿司・割烹 浪花 tel.083-231-0728/和欧風創作料理 日和庵 tel.083-229-3388/
平家茶屋 tel.083-222-2022/みもすそ川別館 tel.083-222-3357/ふく専門 やぶれかぶれ tel.083-234-3711/

周防大島町
ぶち
うま！ISHIN

場　所 周防大島町内各店舗期　間 春～秋（通年可）

やまぐちブランドに登録された「周防瀬戸の太刀魚」
を使った創作刺身料理。旬の柑橘に塩を絡めて打
ち粉を施し、皮を鍛える焼き入れをして「太刀魚の
鏡盛り」の完成です。料理人が鍛え上げた周防大
島産の業物による旬の切れ味をご賞味ください。

西の鉄砲、東の刀

太刀魚の鏡盛り

店舗一覧

お食事処慶 tel.0820-78-2222/竜崎温泉「潮風の湯」ちどり tel.0820-77-1234/
お侍茶屋彦右衛門 tel.0820-73-1511/グリーンステイながうら tel.0820-79-0021/
食在周防あらかわ tel.0820-74-2225/ちどり本店 tel.0820-77-0321/
千鳥別館粟屋 tel.0820-77-5959/かわい寿し tel.0820-78-0011/
民宿はまゆう tel.0820-78-0145/Ｈ＆Ｒサンシャインサザンセト tel.0820-78-2121

場　所 山口市湯田温泉期　間 通年

■メニュー内容：大内のお殿様が前将軍様をもてなしたお料理を忠実に再現したメニュー
■料　　金：大内弘世コース15,000円（税別）、大内義興コース5,000円（税別）、平成大内御膳弁当3,000円（税別）　
■アクセス：中国自動車道小郡ICから約15分　■駐 車 場：一般有り　■収容人数：店舗により異なる　
■予　　約：必要（防長苑 2名以上で2日前まで／山水園「臨水」 4名以上で3日前まで／
　　　　　　西の雅常盤 10名以上で1週間前まで／湯田温泉 西村屋 4名以上で5日前まで）　

1500（明応9）年、室町幕府の第十代将軍だった足利義稙を山口の大内義興は中
世最大の宴でもてなしました。平成大内御膳は、その献立記録にみられる料理を忠
実に再現し、当時なかった砂糖・醤油・みりんを使わず、食材本来の味を堪能頂け
る御膳に仕上げています。当日は、料理人による料理の説明があります。
ＤＣ期間限定で、解説パンフレット・耳土器をお土産として持ち帰ることができます。

大内のお殿様が前将軍をもてなしたお料理を忠実に再現

平成大内御膳

店舗一覧 防長苑 tel.083-922-3555／山水園「臨水」 tel.083-922-0560／
西の雅常盤 tel.083-922-0091／湯田温泉 西村屋 tel.083-922-0250

店舗一覧
［はぎ御膳（5施設）］割烹 千代 tel.0838-22-1128/萩の御厨 高大 tel.0838-22-0065/萩の宿 常茂恵 tel.0838-22-0150/畔亭 tel.0838-22-1755/萩観光ホテル tel.0838-25-0211

［はぎ弁当（4施設）］お食事処 わらじ tel.0838-22-6100/仕出し料理 きたむら tel.0838-25-1596/シズキ tel.0838-22-0660/みどりや tel.0838-25-1232

「…」徒歩、  「―」タクシー、  「＝」バス、  「≫」JR、  「～」船、  「→」その他（マイカー・レンタカー等）コースの凡例

おお うち

萩にある５つの酒蔵、個性豊かな萩のお酒の魅力を知って頂くとともに、美容や健康にも注目されつつある酒粕をおいしく活用し
た、スウィーツやパンを、各店舗で販売します。各店舗で、該当商品含めて、ご利用金額1,000円（税込）で、萩の地酒セットが
あたるプレゼントも実施しています。

萩にある５つの酒蔵の美味しい物語を召し上がれ

萩SAKEKASU５～週末カフェ＆スウィーツ＆パン～
はぎ

防府市
ぶち
うま！ISHIN

場　所 防府市内期　間 5月中旬～ 9月中旬

場　所 萩市内各店舗予定 料　金 1個90円～期　間 2017年10月1日～ 22日の土曜･日曜（一部店休日や平日販売あり 予定）

■メニュー内容：鱧ミニコース、鱧フルコース、鱧単品料理あり
■料　　金：ミニコース3000円～、フルコース5000円～（税別）　
■アクセス：①JR防府駅下車　②山陽自動車道防府東ICから約10分／防府西ICから約10分
■駐 車 場：一般有り、大型バス店舗により異なる　■収容人数：店舗により異なる　■予　　約：必要

■メニュー内容：「東洋美人」のカステラ、酒粕の個性を食べ比べできる新感覚のシュークリーム、県産小麦「せときらら」を使ったオトナ味のパン、地元・明木（あきらぎ）産の生姜がアクセントのサブレ、酒粕と白味噌に漬けた
　　　　　　　豚肉が柔らかくジューシーな豚肉パンなど（予定）　■アクセス：①JR新山口駅からスーパーはぎ号（直行バス）約60分　②中国自動車道美祢東JCT経由、小郡萩道路（無料）絵堂ICから約20分
■駐 車 場：店舗により異なる　■収容人数：店舗により異なる　■予　　約：不要

夏が旬の鱧。梅雨の水を飲んでおいしくなるといわれています 。
淡白ながらも旨みもある鱧は、煮る、焼く、湯引き、揚げるなど調理方法は様々。
職人の技「骨切り」により造り上げられる口当たりの良い鱧料理「天神鱧」をぜひ、は
も塾加盟店でお召し上がりください。

梅雨の水を飲んでおいしくなる鱧

天神鱧

店舗一覧

割烹いちはな tel.0835-23-0187/寿し季節料理うめ田 tel.0835-23-0101/噢快餐 tel.0835-22-0340/
咲果庄 tel.0835-27-2030/ふぐ処佐じか tel.0835-22-0193/桑華苑 tel.0835-24-3000/
田中屋 tel.0835-22-1575/中谷 tel.0835-22-0622/割烹天神なか谷 tel.0835-22-1438/
味のおもてなし浜 tel.0835-23-7710/さしみ亭「和加栄」 tel.0835-22-0630/
お食事処 兆（きざし） tel.0835-25-1133/創作料理 尽 tel.0835-38-8411

店舗一覧 萩椿 tel.0838-26-9300/藍場川の家 tel.0838-26-1536/プチ・シャトー tel.0838-26-6058/ふれあいらんど萩のぱん屋さん tel.0838-21-7770/ポ・ヤシロ tel.0838-25-8463/ファーマーズガーデン tel.0838-22-0759/
あじさい工房 tel.0838-55-0204/yuQuri tel.0838-21-7789/LE LIEN（ル リアン） tel.080-8234-0030/うきしま工房 tel.0838-22-0545

はもてん じん

お問合せ ［所在地］〒750-0018 山口県下関市豊前田町3丁目3-1 海峡メッセ下関6F　［FAX］083-223-2443
［営業時間］8：30 ～ 17：00（平日）　［HP］http://www.stca-kanko.or.jp/083-223-1144　

（一社）下関観光コンベンション協会

お問合せ ［所在地］〒758-0061 山口県萩市椿3537-3　［FAX］0838-25-2073
［営業時間］9:00 ～ 17:45（12月～ 2月9:00 ～ 17:00）　［HP］http://www.hagishi.com/0838-25-1750

（公社）萩市観光協会

お問合せ ［所在地］〒758-8555　山口県萩市江向510番地　［FAX］0838-26-0716
［営業時間］8：30 ～ 17：15（平日）　［HP］http://www.hagishi.com/0838-25-3139

萩市観光課お問合せ ［所在地］〒742-2301 山口県大島郡周防大島町大字久賀4316　［FAX］0820-72-2134
［営業時間］8：30 ～ 17：00　［HP］http://www.suo-oshima-kanko.net/0820-72-2134

（一社）周防大島観光協会

写真はイメージです

ぶちうま!ぶちうぶちうま! ISHINNHIN ぶちうま!ぶぶちうま! ISHINISHINISHIN
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期　間 通年

長門市
悠々ISHIN

周南市
悠々ISHIN

防府市
悠々ISHIN

大寧寺は、この地に逃れた大内義隆公が自刃し、栄華を誇った大内家が断絶した地でもあり、室町時
代（1410年）開創のこの寺は、歴史のそれぞれの時代に重要な場所として、さまざまな役割を果たして
きました。この地の歴史と伝統の厚みを是非、五感で味わってください。
坐禅の説明（作法と心得）から始まり、坐禅体験（坐禅30分）と法話「大寧寺の歴史」を体験できます。

漢陽寺は、周防・長門などの守護大名だった大内盛見が、1374年（応安7年）に創建しました。
「昭和の雪舟」とも称される重森三玲の作庭による平安時代様式の「曲水の庭」の他、5つの優雅
な庭がある事でも知られています。そんな県内屈指の名刹で写経体験や座禅体験をして、心をリフ
レッシュしてみませんか？

壮麗美観を「西の高野」と称えられる
大寧寺での坐禅体験 大寧寺「爽やか朝坐禅」

■アクセス：①JR長門湯本駅から徒歩約10分　②中国自動車道美祢ICから約25分　■駐 車 場：一般80台程度、大型バス可　

たい ねい じ

県内屈指の名刹・漢陽寺で写経・座禅体験

漢陽寺 写経・座禅体験
かん よう じ

場　所 大寧寺（長門市深川湯本1074-1）
料　金 ご献香料として1,000円

期　間 通年 場　所 漢陽寺（周南市大字鹿野上2872） 料　金 要相談

■開始時間：7：00～　■所要時間：1時間　■定　　員：30名程度　■最少催行人数：2名　■予　　約：3日前までに要予約（原則宿泊者特典、前日までにチケット入手可能な方）　■ガ イ ド：有り
■注意事項：服装は軽装、携帯はマナーモード、公務・法要実施により催行中止となる場合あり

かつては、西の高野といわれるほどの隆盛を誇った曹洞宗屈指の名刹であり、室町時代に西国の覇者
として、山口に栄華を極めた大内氏の終焉の地としても知らる寺。大内氏が顔を映して最期を悟ったと
伝わる姿見の池やかぶと掛けの岩、大内氏や家臣の墓などがあり、大内氏にまつわる伝承が多く残さ
れています。住職によるお話と貴重な寺伝資料の特別拝観から歴史をたどります。

武将の寺 大寧寺での特別体験大寧寺「秋の戦国物語と特別拝観」
たい ねい じ

場　所 大寧寺（長門市深川湯本1074-1）

期　間 月～金曜（特日を除く）

期　間 2017年9月～ 12月予定

料　金 500円
■開始時間：16：00　■所要時間：60分　■定　　員：ー　■最少催行人数：10名（10名未満の場合は1催行5000円）　■予　　約：14日前までに要予約（長門湯本温泉宿泊者限定）　■ガ イ ド：有り

１３００年の歴史ある秘境の霊域で、滝行・
座禅・説法や、本格的な真言密教膳の精進
料理を味わうなど当時に想いを馳せながら修
行体験をすることができます（※修行内容の
組み合わせは自由）。このほか、雪舟が描い
たと伝わる絵馬を飾った観音堂や多くの文化
財が眠る宝物庫のガイド案内、樹齢９００年
日本一の高さを持つ大銀杏、秋にはその見
事な紅葉を観賞できます。

秘境の霊域で修行体験

龍蔵寺 修行体験

期　間 通年
料　金 拝観料 大人200円、中高生100円、小学生50円

精進料理 3,000 ～ 5,000円（税別）
（11：30～ 13：00の間／団体は金額の相談もお受けします）

滝行1,500円、座禅1,500円、説法（簡単な祈祷付）500円
■開始時間：8：00～ 17：00の間　■所要時間：1時間～2時間　■定　　員：100名程度（滝行は5名/1回）　
■最少催行人数：滝行5名程度、座禅5名以上、説法20名以上（いずれも応相談）、精進料理2名以上　
■アクセス：①JR新山口駅から車で30分　②中国自動車道小郡ICから車で15分／湯田温泉から車で10分
■駐 車 場：一般40台、大型バス要問合せ（道路狭小につき、要案内）　
■予　　約：3日前までに要予約　■ガ イド：住職による案内（住職不在時は係で対応）　

りゅう ぞう じ

験
山口市
悠々ISHIN

山口市
悠々ISHIN

洞春寺は、毛利元就の菩提寺であり、奇兵隊の屯所や毛利敬親の仮寓所など明治維新の舞
台ともなった寺院です。重要文化財の山門、観音堂の他、井上馨の墓や奇兵隊の刀傷など
が見学できるほか、座禅体験もできます。
【ＤＣ期間限定】毛利輝元ゆかりの書や伊藤博文公の扁額、大河ドラマにも登場した毛利敬親
公室の位牌など普段目にすることのない品を住職による解説とともに観覧することができます。

毛利元就の菩提寺であり、明治維新の舞台となった寺院での特別体験

洞春寺 住職による案内ツアー・座禅体験

期　間 2017年9月～ 12月 料　金 500円
■開始時間：9：00～　■所要時間：1時間　■定　　員：50名　■最少催行人数：2名　
■アクセス：①JR山口駅からバス約5分「県庁前」下車、徒歩10分　②中国自動車道小郡ICから車で20分
■駐 車 場：一般有り、大型バス有り（香山公園駐車場）　■予　　約：３日前までに要予約（当日予約も応相談）　
■ガ イド：有り

■開始時間：要相談　■所要時間：60分程度（応相談）　■定　　員：40名　■最少催行人数：1名　
■アクセス：①JR徳山駅からバスで約60分「鹿野」下車後、徒歩10分　②中国自動車道鹿野ICから車で2分
■駐 車 場：一般有り（無料）、大型バス可（無料）　■予　　約：必要　■ガ イド：有り　■注意事項：事前予約の際に詳細決定　

とうしゅん じ

宇部市
悠々ISHIN

種田山頭火のふるさと防府において、「全国随一の山頭火の顕彰・交流施設」また「自由律俳句
の一大拠点施設」として、山頭火のふるさと防府を全国に発信するとともに、全国の山頭火ファンを
はじめ、防府市に訪れた皆様にも山頭火を知っていただき、自由律俳句に親しんでいただけます。

宇部領主であった福原氏が寺の再興をはかり、菩
提所として再建した宗隣寺。副住職のガイドで、知
られざる幕末維新の話や福原芳山が実際に使用し
ていたトランクなどの貴重な品を見ることができます。

心と向き合う静かなひととき…

宗隣寺・
龍心庭鑑賞プラン

料　金 未定

オープン時期 2017年10月7日（土） 場　所 防府市宮市町5番13号

■開始時間：9：00～ 14：00　■所要時間：1時間　
■定　　員：未定　■最少催行人数：未定　
■アクセス：①JR宇部線宇部新川駅から宇部市営バスで10分 
　　　　　　「小串」バス停から徒歩で5分　
　　　　　②山陽自動車道宇部ICから車で7分
■駐 車 場：一般20台　■予　　約：必要　■ガ イ ド：有り

■料　　金：展示室 大人300円（200円）、小中高150円（100円 ） （ ）内は20名以上の団体料金/交流室、トイレ、授乳室 無料　
■営業時間：10：00～18：00（最終入館17：30/交流室18：00）　■駐 車 場：一般5台（うち身障2台）予定　
■アクセス：①JR山陽本線防府駅から徒歩15分　②山陽自動車道防府東IC・防府西ICから10分　■予　　約：不要　

そう りん じ

平成29年10月 オープン!山頭火ふるさと館オープン
さん とう か

下松市
悠々ISHIN

全室オーシャンビューのモダンテイストで落ち着きのある客室。笠戸湾の眺望を満喫できる大城温泉「潮騒の湯」（日帰り入浴
可）。生まれ変わった国民宿舎大城で、笠戸島をまるごとご堪能ください。ロビーには「ものづくりのまち下松」ならではの「新幹
線グリーン車の座席」の設置や打ち出し板金技法により制作された「アルミ製のバイオリン」の展示を行っています。ＤＣ期間限
定（2017年9月～ 12月）、特産品「笠戸ひらめ」＆「笠戸とらふぐ」堪能プランの特別メニューをご提供いたします（要予約）。

オープン時期 2016年11月1月（火） 場　所 下松市大字笠戸島14-1
■料　　金：１泊２食付9,870円～　■営業時間：7:00～ 22：00　■休　　日：無休　
■アクセス：①JR下松駅から深浦行きバスで20分、「国民宿舎前」下車　②山陽自動車道徳山東ICから車で約20分　
■駐 車 場：一般１７５台（無料）、大型バス有り（無料）　■予　　約：必要　

オーシャンビューの絶景温泉宿 国民宿舎 大城 グランドオープン
おお じょう

長門市
悠々ISHIN

長門市が全国に誇る農水産物を販売・提供する施設が、港町仙崎にオープンします。
新たな交流拠点で長門市の美味しい食材をご堪能ください。

オープン時期 2017年10月予定 場　所 長門市仙崎4297番地1
■料　　金：無料　■営業時間：9：00～ 18：00（一部営業時間が異なる）　■休　　日：無休　
■アクセス：①JR仙崎駅から徒歩約5分  ②中国自動車道美祢ICから約45分　
■駐 車 場：一般約150台（無料）、大型バス約8台（無料）　■予　　約：不要　

長門市に新たな魅力が加わります!!

仙崎地区交流拠点施設「センザキッチン」オープン
せん ざき

りゅう しん てい

場所
お問合せ

［所在地］〒745-0302 山口県周南市大字鹿野上2872
［営業時間］9：00 ～ 16：00 （不定休）0834-68-2010

漢陽寺

お問合せ

［所在地］〒759-4103 山口県長門市 湯本温泉　［FAX］0837-25-3612（旅館組合）
［営業時間］9：00 ～ 17：00（旅館組合）　［HP］http://yumotoonsen.com/zazen/0837-25-3611（旅館組合）

［朝坐禅］各宿泊施設、及び、湯本温泉旅館協同組合

［所在地］〒759-4101 山口県長門市東深川1324-1　［FAX］0837-22-8409
［営業時間］8：30 ～ 17：15　［HP］http://yumotoonsen.com/zazen/0837-22-8404

［戦国物語］（一社）長門市観光コンベンション協会

場所
お問合せ ［所在地］〒753-0811 山口県山口市吉敷1750番地　［FAX］083-928-0780　

［営業時間］8：00～ 17：00　［HP］http://www.ryuzouji.org/

083-924-1357龍蔵寺 場所
お問合せ ［所在地］〒753-0082 山口県山口市水の上町5-27　

［営業時間］8：00～ 17：00　

083-922-1028洞春寺

場所
お問合せ ［所在地］〒755-0067 山口県宇部市小串210番地　

［営業時間］9：00～ 17：00

0836-21-1087宗隣寺

お問合せ ［所在地］〒747-0808 山口県防府市桑山２丁目１番１号（文化財郷土資料館3階）　
［FAX］0835-25-5578　［営業時間］8：15 ～ 17：000835-25-2018

防府市文化・スポーツ課 山頭火ふるさと館建設室

お問合せ ［所在地］〒759-4106 長門市仙崎4297番地6（ショップ青海島内）　
［FAX］0837-22-6345　［営業時間］8：30 ～ 17：15（平日）0837-26-6125

長門市 成長戦略推進課 道の駅開設準備室

場所
お問合せ

［所在地］〒744-0001 山口県下松市大字笠戸島14-1　［FAX］0833-52-0052　
［営業時間］7：00 ～ 22：00　［HP］http://www.oojou.jp/0833-52-0138

国民宿舎大城

悠 々悠 々悠 々 ISHINISHIN 悠 々々 ISHINISHINISHIN
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期　間 通年

長門市
悠々ISHIN

周南市
悠々ISHIN

防府市
悠々ISHIN

大寧寺は、この地に逃れた大内義隆公が自刃し、栄華を誇った大内家が断絶した地でもあり、室町時
代（1410年）開創のこの寺は、歴史のそれぞれの時代に重要な場所として、さまざまな役割を果たして
きました。この地の歴史と伝統の厚みを是非、五感で味わってください。
坐禅の説明（作法と心得）から始まり、坐禅体験（坐禅30分）と法話「大寧寺の歴史」を体験できます。

漢陽寺は、周防・長門などの守護大名だった大内盛見が、1374年（応安7年）に創建しました。
「昭和の雪舟」とも称される重森三玲の作庭による平安時代様式の「曲水の庭」の他、5つの優雅
な庭がある事でも知られています。そんな県内屈指の名刹で写経体験や座禅体験をして、心をリフ
レッシュしてみませんか？

壮麗美観を「西の高野」と称えられる
大寧寺での坐禅体験 大寧寺「爽やか朝坐禅」

■アクセス：①JR長門湯本駅から徒歩約10分　②中国自動車道美祢ICから約25分　■駐 車 場：一般80台程度、大型バス可　

たい ねい じ

県内屈指の名刹・漢陽寺で写経・座禅体験

漢陽寺 写経・座禅体験
かん よう じ

場　所 大寧寺（長門市深川湯本1074-1）
料　金 ご献香料として1,000円

期　間 通年 場　所 漢陽寺（周南市大字鹿野上2872） 料　金 要相談

■開始時間：7：00～　■所要時間：1時間　■定　　員：30名程度　■最少催行人数：2名　■予　　約：3日前までに要予約（原則宿泊者特典、前日までにチケット入手可能な方）　■ガ イ ド：有り
■注意事項：服装は軽装、携帯はマナーモード、公務・法要実施により催行中止となる場合あり

かつては、西の高野といわれるほどの隆盛を誇った曹洞宗屈指の名刹であり、室町時代に西国の覇者
として、山口に栄華を極めた大内氏の終焉の地としても知らる寺。大内氏が顔を映して最期を悟ったと
伝わる姿見の池やかぶと掛けの岩、大内氏や家臣の墓などがあり、大内氏にまつわる伝承が多く残さ
れています。住職によるお話と貴重な寺伝資料の特別拝観から歴史をたどります。

武将の寺 大寧寺での特別体験大寧寺「秋の戦国物語と特別拝観」
たい ねい じ

場　所 大寧寺（長門市深川湯本1074-1）

期　間 月～金曜（特日を除く）

期　間 2017年9月～ 12月予定

料　金 500円
■開始時間：16：00　■所要時間：60分　■定　　員：ー　■最少催行人数：10名（10名未満の場合は1催行5000円）　■予　　約：14日前までに要予約（長門湯本温泉宿泊者限定）　■ガ イ ド：有り

１３００年の歴史ある秘境の霊域で、滝行・
座禅・説法や、本格的な真言密教膳の精進
料理を味わうなど当時に想いを馳せながら修
行体験をすることができます（※修行内容の
組み合わせは自由）。このほか、雪舟が描い
たと伝わる絵馬を飾った観音堂や多くの文化
財が眠る宝物庫のガイド案内、樹齢９００年
日本一の高さを持つ大銀杏、秋にはその見
事な紅葉を観賞できます。

秘境の霊域で修行体験

龍蔵寺 修行体験

期　間 通年
料　金 拝観料 大人200円、中高生100円、小学生50円

精進料理 3,000 ～ 5,000円（税別）
（11：30～ 13：00の間／団体は金額の相談もお受けします）

滝行1,500円、座禅1,500円、説法（簡単な祈祷付）500円
■開始時間：8：00～ 17：00の間　■所要時間：1時間～2時間　■定　　員：100名程度（滝行は5名/1回）　
■最少催行人数：滝行5名程度、座禅5名以上、説法20名以上（いずれも応相談）、精進料理2名以上　
■アクセス：①JR新山口駅から車で30分　②中国自動車道小郡ICから車で15分／湯田温泉から車で10分
■駐 車 場：一般40台、大型バス要問合せ（道路狭小につき、要案内）　
■予　　約：3日前までに要予約　■ガ イド：住職による案内（住職不在時は係で対応）　

りゅう ぞう じ

験
山口市
悠々ISHIN

山口市
悠々ISHIN

洞春寺は、毛利元就の菩提寺であり、奇兵隊の屯所や毛利敬親の仮寓所など明治維新の舞
台ともなった寺院です。重要文化財の山門、観音堂の他、井上馨の墓や奇兵隊の刀傷など
が見学できるほか、座禅体験もできます。
【ＤＣ期間限定】毛利輝元ゆかりの書や伊藤博文公の扁額、大河ドラマにも登場した毛利敬親
公室の位牌など普段目にすることのない品を住職による解説とともに観覧することができます。

毛利元就の菩提寺であり、明治維新の舞台となった寺院での特別体験

洞春寺 住職による案内ツアー・座禅体験

期　間 2017年9月～ 12月 料　金 500円
■開始時間：9：00～　■所要時間：1時間　■定　　員：50名　■最少催行人数：2名　
■アクセス：①JR山口駅からバス約5分「県庁前」下車、徒歩10分　②中国自動車道小郡ICから車で20分
■駐 車 場：一般有り、大型バス有り（香山公園駐車場）　■予　　約：３日前までに要予約（当日予約も応相談）　
■ガ イド：有り

■開始時間：要相談　■所要時間：60分程度（応相談）　■定　　員：40名　■最少催行人数：1名　
■アクセス：①JR徳山駅からバスで約60分「鹿野」下車後、徒歩10分　②中国自動車道鹿野ICから車で2分
■駐 車 場：一般有り（無料）、大型バス可（無料）　■予　　約：必要　■ガ イド：有り　■注意事項：事前予約の際に詳細決定　

とうしゅん じ

宇部市
悠々ISHIN

種田山頭火のふるさと防府において、「全国随一の山頭火の顕彰・交流施設」また「自由律俳句
の一大拠点施設」として、山頭火のふるさと防府を全国に発信するとともに、全国の山頭火ファンを
はじめ、防府市に訪れた皆様にも山頭火を知っていただき、自由律俳句に親しんでいただけます。

宇部領主であった福原氏が寺の再興をはかり、菩
提所として再建した宗隣寺。副住職のガイドで、知
られざる幕末維新の話や福原芳山が実際に使用し
ていたトランクなどの貴重な品を見ることができます。

心と向き合う静かなひととき…

宗隣寺・
龍心庭鑑賞プラン

料　金 未定

オープン時期 2017年10月7日（土） 場　所 防府市宮市町5番13号

■開始時間：9：00～ 14：00　■所要時間：1時間　
■定　　員：未定　■最少催行人数：未定　
■アクセス：①JR宇部線宇部新川駅から宇部市営バスで10分 
　　　　　　「小串」バス停から徒歩で5分　
　　　　　②山陽自動車道宇部ICから車で7分
■駐 車 場：一般20台　■予　　約：必要　■ガ イ ド：有り

■料　　金：展示室 大人300円（200円）、小中高150円（100円 ） （ ）内は20名以上の団体料金/交流室、トイレ、授乳室 無料　
■営業時間：10：00～18：00（最終入館17：30/交流室18：00）　■駐 車 場：一般5台（うち身障2台）予定　
■アクセス：①JR山陽本線防府駅から徒歩15分　②山陽自動車道防府東IC・防府西ICから10分　■予　　約：不要　

そう りん じ

平成29年10月 オープン!山頭火ふるさと館オープン
さん とう か

下松市
悠々ISHIN

全室オーシャンビューのモダンテイストで落ち着きのある客室。笠戸湾の眺望を満喫できる大城温泉「潮騒の湯」（日帰り入浴
可）。生まれ変わった国民宿舎大城で、笠戸島をまるごとご堪能ください。ロビーには「ものづくりのまち下松」ならではの「新幹
線グリーン車の座席」の設置や打ち出し板金技法により制作された「アルミ製のバイオリン」の展示を行っています。ＤＣ期間限
定（2017年9月～ 12月）、特産品「笠戸ひらめ」＆「笠戸とらふぐ」堪能プランの特別メニューをご提供いたします（要予約）。

オープン時期 2016年11月1月（火） 場　所 下松市大字笠戸島14-1
■料　　金：１泊２食付9,870円～　■営業時間：7:00～ 22：00　■休　　日：無休　
■アクセス：①JR下松駅から深浦行きバスで20分、「国民宿舎前」下車　②山陽自動車道徳山東ICから車で約20分　
■駐 車 場：一般１７５台（無料）、大型バス有り（無料）　■予　　約：必要　

オーシャンビューの絶景温泉宿 国民宿舎 大城 グランドオープン
おお じょう

長門市
悠々ISHIN

長門市が全国に誇る農水産物を販売・提供する施設が、港町仙崎にオープンします。
新たな交流拠点で長門市の美味しい食材をご堪能ください。

オープン時期 2017年10月予定 場　所 長門市仙崎4297番地1
■料　　金：無料　■営業時間：9：00～ 18：00（一部営業時間が異なる）　■休　　日：無休　
■アクセス：①JR仙崎駅から徒歩約5分  ②中国自動車道美祢ICから約45分　
■駐 車 場：一般約150台（無料）、大型バス約8台（無料）　■予　　約：不要　

長門市に新たな魅力が加わります!!

仙崎地区交流拠点施設「センザキッチン」オープン
せん ざき

りゅう しん てい

場所
お問合せ

［所在地］〒745-0302 山口県周南市大字鹿野上2872
［営業時間］9：00 ～ 16：00 （不定休）0834-68-2010

漢陽寺

お問合せ

［所在地］〒759-4103 山口県長門市 湯本温泉　［FAX］0837-25-3612（旅館組合）
［営業時間］9：00 ～ 17：00（旅館組合）　［HP］http://yumotoonsen.com/zazen/0837-25-3611（旅館組合）

［朝坐禅］各宿泊施設、及び、湯本温泉旅館協同組合

［所在地］〒759-4101 山口県長門市東深川1324-1　［FAX］0837-22-8409
［営業時間］8：30 ～ 17：15　［HP］http://yumotoonsen.com/zazen/0837-22-8404

［戦国物語］（一社）長門市観光コンベンション協会

場所
お問合せ ［所在地］〒753-0811 山口県山口市吉敷1750番地　［FAX］083-928-0780　

［営業時間］8：00～ 17：00　［HP］http://www.ryuzouji.org/

083-924-1357龍蔵寺 場所
お問合せ ［所在地］〒753-0082 山口県山口市水の上町5-27　

［営業時間］8：00～ 17：00　

083-922-1028洞春寺

場所
お問合せ ［所在地］〒755-0067 山口県宇部市小串210番地　

［営業時間］9：00～ 17：00

0836-21-1087宗隣寺

お問合せ ［所在地］〒747-0808 山口県防府市桑山２丁目１番１号（文化財郷土資料館3階）　
［FAX］0835-25-5578　［営業時間］8：15 ～ 17：000835-25-2018

防府市文化・スポーツ課 山頭火ふるさと館建設室

お問合せ ［所在地］〒759-4106 長門市仙崎4297番地6（ショップ青海島内）　
［FAX］0837-22-6345　［営業時間］8：30 ～ 17：15（平日）0837-26-6125

長門市 成長戦略推進課 道の駅開設準備室

場所
お問合せ

［所在地］〒744-0001 山口県下松市大字笠戸島14-1　［FAX］0833-52-0052　
［営業時間］7：00 ～ 22：00　［HP］http://www.oojou.jp/0833-52-0138

国民宿舎大城

悠 々悠 々悠 々 ISHINISHIN 悠 々々 ISHINISHINISHIN
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お問合せ ［所在地］〒753-8501 山口県山口市滝町1-1 山口県庁　観光スポーツ文化部 観光プロジェクト推進室　
［FAX］083-933-3179　［営業時間］9：00 ～ 17：00（平日）　 ［HP］http://www.c571.jp/083-933-3204

山口線SL運行対策協議会事務局

お問合せ ［所在地］〒754-0511 美祢市秋芳町秋吉3449-1　
［営業時間］8：30 ～ 17：15　 ［HP］http://www2.city.mine.lg.jp/0837-62-0018

美祢市秋芳洞案内所

「…」徒歩、  「―」タクシー、  「＝」バス、  「≫」JR、  「～」船、  「→」その他（マイカー・レンタカー等）コースの凡例

美祢市
体感ISHIN

ハート型のペーパーウエイトや大理石キーホルダーなど、世界
で一つだけのオリジナル大理石作品を作りましょう。台板に文字
を掘ったり、大理石の原石を磨いて輝かせる体験は子供だけ
でなく大人にも大人気です。

山口市
津和野町

悠々ISHIN

運行日 2017年3月19日～ 6月11日の土曜・日曜・祝日・GWなど（以降の運転日はJR西日本のホームページ等でご確認ください）
料　金 乗車区間により異なる（全席指定席／乗車券のほかに座席指定券が必要）

「貴婦人」の愛称で親しまれるSL「やまぐち」号に乗って新山口駅から津和野駅まで、約２時間のレトロな旅へ出かけませんか？
沿線には湯田温泉、国宝 瑠璃光寺五重塔、長門峡、徳佐りんご狩り、津和野散策など、楽しい観光地もたくさんあります。
また、新型客車の導入が平成29年９月に、Ｄ51 200号機の本線復活運行が平成29年度以降にそれぞれ予定されています。

蒸気機関車に乗ってレトロな旅へ! SL「やまぐち」号 平成29年9月新製客車登場（予定）

■出発時間：ー　■所要時間：新山口駅～津和野駅間で約2時間（1日1往復）　■定　　員：360名（新型客車の定員約240名）　
■予　　約：必要（乗車1ヶ月前の10：00から主なJRみどりの窓口・旅行会社で購入可能）　■ガ イド：無し　コース 新山口駅 ≫ 津和野駅（約62.9Km）

期　間 2017年9月～ 12月

料　金 入洞料1,200円、ジオガイド1,500円（ガイド1名料金）
場　所 秋芳洞（美祢市秋芳町秋吉）

ジオガイドによる新たな視点での秋芳洞案内を行います。
ジオツアーを通じて、これまでに無い秋芳洞の新発見を体験して頂けます。
また、石灰岩の特性を利用した、手作り印鑑の制作なども体験できます。

2015年、Mine秋吉台地域が日本ジオパークに認定

Mine秋吉台ジオツアー

■開始時間：応相談　■所要時間：約60分　■定　　員：応相談　■最少催行人数：20名　
■アクセス：①JR新山口駅からバスで45分／宇部空港から車で1時間  
　　　　　②中国道 美祢ICから車で15分／小郡萩道路 秋吉台ICから車で5分
■駐 車 場：一般有り（市営駐車場、その他民営駐車場）、大型バス有り　
■予　　約：必要　■ガ イド：有り　

重源上人が東大寺再建の用材を切り出した際人夫の保養のために造った石風呂を
重源の郷で再現。石風呂に入った後マッサージも受けることで当時の人夫に想いを馳
せることができます。郷内の文化伝承館では重源上人の歴史にふれることもできます。
郷内は、昭和初期の山村風景を再現しており、茅葺屋根の施設で、そば打ちや紙漉
きなど様々な体験を楽しむことができます。湯田温泉までボンネットバスでの送迎も行っ
ています（定員17名、最少5名から送迎可）。

石風呂マッサージなどタイムスリップ体験

ボンネットバス送迎で「重源の郷」田舎体験

期　間 2017年9月～ 12月
料　金 入郷料 大人500円、小中学生300円（20名以上団体100円引）、

身障者半額（購入時手帳提示）、石風呂無料、
マッサージ30分1,500円  （その他各体験料はHP参照）

■開始時間：10：00～ 16：00　■所要時間：各体験約１時間　
■アクセス：中国自動車道徳地ICから約10分　■駐 車 場：一般150台、大型バス10台　■ガ イド：有り　
■注意事項：ペットはバス・建物内不可、送迎人数が少ない場合ボンネットバスではなく別の車での送迎になります

ちょうげん さと

山口市
悠々ISHIN

カルスト展望台横の秋吉台を一望できる場所に建つ、Mine秋吉台ジオパークの拠点施設です。
観光案内カウンターはもちろん、来館者の休憩スペース（約50席）やカフェを併設し、ジオパークに関する
様 な々情報を気軽に知ることができます。

美祢の情報発信拠点がオープン!

Mine秋吉台ジオパークセンター「Karstar」オープン

オープン時期 2016年12月

期　間 2017年9月～ 12月
場　所 道の駅おふく、道の駅みとう、

大理石加工展示館
料　金 材料代500～ 1,500円、

指導料1団体につき5,000円

■料　　金：無料　■営業時間：9：00～ 17：00　■休　　日：年末年始　
■アクセス：①JR新山口駅からバスで45分／宇部空港から車で1時間  ②中国道 美祢ICから車で15分／小郡萩道路 秋吉台ICから車で5分　
■駐 車 場：一般100台、大型バス5台　■予　　約：必要

■開始時間：応相談　■所要時間：45分～60分　（ある程度の時間調整可能）　
■定　　員：30名　■最少催行人数：5名　
■アクセス：①JR新山口駅からバスで43分、秋芳洞バス停から徒歩で30分  
　　　　　②小郡萩道路 秋吉台ICから車で7分
■駐 車 場：一般有り（市営駐車場、その他民営駐車場）、大型バス有り　
■予　　約：ガイド人数に限りがあるため早目に要予約　
■ガ イ ド：有り　■注意事項：小学校高学年以上対象　

あきみ ね

あき よし どう

よし だい カルスター

世界で一つだけの
オリジナル大理石作品を作ろう

大理石クラフト体験

秋芳洞の通常営業終了後の19時から洞内の照明をすべて消し、観光アテンダント
の誘導で懐中電灯1本で真っ暗闇の秋芳洞（観光コース）を探検します。復路は洞
内照明を点灯し、通常の秋芳洞が探勝でき、1度で2度楽しめる企画です。

期　間 ［個人］4月～ 11月の土曜  ［団体］通年 
（ゴールデンウィーク・お盆・年末年始を除く）

場　所 美祢市 秋芳洞
料　金 大人1,200円、中学生950円、小学生600円（団体割引有り）

■開始時間：19：00　■所要時間：約1時間　■定　　員：ー　■最少催行人数：［個人］4名以上 ［団体］10名以上
■アクセス：①JR新山口駅からバスで45分、「秋芳洞」下車、徒歩5分  ②小郡萩道路秋吉台ICから約10分
■駐 車 場：有り　■予　　約：1週間前まで要予約　■ガ イ ド：有り

異空間の入口へようこそ!

秋芳洞・闇のロマン探検 かげ きよ どう

景清洞は、総延長約1.5kmで入口から約700mはバリアフリーに対応し車椅子でも
利用できる平坦な観光コースですが、さらに先の闇の中をキャップランプの明かりをた
よりに、自然のままの洞くつを体験できるのがこのコースです。（約400m）
予約なしでもＯＫ！個人、小グループ、団体でも体験できます。

期　間 通年 場　所 景清洞（美祢市美東町赤3108）
料　金 中学生以上1,300円、小学生860円

■開始時間：8：30～ 16：30　■所要時間：1時間　■定　　員：無し　■最少催行人数：無し
■アクセス：小郡萩道路絵堂ICから約5分
■駐 車 場：有り　■予　　約：団体の場合は事前予約　■ガ イ ド：団体の場合は希望によりガイドあり

自分の手も見えない本当の真っ暗闇を体験

景清洞・探検コース

ＤＣ期間の特別企画として、山口県を代表する宿泊地である湯田温泉において温泉
街の魅力を伝えるウォーキングツアーを準備しました。
［ツアー 1］湯田温泉の中心部に位置する歴史公園である井上公園を起点に地域の
史跡や昔話をしながら約１時間30分まち歩きします。
［ツアー 2］毛利家歴代藩主の湯治の史跡と維新の策源地となった湯田温泉を「毛
利元就ぶらり見て歩き」の著者石川和朋先生と歩きます。

温泉街の魅力を伝えるウォーキングツアー

湯田温泉ワンコインツアー

期　間 2017年9月～ 12月の土曜
集合場所［ツアー1］湯田温泉井上公園内（何遠亭前）

［ツアー2］JR湯田温泉駅又は狐の足あと
料　金 500円

■開始時間：［ツアー1］15：00 ［ツアー 2］14：30　
■所要時間：［ツアー 1］約１時間30分 ［ツアー 2］約3時間
■定　　員：［ツアー1］20名 ［ツアー2］25名　■最少催行人数：［ツアー1］1名 ［ツアー2］10名　
■アクセス：①JR湯田温泉駅下車　②中国自動車道小郡IC又は山口ICから車で15分　
■駐 車 場：一般有り（周辺有料駐車場）、大型バス無し　■ガ イド：有り　
■予　　約：［ツアー1］［ツアー2］7日前16：30まで受付（土日祝は受付無し）

ゆ だ おん せん

あき よしみ ね だい

山口市
悠々ISHIN

コ
ー
ス

［ツアー1］

［ツアー2］

湯田温泉井上公園内（何遠亭前集合） … 湯田温泉まちなか史跡巡り … 狐の足あと（解散）

湯田温泉駅集合 … 狐の足あと（第2集合場所） … 松田屋庭園（密会地） … 薬師堂 … 湯田茶屋御殿湯跡 
… 温泉舎…周布政之助碑…井上公園（何遠亭・七卿碑・井上馨銅像）…狐の足あと（解散）

場所
お問合せ ［所在地］〒747-0235 山口県山口市徳地深谷1137　［FAX］0835-52-1025　

［営業時間］夏季(5～ 10月)9：00～ 17：00、冬季(11～ 4月)9：00～ 16：30　［HP］http://www.chogen.co.jp/

0835-52-1250株式会社ちょうげん
お問合せ ［所在地］山口市惣太夫2-1（山口駅2階）　［FAX］083-933-0089　

［営業時間］9：00～ 17：30　

083-933-0088［ツアー1］山口観光コンベンション協会

［所在地］山口市亀山町2番1号　［FAX］083-934-2649　
［営業時間］8：30～ 17：15　

083-934-2810［ツアー2］山口市デスティネーションキャンペーン実行委員会

場所
お問合せ

［所在地］〒754-0511 美祢市秋芳町秋吉1237-862
［営業時間］9：00 ～ 17：000837-63-0040

Mine秋吉台ジオパークセンター お問合せ ［所在地］〒759-2211 山口県美祢市大嶺町北分671　［FAX］0837-52-4658
［営業時間］9：00～ 17：00　［HP］http://www.mine-stone.com/2013/02/post-1.html

0837-52-0912山口県大理石・オニックス組合

お問合せ ［所在地］〒754-0511 山口県美祢市秋芳町秋吉3506-2 秋吉台観光交流センター　［FAX］0837-62-1422
［営業時間］8：30～ 17：15　［HP］http://www.karusuto.com/

0837-62-0305秋吉台観光交流センター
お問合せ ［所在地］〒754-0302 山口県美祢市美東町赤3108

［営業時間］8：30～ 17：15　［HP］http://www.karusuto.com/

08396-2-2201景清洞案内所
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お問合せ ［所在地］〒753-8501 山口県山口市滝町1-1 山口県庁　観光スポーツ文化部 観光プロジェクト推進室　
［FAX］083-933-3179　［営業時間］9：00 ～ 17：00（平日）　 ［HP］http://www.c571.jp/083-933-3204

山口線SL運行対策協議会事務局

お問合せ ［所在地］〒754-0511 美祢市秋芳町秋吉3449-1　
［営業時間］8：30 ～ 17：15　 ［HP］http://www2.city.mine.lg.jp/0837-62-0018

美祢市秋芳洞案内所

「…」徒歩、  「―」タクシー、  「＝」バス、  「≫」JR、  「～」船、  「→」その他（マイカー・レンタカー等）コースの凡例

美祢市
体感ISHIN

ハート型のペーパーウエイトや大理石キーホルダーなど、世界
で一つだけのオリジナル大理石作品を作りましょう。台板に文字
を掘ったり、大理石の原石を磨いて輝かせる体験は子供だけ
でなく大人にも大人気です。

山口市
津和野町

悠々ISHIN

運行日 2017年3月19日～ 6月11日の土曜・日曜・祝日・GWなど（以降の運転日はJR西日本のホームページ等でご確認ください）
料　金 乗車区間により異なる（全席指定席／乗車券のほかに座席指定券が必要）

「貴婦人」の愛称で親しまれるSL「やまぐち」号に乗って新山口駅から津和野駅まで、約２時間のレトロな旅へ出かけませんか？
沿線には湯田温泉、国宝 瑠璃光寺五重塔、長門峡、徳佐りんご狩り、津和野散策など、楽しい観光地もたくさんあります。
また、新型客車の導入が平成29年９月に、Ｄ51 200号機の本線復活運行が平成29年度以降にそれぞれ予定されています。

蒸気機関車に乗ってレトロな旅へ! SL「やまぐち」号 平成29年9月新製客車登場（予定）

■出発時間：ー　■所要時間：新山口駅～津和野駅間で約2時間（1日1往復）　■定　　員：360名（新型客車の定員約240名）　
■予　　約：必要（乗車1ヶ月前の10：00から主なJRみどりの窓口・旅行会社で購入可能）　■ガ イド：無し　コース 新山口駅 ≫ 津和野駅（約62.9Km）

期　間 2017年9月～ 12月

料　金 入洞料1,200円、ジオガイド1,500円（ガイド1名料金）
場　所 秋芳洞（美祢市秋芳町秋吉）

ジオガイドによる新たな視点での秋芳洞案内を行います。
ジオツアーを通じて、これまでに無い秋芳洞の新発見を体験して頂けます。
また、石灰岩の特性を利用した、手作り印鑑の制作なども体験できます。

2015年、Mine秋吉台地域が日本ジオパークに認定

Mine秋吉台ジオツアー

■開始時間：応相談　■所要時間：約60分　■定　　員：応相談　■最少催行人数：20名　
■アクセス：①JR新山口駅からバスで45分／宇部空港から車で1時間  
　　　　　②中国道 美祢ICから車で15分／小郡萩道路 秋吉台ICから車で5分
■駐 車 場：一般有り（市営駐車場、その他民営駐車場）、大型バス有り　
■予　　約：必要　■ガ イド：有り　

重源上人が東大寺再建の用材を切り出した際人夫の保養のために造った石風呂を
重源の郷で再現。石風呂に入った後マッサージも受けることで当時の人夫に想いを馳
せることができます。郷内の文化伝承館では重源上人の歴史にふれることもできます。
郷内は、昭和初期の山村風景を再現しており、茅葺屋根の施設で、そば打ちや紙漉
きなど様々な体験を楽しむことができます。湯田温泉までボンネットバスでの送迎も行っ
ています（定員17名、最少5名から送迎可）。

石風呂マッサージなどタイムスリップ体験

ボンネットバス送迎で「重源の郷」田舎体験

期　間 2017年9月～ 12月
料　金 入郷料 大人500円、小中学生300円（20名以上団体100円引）、

身障者半額（購入時手帳提示）、石風呂無料、
マッサージ30分1,500円  （その他各体験料はHP参照）

■開始時間：10：00～ 16：00　■所要時間：各体験約１時間　
■アクセス：中国自動車道徳地ICから約10分　■駐 車 場：一般150台、大型バス10台　■ガ イド：有り　
■注意事項：ペットはバス・建物内不可、送迎人数が少ない場合ボンネットバスではなく別の車での送迎になります

ちょうげん さと

山口市
悠々ISHIN

カルスト展望台横の秋吉台を一望できる場所に建つ、Mine秋吉台ジオパークの拠点施設です。
観光案内カウンターはもちろん、来館者の休憩スペース（約50席）やカフェを併設し、ジオパークに関する
様 な々情報を気軽に知ることができます。

美祢の情報発信拠点がオープン!

Mine秋吉台ジオパークセンター「Karstar」オープン

オープン時期 2016年12月

期　間 2017年9月～ 12月
場　所 道の駅おふく、道の駅みとう、

大理石加工展示館
料　金 材料代500～ 1,500円、

指導料1団体につき5,000円

■料　　金：無料　■営業時間：9：00～ 17：00　■休　　日：年末年始　
■アクセス：①JR新山口駅からバスで45分／宇部空港から車で1時間  ②中国道 美祢ICから車で15分／小郡萩道路 秋吉台ICから車で5分　
■駐 車 場：一般100台、大型バス5台　■予　　約：必要

■開始時間：応相談　■所要時間：45分～60分　（ある程度の時間調整可能）　
■定　　員：30名　■最少催行人数：5名　
■アクセス：①JR新山口駅からバスで43分、秋芳洞バス停から徒歩で30分  
　　　　　②小郡萩道路 秋吉台ICから車で7分
■駐 車 場：一般有り（市営駐車場、その他民営駐車場）、大型バス有り　
■予　　約：ガイド人数に限りがあるため早目に要予約　
■ガ イ ド：有り　■注意事項：小学校高学年以上対象　

あきみ ね

あき よし どう

よし だい カルスター

世界で一つだけの
オリジナル大理石作品を作ろう

大理石クラフト体験

秋芳洞の通常営業終了後の19時から洞内の照明をすべて消し、観光アテンダント
の誘導で懐中電灯1本で真っ暗闇の秋芳洞（観光コース）を探検します。復路は洞
内照明を点灯し、通常の秋芳洞が探勝でき、1度で2度楽しめる企画です。

期　間 ［個人］4月～ 11月の土曜  ［団体］通年 
（ゴールデンウィーク・お盆・年末年始を除く）

場　所 美祢市 秋芳洞
料　金 大人1,200円、中学生950円、小学生600円（団体割引有り）

■開始時間：19：00　■所要時間：約1時間　■定　　員：ー　■最少催行人数：［個人］4名以上 ［団体］10名以上
■アクセス：①JR新山口駅からバスで45分、「秋芳洞」下車、徒歩5分  ②小郡萩道路秋吉台ICから約10分
■駐 車 場：有り　■予　　約：1週間前まで要予約　■ガ イ ド：有り

異空間の入口へようこそ!

秋芳洞・闇のロマン探検 かげ きよ どう

景清洞は、総延長約1.5kmで入口から約700mはバリアフリーに対応し車椅子でも
利用できる平坦な観光コースですが、さらに先の闇の中をキャップランプの明かりをた
よりに、自然のままの洞くつを体験できるのがこのコースです。（約400m）
予約なしでもＯＫ！個人、小グループ、団体でも体験できます。

期　間 通年 場　所 景清洞（美祢市美東町赤3108）
料　金 中学生以上1,300円、小学生860円

■開始時間：8：30～ 16：30　■所要時間：1時間　■定　　員：無し　■最少催行人数：無し
■アクセス：小郡萩道路絵堂ICから約5分
■駐 車 場：有り　■予　　約：団体の場合は事前予約　■ガ イ ド：団体の場合は希望によりガイドあり

自分の手も見えない本当の真っ暗闇を体験

景清洞・探検コース

ＤＣ期間の特別企画として、山口県を代表する宿泊地である湯田温泉において温泉
街の魅力を伝えるウォーキングツアーを準備しました。
［ツアー 1］湯田温泉の中心部に位置する歴史公園である井上公園を起点に地域の
史跡や昔話をしながら約１時間30分まち歩きします。
［ツアー 2］毛利家歴代藩主の湯治の史跡と維新の策源地となった湯田温泉を「毛
利元就ぶらり見て歩き」の著者石川和朋先生と歩きます。

温泉街の魅力を伝えるウォーキングツアー

湯田温泉ワンコインツアー

期　間 2017年9月～ 12月の土曜
集合場所［ツアー1］湯田温泉井上公園内（何遠亭前）

［ツアー2］JR湯田温泉駅又は狐の足あと
料　金 500円

■開始時間：［ツアー1］15：00 ［ツアー 2］14：30　
■所要時間：［ツアー 1］約１時間30分 ［ツアー 2］約3時間
■定　　員：［ツアー1］20名 ［ツアー2］25名　■最少催行人数：［ツアー1］1名 ［ツアー2］10名　
■アクセス：①JR湯田温泉駅下車　②中国自動車道小郡IC又は山口ICから車で15分　
■駐 車 場：一般有り（周辺有料駐車場）、大型バス無し　■ガ イド：有り　
■予　　約：［ツアー1］［ツアー2］7日前16：30まで受付（土日祝は受付無し）

ゆ だ おん せん

あき よしみ ね だい

山口市
悠々ISHIN

コ
ー
ス

［ツアー1］

［ツアー2］

湯田温泉井上公園内（何遠亭前集合） … 湯田温泉まちなか史跡巡り … 狐の足あと（解散）

湯田温泉駅集合 … 狐の足あと（第2集合場所） … 松田屋庭園（密会地） … 薬師堂 … 湯田茶屋御殿湯跡 
… 温泉舎…周布政之助碑…井上公園（何遠亭・七卿碑・井上馨銅像）…狐の足あと（解散）

場所
お問合せ ［所在地］〒747-0235 山口県山口市徳地深谷1137　［FAX］0835-52-1025　

［営業時間］夏季(5～ 10月)9：00～ 17：00、冬季(11～ 4月)9：00～ 16：30　［HP］http://www.chogen.co.jp/

0835-52-1250株式会社ちょうげん
お問合せ ［所在地］山口市惣太夫2-1（山口駅2階）　［FAX］083-933-0089　

［営業時間］9：00～ 17：30　

083-933-0088［ツアー1］山口観光コンベンション協会

［所在地］山口市亀山町2番1号　［FAX］083-934-2649　
［営業時間］8：30～ 17：15　

083-934-2810［ツアー2］山口市デスティネーションキャンペーン実行委員会

場所
お問合せ

［所在地］〒754-0511 美祢市秋芳町秋吉1237-862
［営業時間］9：00 ～ 17：000837-63-0040

Mine秋吉台ジオパークセンター お問合せ ［所在地］〒759-2211 山口県美祢市大嶺町北分671　［FAX］0837-52-4658
［営業時間］9：00～ 17：00　［HP］http://www.mine-stone.com/2013/02/post-1.html

0837-52-0912山口県大理石・オニックス組合

お問合せ ［所在地］〒754-0511 山口県美祢市秋芳町秋吉3506-2 秋吉台観光交流センター　［FAX］0837-62-1422
［営業時間］8：30～ 17：15　［HP］http://www.karusuto.com/

0837-62-0305秋吉台観光交流センター
お問合せ ［所在地］〒754-0302 山口県美祢市美東町赤3108

［営業時間］8：30～ 17：15　［HP］http://www.karusuto.com/

08396-2-2201景清洞案内所
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宇部市
体感ISHIN

宇部市・美祢市
山陽小野田市

体感ISHIN

周南市
体感ISHIN

野生動物の生息環境を園内に再現することで、本来の行動を発揮させる「生息環境展示」が特徴のときわ動物園では、ユニークで貴重な動物種を自
然のままの姿で観察できます。「世界一受けたい授業」で講師を務めた宮下園長が動物園の見所をガイドするとともに、普段入ることのできない動物の
寝室、調理室、繁殖棟、診療室などを案内します！

あなたの知らない動物園がココにあります

ときわ動物園長ドクター宮下の動物園ガイド

石灰石からセメントになるまでの過程をストーリ形式で巡りま
す。通常は、入る事が出来ない広大な石灰石鉱山や日本一
の私道（企業専用道路）全長約32㎞を走行します。
企業ＯＢが務める産業観光エスコーターによる、実体験に基
づいたここでしか聞けないお話も魅力的です。

このコースならではのスケール感を体感!

宇部・美祢・山陽小野田産業観光バスツアー　
「セメントの道 石灰石鉱山と宇部興産専用道路」

期　間 毎月第1・3日曜 料　金 無料 動物園入園料（一般500円、3歳以上中学生以下200円、70歳以上250円）別途必要

期　間 通年 土曜・日曜・祝日 場　所 徳山動物園内
料　金 1回400円

期間・集合場所 要問合せ

期間・集合場所 要問合せ

料　金 1,500円程度

■開始時間：要問合せ　■所要時間：要問合せ　■予　　約：要問合せ　■ガ イド：有り（企業ＯＢや郷土史家等からなる産業観光エスコーター）　

■アクセス：①ＪＲ宇部線常盤駅から徒歩15分  ②山口宇部道路宇部南ICから車で5分　■駐 車 場：一般約1,500台（1日200円～500円／時間制）、大型バス18台（1日800円～2,000円／時間制）　
■予　　約：不要　■ガ イド：有り　■注意事項：悪天候の場合と冬季は中止の可能性あり、開催日時は変更する場合あり、最新の情報はときわ動物園HPでご確認下さい　

■開始時間：9：35（受付9：30 ～）　■所要時間：40分程度　■定　　員：各日先着20名程度　■最少催行人数：ー

「生息環境展示」を取り入れたときわ動物園では、人気のリスザルやワオキツネザ
ルと触れ合うことができます。
「リスザル アドベンチャー ラフティング」では、「中南米の水辺ゾーン」のリスザルの
島にイカダで渡り、「Into the Wao」では、「アフリカの丘陵・マダガスカルゾーン」
のワオキツネザル展示エリアへウォークインし、それぞれエサやり体験ができます！

Into the Wao（イントゥー ザ ワオ）・リスザル アドベンチャー ラフティング

ときわ動物園スペシャル体験

期　間 ［Into the Wao］毎月第1・3・5日曜
［リスザル アドベンチャー ラフティング］毎月第2・4日曜  

料　金 ［Into the Wao］100円  ［リスザル アドベンチャー ラフティング］200円  
動物園入園料（一般500円、3歳以上中学生以下200円、70歳以上250円）別途必要

■開始時間：14：00 ～ 15：00（受付12：00 ～）　■所要時間：1回約15分で4回　
■定　　員：［Into the Wao］各日先着32名（8名で4回開催）　［リスザル アドベンチャー ラフティング］各日先着16名（4名で4回開催）　■最少催行人数：ー

「世界を旅し、感動する植物館」をコンセプトに、平成２９年
４月２９日リニューアルオープン！植物の自生地の環境を再現し
た８つのゾーンに特徴的なシンボルツリー、世界を旅するように
出会う珍しい植物、季節ごとの花や果実を楽しめます。そんな
魅力的な植物館でコンシェルジュがお出迎え。そして、親子で
植物館内の植物クイズに答えて「トレーディングカードを集めよ
う！」君も植物博士かも？等、楽しく学び、遊びながら、観る、嗅
ぐ、触るなど五感で楽しむ植物館として新しくなります。
オープン日 2017年4月29日（祝・土）

■料　　金：一般300円（240円）、70歳以上200円（160円）、18歳以下無料　（　）内は団体割引料金　
■営業時間：植物館は9：30～ 17：00（入館は16：30まで）　■休　　日：火曜（祝祭日の場合は翌日）、12月29日～1月1日　
■アクセス：①山口宇部空港またはJR宇部線「常盤駅」から徒歩20分またはタクシー5分  ②山陽自動車道山口南ICから30分／山口宇部道路宇部南ICから5分　
■駐 車 場：一般・大型バス有り（「常盤公園西駐車場」が最寄）　■予　　約：不要

世界を旅し、感動する植物館

動物園の飼育員のことを英語でキーパー（keeper）と言い、動物のトレーニングや園
内の展示企画など、飼育員の仕事を体験できます。
ユニフォームに着替えてかわいい動物たちと触れ合ってみませんか？

■開始時間：11：00、13：00、14：00、15：00　■所要時間：30分程度　
■定　　員：5～10名程度　■最少催行人数：1名
■アクセス：①JR徳山駅から徒歩約20分またはタクシー約5分または防長バス約10分
　　　　　　（「金剛山経由イオンタウン周南」線で動物園文化会館前下車）  
　　　　　②山陽自動車道徳山東ICから国道2号線を西へ車で10分
■駐 車 場：一般約400台、大型バス要事前予約　■予　　約：必要　■ガ イ ド：有り（動物解説員）　
■注意事項：悪天候の場合は中止あり

■定　　員：41名（大型バス1台）　■最少催行人数：要問合せ
■注意事項：①受注型ツアーのみ(41名様まで） ②平日限定 ③安全確保のため、ヘルメット着用か所あり 
　　　　　　④酒気を帯びた方の参加、ツアー中の飲酒は安全上禁止 ⑤参加対象は小学生以上（小学生は保護者同伴）

■定　　員：23名（中型バス1台）　■最少催行人数：要問合せ
■注意事項：①受注型ツアーのみ(23名様まで） ②きららガラス未来館での製作体験は月・火曜以外（休館日のため） 
　　　　　　③参加対象は小学生以上（小学生は保護者同伴） ④酒気を帯びた方の参加、ツアー中の飲酒は安全上禁止

飼育員のお仕事を体験してみよう！

徳山動物園ふれあいプログラム
「キッズキーパー」

とく やま

料　金 1,500円程度（別途ジェルキャンドル製作体験1,280円）

明治16年に初めてセメント焼成した竪窯（徳利窯）や、国の登録有形文化財・迎賓館「山手倶楽部」の見学等、
貴重な産業遺産を巡ります。また、かつて製陶のまちとして栄えた歴史と、窯業のひとつであるガラス文化が残る
現在を探訪します。

山陽小野田市の近代化産業遺産を巡ろう

「セメントと窯のまち 小野田」

う べ

う べ こう さん

み ね さん よう

お の だ

お の だ

「…」徒歩、  「―」タクシー、  「＝」バス、  「≫」JR、  「～」船、  「→」その他（マイカー・レンタカー等）コースの凡例

コース 秋芳洞（秋吉台） ＝ 宇部興産伊佐セメント工場 ＝ 宇部興産専用道路走行 ＝ トレーラー整備場 ＝ UBE-i-Plaza

コース 小野田セメント徳利窯 ＝ 山手倶楽部 ＝ 昼食 ＝ 旦の皿山 ＝ 松井製陶所 ＝ きららガラス未来館

場所
お問合せ

［所在地］〒755-0025 山口県宇部市野中三丁目4番29号　［FAX］0836-37-2889
［営業時間］9：00 ～ 17：00　［HP］https://www.tokiwapark.jp/museum/0836-37-2888

ときわミュージアム管理課

場所
お問合せ

［所在地］〒755-0003 山口県宇部市則貞三丁目4番1号　［FAX］0836-21-5099
［営業時間］9：30 ～ 17：00　［HP］https://www.tokiwapark.jp/zoo/0836-21-3541

（公財）宇部市常盤動物園協会

お問合せ
［所在地］〒755-0031 山口県宇部市常盤町一丁目6番44号　［FAX］0836-29-3303
［営業時間］9：00 ～ 17：30　［HP］http://www.csr-tourism,jp/0836-34-2050

宇部・美祢・山陽小野田産業観光推進協議会　事務局：（一社）宇部観光コンベンション協会

お問合せ ［所在地］〒745-0874　山口県周南市大字徳山5846　［FAX］0834-22-8641
［営業時間］夏期（3/1 ～ 10/19）9：00 ～ 17：00、冬期（10/20 ～ 2/末）9：00 ～ 16：300834-22-8640

徳山動物園

ときわミュージアム 世界を旅する植物館オープン

体 感体 感体 感 ISHINISHIN 体 感体 感 ISHINISHINISHIN
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宇部市
体感ISHIN

宇部市・美祢市
山陽小野田市

体感ISHIN

周南市
体感ISHIN

野生動物の生息環境を園内に再現することで、本来の行動を発揮させる「生息環境展示」が特徴のときわ動物園では、ユニークで貴重な動物種を自
然のままの姿で観察できます。「世界一受けたい授業」で講師を務めた宮下園長が動物園の見所をガイドするとともに、普段入ることのできない動物の
寝室、調理室、繁殖棟、診療室などを案内します！

あなたの知らない動物園がココにあります

ときわ動物園長ドクター宮下の動物園ガイド

石灰石からセメントになるまでの過程をストーリ形式で巡りま
す。通常は、入る事が出来ない広大な石灰石鉱山や日本一
の私道（企業専用道路）全長約32㎞を走行します。
企業ＯＢが務める産業観光エスコーターによる、実体験に基
づいたここでしか聞けないお話も魅力的です。

このコースならではのスケール感を体感!

宇部・美祢・山陽小野田産業観光バスツアー　
「セメントの道 石灰石鉱山と宇部興産専用道路」

期　間 毎月第1・3日曜 料　金 無料 動物園入園料（一般500円、3歳以上中学生以下200円、70歳以上250円）別途必要

期　間 通年 土曜・日曜・祝日 場　所 徳山動物園内
料　金 1回400円

期間・集合場所 要問合せ

期間・集合場所 要問合せ

料　金 1,500円程度

■開始時間：要問合せ　■所要時間：要問合せ　■予　　約：要問合せ　■ガ イド：有り（企業ＯＢや郷土史家等からなる産業観光エスコーター）　

■アクセス：①ＪＲ宇部線常盤駅から徒歩15分  ②山口宇部道路宇部南ICから車で5分　■駐 車 場：一般約1,500台（1日200円～500円／時間制）、大型バス18台（1日800円～2,000円／時間制）　
■予　　約：不要　■ガ イド：有り　■注意事項：悪天候の場合と冬季は中止の可能性あり、開催日時は変更する場合あり、最新の情報はときわ動物園HPでご確認下さい　

■開始時間：9：35（受付9：30 ～）　■所要時間：40分程度　■定　　員：各日先着20名程度　■最少催行人数：ー

「生息環境展示」を取り入れたときわ動物園では、人気のリスザルやワオキツネザ
ルと触れ合うことができます。
「リスザル アドベンチャー ラフティング」では、「中南米の水辺ゾーン」のリスザルの
島にイカダで渡り、「Into the Wao」では、「アフリカの丘陵・マダガスカルゾーン」
のワオキツネザル展示エリアへウォークインし、それぞれエサやり体験ができます！

Into the Wao（イントゥー ザ ワオ）・リスザル アドベンチャー ラフティング

ときわ動物園スペシャル体験

期　間 ［Into the Wao］毎月第1・3・5日曜
［リスザル アドベンチャー ラフティング］毎月第2・4日曜  

料　金 ［Into the Wao］100円  ［リスザル アドベンチャー ラフティング］200円  
動物園入園料（一般500円、3歳以上中学生以下200円、70歳以上250円）別途必要

■開始時間：14：00 ～ 15：00（受付12：00 ～）　■所要時間：1回約15分で4回　
■定　　員：［Into the Wao］各日先着32名（8名で4回開催）　［リスザル アドベンチャー ラフティング］各日先着16名（4名で4回開催）　■最少催行人数：ー

「世界を旅し、感動する植物館」をコンセプトに、平成２９年
４月２９日リニューアルオープン！植物の自生地の環境を再現し
た８つのゾーンに特徴的なシンボルツリー、世界を旅するように
出会う珍しい植物、季節ごとの花や果実を楽しめます。そんな
魅力的な植物館でコンシェルジュがお出迎え。そして、親子で
植物館内の植物クイズに答えて「トレーディングカードを集めよ
う！」君も植物博士かも？等、楽しく学び、遊びながら、観る、嗅
ぐ、触るなど五感で楽しむ植物館として新しくなります。
オープン日 2017年4月29日（祝・土）

■料　　金：一般300円（240円）、70歳以上200円（160円）、18歳以下無料　（　）内は団体割引料金　
■営業時間：植物館は9：30～ 17：00（入館は16：30まで）　■休　　日：火曜（祝祭日の場合は翌日）、12月29日～1月1日　
■アクセス：①山口宇部空港またはJR宇部線「常盤駅」から徒歩20分またはタクシー5分  ②山陽自動車道山口南ICから30分／山口宇部道路宇部南ICから5分　
■駐 車 場：一般・大型バス有り（「常盤公園西駐車場」が最寄）　■予　　約：不要

世界を旅し、感動する植物館

動物園の飼育員のことを英語でキーパー（keeper）と言い、動物のトレーニングや園
内の展示企画など、飼育員の仕事を体験できます。
ユニフォームに着替えてかわいい動物たちと触れ合ってみませんか？

■開始時間：11：00、13：00、14：00、15：00　■所要時間：30分程度　
■定　　員：5～10名程度　■最少催行人数：1名
■アクセス：①JR徳山駅から徒歩約20分またはタクシー約5分または防長バス約10分
　　　　　　（「金剛山経由イオンタウン周南」線で動物園文化会館前下車）  
　　　　　②山陽自動車道徳山東ICから国道2号線を西へ車で10分
■駐 車 場：一般約400台、大型バス要事前予約　■予　　約：必要　■ガ イ ド：有り（動物解説員）　
■注意事項：悪天候の場合は中止あり

■定　　員：41名（大型バス1台）　■最少催行人数：要問合せ
■注意事項：①受注型ツアーのみ(41名様まで） ②平日限定 ③安全確保のため、ヘルメット着用か所あり 
　　　　　　④酒気を帯びた方の参加、ツアー中の飲酒は安全上禁止 ⑤参加対象は小学生以上（小学生は保護者同伴）

■定　　員：23名（中型バス1台）　■最少催行人数：要問合せ
■注意事項：①受注型ツアーのみ(23名様まで） ②きららガラス未来館での製作体験は月・火曜以外（休館日のため） 
　　　　　　③参加対象は小学生以上（小学生は保護者同伴） ④酒気を帯びた方の参加、ツアー中の飲酒は安全上禁止

飼育員のお仕事を体験してみよう！

徳山動物園ふれあいプログラム
「キッズキーパー」

とく やま

料　金 1,500円程度（別途ジェルキャンドル製作体験1,280円）

明治16年に初めてセメント焼成した竪窯（徳利窯）や、国の登録有形文化財・迎賓館「山手倶楽部」の見学等、
貴重な産業遺産を巡ります。また、かつて製陶のまちとして栄えた歴史と、窯業のひとつであるガラス文化が残る
現在を探訪します。

山陽小野田市の近代化産業遺産を巡ろう

「セメントと窯のまち 小野田」

う べ

う べ こう さん

み ね さん よう

お の だ

お の だ

「…」徒歩、  「―」タクシー、  「＝」バス、  「≫」JR、  「～」船、  「→」その他（マイカー・レンタカー等）コースの凡例

コース 秋芳洞（秋吉台） ＝ 宇部興産伊佐セメント工場 ＝ 宇部興産専用道路走行 ＝ トレーラー整備場 ＝ UBE-i-Plaza

コース 小野田セメント徳利窯 ＝ 山手倶楽部 ＝ 昼食 ＝ 旦の皿山 ＝ 松井製陶所 ＝ きららガラス未来館

場所
お問合せ

［所在地］〒755-0025 山口県宇部市野中三丁目4番29号　［FAX］0836-37-2889
［営業時間］9：00 ～ 17：00　［HP］https://www.tokiwapark.jp/museum/0836-37-2888

ときわミュージアム管理課

場所
お問合せ

［所在地］〒755-0003 山口県宇部市則貞三丁目4番1号　［FAX］0836-21-5099
［営業時間］9：30 ～ 17：00　［HP］https://www.tokiwapark.jp/zoo/0836-21-3541

（公財）宇部市常盤動物園協会

お問合せ
［所在地］〒755-0031 山口県宇部市常盤町一丁目6番44号　［FAX］0836-29-3303
［営業時間］9：00 ～ 17：30　［HP］http://www.csr-tourism,jp/0836-34-2050

宇部・美祢・山陽小野田産業観光推進協議会　事務局：（一社）宇部観光コンベンション協会

お問合せ ［所在地］〒745-0874　山口県周南市大字徳山5846　［FAX］0834-22-8641
［営業時間］夏期（3/1 ～ 10/19）9：00 ～ 17：00、冬期（10/20 ～ 2/末）9：00 ～ 16：300834-22-8640

徳山動物園

ときわミュージアム 世界を旅する植物館オープン

体 感体 感体 感 ISHINISHIN 体 感体 感 ISHINISHINISHIN

西の国から 2017 秋冬号 28



往時に思いを馳せながら古地図を片手に時の旅人になろう

1

45

12

13

16

14

20 23

21
22

15

17

24 2625

89
1011

3 2
18

19

6
7

28
27

長州藩の絵図方が制作した美しい古地図が豊富に残されている山口県。
これらの古地図を眺めながら、地元ガイドの案内で城下町や宿場町などを散策するガイドウォークを県内各地で実施します。
古地図を片手にまちを歩けば、往時の街道や町並み、人々の暮らしぶりに時間を超えて出会うことができます。

往時に思いを馳せながら古地図を片手に時の旅人になろう

古地図を片手にまちを歩こう
地元ガイドといっしょに

岩国市古地図で巡る岩国市横山
江戸後期の岩国城下図を片手に旧城下を散
策。山麓の岩国城や各お役所・殿の住居跡
や隠居後の住居、更に上級武士のお屋敷跡
等、当時の姿を想定しながら楽しくウォーキン
グするツアーです。

■開催時期：2017年9月～2018年3月（5日前までに要予約）
■集合場所：錦帯橋横山側料金所横の広場
■距離/所要時間：2.5km/1時間30分～ 2時間
■問合せ先：岩国観光ガイドボランティア協会 
　　　　　　tel.090-9419-3105

コース 錦帯橋 → 築堤石垣 → 昌明御殿 → 御蔵元 → 旧吉川邸厩門 → 養老館 → 御屋形 
→ 御城跡 → 下口武家屋敷 → 寺谷 → 墓所 → 河原町 → 錦帯橋

柳井市古地図を片手にまちを歩こう
（白壁の町・柳井編）

室町時代の町割りが残り、国の重要伝統的
建造物群保存地区に選定されている白壁の
町並みを中心に、江戸時代から現代にかけ
て作られた古地図を片手に、町並みの今と昔
を比べながら散策します。

■開催時期：2017年9月～12月の日曜・祝日
　　　　　　（12/30、12/31除く）（10日前までに要予約）
■集合場所：JR柳井駅（柳井市中央二丁目18番21号）
■所要時間：1時間
■問合せ先：柳井市観光協会　tel.0820-23-3655

コース JR柳井駅 → 麗都路通り → 白壁の町並み

柳井市古地図を片手に柳井
にっぽん晴れ街道を歩く

江戸時代末期、阿月地区に克己堂、遠崎地区
に清狂草堂があり、世良修蔵、赤祢武人をはじ
め明治維新に貢献した多くの人材が学びました。
古地図を片手に明治維新ゆかりの地を巡ります。
■開催時期：2017年9月～12月の土曜・日曜・祝日のうち8日
　　　　　　（1ヶ月前～ 1週間前までに要予約）
■集合場所：JR柳井駅／ JR柳井港駅
■距離/所要時間：［阿月コース］約3km/3時間30分
　　　　　　［遠崎コース］約3km/2時間30分
　　　　　　［阿月・遠崎コース］約6km/7時間
■問合せ先：柳井にっぽん晴れ街道協議会　tel.090-7509-3163

コース
［阿月コース］柳井駅 → 松浦バス停 → 世良修蔵屋敷跡 → 赤祢武人墓 → 赤祢武人屋敷跡 → 秋良貞温生誕地 → 克己堂跡 → 芥川義天出生の寺 → 白井小助屋敷跡 → 柳井医療センター前 → 柳井駅
［遠崎コース］柳井駅 → 柳井港駅 → 長州征討の碑 → 月性立像 → 小瀬上関往還 → 月性展示館 → 柳井港駅 → 柳井駅
［阿月・遠崎コース］阿月コース・遠崎コースに昼食、小瀬上関往還を追加

上関町古地図で巡る上関の
朝鮮通信使

江戸時代、上関は朝鮮国からの友好使節団
であった「朝鮮通信使」のもてなしの地でし
た。通信使一行の宿舎となった上関御茶屋
跡や港の警備を行った上関番所などの史跡
を巡ります。

■開催時期：2017年9月～ 12月（3日前までに要予約）
■集合場所：上関町特産物センター（上関町長島617-10）
■所要時間：約3時間
■問合せ先：上関町観光協会　tel.080-2898-2014

コース 上関町特産物センター → 唐人橋跡 → 上関御茶屋跡 → 旧上関番所 → 阿弥陀寺 
→ 小泉家 → 明関寺跡 → 竈八幡宮 → 超専寺 → 菅原神社

上関町古地図で巡る上関町の
幕末維新ゆかりの地

海上交通の要衝上関・室津には三条実美、
吉田松陰、高杉晋作、桂小五郎など多くの
志士たちが寄港、また熱い志を持った義勇隊
などの諸隊が駐屯しました。幕末維新ゆかり
の地を地元ガイドと歩きます。

■開催時期：2017年9月～ 12月（3日前までに要予約）
■集合場所：道の駅「上関海峡」（上関町室津904番地15）
■所要時間：約3時間
■問合せ先：上関町観光協会　tel.080-2898-2014

コース 道の駅「上関海峡」 → 四階楼 → 肥後屋跡 → 西方寺 → 小方謙九郎の墓 
→ 高橋利兵衛の墓 → 吉田松陰詩碑 → 上関海峡 → 上関砲台跡

光　市古地図で探訪「幕末の室積」
18世紀に作られた室積の古地図を見ながら、
ボランティアガイドと一緒に、当時から残ってい
る史跡やお寺を巡り、明治維新にまつわる
様 な々スポットを散策してみませんか。

■開催時期：2017年9月～ 12月（3日前までに要予約）
■集合場所：室積観光案内所
　　　　　　（ささ乃や/光市室積5丁目8-14）
■所要時間：1時間
■問合せ先：室積観光案内所（ささ乃や） 
　　　　　　tel.0833-79-3308

コース 室積観光案内所（ささ乃や） → 室積海商通り → 専光寺 → 光ふるさと郷土館 
→ 普賢寺等

下松市古地図を片手に花岡を歩こう
吉田松陰護送の大役を担った武弘太兵衛、
毛利敬親公ゆかりの春雨桜碑とその撰文を
寄せた楫取素彦など「幕末維新と花岡」を
テーマにゆかりの地を訪ねます。日本一の大き
さとされる大太刀を限定公開。
■開催時期：2017年9月～ 12月の第1・3日曜
　　　　　　（7日前までに要予約）
■集合場所：ＪＲ岩徳線 周防花岡駅前
■距離/所要時間：2.5km/約2時間
■問合せ先：下松市観光ボランティアガイドの会／くだまつ観光・産業交流センター 
　　　　　　tel.0833-45-1192

コース 周防花岡駅 → 閼伽井坊 → 多宝塔 → 花岡八幡宮（破邪の御太刀）
→ 法静寺・福徳稲荷社 → 御茶屋（春雨桜の碑） → 周防花岡駅

防府市古地図で巡る志士闊歩の地
「防府」宮市コース

その昔、天満宮参道にあった九つの社坊の
一つで、来嶋又兵衛と高杉晋作が激論を交
わした所でもある大専坊や楫取素彦夫妻銅
像や野村望東尼胸像等、天満宮を中心に明
治維新関連地を散策します。
■開催時期：2017年9月11・21日、10月2・19日、
　　　　　　11月13・30日、12月11・21日
　　　　　　（3日前までに要予約）
■集合場所：防府天満宮石鳥居前　■所要時間：2時間
■問合せ先：防府市観光ボランティアガイドの会 
　　　　　　tel.0835-23-4175

コース 天満宮石鳥居 → 大専坊 → 暁天楼 → 本殿 → 楫取夫婦の像 
→ 野村望東尼・高杉晋作との連歌碑 → 春風楼 → 歴史館

防府市近世山陽道 富海宿を歩く
近世山陽道の宿場町の面影を残す町並み
と、飛船という快速船の基地としての富海浦、
それらがどのような地理的環境の中で広がっ
ていたのか、地図を手に歩きながら150年前
の景観を想像します。

■開催時期：2017年9月～12月、2018年3月～6月、
　　　　　　9月～ 12月の第1水曜、第3日
　　　　　　（2日前までに要予約）
■集合場所：ＪＲ富海駅前　■距離/所要時間：約2.5km/2時間
■問合せ先：アライグマ隊　tel.0835-38-3210

コース ＪＲ富海駅前 → 富海海水浴場 → 伊藤・井上両公上陸記念碑 → 飛船船蔵 
→ 国津姫神社 → 国登録有形文化財 清水家住宅 → 近世山陽道 → ＪＲ富海駅前

山口市古地図を片手にまちを歩こう
（山口編）

幕末時の長州藩主・毛利敬親公が藩庁を山
口に移した時の様子が描かれた山口町村図
を片手に維新策源地山口を巡ります。古地図
と現在の様子を見比べ、維新志士に想いを
馳せながら歩きます。

■開催時期：2017年9月～ 12月
　　　　　　（1週間前までに要予約）
■集合場所：香山公園入口の東屋（山口市香山町7-1）
■問合せ先：山口市観光ボランティアガイドの会 
　　　　　　tel.083-928-2000

コース 山口御茶屋跡、札の辻（萩往還と石州街道の交点）ほか中心市街地の街路

防府市古地図で巡る志士闊歩の地
「防府」桑山コース

大河ドラマ「花燃ゆ」に登場した大楽寺にある
楫取素彦夫妻の墓、勤王女流歌人野村望
東尼の歌碑と墓、明治維新に活躍した御楯
隊や遊撃隊の松島剛蔵らの墓碑等を巡り明
治維新に思いをはせます。
■開催時期：2017年9月5・15日、10月10・27日、
　　　　　　11月7・17日、12月5・15日
　　　　　　（3日前までに要予約）
■集合場所：放光山大楽寺駐車場　■所要時間：2時間
■問合せ先：防府市観光ボランティアガイドの会 
　　　　　　tel.0835-23-4175

コース 放光山大楽寺 → 楫取夫妻の墓 → 野村望東尼歌碑・墓 → 桑山招魂場碑 
→ 桑山招魂場境内墓碑 → 立木観音(木喰上人作)

防府市古地図で巡る志士闊歩の地
「防府」三田尻コース

楫取素彦夫妻が晩年を過ごした旧宅跡、萩
往還の終点である三田尻御茶屋、参勤交代
の御座船などが出ていた御舟倉跡を散策しま
す。長州藩が洋式海軍の拠点とした所です。
■開催時期：2017年9月2・27日、10月4・14日、
　　　　　　11月1・25日、12月2・13日
　　　　　　（3日前までに要予約）
■集合場所：JR防府駅（防府市戎町1丁目1番）
■所要時間：2時間
■問合せ先：防府市観光ボランティアガイドの会 
　　　　　　tel.0835-23-4175

コース 防府駅 → 岡本三右衛門墓 → 楫取夫婦終焉の地 → 野村望東尼終焉の宅跡 
→ 英雲荘(三田尻御茶屋) → 三田尻御舟倉跡 → 防府駅

山口市古地図で田園ウォーク
田園風景に赤瓦の街並みが続く阿東地区
はかつて石州街道が縦断し多くの旅人が行
き交っていました。帰路はJR山口線のロー
カル車両（キハ40系）に乗車し出発点に帰
ります。

■開催時期：2017年9月～ 12月の第2・4土曜
　　　　　　（1週間前までに要予約）
■集合場所：JR山口線篠目駅
■距離/所要時間：約5.5km/2時間30分
■問合せ先：NPOあとう　tel.083-956-2526

コース 篠目駅 → 細野神社 → 伝町野隆安の墓 → 伝台ヶ原城址 → 一里塚跡 → 伝城平城址 
→ 名勝長門峡（道の駅） → 龍宮関門（関所）跡 → 長門峡駅 → 篠目駅

山口市古地図散歩～大村家の足跡～
明治維新の先覚者大村益次郎生誕の地で
ある鋳銭司で、明治4年頃の地図を見ながら
大村家の足跡を訪ねます。

■開催時期：2017年9月～ 12月
　　　　　　（2週間前までに要予約）
■集合場所：鋳銭司郷土館（山口市鋳銭司1422番地）
■距　　離：4.5km
■問合せ先：鋳銭司郷土館 
　　　　　　tel.083-986-2368

コース
鋳銭司郷土館 → 大村神社 → 大村益次郎・琴子の墓、大村公神道碑、旧大村神社跡 → 天神原邑の大村家旧宅跡 
→ 忠犬大村角之助の墓 → 鷹子邑の大村家旧宅、大村琴子の生誕地、白根家旧宅跡 → 潮満寺跡 
→ 伝説こけた巨人 → 眠りから覚めた道標 → 鋳銭司郷土館

山口市古地図散歩～明治維新と小郡～
江戸時代から山陽道と石州街道が交わる交
通の要所であった小郡。幕末期には山口へ
の玄関口として軍事上重要な場所となりまし
た。旧街道を歩きながら明治維新関連地など
を巡ります。
■開催時期：2017年9月～12月（2週間前までに要予約）
■集合場所：小郡ふれあいセンター
　　　　　　（JR山口線周防下郷駅前／山口市小郡下郷1440番地1）
■所要時間：約2時間
■問合せ先：おごおり地域づくり協議会 
　　　　　　tel.083-976-8588

コース 小郡宰判勘場・御茶屋跡、正福寺（秋本新蔵の墓）、
秋本本家の屋敷跡（毛利敬親の駕籠を置いた石）、道標（みちしるべ）など

宇部市古地図を片手にまちを歩こう
宇部

215年前の「地下上申絵図」にある萩藩永代
家老・福原家領地宇部村の御田屋を中心
に、琴崎八幡宮、松月庵（院）、教念寺、信
行寺など神社仏閣が集まる地を江戸時代か
らの道を確認しながら巡ります。

■開催時期：2017年9月～12月の第2・4日曜
　　　　　　（3日前までに要予約/雨天中止）
■集合場所：琴崎八幡宮バス停前（宇部市大字上宇部大小路）
■距離/所要時間：約5.5km/約2時間
■問合せ先：宇部市観光推進課　tel.0836-34-8353

コース 琴崎八幡宮 → 渦橋 → 道しるべ → 大歳神社跡 → 信行寺跡 → 鎌田橋 → 御手洗様 
→ 教念寺 → 松月庵（院） → 琴崎八幡宮

山陽
小野田市

古地図を片手に
厚狭地区を巡るガイドウォーク

山陽小野田市厚狭地区を通る旧山陽道とそ
の周辺を古地図を片手に地元ガイドと一緒に
歩きます。厚狭に今も語り継がれる民話「三
年寝太郎」の史跡や厚狭毛利家ゆかりの地
など歴史についてもガイドします。

■開催時期：2017年9月～12月の第1・3土曜（1週間前までに要予約）
■集合場所：JR厚狭駅在来線口
　　　　　　（山陽小野田市大字厚狭沖田8-3）
■所要時間：約2時間30分
■問合せ先：山陽小野田観光協会　tel.0836-82-1313

コース JR厚狭駅在来線口 → 貞源寺 → 厚狭毛利家居館址 → 妙徳寺 → 洞玄寺 
→ 旧山陽道経由 → 寝太郎荒神社 → JR厚狭駅在来線口

下関市古地図を片手にまちを歩こう
（城下町長府編）

江戸時代には、長府毛利藩５万石の城下町
として栄え、幕末には維新回天の舞台となっ
た長府。
下関観光ガイドの案内で古地図とともに長府
の変遷をひもときます。

■開催時期：2017年10月、11月の毎週日曜
■集合場所：長府地区
■所要時間：約2時間30分
■問合せ先：下関市観光政策課
　　　　　　tel.083-231-1350

コース 長府地区一帯
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往時に思いを馳せながら古地図を片手に時の旅人になろう
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長州藩の絵図方が制作した美しい古地図が豊富に残されている山口県。
これらの古地図を眺めながら、地元ガイドの案内で城下町や宿場町などを散策するガイドウォークを県内各地で実施します。
古地図を片手にまちを歩けば、往時の街道や町並み、人々の暮らしぶりに時間を超えて出会うことができます。

往時に思いを馳せながら古地図を片手に時の旅人になろう

古地図を片手にまちを歩こう
地元ガイドといっしょに

岩国市古地図で巡る岩国市横山
江戸後期の岩国城下図を片手に旧城下を散
策。山麓の岩国城や各お役所・殿の住居跡
や隠居後の住居、更に上級武士のお屋敷跡
等、当時の姿を想定しながら楽しくウォーキン
グするツアーです。

■開催時期：2017年9月～2018年3月（5日前までに要予約）
■集合場所：錦帯橋横山側料金所横の広場
■距離/所要時間：2.5km/1時間30分～ 2時間
■問合せ先：岩国観光ガイドボランティア協会 
　　　　　　tel.090-9419-3105

コース 錦帯橋 → 築堤石垣 → 昌明御殿 → 御蔵元 → 旧吉川邸厩門 → 養老館 → 御屋形 
→ 御城跡 → 下口武家屋敷 → 寺谷 → 墓所 → 河原町 → 錦帯橋

柳井市古地図を片手にまちを歩こう
（白壁の町・柳井編）

室町時代の町割りが残り、国の重要伝統的
建造物群保存地区に選定されている白壁の
町並みを中心に、江戸時代から現代にかけ
て作られた古地図を片手に、町並みの今と昔
を比べながら散策します。

■開催時期：2017年9月～12月の日曜・祝日
　　　　　　（12/30、12/31除く）（10日前までに要予約）
■集合場所：JR柳井駅（柳井市中央二丁目18番21号）
■所要時間：1時間
■問合せ先：柳井市観光協会　tel.0820-23-3655

コース JR柳井駅 → 麗都路通り → 白壁の町並み

柳井市古地図を片手に柳井
にっぽん晴れ街道を歩く

江戸時代末期、阿月地区に克己堂、遠崎地区
に清狂草堂があり、世良修蔵、赤祢武人をはじ
め明治維新に貢献した多くの人材が学びました。
古地図を片手に明治維新ゆかりの地を巡ります。
■開催時期：2017年9月～12月の土曜・日曜・祝日のうち8日
　　　　　　（1ヶ月前～ 1週間前までに要予約）
■集合場所：JR柳井駅／ JR柳井港駅
■距離/所要時間：［阿月コース］約3km/3時間30分
　　　　　　［遠崎コース］約3km/2時間30分
　　　　　　［阿月・遠崎コース］約6km/7時間
■問合せ先：柳井にっぽん晴れ街道協議会　tel.090-7509-3163

コース
［阿月コース］柳井駅 → 松浦バス停 → 世良修蔵屋敷跡 → 赤祢武人墓 → 赤祢武人屋敷跡 → 秋良貞温生誕地 → 克己堂跡 → 芥川義天出生の寺 → 白井小助屋敷跡 → 柳井医療センター前 → 柳井駅
［遠崎コース］柳井駅 → 柳井港駅 → 長州征討の碑 → 月性立像 → 小瀬上関往還 → 月性展示館 → 柳井港駅 → 柳井駅
［阿月・遠崎コース］阿月コース・遠崎コースに昼食、小瀬上関往還を追加

上関町古地図で巡る上関の
朝鮮通信使

江戸時代、上関は朝鮮国からの友好使節団
であった「朝鮮通信使」のもてなしの地でし
た。通信使一行の宿舎となった上関御茶屋
跡や港の警備を行った上関番所などの史跡
を巡ります。

■開催時期：2017年9月～ 12月（3日前までに要予約）
■集合場所：上関町特産物センター（上関町長島617-10）
■所要時間：約3時間
■問合せ先：上関町観光協会　tel.080-2898-2014

コース 上関町特産物センター → 唐人橋跡 → 上関御茶屋跡 → 旧上関番所 → 阿弥陀寺 
→ 小泉家 → 明関寺跡 → 竈八幡宮 → 超専寺 → 菅原神社

上関町古地図で巡る上関町の
幕末維新ゆかりの地

海上交通の要衝上関・室津には三条実美、
吉田松陰、高杉晋作、桂小五郎など多くの
志士たちが寄港、また熱い志を持った義勇隊
などの諸隊が駐屯しました。幕末維新ゆかり
の地を地元ガイドと歩きます。

■開催時期：2017年9月～ 12月（3日前までに要予約）
■集合場所：道の駅「上関海峡」（上関町室津904番地15）
■所要時間：約3時間
■問合せ先：上関町観光協会　tel.080-2898-2014

コース 道の駅「上関海峡」 → 四階楼 → 肥後屋跡 → 西方寺 → 小方謙九郎の墓 
→ 高橋利兵衛の墓 → 吉田松陰詩碑 → 上関海峡 → 上関砲台跡

光　市古地図で探訪「幕末の室積」
18世紀に作られた室積の古地図を見ながら、
ボランティアガイドと一緒に、当時から残ってい
る史跡やお寺を巡り、明治維新にまつわる
様 な々スポットを散策してみませんか。

■開催時期：2017年9月～ 12月（3日前までに要予約）
■集合場所：室積観光案内所
　　　　　　（ささ乃や/光市室積5丁目8-14）
■所要時間：1時間
■問合せ先：室積観光案内所（ささ乃や） 
　　　　　　tel.0833-79-3308

コース 室積観光案内所（ささ乃や） → 室積海商通り → 専光寺 → 光ふるさと郷土館 
→ 普賢寺等

下松市古地図を片手に花岡を歩こう
吉田松陰護送の大役を担った武弘太兵衛、
毛利敬親公ゆかりの春雨桜碑とその撰文を
寄せた楫取素彦など「幕末維新と花岡」を
テーマにゆかりの地を訪ねます。日本一の大き
さとされる大太刀を限定公開。
■開催時期：2017年9月～ 12月の第1・3日曜
　　　　　　（7日前までに要予約）
■集合場所：ＪＲ岩徳線 周防花岡駅前
■距離/所要時間：2.5km/約2時間
■問合せ先：下松市観光ボランティアガイドの会／くだまつ観光・産業交流センター 
　　　　　　tel.0833-45-1192

コース 周防花岡駅 → 閼伽井坊 → 多宝塔 → 花岡八幡宮（破邪の御太刀）
→ 法静寺・福徳稲荷社 → 御茶屋（春雨桜の碑） → 周防花岡駅

防府市古地図で巡る志士闊歩の地
「防府」宮市コース

その昔、天満宮参道にあった九つの社坊の
一つで、来嶋又兵衛と高杉晋作が激論を交
わした所でもある大専坊や楫取素彦夫妻銅
像や野村望東尼胸像等、天満宮を中心に明
治維新関連地を散策します。
■開催時期：2017年9月11・21日、10月2・19日、
　　　　　　11月13・30日、12月11・21日
　　　　　　（3日前までに要予約）
■集合場所：防府天満宮石鳥居前　■所要時間：2時間
■問合せ先：防府市観光ボランティアガイドの会 
　　　　　　tel.0835-23-4175

コース 天満宮石鳥居 → 大専坊 → 暁天楼 → 本殿 → 楫取夫婦の像 
→ 野村望東尼・高杉晋作との連歌碑 → 春風楼 → 歴史館

防府市近世山陽道 富海宿を歩く
近世山陽道の宿場町の面影を残す町並み
と、飛船という快速船の基地としての富海浦、
それらがどのような地理的環境の中で広がっ
ていたのか、地図を手に歩きながら150年前
の景観を想像します。

■開催時期：2017年9月～12月、2018年3月～6月、
　　　　　　9月～ 12月の第1水曜、第3日
　　　　　　（2日前までに要予約）
■集合場所：ＪＲ富海駅前　■距離/所要時間：約2.5km/2時間
■問合せ先：アライグマ隊　tel.0835-38-3210

コース ＪＲ富海駅前 → 富海海水浴場 → 伊藤・井上両公上陸記念碑 → 飛船船蔵 
→ 国津姫神社 → 国登録有形文化財 清水家住宅 → 近世山陽道 → ＪＲ富海駅前

山口市古地図を片手にまちを歩こう
（山口編）

幕末時の長州藩主・毛利敬親公が藩庁を山
口に移した時の様子が描かれた山口町村図
を片手に維新策源地山口を巡ります。古地図
と現在の様子を見比べ、維新志士に想いを
馳せながら歩きます。

■開催時期：2017年9月～ 12月
　　　　　　（1週間前までに要予約）
■集合場所：香山公園入口の東屋（山口市香山町7-1）
■問合せ先：山口市観光ボランティアガイドの会 
　　　　　　tel.083-928-2000

コース 山口御茶屋跡、札の辻（萩往還と石州街道の交点）ほか中心市街地の街路

防府市古地図で巡る志士闊歩の地
「防府」桑山コース

大河ドラマ「花燃ゆ」に登場した大楽寺にある
楫取素彦夫妻の墓、勤王女流歌人野村望
東尼の歌碑と墓、明治維新に活躍した御楯
隊や遊撃隊の松島剛蔵らの墓碑等を巡り明
治維新に思いをはせます。
■開催時期：2017年9月5・15日、10月10・27日、
　　　　　　11月7・17日、12月5・15日
　　　　　　（3日前までに要予約）
■集合場所：放光山大楽寺駐車場　■所要時間：2時間
■問合せ先：防府市観光ボランティアガイドの会 
　　　　　　tel.0835-23-4175

コース 放光山大楽寺 → 楫取夫妻の墓 → 野村望東尼歌碑・墓 → 桑山招魂場碑 
→ 桑山招魂場境内墓碑 → 立木観音(木喰上人作)

防府市古地図で巡る志士闊歩の地
「防府」三田尻コース

楫取素彦夫妻が晩年を過ごした旧宅跡、萩
往還の終点である三田尻御茶屋、参勤交代
の御座船などが出ていた御舟倉跡を散策しま
す。長州藩が洋式海軍の拠点とした所です。
■開催時期：2017年9月2・27日、10月4・14日、
　　　　　　11月1・25日、12月2・13日
　　　　　　（3日前までに要予約）
■集合場所：JR防府駅（防府市戎町1丁目1番）
■所要時間：2時間
■問合せ先：防府市観光ボランティアガイドの会 
　　　　　　tel.0835-23-4175

コース 防府駅 → 岡本三右衛門墓 → 楫取夫婦終焉の地 → 野村望東尼終焉の宅跡 
→ 英雲荘(三田尻御茶屋) → 三田尻御舟倉跡 → 防府駅

山口市古地図で田園ウォーク
田園風景に赤瓦の街並みが続く阿東地区
はかつて石州街道が縦断し多くの旅人が行
き交っていました。帰路はJR山口線のロー
カル車両（キハ40系）に乗車し出発点に帰
ります。

■開催時期：2017年9月～ 12月の第2・4土曜
　　　　　　（1週間前までに要予約）
■集合場所：JR山口線篠目駅
■距離/所要時間：約5.5km/2時間30分
■問合せ先：NPOあとう　tel.083-956-2526

コース 篠目駅 → 細野神社 → 伝町野隆安の墓 → 伝台ヶ原城址 → 一里塚跡 → 伝城平城址 
→ 名勝長門峡（道の駅） → 龍宮関門（関所）跡 → 長門峡駅 → 篠目駅

山口市古地図散歩～大村家の足跡～
明治維新の先覚者大村益次郎生誕の地で
ある鋳銭司で、明治4年頃の地図を見ながら
大村家の足跡を訪ねます。

■開催時期：2017年9月～ 12月
　　　　　　（2週間前までに要予約）
■集合場所：鋳銭司郷土館（山口市鋳銭司1422番地）
■距　　離：4.5km
■問合せ先：鋳銭司郷土館 
　　　　　　tel.083-986-2368

コース
鋳銭司郷土館 → 大村神社 → 大村益次郎・琴子の墓、大村公神道碑、旧大村神社跡 → 天神原邑の大村家旧宅跡 
→ 忠犬大村角之助の墓 → 鷹子邑の大村家旧宅、大村琴子の生誕地、白根家旧宅跡 → 潮満寺跡 
→ 伝説こけた巨人 → 眠りから覚めた道標 → 鋳銭司郷土館

山口市古地図散歩～明治維新と小郡～
江戸時代から山陽道と石州街道が交わる交
通の要所であった小郡。幕末期には山口へ
の玄関口として軍事上重要な場所となりまし
た。旧街道を歩きながら明治維新関連地など
を巡ります。
■開催時期：2017年9月～12月（2週間前までに要予約）
■集合場所：小郡ふれあいセンター
　　　　　　（JR山口線周防下郷駅前／山口市小郡下郷1440番地1）
■所要時間：約2時間
■問合せ先：おごおり地域づくり協議会 
　　　　　　tel.083-976-8588

コース 小郡宰判勘場・御茶屋跡、正福寺（秋本新蔵の墓）、
秋本本家の屋敷跡（毛利敬親の駕籠を置いた石）、道標（みちしるべ）など

宇部市古地図を片手にまちを歩こう
宇部

215年前の「地下上申絵図」にある萩藩永代
家老・福原家領地宇部村の御田屋を中心
に、琴崎八幡宮、松月庵（院）、教念寺、信
行寺など神社仏閣が集まる地を江戸時代か
らの道を確認しながら巡ります。

■開催時期：2017年9月～12月の第2・4日曜
　　　　　　（3日前までに要予約/雨天中止）
■集合場所：琴崎八幡宮バス停前（宇部市大字上宇部大小路）
■距離/所要時間：約5.5km/約2時間
■問合せ先：宇部市観光推進課　tel.0836-34-8353

コース 琴崎八幡宮 → 渦橋 → 道しるべ → 大歳神社跡 → 信行寺跡 → 鎌田橋 → 御手洗様 
→ 教念寺 → 松月庵（院） → 琴崎八幡宮

山陽
小野田市

古地図を片手に
厚狭地区を巡るガイドウォーク

山陽小野田市厚狭地区を通る旧山陽道とそ
の周辺を古地図を片手に地元ガイドと一緒に
歩きます。厚狭に今も語り継がれる民話「三
年寝太郎」の史跡や厚狭毛利家ゆかりの地
など歴史についてもガイドします。

■開催時期：2017年9月～12月の第1・3土曜（1週間前までに要予約）
■集合場所：JR厚狭駅在来線口
　　　　　　（山陽小野田市大字厚狭沖田8-3）
■所要時間：約2時間30分
■問合せ先：山陽小野田観光協会　tel.0836-82-1313

コース JR厚狭駅在来線口 → 貞源寺 → 厚狭毛利家居館址 → 妙徳寺 → 洞玄寺 
→ 旧山陽道経由 → 寝太郎荒神社 → JR厚狭駅在来線口

下関市古地図を片手にまちを歩こう
（城下町長府編）

江戸時代には、長府毛利藩５万石の城下町
として栄え、幕末には維新回天の舞台となっ
た長府。
下関観光ガイドの案内で古地図とともに長府
の変遷をひもときます。

■開催時期：2017年10月、11月の毎週日曜
■集合場所：長府地区
■所要時間：約2時間30分
■問合せ先：下関市観光政策課
　　　　　　tel.083-231-1350

コース 長府地区一帯
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長門市古地図で巡る長門市仙崎
長門市仙崎は、江戸時代には瀬戸崎と呼ば
れ港町として賑わいました。
鰯や鯨漁をはじめとした漁港であるとともに、
北前船の寄港地として商業も盛んだった
当時の面影を訪ね歩きます。
■開催時期：2017年9月～12月、2018年3月の各月2回予定
　　　　　　（1週間前までに要予約）
■集合場所：青海島シーサイドスクエア（長門市仙崎4297-1）
■所要時間：約2時間
■問合せ先：長門市観光コンベンション協会 
　　　　　　tel.0837-22-8404

コース 青海島シーサイドスクエア → ＪＲ仙崎駅 → 新町（みすゞ ）通り〈普門寺 → 極楽寺 → 日本近代捕鯨発祥の地〉 
→ 洲崎神社 → 旧船究所（船番所）跡 → 本町通り〈円究寺 → 八坂神社〉 → 青海島シーサイドスクエア

長門市古地図で巡る長門市通
青海島の通地区は昔ながらの漁村特有の細
い路地や家並みが日本の原風景を感じさせる
漁村。
海に生き、捕鯨を日々の糧とした鯨文化が色
濃く残る古式捕鯨の里を巡ります。
■開催時期：2017年9月～12月、2018年3月の各月2回予定
　　　　　　（1週間前までに要予約）
■集合場所：くじら資料館（長門市通671-17）
■所要時間：約2時間
■問合せ先：長門市観光コンベンション協会 
　　　　　　tel.0837-22-8404

コース くじら資料館見学〈館長案内〉 → 鯨墓 → 段の家並み → 向岸寺 → 正福庵 
→ 早川家住宅 → くじら資料館

下関市古地図を片手に川棚温泉を歩こう！
開湯より８００年と伝わる川棚温泉。江戸時代
には長府藩内唯一の湯治場として「御殿湯」
が設けられ、歴代藩主に厚く庇護されました。
今も温泉街には史跡や旧道が残ります。古地
図に記された往時の地名を巡り歩きます。
■開催時期：2017年9月～12月、2018年3月の
　　　　　　　　各月2回予定（1週間前までに要予約）
■集合場所：川棚温泉交流センター（下関市豊浦町川棚５１８０）
■所要時間：約1時間
■問合せ先：川棚温泉観光ボランティアガイドの会 事務局 
　　　　　　tel.083-774-3855

コース
川棚温泉交流センター → 上湯跡 → 三ツ辻 → 湯谷往還 → 土橋跡・湯町庚申塚 → 湯谷往還　
→ 下湯（御殿湯）跡 → 湯明神 → 薬師院 → 青龍権現 → 妙青寺 → 川棚温泉交流センター 

長門市古地図で巡る長門市俵山
藩政時代、萩と赤間関を結ぶ赤間関街道北
道筋は遠回りして俵山温泉を経由するよう定
められました。歴代藩主の入湯記録が残る
「殿様に愛された湯治場」俵山温泉の町並み
を巡ります。
■開催時期：2017年9月～12月、2018年3月の各月2回予定
　　　　　　（1週間前までに要予約）
■集合場所：白猿の湯駐車場（長門市俵山5172）
■所要時間：約1時間30分
■問合せ先：長門市観光コンベンション協会 
　　　　　　tel.0837-22-8404

コース 白猿の湯駐車場 → 河内湯源泉見学 → 白猿の湯 → 涼風荘 → 温泉閣 → 薬師堂 
→ 町の湯 → 旅館街 → 熊野神社 → 旅館街 → 白猿の湯

長門市古地図で巡る長門市三隅
藩政改革の中心を担い、維新回天の礎を築
いた「村田清風」や、藩の改革派で幕末の志
士たちを支援した「周布政之助」を生み出し
た長門市三隅。郷土の先賢の原点となるゆ
かりの地を巡ります。
■開催時期：2017年9月～12月、2018年3月の各月2回予定
　　　　　　（1週間前までに要予約）
■集合場所：村田清風記念館（長門市三隅下2510-1）
■所要時間：約2時間
■問合せ先：長門市観光コンベンション協会 
　　　　　　tel.0837-22-8404

コース 村田清風記念館・三隅山荘〈館長講話〉 → 村田清風の墓 → 八谷塾・竹内正兵衛旧宅跡 
→ 竹内正兵衛の墓 → 周布政之助の墓 → 周布政之助旧宅跡 → 村田清風記念館

萩　市古地図で巡る「萩城城下町」
萩城城下町は、江戸時代の古地図が今も使
えるほど、当時の町割りなどがよく保存されて
います。高杉晋作や木戸孝允ゆかりの地な
ど、世界遺産に登録された町並みを巡ります。

■開催時期：2017年4月～ 2018年3月の日曜 
　　　　　　（1週間前までに要予約）
■集合場所：中央公園駐車場（萩市江向4区593）
■所要時間：約1時間30分
■問合せ先：NPO萩観光ガイド協会 
　　　　　　tel.0838-25-3527

コース 中央公園駐車場 → 萩城城下町（江戸屋横町・円政寺・木戸孝允旧宅・御成道・
菊屋横町・高杉晋作誕生地・高杉晋作立志像） → 中央公園駐車場

萩　市古地図で巡る
「萩城・三の丸 堀内伝建地区」

萩城・三の丸にあたる堀内伝建地区は、萩
藩主毛利一門や永代家老等の上級武士が
居住した広大な武家屋敷跡。土塀や石垣、
長屋門など当時の豪壮な面影が残る町並み
を巡ります。
■開催時期：2017年4月～2018年3月（7～8月除く）の
　 　 　 　 土曜・日曜・祝日予定（1週間前までに要予約）
■集合場所：萩博物館正面玄関（萩市堀内355）
■所要時間：約1時間
■問合せ先：NPO萩まちじゅう博物館 
　　　　　　tel.0838-25-3177

コース 萩博物館正門 → 堀内伝建地区（児玉家長屋門、堀内鍵曲、口羽家住宅、
問田益田家旧宅土塀など） → 萩博物館正門

萩　市古地図で巡る「浜崎伝建地区」
萩城下の港町として、物資の流通や販売、水
産業などに携わる人々で賑わい、古くから萩
の経済を支えてきた浜崎の町並みを巡ります。
国指定史跡旧萩藩御船倉内部を特別公開。

■開催時期：2017年4月～ 2018年3月の土曜 
　　　　　　（1週間前までに要予約）
■集合場所：旧山村家住宅（萩市浜崎77番地）
■所要時間：約1時間
■問合せ先：浜崎しっちょる会 
　　　　　　tel.0838-22-0133

コース 旧山村家住宅 → 旧山中家住宅 → 旧萩藩御船倉 → 旧小池家土蔵 → 柏村家住宅 
→ 中村船具店 → 旧山村家住宅

萩　市古地図で巡る「須佐武家町」
萩藩を幕末まで支えた永代家老益田家の本
領地であった須佐は、碁盤の目状の町割り
に、益田館や郷校育英館跡などの史跡が残
る武家町。
地元ガイドの案内で須佐の町を巡ります。

■開催時期：2017年4月～ 2018年3月の開催日
　 　 　 　（1週間前までに要予約）
■集合場所：須佐歴史民俗資料館「みこと館」（萩市須佐4441-10）
■所要時間：約2時間
■問合せ先：須佐公民館　tel.08387-6-2310

コース 歴史民俗資料館 → 笠松神社 → 育英館跡 → 松崎八幡宮 → 大薀寺庭園 → 法隆寺 
→ 益田家墓所 → 歴史民俗資料館
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282 益田市古地図を片手にまち歩き
～近代日本夜明けの町（明治維新）コース～

司馬遼太郎の小説「花神」にも描かれ、大村
益次郎が指揮した「四境戦争　石州口の戦
い」の舞台となった益田市。
小説の内容や歴史背景に想いを馳せ、長州
軍の進軍路や関連施設をたどります。

■開催時期：2017年9月7・18・21日、10月9・12・26日、
　　　　　　11月9・23日、12月7日（要予約）
■集合場所：益田市観光協会（益田市駅前町17-2）
■所要時間：1時間40分
■問合せ先：益田市観光協会　tel.0856-22-7120

コース 妙義寺 → 益田市立歴史民俗資料館 → 萬福寺 → 天石勝神社 → 医光寺
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長門市古地図で巡る長門市仙崎
長門市仙崎は、江戸時代には瀬戸崎と呼ば
れ港町として賑わいました。
鰯や鯨漁をはじめとした漁港であるとともに、
北前船の寄港地として商業も盛んだった
当時の面影を訪ね歩きます。
■開催時期：2017年9月～12月、2018年3月の各月2回予定
　　　　　　（1週間前までに要予約）
■集合場所：青海島シーサイドスクエア（長門市仙崎4297-1）
■所要時間：約2時間
■問合せ先：長門市観光コンベンション協会 
　　　　　　tel.0837-22-8404

コース 青海島シーサイドスクエア → ＪＲ仙崎駅 → 新町（みすゞ ）通り〈普門寺 → 極楽寺 → 日本近代捕鯨発祥の地〉 
→ 洲崎神社 → 旧船究所（船番所）跡 → 本町通り〈円究寺 → 八坂神社〉 → 青海島シーサイドスクエア

長門市古地図で巡る長門市通
青海島の通地区は昔ながらの漁村特有の細
い路地や家並みが日本の原風景を感じさせる
漁村。
海に生き、捕鯨を日々の糧とした鯨文化が色
濃く残る古式捕鯨の里を巡ります。
■開催時期：2017年9月～12月、2018年3月の各月2回予定
　　　　　　（1週間前までに要予約）
■集合場所：くじら資料館（長門市通671-17）
■所要時間：約2時間
■問合せ先：長門市観光コンベンション協会 
　　　　　　tel.0837-22-8404

コース くじら資料館見学〈館長案内〉 → 鯨墓 → 段の家並み → 向岸寺 → 正福庵 
→ 早川家住宅 → くじら資料館

下関市古地図を片手に川棚温泉を歩こう！
開湯より８００年と伝わる川棚温泉。江戸時代
には長府藩内唯一の湯治場として「御殿湯」
が設けられ、歴代藩主に厚く庇護されました。
今も温泉街には史跡や旧道が残ります。古地
図に記された往時の地名を巡り歩きます。
■開催時期：2017年9月～12月、2018年3月の
　　　　　　　　各月2回予定（1週間前までに要予約）
■集合場所：川棚温泉交流センター（下関市豊浦町川棚５１８０）
■所要時間：約1時間
■問合せ先：川棚温泉観光ボランティアガイドの会 事務局 
　　　　　　tel.083-774-3855

コース
川棚温泉交流センター → 上湯跡 → 三ツ辻 → 湯谷往還 → 土橋跡・湯町庚申塚 → 湯谷往還　
→ 下湯（御殿湯）跡 → 湯明神 → 薬師院 → 青龍権現 → 妙青寺 → 川棚温泉交流センター 

長門市古地図で巡る長門市俵山
藩政時代、萩と赤間関を結ぶ赤間関街道北
道筋は遠回りして俵山温泉を経由するよう定
められました。歴代藩主の入湯記録が残る
「殿様に愛された湯治場」俵山温泉の町並み
を巡ります。
■開催時期：2017年9月～12月、2018年3月の各月2回予定
　　　　　　（1週間前までに要予約）
■集合場所：白猿の湯駐車場（長門市俵山5172）
■所要時間：約1時間30分
■問合せ先：長門市観光コンベンション協会 
　　　　　　tel.0837-22-8404

コース 白猿の湯駐車場 → 河内湯源泉見学 → 白猿の湯 → 涼風荘 → 温泉閣 → 薬師堂 
→ 町の湯 → 旅館街 → 熊野神社 → 旅館街 → 白猿の湯

長門市古地図で巡る長門市三隅
藩政改革の中心を担い、維新回天の礎を築
いた「村田清風」や、藩の改革派で幕末の志
士たちを支援した「周布政之助」を生み出し
た長門市三隅。郷土の先賢の原点となるゆ
かりの地を巡ります。
■開催時期：2017年9月～12月、2018年3月の各月2回予定
　　　　　　（1週間前までに要予約）
■集合場所：村田清風記念館（長門市三隅下2510-1）
■所要時間：約2時間
■問合せ先：長門市観光コンベンション協会 
　　　　　　tel.0837-22-8404

コース 村田清風記念館・三隅山荘〈館長講話〉 → 村田清風の墓 → 八谷塾・竹内正兵衛旧宅跡 
→ 竹内正兵衛の墓 → 周布政之助の墓 → 周布政之助旧宅跡 → 村田清風記念館

萩　市古地図で巡る「萩城城下町」
萩城城下町は、江戸時代の古地図が今も使
えるほど、当時の町割りなどがよく保存されて
います。高杉晋作や木戸孝允ゆかりの地な
ど、世界遺産に登録された町並みを巡ります。

■開催時期：2017年4月～ 2018年3月の日曜 
　　　　　　（1週間前までに要予約）
■集合場所：中央公園駐車場（萩市江向4区593）
■所要時間：約1時間30分
■問合せ先：NPO萩観光ガイド協会 
　　　　　　tel.0838-25-3527

コース 中央公園駐車場 → 萩城城下町（江戸屋横町・円政寺・木戸孝允旧宅・御成道・
菊屋横町・高杉晋作誕生地・高杉晋作立志像） → 中央公園駐車場

萩　市古地図で巡る
「萩城・三の丸 堀内伝建地区」

萩城・三の丸にあたる堀内伝建地区は、萩
藩主毛利一門や永代家老等の上級武士が
居住した広大な武家屋敷跡。土塀や石垣、
長屋門など当時の豪壮な面影が残る町並み
を巡ります。
■開催時期：2017年4月～2018年3月（7～8月除く）の
　 　 　 　 土曜・日曜・祝日予定（1週間前までに要予約）
■集合場所：萩博物館正面玄関（萩市堀内355）
■所要時間：約1時間
■問合せ先：NPO萩まちじゅう博物館 
　　　　　　tel.0838-25-3177

コース 萩博物館正門 → 堀内伝建地区（児玉家長屋門、堀内鍵曲、口羽家住宅、
問田益田家旧宅土塀など） → 萩博物館正門

萩　市古地図で巡る「浜崎伝建地区」
萩城下の港町として、物資の流通や販売、水
産業などに携わる人々で賑わい、古くから萩
の経済を支えてきた浜崎の町並みを巡ります。
国指定史跡旧萩藩御船倉内部を特別公開。

■開催時期：2017年4月～ 2018年3月の土曜 
　　　　　　（1週間前までに要予約）
■集合場所：旧山村家住宅（萩市浜崎77番地）
■所要時間：約1時間
■問合せ先：浜崎しっちょる会 
　　　　　　tel.0838-22-0133

コース 旧山村家住宅 → 旧山中家住宅 → 旧萩藩御船倉 → 旧小池家土蔵 → 柏村家住宅 
→ 中村船具店 → 旧山村家住宅

萩　市古地図で巡る「須佐武家町」
萩藩を幕末まで支えた永代家老益田家の本
領地であった須佐は、碁盤の目状の町割り
に、益田館や郷校育英館跡などの史跡が残
る武家町。
地元ガイドの案内で須佐の町を巡ります。

■開催時期：2017年4月～ 2018年3月の開催日
　 　 　 　（1週間前までに要予約）
■集合場所：須佐歴史民俗資料館「みこと館」（萩市須佐4441-10）
■所要時間：約2時間
■問合せ先：須佐公民館　tel.08387-6-2310

コース 歴史民俗資料館 → 笠松神社 → 育英館跡 → 松崎八幡宮 → 大薀寺庭園 → 法隆寺 
→ 益田家墓所 → 歴史民俗資料館
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282 益田市古地図を片手にまち歩き
～近代日本夜明けの町（明治維新）コース～

司馬遼太郎の小説「花神」にも描かれ、大村
益次郎が指揮した「四境戦争　石州口の戦
い」の舞台となった益田市。
小説の内容や歴史背景に想いを馳せ、長州
軍の進軍路や関連施設をたどります。

■開催時期：2017年9月7・18・21日、10月9・12・26日、
　　　　　　11月9・23日、12月7日（要予約）
■集合場所：益田市観光協会（益田市駅前町17-2）
■所要時間：1時間40分
■問合せ先：益田市観光協会　tel.0856-22-7120

コース 妙義寺 → 益田市立歴史民俗資料館 → 萬福寺 → 天石勝神社 → 医光寺
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お問い合せ先
0835-23-770 0

防府天満宮 〒747-0029 山口県防府市松崎町１４-１　FAX：0835-25-0001
8:30 ～ 17:00
http://www.hofutenmangu.or.jp/

〒

営

防府天満宮 梅
京の都を去る時、「東風吹かば 匂いをこせ
よ 梅の花 主なしとて 春な忘れそ」という句
を詠んだことで有名な菅原道真公が愛した
梅は今も防府天満宮で美しく咲きます。

時　期 2月上旬～ 3月中旬
場　所 防府天満宮（防府市松崎町14-1）
料　金 無料

菅原道真公が愛でた梅

アクセス

駐車場
ガイドサービス

■

■
■

①JR山陽本線防府駅から徒歩１５分　
②山陽自動車道防府東IC・防府西ICから１０分
一般：有り　大型バス：有り
無し 夜間ライトアップ■ 無し

防府

お問い
合せ先

〒758-0061 山口県萩市椿3537-3
FAX：0838-25-2073
9：00～ 17：45（12月～ 2月は9：00～ 17：00）
http://hagishi.com/

〒

営

笠山椿群生林 ヤブツバキ
笠山の北端（虎ヶ崎）10haの広さに、約
25,000本のヤブツバキが自生しています。開
花期間は12月上旬～ 4月上旬までと長く、
例年見ごろを迎える2月中旬～ 3月下旬頃
「萩・椿まつり」が開催されます。群生林内は
遊歩道が整備され、地上約13ｍの展望台か
らは、椿群生林や日本海が一望できます。

萩

時　期 12月上旬～ 4月上旬 
見頃及び「萩・椿まつり」は2月中旬～3月下旬 予定

場　所 笠山椿群生林（萩市越ヶ浜 虎ヶ崎） 料　金 無料
■

■

■
■
■

アクセス

駐車場

ガイドサービス
夜間ライトアップ
注意事項

①JR東萩駅からタクシーで約20分（椿まつり期間中、越ヶ浜市営駐車場⇔笠山椿群生林間無料シャトルバス運行）
②中国自動車道美祢東JCT経由、小郡萩道路（無料）絵堂ICから約40分
一般：400台（無料／椿まつり期間中の土日祝日は一部駐車場300円）　
大型バス：約13台（1回1,030円／椿まつり期間中、越ヶ浜市営駐車から椿群生林まで無料シャトルバス運行）
椿まつり期間中の土日祝日は無料ガイド有り／平日・まつり期間外は予約制で有料
無し
大型バスは群生林近くまで乗り入れ不可、見頃時期にあわせ「萩・椿まつり」を開催（2月中旬～3月下旬予定）

一面に咲き誇る25,000本のヤブツバキ
かさ やま

ほう ふ

0838-25-1750
（公社）萩市観光協会

0837-62-0115
お問い
合せ先

〒754-0511 山口県美祢市秋芳町秋吉3506-2
秋吉台観光交流センター  FAX：0837-62-0899
8：30～ 17：15　　
http://www.karusuto.com/

〒

営
（一社）美祢市観光協会

秋吉台 草紅葉
春に次いで花の美しさが楽しめる季節
です。
10月終わりにはセンブリ、リンドウ、ウメ
バチソウ、日の光に輝くススキの穂。早朝
に、霧が草原を覆うのもこの頃です。

美祢

時　期 11月中旬～下旬
場　所 美祢市秋吉台
料　金 無料

■

■
■
■

アクセス

駐車場
ガイドサービス
夜間ライトアップ

①JR新山口駅からバスで45分、「秋芳洞」下車、徒歩30分
②小郡萩道路秋吉台ICから約10分
一般：有り　大型バス：有り
無し
有り（詳細未定）

日の光に輝くススキの穂
早朝には、霧が草原を覆います
あき よし だい

083-246-1120
お問い
合せ先

〒752-0978 山口県下関市長府侍町2-1-15
FAX：083-246-1130　　
9：00～ 18：00（平日）

〒

営

長府観光会館

彩りの城下町長府・秋
大化の改新の後、長門国の国府が置かれたこと
から、「長府」と呼ばれるようになったと「日本書
紀」が伝える町。江戸時代には、長府毛利藩5
万石の城下町として栄え、幕末には維新回天の
舞台となりました。
長府庭園～壇具川・惣社・古江小路～長府毛
利邸など、景観大賞を受賞した地域をメインに
ライトアップします。美しい紅葉と土塀の街並み
を見ながら、夜の長府が楽しめます。

下関

時　期 2017年11月下旬
場　所 城下町長府エリア（壇具川沿い、長府庭園、長府毛利邸等）

料　金 無料

■

■
■
■

アクセス

駐車場
ガイドサービス
夜間ライトアップ

①JR下関駅からバス23分「城下町長府」下車すぐ
②中国自動車道下関ICから約25分
一般：有り（混雑が予想されます）　大型バス：数台（長府観光会館）
無し
有り

紅葉の最盛期を迎えた城下町を、
灯りが彩ります

ちょう ふ

大人300円（250円）、小学生150円（120円） （  ）内は15名以上の団体

0827-29-5116
お問い
合せ先

〒740-8585 山口県岩国市今津町一丁目14-51　
FAX：0827-22-2866　　8：30～17：15（平日）
http://kankou.iwakuni-city.net/

〒

営
岩国市観光振興課

錦帯橋周辺 紅葉
錦川に架かる錦帯橋を背景に眺める赤
や黄色に彩られた河畔はまるで美しい
絵画のよう。
また、近くの紅葉谷公園はその名のとお
り多くの紅葉が植えられ、ゆっくりと秋
を感じながらの散歩に最適です。

岩国

時　期 11月中旬～下旬 場　所 岩国市横山
料　金 無料　錦帯橋は有料

■

■
■
■

アクセス

駐車場
ガイドサービス
夜間ライトアップ

①JR山陽本線岩国駅から錦帯橋行きバスで約20分「錦帯橋」下車、徒歩1分
②山陽自動車道岩国ICから約10分
一般：500台（平日無料／土日祝1日300円）　大型バス：20台（1日1,000円）
無し
無し

美しい錦帯橋と紅葉が織り成す絶景
きん たい きょう

083-934-6630
お問い
合せ先

〒753-0091 山口県山口市香山町6-11
9：00～ 18：00
http://yamaguchi-city.jp/

〒

営
香山公園前観光案内所

国宝瑠璃光寺五重塔 紅葉
国宝瑠璃光寺五重塔のある香山公園が
秋色に染まります。
夜間はライトアップして、昼とは違った姿
を楽しむことができます。
（9月・11月はキャンドルが灯される「ゆ
らめき回廊」も実施されます）

山口

時　期 11月上旬～下旬
場　所 香山公園（山口市香山町7‐1）
料　金 拝観無料

■

■
■
■

アクセス

駐車場
ガイドサービス
夜間ライトアップ

①JR山口駅から車で約10分
②中国自動車道小郡ICから国道9号線で約15分／山口ICから国道262号線で約15分
一般：有り（無料）　大型バス：有り（無料）
山口市観光ボランティアガイドによる案内も可能　
有り（日没～ 22：00）

秋色に染まる山々を背景に・・・
る り こう じ

0838-22-2124
お問い
合せ先

〒758-0061 山口県萩市椿青海4132
3月～ 11月上旬 8：00～ 17：00
11月下旬～ 2月 8：00～ 16：30
http://www.haginet.ne.jp/users/daishoin.temple/

〒

営大照院

大照院 紅葉
毛利家の菩提寺である大照院では、書
院そばや墓所で紅葉を楽しめます。
国指定史跡である墓所には、毛利氏の
家臣が寄進した石灯籠が600数基あ
り、整然と並ぶ苔むした石灯籠に赤や黄
色に色づいた木が際立って、美しい紅葉
を見ることができます。

萩

時　期 11月中旬～下旬
場　所 大照院（萩市椿青海4132）
料　金 大人200円、小中生100円

■

■
■
■

アクセス

駐車場
ガイドサービス
夜間ライトアップ

①JR萩駅から萩循環まぁーるバス東・西回り「大照院入口」下車徒歩1分
②中国道美祢東JCT ～絵堂ICから約20分
一般：10台（無料）　大型バス：有り
無し
無し

石灯籠と紅葉のコントラストが
美しい！
だい しょう いん

芳松庵 紅葉
菅原道真公はお茶に関する調査・研究を
していたことで知られています。
風情あるこの茶室では美しい庭や紅葉を
鑑賞でき、誰でも気軽にお茶の接待を受
けることができます。

防府

時　期 11月中旬～下旬
場　所 防府天満宮（防府市松崎町14-1）
料　金 芳松庵拝観料500円（抹茶つき）ただし庭の見学は無料

■

■
■
■

アクセス

駐車場
ガイドサービス
夜間ライトアップ

①JR山陽本線防府駅から徒歩15分
②山陽自動車道防府東IC・防府西ICから10分
一般：有り　大型バス：有り
無し
無し

菅原道真公が愛したお茶
庭に色づく紅葉

お問い
合せ先

〒747-0029 山口県防府市松崎町14-1　
FAX：0835-25-0001
8:30 ～ 17:00　
http://www.hofutenmangu.or.jp/

〒

営0835-23-770 0
防府天満宮

ほう しょう あん

083-786-0234
お問い
合せ先

〒759－6121 
山口県下関市豊北町大字神田上314番地1
8：30～ 17：00

〒

営

豊北町観光協会

つの しま

角島灯台公園 スイセン
冬空のもと、角島灯台公園周辺に白く咲
き誇るスイセン。
「自己愛」と花言葉にあるように、自ら咲
く姿に恋をしてしまうほど美しい姿をみ
せてくれます。

下関

時　期 1月中旬～ 2月中旬
場　所 角島灯台公園

（下関市豊北町大字角島）

料　金 無料
■

■
■
■

アクセス

駐車場
ガイドサービス
夜間ライトアップ

①JR滝部駅からバス44分またはJR特牛駅からバス28分「灯台公園前」下車、徒歩5分
②中国自動車道下関ICから車で75分
一般：有り（300円）　大型バス：有り（無料）
無し
無し

白く咲き誇るスイセン

かみ さかり やま

0820-62-0360
お問い
合せ先

〒742-1402 山口県熊毛郡上関町大字長島503
FAX：0820-62-1528
8：30～ 17：15（平日）

〒

営

上関町産業観光課

上盛山 水仙
上盛山展望台は標高314m、360度の
絶景パノラマ、瀬戸内海の景色を一度
に堪能することができます。
展望台の周囲には水仙が咲き、あたり
一面は水仙の香りに包まれます。
登山道の脇にも水仙が続きます。

上関

時　期 2月中旬～ 3月中旬
場　所 上盛山展望台、登山道（上関町大字長島10071番地）
料　金 無料

■

■
■
■

アクセス

駐車場
ガイドサービス
夜間ライトアップ

①JR柳井駅から上関行バスで約50分、上関バス停下車、徒歩60分
②山陽自動車道熊毛ICまたは玖珂ICから約50分、県道23号線から登山道へ入り約10分
一般：10台（無料）　大型バス：無し
無し
無し

絶景パノラマを彩るスイセン

0856-22-7120
お問い
合せ先

〒698-0024 島根県益田市駅前町17-2
FAX：0856-23-1232
9：00～ 17：30　　
http://masudashi.sub.jp/index.php

〒

営

益田市観光協会

約200万球の日本水仙
益田市花である日本水仙が、毎年12月
から2月にかけて咲き誇る癒しの空間。
海岸に面した台地を、200万球を超え
る水仙の絨毯が埋め尽くし、可憐な花と
日本海の海の青さによる壮大な景色が
観光客の心を癒します。

益田

時　期 12月～ 2月
場　所 唐音水仙公園
料　金 無料

■
■
■
■

アクセス
駐車場
ガイドサービス
夜間ライトアップ

①JR鎌手駅から徒歩15分
②浜田道浜田ICから約50分／中国自動車道戸河内ICから約70分／六日市ICから約70分
一般：10台　大型バス：要問合せ
無し
無し

日本海を望む唐音水仙公園の水仙

花
の
み
ど
こ
ろ

紅
葉
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お問い合せ先
0835-23-770 0

防府天満宮 〒747-0029 山口県防府市松崎町１４-１　FAX：0835-25-0001
8:30 ～ 17:00
http://www.hofutenmangu.or.jp/

〒

営

防府天満宮 梅
京の都を去る時、「東風吹かば 匂いをこせ
よ 梅の花 主なしとて 春な忘れそ」という句
を詠んだことで有名な菅原道真公が愛した
梅は今も防府天満宮で美しく咲きます。

時　期 2月上旬～ 3月中旬
場　所 防府天満宮（防府市松崎町14-1）
料　金 無料

菅原道真公が愛でた梅

アクセス

駐車場
ガイドサービス

■

■
■

①JR山陽本線防府駅から徒歩１５分　
②山陽自動車道防府東IC・防府西ICから１０分
一般：有り　大型バス：有り
無し 夜間ライトアップ■ 無し

防府

お問い
合せ先

〒758-0061 山口県萩市椿3537-3
FAX：0838-25-2073
9：00～ 17：45（12月～ 2月は9：00～ 17：00）
http://hagishi.com/

〒

営

笠山椿群生林 ヤブツバキ
笠山の北端（虎ヶ崎）10haの広さに、約
25,000本のヤブツバキが自生しています。開
花期間は12月上旬～ 4月上旬までと長く、
例年見ごろを迎える2月中旬～ 3月下旬頃
「萩・椿まつり」が開催されます。群生林内は
遊歩道が整備され、地上約13ｍの展望台か
らは、椿群生林や日本海が一望できます。

萩

時　期 12月上旬～ 4月上旬 
見頃及び「萩・椿まつり」は2月中旬～3月下旬 予定

場　所 笠山椿群生林（萩市越ヶ浜 虎ヶ崎） 料　金 無料
■

■

■
■
■

アクセス

駐車場

ガイドサービス
夜間ライトアップ
注意事項

①JR東萩駅からタクシーで約20分（椿まつり期間中、越ヶ浜市営駐車場⇔笠山椿群生林間無料シャトルバス運行）
②中国自動車道美祢東JCT経由、小郡萩道路（無料）絵堂ICから約40分
一般：400台（無料／椿まつり期間中の土日祝日は一部駐車場300円）　
大型バス：約13台（1回1,030円／椿まつり期間中、越ヶ浜市営駐車から椿群生林まで無料シャトルバス運行）
椿まつり期間中の土日祝日は無料ガイド有り／平日・まつり期間外は予約制で有料
無し
大型バスは群生林近くまで乗り入れ不可、見頃時期にあわせ「萩・椿まつり」を開催（2月中旬～3月下旬予定）

一面に咲き誇る25,000本のヤブツバキ
かさ やま

ほう ふ

0838-25-1750
（公社）萩市観光協会

0837-62-0115
お問い
合せ先

〒754-0511 山口県美祢市秋芳町秋吉3506-2
秋吉台観光交流センター  FAX：0837-62-0899
8：30～ 17：15　　
http://www.karusuto.com/

〒

営
（一社）美祢市観光協会

秋吉台 草紅葉
春に次いで花の美しさが楽しめる季節
です。
10月終わりにはセンブリ、リンドウ、ウメ
バチソウ、日の光に輝くススキの穂。早朝
に、霧が草原を覆うのもこの頃です。

美祢

時　期 11月中旬～下旬
場　所 美祢市秋吉台
料　金 無料

■

■
■
■

アクセス

駐車場
ガイドサービス
夜間ライトアップ

①JR新山口駅からバスで45分、「秋芳洞」下車、徒歩30分
②小郡萩道路秋吉台ICから約10分
一般：有り　大型バス：有り
無し
有り（詳細未定）

日の光に輝くススキの穂
早朝には、霧が草原を覆います
あき よし だい

083-246-1120
お問い
合せ先

〒752-0978 山口県下関市長府侍町2-1-15
FAX：083-246-1130　　
9：00～ 18：00（平日）

〒

営

長府観光会館

彩りの城下町長府・秋
大化の改新の後、長門国の国府が置かれたこと
から、「長府」と呼ばれるようになったと「日本書
紀」が伝える町。江戸時代には、長府毛利藩5
万石の城下町として栄え、幕末には維新回天の
舞台となりました。
長府庭園～壇具川・惣社・古江小路～長府毛
利邸など、景観大賞を受賞した地域をメインに
ライトアップします。美しい紅葉と土塀の街並み
を見ながら、夜の長府が楽しめます。

下関

時　期 2017年11月下旬
場　所 城下町長府エリア（壇具川沿い、長府庭園、長府毛利邸等）

料　金 無料

■

■
■
■

アクセス

駐車場
ガイドサービス
夜間ライトアップ

①JR下関駅からバス23分「城下町長府」下車すぐ
②中国自動車道下関ICから約25分
一般：有り（混雑が予想されます）　大型バス：数台（長府観光会館）
無し
有り

紅葉の最盛期を迎えた城下町を、
灯りが彩ります

ちょう ふ

大人300円（250円）、小学生150円（120円） （  ）内は15名以上の団体

0827-29-5116
お問い
合せ先

〒740-8585 山口県岩国市今津町一丁目14-51　
FAX：0827-22-2866　　8：30～17：15（平日）
http://kankou.iwakuni-city.net/

〒

営
岩国市観光振興課

錦帯橋周辺 紅葉
錦川に架かる錦帯橋を背景に眺める赤
や黄色に彩られた河畔はまるで美しい
絵画のよう。
また、近くの紅葉谷公園はその名のとお
り多くの紅葉が植えられ、ゆっくりと秋
を感じながらの散歩に最適です。

岩国

時　期 11月中旬～下旬 場　所 岩国市横山
料　金 無料　錦帯橋は有料

■

■
■
■

アクセス

駐車場
ガイドサービス
夜間ライトアップ

①JR山陽本線岩国駅から錦帯橋行きバスで約20分「錦帯橋」下車、徒歩1分
②山陽自動車道岩国ICから約10分
一般：500台（平日無料／土日祝1日300円）　大型バス：20台（1日1,000円）
無し
無し

美しい錦帯橋と紅葉が織り成す絶景
きん たい きょう

083-934-6630
お問い
合せ先

〒753-0091 山口県山口市香山町6-11
9：00～ 18：00
http://yamaguchi-city.jp/

〒

営
香山公園前観光案内所

国宝瑠璃光寺五重塔 紅葉
国宝瑠璃光寺五重塔のある香山公園が
秋色に染まります。
夜間はライトアップして、昼とは違った姿
を楽しむことができます。
（9月・11月はキャンドルが灯される「ゆ
らめき回廊」も実施されます）

山口

時　期 11月上旬～下旬
場　所 香山公園（山口市香山町7‐1）
料　金 拝観無料

■

■
■
■

アクセス

駐車場
ガイドサービス
夜間ライトアップ

①JR山口駅から車で約10分
②中国自動車道小郡ICから国道9号線で約15分／山口ICから国道262号線で約15分
一般：有り（無料）　大型バス：有り（無料）
山口市観光ボランティアガイドによる案内も可能　
有り（日没～ 22：00）

秋色に染まる山々を背景に・・・
る り こう じ

0838-22-2124
お問い
合せ先

〒758-0061 山口県萩市椿青海4132
3月～ 11月上旬 8：00～ 17：00
11月下旬～ 2月 8：00～ 16：30
http://www.haginet.ne.jp/users/daishoin.temple/

〒

営大照院

大照院 紅葉
毛利家の菩提寺である大照院では、書
院そばや墓所で紅葉を楽しめます。
国指定史跡である墓所には、毛利氏の
家臣が寄進した石灯籠が600数基あ
り、整然と並ぶ苔むした石灯籠に赤や黄
色に色づいた木が際立って、美しい紅葉
を見ることができます。

萩

時　期 11月中旬～下旬
場　所 大照院（萩市椿青海4132）
料　金 大人200円、小中生100円

■

■
■
■

アクセス

駐車場
ガイドサービス
夜間ライトアップ

①JR萩駅から萩循環まぁーるバス東・西回り「大照院入口」下車徒歩1分
②中国道美祢東JCT ～絵堂ICから約20分
一般：10台（無料）　大型バス：有り
無し
無し

石灯籠と紅葉のコントラストが
美しい！
だい しょう いん

芳松庵 紅葉
菅原道真公はお茶に関する調査・研究を
していたことで知られています。
風情あるこの茶室では美しい庭や紅葉を
鑑賞でき、誰でも気軽にお茶の接待を受
けることができます。

防府

時　期 11月中旬～下旬
場　所 防府天満宮（防府市松崎町14-1）
料　金 芳松庵拝観料500円（抹茶つき）ただし庭の見学は無料

■

■
■
■

アクセス

駐車場
ガイドサービス
夜間ライトアップ

①JR山陽本線防府駅から徒歩15分
②山陽自動車道防府東IC・防府西ICから10分
一般：有り　大型バス：有り
無し
無し

菅原道真公が愛したお茶
庭に色づく紅葉

お問い
合せ先

〒747-0029 山口県防府市松崎町14-1　
FAX：0835-25-0001
8:30 ～ 17:00　
http://www.hofutenmangu.or.jp/

〒

営0835-23-770 0
防府天満宮

ほう しょう あん

083-786-0234
お問い
合せ先

〒759－6121 
山口県下関市豊北町大字神田上314番地1
8：30～ 17：00

〒

営

豊北町観光協会

つの しま

角島灯台公園 スイセン
冬空のもと、角島灯台公園周辺に白く咲
き誇るスイセン。
「自己愛」と花言葉にあるように、自ら咲
く姿に恋をしてしまうほど美しい姿をみ
せてくれます。

下関

時　期 1月中旬～ 2月中旬
場　所 角島灯台公園

（下関市豊北町大字角島）

料　金 無料
■

■
■
■

アクセス

駐車場
ガイドサービス
夜間ライトアップ

①JR滝部駅からバス44分またはJR特牛駅からバス28分「灯台公園前」下車、徒歩5分
②中国自動車道下関ICから車で75分
一般：有り（300円）　大型バス：有り（無料）
無し
無し

白く咲き誇るスイセン

かみ さかり やま

0820-62-0360
お問い
合せ先

〒742-1402 山口県熊毛郡上関町大字長島503
FAX：0820-62-1528
8：30～ 17：15（平日）

〒

営

上関町産業観光課

上盛山 水仙
上盛山展望台は標高314m、360度の
絶景パノラマ、瀬戸内海の景色を一度
に堪能することができます。
展望台の周囲には水仙が咲き、あたり
一面は水仙の香りに包まれます。
登山道の脇にも水仙が続きます。

上関

時　期 2月中旬～ 3月中旬
場　所 上盛山展望台、登山道（上関町大字長島10071番地）
料　金 無料

■

■
■
■

アクセス

駐車場
ガイドサービス
夜間ライトアップ

①JR柳井駅から上関行バスで約50分、上関バス停下車、徒歩60分
②山陽自動車道熊毛ICまたは玖珂ICから約50分、県道23号線から登山道へ入り約10分
一般：10台（無料）　大型バス：無し
無し
無し

絶景パノラマを彩るスイセン

0856-22-7120
お問い
合せ先

〒698-0024 島根県益田市駅前町17-2
FAX：0856-23-1232
9：00～ 17：30　　
http://masudashi.sub.jp/index.php

〒

営

益田市観光協会

約200万球の日本水仙
益田市花である日本水仙が、毎年12月
から2月にかけて咲き誇る癒しの空間。
海岸に面した台地を、200万球を超え
る水仙の絨毯が埋め尽くし、可憐な花と
日本海の海の青さによる壮大な景色が
観光客の心を癒します。

益田

時　期 12月～ 2月
場　所 唐音水仙公園
料　金 無料

■
■
■
■

アクセス
駐車場
ガイドサービス
夜間ライトアップ

①JR鎌手駅から徒歩15分
②浜田道浜田ICから約50分／中国自動車道戸河内ICから約70分／六日市ICから約70分
一般：10台　大型バス：要問合せ
無し
無し

日本海を望む唐音水仙公園の水仙

花
の
み
ど
こ
ろ

紅
葉
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ガイドと巡る門前宿場町「花岡」
～破邪の御太刀 特別見学～

「…」徒歩、  「―」タクシー、  「＝」バス、  「≫」JR、  「～」船、  「→」その他（マイカー・レンタカー等）コースの凡例 「…」徒歩、  「―」タクシー、  「＝」バス、  「≫」JR、  「～」船、  「→」その他（マイカー・レンタカー等）コースの凡例

コース
［グループガイド］1km程度

［特別ガイド］

御茶屋（春雨桜）　…　閼伽井坊　…　花岡八幡宮（多宝塔・破邪の御太刀）

花岡八幡宮付近　※コースはご希望により調整、古地図を使ったガイドも可

明治維新150年記念 ガイドと巡る歴史ウォーク

維新胎動の地・旧松本村を歩く

世界遺産「松下村塾」など、幕末の志士ゆかりの地をめぐる

萩

お問い
合せ先

0838-25-1750
〒758-0061 山口県萩市椿3537-3　FAX：0838-25-2073
9：00～ 17：45（12月～ 2月は9：00～ 17：00）　　http://hagishi.com

〒

（公社）萩市観光協会

営

地元ガイドと「維新胎動の地・萩」旧松本村を散策し、世界遺産の松下村塾
をはじめ、松陰神社、伊藤博文旧宅、玉木文之進旧宅（松下村塾発祥の地）
などを巡り、明治維新の原動力となった萩の歴史を感じることができるガイ
ドツアーです。
設定期間 2017年9月～ 2018年3月の開催日
集合場所 松陰神社大鳥居前（萩市椿東1537） 料　金 1,000円（観覧料含む）

開始時間
最少催行人員
アクセス

駐車場
ガイドサービス

■
■
■

■
■

9：00～
2名
①萩循環まぁーるバス東回り「松陰神社前」バス停下車、徒歩すぐ
②中国自動車道美祢東JCT ～絵堂ICから約20分
一般:118台（無料）　大型バス：13台（1回500円）　
萩市観光協会のガイドがご案内

所要時間
予約

■
■

約3時間
１週間前までに要予約

定員■ 15名（15名以上の団体は要相談）

コース
松陰神社・松下村塾　…　東光寺　…　吉田松陰誕生地　…　吉田松陰の墓および墓所

…　玉木文之進旧宅　…　伊藤博文旧宅・別邸　…　吉田稔麿生家跡　…　松陰神社

まつ もと むら

「萩・明倫学舎」と旧萩藩校明倫館を案内人と歩く
新しい萩観光の起点

萩

お問い
合せ先

萩・明倫学舎には観光インフォメーションセンターやレストラン、ショップ、世
界遺産ビジターセンターなどが入ります。
萩藩校明倫館は今から約300年前に創建された藩校です。剣槍術場である
有備館やプールである水練池などを巡ります。

設定期間 2017年4月～ 2018年3月
集合場所 萩・明倫学舎 料　金 無料
開始時間
所要時間
予約
アクセス

駐車場
ガイドサービス

■
■
■
■

■
■

9：00 ～ 16：30（受付時間）
約30分
7日前まで
①萩循環まぁーるバス東回り・西回り「萩明倫センター」下車、徒歩すぐ
②中国自動車道美祢東JCT ～絵堂ICから約20分
萩・明倫センター駐車場　一般:180台（1回310円）　大型バス：10台（1回1,030円）　
NPO萩・明倫学舎 注意事項■ 荒天時は中止する場合あり

めいはぎはぎ りんめいりん がくしゃ かん

はぎ

0838-21-2108
〒758-8555 山口県萩市江向510　FAX：0838-21-2107
8：30～ 17：30（平日）

〒

萩市萩・明倫学舎推進課

営

山口市観光ボランティアガイドと大内文化巡り
香山公園を中心に、山口市の歴史をガイドします！

山口

お問い
合せ先

国宝瑠璃光寺五重塔（香山公園）入口の左側にある東屋に、グリーンのジャ
ンパーを着た会員が待機していますので、お気軽に声をかけて下さい。
ご希望の日時、場所に合わせて行う予約ガイドも承ります。

設定期間 3月～ 11月の土曜・日曜・祝日
12月～ 2月の日曜・祝日

集合場所 香山公園入口（その他応相談） 料　金 無料

開始時間
定員
予約
アクセス

駐車場
注意事項

■
■
■
■

■
■

9：00 ～ 16：00
無し
予約があると確実
①JR山口駅からバスで県庁前下車
②中国自動車道小郡ICから国道9号線経由車で約15分／山口ICから国道262号線経由車で約15分
有り　
時間や人数は事前にお問い合わせください

所要時間
最少催行人員

■
■

約1時間
1名

ガイドサービス■ 有り

コース 香山公園内

083-928-20 0 0
〒753-0034 山口市下竪小路１２（山口ふるさと伝承総合センター内）　
FAX：083-928-2051

〒

山口市観光ボランティアガイドの会

083-928-20 0 0
〒753-0034 山口市下竪小路１２（山口ふるさと伝承総合センター内）　FAX：083-928-2051　　  9：00～ 17：00〒

山口市観光ボランティアガイドの会

営

083-922-1651
〒753-0036山口市円政寺町5-4　FAX：083-922-1800 　　10：00～ 15：00（平日） 　　http://www.hiwadaya.com〒

ひわだや（コミュニティスペース利用のみの場合)

桧皮葺ガイドとクラフト体験
国宝瑠璃光寺五重塔の美しさの秘密を探る旅

山口

お問い
合せ先

桧の皮で屋根を葺く日本伝統の桧皮葺。
日本三名塔に数えられている国宝瑠璃光
寺五重塔も桧皮葺によりその美しさが表
現されています。
ガイドの案内で、瑠璃光寺五重塔と龍福
寺を巡り、桧皮葺の美しさを体感した後
は、Ｈ29年にオープンの「コミュニティス
ペースひわだや」で、模型展示や工場見
学、桧皮葺のある和風空間での桧皮葺の
クラフト体験（コースターなど）等でその魅
力を間近で体感する事が出来ます。

設定期間 2017年9月～ 12月 集合場所 香山公園入口の東屋
料　金 コミュニティスペースひわだや利用料1,000円

（クラフト体験・お茶付き／ケータリングも可能／要予約）

ガイド料無料（行程で公共交通機関利用の場合ガイド交通費が必要）

開始時間
定員
予約
アクセス

駐車場

ガイドサービス
注意事項

■
■
■
■

■

■
■

予約時に打合せ
15名
1週間前までに電話予約
①香山公園 JR山口駅からバス15分／ひわだや JR上山口駅から徒歩3分
②中国自動車道山口ICから車で20分／小郡ICから車で25分
一般：香山公園、ひわだや（5台／満車の場合八坂神社前観光駐車場）　
大型バス：香山公園、八坂神社前観光駐車場
桧皮葺施設巡りとコミュニティスペースひわだや施設内で桧皮葺ガイド・クラフト体験
コミュニティスペースひわだやの開館時間は原則平日10：00～15：00（土日祝は要相談）。同施設が
休館の場合は香山公園前観光案内所や山口ふるさと伝承総合センターの桧皮葺模型でのガイド可能

所要時間
最少催行人員

■
■

2時間半～ 3時間（ご希望に応じます）
1名

コース 香山公園前観光案内所　…　瑠璃光寺五重塔　…　龍福寺　…　コミュニティスペースひわだや（約1時間）　…　上山口駅

尊王攘夷を願う日本一の大太刀

下松

お問い
合せ先

吉田松陰護送の大役を担った武弘太兵衛、
毛利敬親公ゆかりの春雨桜碑とその撰文を
寄せた楫取素彦など「幕末維新と花岡」を
テーマにゆかりの地を訪ねます。
全長4ｍ65㎝の日本一の大きさとされてい
る大太刀は、花岡八幡宮の宝物庫に保管さ
れており、通常は一般公開されていない貴
重な市指定有形文化財です。

設定期間 ［グループガイド］通年 ［特別ガイド］ 2017年11月3日（金・祝日）
集合場所 ［グループガイド］花岡周辺個別打合せ 

［特別ガイド］花岡八幡宮拝殿付近
料　金 ［グループガイド］無料（但し交通費、資料代など実費請求） ［特別ガイド］無料

開始時間
所要時間
定員
最少催行人員
予約
アクセス

駐車場
ガイドサービス
注意事項

■
■
■
■
■
■

■
■
■

[グループガイド]応相談　[特別ガイド]10：00 ～ 16：00（随時）
[グループガイド]2時間程度　[特別ガイド]30分～ 1時間程度
[グループガイド]30名　[特別ガイド]無し
[グループガイド]原則5名　[特別ガイド]1名
グループガイドは７日前まで、特別ガイドは予約不要
①JR岩徳線周防花岡駅から徒歩10分　
②山陽自動車道徳山東ICから車で約10分
応相談
下松市観光ボランティアガイドの会メンバーがご案内
花岡八幡宮拝殿まで約200段の石段有り

はな

は じゃ

おか

萩の語り部 歴史講座
萩・明治維新を学ぶ

萩

お問い
合せ先

萩の豊かな歴史、文化、自然等について「情熱」「志」を持って物語（ストー
リー）として語れる『語り部』が、吉田松陰や高杉晋作、藩校明倫館など様々
なテーマでわかりやすくお話します。
平成29年3月4日開館の「萩・明倫学舎」で、歴史講座を開催します。

設定期間 2017年9月～ 2018年3月
集合場所 萩・明倫学舎（萩市江向602）
料　金 無料
開始時間
最少催行人員
アクセス

駐車場
ガイドサービス

■
■
■

■
■

応相談
10名
①JR新山口駅から直行バス「スーパーはぎ号」で約60分
②中国自動車道美祢東JCT ～絵堂ICから約20分
萩・明倫センター駐車場　一般:180台（1回310円）　大型バス：10台（1回1,030円）　
施設ガイドが常駐

所要時間
予約

■
■

30分
必要

定員■ 対応可能人数 10 ～ 40名程度

0838-21-2018
〒758-0041 山口県萩市江向602番地　FAX：0838-21-2017
8：30～ 17：15（平日）　　http://www.city.hagi.lg.jp/site/meiringakusha/

〒

萩市萩・明倫学舎推進課

営

参考：旧萩藩校明倫館有備館

0833-45-1192
〒744-0025 山口県下松市中央町21-3　FAX：0833-45-1292
10：00～ 17：00　　http://starnavi.net

〒

下松市観光ボランティアガイドの会／くだまつ観光・産業交流センター

営

コース

お問い
合せ先

083-933-0 088
〒753-0042 山口県山口市惣太夫町2-1JR山口駅2階　
FAX：083-933-0089　　9：00～ 17：30（平日）　　http://yamaguchi-city.jp/

〒

（一財）山口観光コンベンション協会

営

開始時間
所要時間
アクセス

駐車場

13：00（7 ～ 9月は9：00）
約3時間
①ＪＲ山口駅からバスで県庁前下車、徒歩約10分またはコミュニティバスで香山公園前下車
②中国自動車道小郡ICまたは山口ICから約15分 
一般：有り　大型バス：有り

定員■ 無し 予約■ 1週間前まで最少催行人員■ 2名

ガイドサービス■ 有り

維新策源地ウォーク
明治維新策源地やまぐちの街歩きをしませんか？

1863年、萩から藩庁が移鎮してきた山口には、政事堂や藩の教育機関が
移され、多くの志士達も集まりました。このツアーでは、明治維新を支えた
「維新策源地やまぐち」を語り部と一緒に歩きます。

設定期間 2017年4月～ 2018年3月の土曜・日曜・祝日
集合場所 香山公園前観光案内所 料　金 500円

香山公園観光案内所　…　国宝瑠璃光寺五重塔　…　枕流亭・露山堂　…　香山墓所　…　洞春寺　…　県政資料館
…　山口藩庁門　…　周防明倫館兵学寮跡・山口御茶屋跡　…　山口越荷方会所・十朋亭　…　龍福寺・大内氏館跡
…　西田幾多郎旧居　…　観音堂　…　山口ふるさと伝承総合センター・まなび館　…　八坂神社・築山神社　…
上竪地蔵尊　…　光台寺　…　清末藩長屋門　…　錦の御旗製作所跡　…　香山公園観光案内所 

■
■
■

■

山口

コース

［コース1］愛鳥林コース（3.2km）
［コース2］大原湖畔コース（4km～11km）
［コース3］観音の滝コース（3.0ｋｍ）
［コース4］長者ヶ原コース（4.0ｋｍ）

愛鳥林　…　佐波川ダム管理事務所　…　愛鳥林
ふれあいパーク大原湖　…　佐波川ダム管理事務所　…　ふれあいパーク大原湖
ふれあいパーク大原湖　…　観音の滝　…　ふれあいパーク大原湖
国立山口徳地青少年自然の家

山口

開始時間
所要時間
定員
最少催行人員
アクセス

駐車場
ガイドサービス

■
■
■
■
■

■
■

森の癒しでリフレッシュ 森の案内人と歩く森林セラピー体験
東大寺再建のふるさと ～杣入りの地 徳地～ 

0835-52-1122お問い
合せ先 〒747-0292 山口県山口市徳地堀1744　FAX：0835-52-1301

8：30～ 17：15（平日）  　　http://www.shinrin-therapy-yamaguchi.jp/　
〒
営

徳地農林振興事務所

源平の争乱で焼失した東大寺を再建するために、重源上人が良材を求めて訪れた山口市徳地
の森。大原湖周辺の3700haは、今なお雄大な自然が残る全国で最初に認定された森林セラ
ピー基地です。森の楽しさを深く知る森の案内人と一緒に、徳地の森を歩いてみませんか？
設定期間 通年（要事前申込）
集合場所 ［コース1］愛鳥林 ［コース2］［コース3］ふれあいパーク大原湖 ［コース4］国立山口徳地青少年自然の家
料　金 各コースとも森の案内人1名につき 半日2,000円、1日3,000円

各コースともお客様に合わせた開始時間の設定が可能 
［コース1］［コース2］2時間～ 4時間 ［コース3］2時間30分 ［コース4］1時間～ 4時間
森の案内人1名につき来訪者5名以内推奨（来訪者20名以上の場合は要事前相談）
1名 
①［コース1］徳地堀のバスターミナルから「柚野活性化センター」行きバス「愛鳥林入口」で下車
　 ［コース2］［コース3］徳地堀のバスターミナルから「柚野活性化センター」行きバス「釣山」で下車
②［コース1］［コース2］［コース3］中国自動車道徳地ICから約20分［コース4］中国自動車道徳地ICから約15分
一般：［コース1］約30台（無料） ［コース2］［コース3］約70台（無料） ［コース4］約100台（無料）　大型バス：要事前相談
市の認定を受けた森の案内人がご案内

予約■ 1週間前まで

ひ わだ ぶき

営

ウ
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ガイドと巡る門前宿場町「花岡」
～破邪の御太刀 特別見学～

「…」徒歩、  「―」タクシー、  「＝」バス、  「≫」JR、  「～」船、  「→」その他（マイカー・レンタカー等）コースの凡例 「…」徒歩、  「―」タクシー、  「＝」バス、  「≫」JR、  「～」船、  「→」その他（マイカー・レンタカー等）コースの凡例

コース
［グループガイド］1km程度

［特別ガイド］

御茶屋（春雨桜）　…　閼伽井坊　…　花岡八幡宮（多宝塔・破邪の御太刀）

花岡八幡宮付近　※コースはご希望により調整、古地図を使ったガイドも可

明治維新150年記念 ガイドと巡る歴史ウォーク

維新胎動の地・旧松本村を歩く

世界遺産「松下村塾」など、幕末の志士ゆかりの地をめぐる

萩

お問い
合せ先

0838-25-1750
〒758-0061 山口県萩市椿3537-3　FAX：0838-25-2073
9：00～ 17：45（12月～ 2月は9：00～ 17：00）　　http://hagishi.com

〒

（公社）萩市観光協会

営

地元ガイドと「維新胎動の地・萩」旧松本村を散策し、世界遺産の松下村塾
をはじめ、松陰神社、伊藤博文旧宅、玉木文之進旧宅（松下村塾発祥の地）
などを巡り、明治維新の原動力となった萩の歴史を感じることができるガイ
ドツアーです。
設定期間 2017年9月～ 2018年3月の開催日
集合場所 松陰神社大鳥居前（萩市椿東1537） 料　金 1,000円（観覧料含む）

開始時間
最少催行人員
アクセス

駐車場
ガイドサービス

■
■
■

■
■

9：00～
2名
①萩循環まぁーるバス東回り「松陰神社前」バス停下車、徒歩すぐ
②中国自動車道美祢東JCT ～絵堂ICから約20分
一般:118台（無料）　大型バス：13台（1回500円）　
萩市観光協会のガイドがご案内

所要時間
予約

■
■

約3時間
１週間前までに要予約

定員■ 15名（15名以上の団体は要相談）

コース
松陰神社・松下村塾　…　東光寺　…　吉田松陰誕生地　…　吉田松陰の墓および墓所

…　玉木文之進旧宅　…　伊藤博文旧宅・別邸　…　吉田稔麿生家跡　…　松陰神社

まつ もと むら

「萩・明倫学舎」と旧萩藩校明倫館を案内人と歩く
新しい萩観光の起点

萩

お問い
合せ先

萩・明倫学舎には観光インフォメーションセンターやレストラン、ショップ、世
界遺産ビジターセンターなどが入ります。
萩藩校明倫館は今から約300年前に創建された藩校です。剣槍術場である
有備館やプールである水練池などを巡ります。

設定期間 2017年4月～ 2018年3月
集合場所 萩・明倫学舎 料　金 無料
開始時間
所要時間
予約
アクセス

駐車場
ガイドサービス

■
■
■
■

■
■

9：00 ～ 16：30（受付時間）
約30分
7日前まで
①萩循環まぁーるバス東回り・西回り「萩明倫センター」下車、徒歩すぐ
②中国自動車道美祢東JCT ～絵堂ICから約20分
萩・明倫センター駐車場　一般:180台（1回310円）　大型バス：10台（1回1,030円）　
NPO萩・明倫学舎 注意事項■ 荒天時は中止する場合あり

めいはぎはぎ りんめいりん がくしゃ かん

はぎ

0838-21-2108
〒758-8555 山口県萩市江向510　FAX：0838-21-2107
8：30～ 17：30（平日）

〒

萩市萩・明倫学舎推進課

営

山口市観光ボランティアガイドと大内文化巡り
香山公園を中心に、山口市の歴史をガイドします！

山口

お問い
合せ先

国宝瑠璃光寺五重塔（香山公園）入口の左側にある東屋に、グリーンのジャ
ンパーを着た会員が待機していますので、お気軽に声をかけて下さい。
ご希望の日時、場所に合わせて行う予約ガイドも承ります。

設定期間 3月～ 11月の土曜・日曜・祝日
12月～ 2月の日曜・祝日

集合場所 香山公園入口（その他応相談） 料　金 無料

開始時間
定員
予約
アクセス

駐車場
注意事項

■
■
■
■

■
■

9：00 ～ 16：00
無し
予約があると確実
①JR山口駅からバスで県庁前下車
②中国自動車道小郡ICから国道9号線経由車で約15分／山口ICから国道262号線経由車で約15分
有り　
時間や人数は事前にお問い合わせください

所要時間
最少催行人員

■
■

約1時間
1名

ガイドサービス■ 有り

コース 香山公園内

083-928-20 0 0
〒753-0034 山口市下竪小路１２（山口ふるさと伝承総合センター内）　
FAX：083-928-2051

〒

山口市観光ボランティアガイドの会

083-928-20 0 0
〒753-0034 山口市下竪小路１２（山口ふるさと伝承総合センター内）　FAX：083-928-2051　　  9：00～ 17：00〒

山口市観光ボランティアガイドの会

営

083-922-1651
〒753-0036山口市円政寺町5-4　FAX：083-922-1800 　　10：00～ 15：00（平日） 　　http://www.hiwadaya.com〒

ひわだや（コミュニティスペース利用のみの場合)

桧皮葺ガイドとクラフト体験
国宝瑠璃光寺五重塔の美しさの秘密を探る旅

山口

お問い
合せ先

桧の皮で屋根を葺く日本伝統の桧皮葺。
日本三名塔に数えられている国宝瑠璃光
寺五重塔も桧皮葺によりその美しさが表
現されています。
ガイドの案内で、瑠璃光寺五重塔と龍福
寺を巡り、桧皮葺の美しさを体感した後
は、Ｈ29年にオープンの「コミュニティス
ペースひわだや」で、模型展示や工場見
学、桧皮葺のある和風空間での桧皮葺の
クラフト体験（コースターなど）等でその魅
力を間近で体感する事が出来ます。

設定期間 2017年9月～ 12月 集合場所 香山公園入口の東屋
料　金 コミュニティスペースひわだや利用料1,000円

（クラフト体験・お茶付き／ケータリングも可能／要予約）

ガイド料無料（行程で公共交通機関利用の場合ガイド交通費が必要）

開始時間
定員
予約
アクセス

駐車場

ガイドサービス
注意事項

■
■
■
■

■

■
■

予約時に打合せ
15名
1週間前までに電話予約
①香山公園 JR山口駅からバス15分／ひわだや JR上山口駅から徒歩3分
②中国自動車道山口ICから車で20分／小郡ICから車で25分
一般：香山公園、ひわだや（5台／満車の場合八坂神社前観光駐車場）　
大型バス：香山公園、八坂神社前観光駐車場
桧皮葺施設巡りとコミュニティスペースひわだや施設内で桧皮葺ガイド・クラフト体験
コミュニティスペースひわだやの開館時間は原則平日10：00～15：00（土日祝は要相談）。同施設が
休館の場合は香山公園前観光案内所や山口ふるさと伝承総合センターの桧皮葺模型でのガイド可能

所要時間
最少催行人員

■
■

2時間半～ 3時間（ご希望に応じます）
1名

コース 香山公園前観光案内所　…　瑠璃光寺五重塔　…　龍福寺　…　コミュニティスペースひわだや（約1時間）　…　上山口駅

尊王攘夷を願う日本一の大太刀

下松

お問い
合せ先

吉田松陰護送の大役を担った武弘太兵衛、
毛利敬親公ゆかりの春雨桜碑とその撰文を
寄せた楫取素彦など「幕末維新と花岡」を
テーマにゆかりの地を訪ねます。
全長4ｍ65㎝の日本一の大きさとされてい
る大太刀は、花岡八幡宮の宝物庫に保管さ
れており、通常は一般公開されていない貴
重な市指定有形文化財です。

設定期間 ［グループガイド］通年 ［特別ガイド］ 2017年11月3日（金・祝日）
集合場所 ［グループガイド］花岡周辺個別打合せ 

［特別ガイド］花岡八幡宮拝殿付近
料　金 ［グループガイド］無料（但し交通費、資料代など実費請求） ［特別ガイド］無料

開始時間
所要時間
定員
最少催行人員
予約
アクセス

駐車場
ガイドサービス
注意事項

■
■
■
■
■
■

■
■
■

[グループガイド]応相談　[特別ガイド]10：00 ～ 16：00（随時）
[グループガイド]2時間程度　[特別ガイド]30分～ 1時間程度
[グループガイド]30名　[特別ガイド]無し
[グループガイド]原則5名　[特別ガイド]1名
グループガイドは７日前まで、特別ガイドは予約不要
①JR岩徳線周防花岡駅から徒歩10分　
②山陽自動車道徳山東ICから車で約10分
応相談
下松市観光ボランティアガイドの会メンバーがご案内
花岡八幡宮拝殿まで約200段の石段有り

はな

は じゃ

おか

萩の語り部 歴史講座
萩・明治維新を学ぶ

萩

お問い
合せ先

萩の豊かな歴史、文化、自然等について「情熱」「志」を持って物語（ストー
リー）として語れる『語り部』が、吉田松陰や高杉晋作、藩校明倫館など様々
なテーマでわかりやすくお話します。
平成29年3月4日開館の「萩・明倫学舎」で、歴史講座を開催します。

設定期間 2017年9月～ 2018年3月
集合場所 萩・明倫学舎（萩市江向602）
料　金 無料
開始時間
最少催行人員
アクセス

駐車場
ガイドサービス

■
■
■

■
■

応相談
10名
①JR新山口駅から直行バス「スーパーはぎ号」で約60分
②中国自動車道美祢東JCT ～絵堂ICから約20分
萩・明倫センター駐車場　一般:180台（1回310円）　大型バス：10台（1回1,030円）　
施設ガイドが常駐

所要時間
予約

■
■

30分
必要

定員■ 対応可能人数 10 ～ 40名程度

0838-21-2018
〒758-0041 山口県萩市江向602番地　FAX：0838-21-2017
8：30～ 17：15（平日）　　http://www.city.hagi.lg.jp/site/meiringakusha/

〒

萩市萩・明倫学舎推進課

営

参考：旧萩藩校明倫館有備館

0833-45-1192
〒744-0025 山口県下松市中央町21-3　FAX：0833-45-1292
10：00～ 17：00　　http://starnavi.net

〒

下松市観光ボランティアガイドの会／くだまつ観光・産業交流センター

営

コース

お問い
合せ先

083-933-0 088
〒753-0042 山口県山口市惣太夫町2-1JR山口駅2階　
FAX：083-933-0089　　9：00～ 17：30（平日）　　http://yamaguchi-city.jp/

〒

（一財）山口観光コンベンション協会

営

開始時間
所要時間
アクセス

駐車場

13：00（7 ～ 9月は9：00）
約3時間
①ＪＲ山口駅からバスで県庁前下車、徒歩約10分またはコミュニティバスで香山公園前下車
②中国自動車道小郡ICまたは山口ICから約15分 
一般：有り　大型バス：有り

定員■ 無し 予約■ 1週間前まで最少催行人員■ 2名

ガイドサービス■ 有り

維新策源地ウォーク
明治維新策源地やまぐちの街歩きをしませんか？

1863年、萩から藩庁が移鎮してきた山口には、政事堂や藩の教育機関が
移され、多くの志士達も集まりました。このツアーでは、明治維新を支えた
「維新策源地やまぐち」を語り部と一緒に歩きます。

設定期間 2017年4月～ 2018年3月の土曜・日曜・祝日
集合場所 香山公園前観光案内所 料　金 500円

香山公園観光案内所　…　国宝瑠璃光寺五重塔　…　枕流亭・露山堂　…　香山墓所　…　洞春寺　…　県政資料館
…　山口藩庁門　…　周防明倫館兵学寮跡・山口御茶屋跡　…　山口越荷方会所・十朋亭　…　龍福寺・大内氏館跡
…　西田幾多郎旧居　…　観音堂　…　山口ふるさと伝承総合センター・まなび館　…　八坂神社・築山神社　…
上竪地蔵尊　…　光台寺　…　清末藩長屋門　…　錦の御旗製作所跡　…　香山公園観光案内所 

■
■
■

■

山口

コース

［コース1］愛鳥林コース（3.2km）
［コース2］大原湖畔コース（4km～11km）
［コース3］観音の滝コース（3.0ｋｍ）
［コース4］長者ヶ原コース（4.0ｋｍ）

愛鳥林　…　佐波川ダム管理事務所　…　愛鳥林
ふれあいパーク大原湖　…　佐波川ダム管理事務所　…　ふれあいパーク大原湖
ふれあいパーク大原湖　…　観音の滝　…　ふれあいパーク大原湖
国立山口徳地青少年自然の家

山口

開始時間
所要時間
定員
最少催行人員
アクセス

駐車場
ガイドサービス

■
■
■
■
■

■
■

森の癒しでリフレッシュ 森の案内人と歩く森林セラピー体験
東大寺再建のふるさと ～杣入りの地 徳地～ 

0835-52-1122お問い
合せ先 〒747-0292 山口県山口市徳地堀1744　FAX：0835-52-1301

8：30～ 17：15（平日）  　　http://www.shinrin-therapy-yamaguchi.jp/　
〒
営

徳地農林振興事務所

源平の争乱で焼失した東大寺を再建するために、重源上人が良材を求めて訪れた山口市徳地
の森。大原湖周辺の3700haは、今なお雄大な自然が残る全国で最初に認定された森林セラ
ピー基地です。森の楽しさを深く知る森の案内人と一緒に、徳地の森を歩いてみませんか？
設定期間 通年（要事前申込）
集合場所 ［コース1］愛鳥林 ［コース2］［コース3］ふれあいパーク大原湖 ［コース4］国立山口徳地青少年自然の家
料　金 各コースとも森の案内人1名につき 半日2,000円、1日3,000円

各コースともお客様に合わせた開始時間の設定が可能 
［コース1］［コース2］2時間～ 4時間 ［コース3］2時間30分 ［コース4］1時間～ 4時間
森の案内人1名につき来訪者5名以内推奨（来訪者20名以上の場合は要事前相談）
1名 
①［コース1］徳地堀のバスターミナルから「柚野活性化センター」行きバス「愛鳥林入口」で下車
　 ［コース2］［コース3］徳地堀のバスターミナルから「柚野活性化センター」行きバス「釣山」で下車
②［コース1］［コース2］［コース3］中国自動車道徳地ICから約20分［コース4］中国自動車道徳地ICから約15分
一般：［コース1］約30台（無料） ［コース2］［コース3］約70台（無料） ［コース4］約100台（無料）　大型バス：要事前相談
市の認定を受けた森の案内人がご案内

予約■ 1週間前まで

ひ わだ ぶき

営

ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
コ
ー
ス
・
ガ
イ
ド
コ
ー
ス

ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
コ
ー
ス
・
ガ
イ
ド
コ
ー
ス

西の国から 2017 秋冬号 36



おすすめ観賞箇所や撮影スポットをご案内
山口

山口

童謡詩人を育んだ仙崎まち歩き
地元ガイドがご案内 予約不要のまちあるき

長門

0837-22-8404お問い
合せ先 〒759-4101 山口県長門市東深川1324番地1　FAX：0837-22-8409

8：30～ 17：15 　　http://www.nanavi.jp/
〒

（一社）長門市観光コンベンション協会

金子みすゞ記念館をはじめとし、みすゞゆかりの場所や詩をモチーフに作ら
れたモザイクアートなど童謡詩人を育んだ仙崎のまちを地元のガイドの案
内で歩きます。

設定期間 毎週土曜 集合場所 青海島シーサイドスクエア
料　金 無料（但し金子みすゞ 記念館に入館する場合は、入館料が必要）

営

開始時間
定員
アクセス
駐車場

ガイドサービス
注意事項

■
■
■
■

■
■

13：30
20名 
①JR仙崎駅から徒歩5分　②中国自動車道美祢ICから約45分
一般：青海島シーサイドスクエア約100台（無料）　
大型バス：青海島シーサイドスクエア（無料）　
ながとボランティアガイド会がご案内
開始時間・コースは変更する場合あり

所要時間
最少催行人員

■
■

約2時間
1名 予約■ 不要

コース
青海島シーサイドスクエア　…　八坂神社　…　みすゞ通り　…　本町通り　

…　金子みすゞのモザイクアートM20000　…　青海島シーサイドスクエア

「…」徒歩、  「―」タクシー、  「＝」バス、  「≫」JR、  「～」船、  「→」その他（マイカー・レンタカー等）コースの凡例

コース

［ヨガ・リンパケア体操］

［法話］

JR柳井駅　…　麗都路通り　…　むろやの園（ヨガ・リンパケア体操会場）

…　おなんどランチ（蔵や）　…　白壁の町並み　…　国森家　…　JR柳井駅

JR柳井駅　…　麗都路通り　…　白壁の町並み　…　国森家　

…　おなんどランチ（蔵や）　…　湘江庵（法話等会場）　…　JR柳井駅

［新日本歩く道100選認定コース］（5km）
川棚のクスの森　・・・　（中国自然歩道）　・・・　川棚温泉（5キロ）

083-774-3855お問い
合せ先 〒759-6301 山口県下関市豊浦町川棚5180 川棚温泉交流センター内　FAX：083-774-3856

10:00 ～ 20:00（年末年始休業）　　http://www.kawatananomori.com/
〒

川棚温泉まちづくり株式会社

営

コース

川棚温泉の歩き旅シリーズ 川棚のクスの森5キロコース
特製ご当地弁当付き里山ハイキング

下関

樹齢1000年日本三大クスノキ、川棚のクスの森をスタート。昼食には地元食材の特製ほおかむ
り弁当をご用意。のどかな里山道をボランティアガイドが引率します。ゴールは本州最西端の温泉
街川棚温泉、毛利のお殿様や山頭火も惚れ込んだ泉温41度のラジウム温泉でリフレッシュ。

設定期間 通年 集合場所 川棚のクスの森（下関市豊浦町川棚下小野6895）
料　金 団体バス1台につきガイド料1,000円、弁当1食につき1,000円、入浴料別途実費

開始時間
所要時間
定員
アクセス

駐車場

ガイドサービス
注意事項

■
■
■
■

■

■
■

12：00
約2時間30分（昼食休憩と見どころ現地解説時間を含む）
50名
①スタート（川棚のクスの森） JR川棚温泉駅から大河内循環バス約10分「浜井場」下車、徒歩5分／ JR川棚温泉駅からタクシー約10分
　ゴール（川棚温泉） JR川棚温泉駅から川棚温泉行きバス約3分「川棚温泉」下車、徒歩5分／ JR川棚温泉駅からタクシー約5分
②スタート（川棚のクスの森）　中国自動車道小月ICから20分/下関ICから30分
　ゴール（川棚温泉）　中国自動車道小月ICから20分/下関ICから30分
一般・大型バス：スタート（川棚のクスの森） 有り（無料）
　　　　　　　　ゴール（川棚温泉） 下関市川棚温泉交流センター駐車場杜の広場（無料）
川棚温泉観光ボランティアガイドが引率ご案内
雨天時はコース変更の場合あり

予約■ 希望日の7日前まで最少催行人員■ 10名

かわたな

ちょうもんきょう

かわたな

せん ざき

幕末・維新ふく福ウォーク
幸福を呼ぶ「ふく」を巡るウォーキング

下関

お問い
合せ先

ふくの街下関市には、街のいたるところに「ふく」にまつわるものがあります。
これらを下関の歴史を交えて楽しく紹介します。参加者の皆様にはもれなく
幸運を招く「ふくグッズ」を進呈します。

設定期間 2017年9月2日（土）、10月29日（日）、
11月11日（土）

集合場所 下関駅観光案内所前
料　金 無料

設定期間 2017年9月～ 12月 集合場所 道の駅「長門峡」
料　金 ガイド料必要（料金は要相談）（終着地からの送迎バスは1,000円（変更の可能性有。運行は１１月の指定日のみ））

開始時間
定員
予約

■
■
■

9：00
40名
必要

所要時間
最少催行人員
ガイドサービス

■
■
■

約2時間
ー
有り

開始時間
定員
アクセス
ガイドサービス

■
■
■
■

要相談
要相談
①JR山口線長門峡駅から徒歩5分　②中国自動車道山口ICから車で30分
有り

所要時間
最少催行人員

■
■

食事なしの場合約2時間、食事含め3時間～ 3時間30分
1名

駐車場■ 一般・大型バス：有り

予約■ 必要

コース 下関駅　…　唐戸地区

コース 長門峡道の駅　…　鈴ヶ茶屋　…　竜宮淵

083-231-1350
〒750-0008 山口県下関市田中町5-6　FAX：083-231-1853　
8：30～ 17：15（平日）　　http://shimonoseki.travel

〒

下関市観光政策課

営

お問い
合せ先 090-7139-4808

〒759-1231 山口県山口市阿東生雲東分177
FAX：083-955-0620

〒長門峡観光協会

長門峡ガイドウォーキングツアー
長門峡の成り立ちなどのガイドや、おすすめ観賞箇所や
撮影スポットを御案内。長門峡の中間地点の鈴ヶ茶屋で
は、川のすぐ横で自然観賞しながら鮎料理（鮎ぞうすい
など）や甘酒を楽しめます。鈴ヶ茶屋では旅行ツアー限
定で期間中予約で座席確保可能。期間限定で終着地竜
宮淵からの送迎バス運行。長門峡道の駅では阿東牛も
味わえます。

下関
設定期間 2017年9月～ 12月に2回実施
集合場所 JR西日本下関総合車両所

（下関市幡生宮の下町1-2）

料　金 無料
開始時間
最少催行人員
アクセス
注意事項

■
■
■
■

ー
ー
JR山陽本線・山陰本線幡生駅下車すぐ
詳細未定、下関市観光政策課へお問合せください

所要時間
予約

■
■

ー
必要

定員
駐車場
ガイドサービス

■
■
■

ー
無し
有り

お問い
合せ先 083-231-1350

〒750-0008 山口県下関市田中町5-6　FAX：083-231-1853
8：30～ 17：15（平日）
httsp://wwwshimonoseki.travel/

〒
営

下関市観光政策課

JR西日本下関総合車両所
見学ツアー

普段は入れないJR西日本下関総合車両所を見学

普段は立ち入ることのできないJR西日本下関総合車両
所の見学ツアーです。総合車両所の紹介、車両機器・構
造の紹介、車体上げ・車輪抜き作業の紹介、安全体感
室の紹介などを予定しています。

設定期間 2017年9月～ 12月の平日の指定日
集合場所 新山口駅南北自由通路在来線改札付近
料　金 無料
開始時間
定員
駐車場
ガイドサービス

■
■
■
■

13:00
20名
周辺有料駐車場
有り

所要時間
最少催行人員

■
■

2時間（運転シュミレーターも体験する場合は約3時間）
8名

注意事項■ ハイヒール不可、当日はヘルメットを着用（主催者準備）

予約■ １週間前までに申込み

コース
新山口駅（13:00）　…　徒歩15分　…　総合車両所新山口支所見学（13:20～14:50）　…　徒歩15分　

…　山口乗務員センター運転シュミレーター体験（15:15～16:15／先着10名限定／各自終了次第解散）
お問い
合せ先 083-934-2810 〒753-8650 山口県山口市亀山町2番1号　FAX：083-934-2649　　8:30 ～ 17:15〒

山口市デスティネーションキャンペーン実行委員会（山口市観光交流課内）
営

新山口駅バックヤードツアー
駅の裏側をのぞいてみよう！

SLの検修庫や転車台など普段は立ち入ることのできな
い場所を検修員の解説付で御案内します。
また、乗務員シュミレーター訓練も体験でき、電車の運
転手気分も味わうことが出来ます。

コース

ガイドと歩く白壁の町並み散策
歴史ある静かな小路をガイドと散策

柳井

重伝建地区「白壁の町並み」の歴史や隠れた見どころを、地元ガイドがわかり
易くご紹介いたします。町並みでは200個以上の金魚ちょうちんがお出迎え。
ご希望に応じて、金魚ちょうちんの製作体験や柳井縞機織り体験をコースに組
み込むことも可能です。晴れの街柳井で穏やかな時間を過ごしてみませんか。

設定期間 通年 集合場所 白壁ふれあい広場（観光バス専用駐車場）
料　金 ガイド無料（一部施設入館と製作体験は料金別途）

0820-23-3655お問い
合せ先 〒742-0021 山口県柳井市3714-1（古市）　FAX：0820-23-5411

9：00～17：00　　http://www.kanko-yanai.com営
〒

柳井市観光協会
0820-23-3655お問い

合せ先 〒742-0021 山口県柳井市3714-1（古市）　FAX：0820-23-5411
9：00～17：00　　http://www.kanko-yanai.com営

〒

柳井市観光協会

開始時間
定員
予約
アクセス

駐車場

ガイドサービス

■
■
■
■

■

■

随時（応相談）  
バス1台につきボランティアガイド1名
1週間前まで
①JR柳井駅から徒歩15分　
②山陽自動車道玖珂ICから約20分
一般：観光客専用駐車場、サンビームやない、バタフライアリーナ、アクティブやない（無料）
大型バス：柳井市観光協会前白壁ふれあい広場
ボランティアガイドの案内

所要時間
最少催行人員

■
■

1 ～ 2時間（応相談）
2名

しら かべ

白壁ふれあい広場に集合（駅または周辺ホテル等へのお迎え可）

…　往復約400ｍの町並みをガイドと共に散策（徒歩）

おなんどtrip

白壁の町並みでまち歩き、
体験、ランチを堪能 柳井

「岩国藩のお納戸」と言われた
柳井の白壁の町並みの一角に
ある山口県指定有形民俗文化
財「むろやの園」の中で、美樹
子先生のヨガ体験や明子先生
のリンパケア体操を、町並みか
ら少し離れた曹洞宗の寺「湘
江庵」で、ご住職から法話を伺
い、般若心経を唱えます。希望
の方は写経もできます。
体験に加え、「おなんどランチ」、観光ボランティアとの町歩き、柳井縞クリッ
プのお土産付き！周辺飲食店や施設で特典が受けられる「やない悠々買遊
帳」ももらえます（予定）。男性の参加も大歓迎です。

設定期間 2017年9月～ 12月の第2日曜（法話）、
第3日曜（リンパケア体操）、第4日曜（ヨガ）

集合場所 JR柳井駅 料　金 1,500円（入館料、ご芳志料を含む）

開始時間
予約
アクセス
駐車場

ガイドサービス
注意事項

■
■
■
■

■
■

10:30  
原則10日前まで／柳井市観光協会0820-23-3655
①JR柳井駅から徒歩10分　②山陽自動車道玖珂ICから約20分／岩国錦帯橋空港から約60分
一般：ふれあい広場周辺の公共の駐車場を利用（バタフライアリーナ、文化福祉会館、アクティブやない）
大型バス：柳井市観光協会前白壁ふれあい広場
白壁の町並みを中心にご案内
体験内容により、ヨガマット、飲み物等持参物あり、予約時に要確認

所要時間■ 3時間30分 最少催行人員■ 1名定員■ 10名

津和野まちあるきツアー
～ゆっくり歩く小京都の町並み～

津和
野

津和野を知り尽くした地元ガイドがご案内する、お勧めのまちあるきコー
ス。古くからの店が建ち並ぶ本町通りや、鯉が泳ぐ殿町通りなど、津和野
の町の風情や文化が短い時間で堪能できるお得なツアーです。
設定期間 9月～ 11月第1・3・4土曜
集合場所（一社）津和野町観光協会

（津和野町後田イ71-2 ／ JR津和野駅から徒歩1分）

料　金 無料

0856-72-1771お問い
合せ先

営
〒699-5605 島根県鹿足郡津和野町後田イ71-2　FAX：0856-72-1191
9：00～ 17：00　　 http://tsuwano-kanko.net/

〒

（一社）津和野町観光協会

コース
津和野町観光協会　…　本町通り　…　殿町通り　…　鷺舞モニュメント広場　

…　永明寺（解散）

開始時間
定員
予約
アクセス

駐車場
ガイドサービス

■
■
■
■

■
■

13：00～  
20名 
不要
①JR津和野駅から徒歩約1分
②中国自動車道六日市ICから車で約60分／小郡ICから車で約75分
一般・大型バス：津和野駅前町営駐車場（有料）
地元ガイドがご案内

所要時間
最少催行人員

■
■

約90分
1名 

つ わ の

「…」徒歩、  「―」タクシー、  「＝」バス、  「≫」JR、  「～」船、  「→」その他（マイカー・レンタカー等）コースの凡例
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おすすめ観賞箇所や撮影スポットをご案内
山口

山口

童謡詩人を育んだ仙崎まち歩き
地元ガイドがご案内 予約不要のまちあるき

長門

0837-22-8404お問い
合せ先 〒759-4101 山口県長門市東深川1324番地1　FAX：0837-22-8409

8：30～ 17：15 　　http://www.nanavi.jp/
〒

（一社）長門市観光コンベンション協会

金子みすゞ記念館をはじめとし、みすゞゆかりの場所や詩をモチーフに作ら
れたモザイクアートなど童謡詩人を育んだ仙崎のまちを地元のガイドの案
内で歩きます。

設定期間 毎週土曜 集合場所 青海島シーサイドスクエア
料　金 無料（但し金子みすゞ 記念館に入館する場合は、入館料が必要）

営

開始時間
定員
アクセス
駐車場

ガイドサービス
注意事項

■
■
■
■

■
■

13：30
20名 
①JR仙崎駅から徒歩5分　②中国自動車道美祢ICから約45分
一般：青海島シーサイドスクエア約100台（無料）　
大型バス：青海島シーサイドスクエア（無料）　
ながとボランティアガイド会がご案内
開始時間・コースは変更する場合あり

所要時間
最少催行人員

■
■

約2時間
1名 予約■ 不要

コース
青海島シーサイドスクエア　…　八坂神社　…　みすゞ通り　…　本町通り　

…　金子みすゞのモザイクアートM20000　…　青海島シーサイドスクエア

「…」徒歩、  「―」タクシー、  「＝」バス、  「≫」JR、  「～」船、  「→」その他（マイカー・レンタカー等）コースの凡例

コース

［ヨガ・リンパケア体操］

［法話］

JR柳井駅　…　麗都路通り　…　むろやの園（ヨガ・リンパケア体操会場）

…　おなんどランチ（蔵や）　…　白壁の町並み　…　国森家　…　JR柳井駅

JR柳井駅　…　麗都路通り　…　白壁の町並み　…　国森家　

…　おなんどランチ（蔵や）　…　湘江庵（法話等会場）　…　JR柳井駅

［新日本歩く道100選認定コース］（5km）
川棚のクスの森　・・・　（中国自然歩道）　・・・　川棚温泉（5キロ）

083-774-3855お問い
合せ先 〒759-6301 山口県下関市豊浦町川棚5180 川棚温泉交流センター内　FAX：083-774-3856

10:00 ～ 20:00（年末年始休業）　　http://www.kawatananomori.com/
〒

川棚温泉まちづくり株式会社

営

コース

川棚温泉の歩き旅シリーズ 川棚のクスの森5キロコース
特製ご当地弁当付き里山ハイキング

下関

樹齢1000年日本三大クスノキ、川棚のクスの森をスタート。昼食には地元食材の特製ほおかむ
り弁当をご用意。のどかな里山道をボランティアガイドが引率します。ゴールは本州最西端の温泉
街川棚温泉、毛利のお殿様や山頭火も惚れ込んだ泉温41度のラジウム温泉でリフレッシュ。

設定期間 通年 集合場所 川棚のクスの森（下関市豊浦町川棚下小野6895）
料　金 団体バス1台につきガイド料1,000円、弁当1食につき1,000円、入浴料別途実費

開始時間
所要時間
定員
アクセス

駐車場

ガイドサービス
注意事項

■
■
■
■

■

■
■

12：00
約2時間30分（昼食休憩と見どころ現地解説時間を含む）
50名
①スタート（川棚のクスの森） JR川棚温泉駅から大河内循環バス約10分「浜井場」下車、徒歩5分／ JR川棚温泉駅からタクシー約10分
　ゴール（川棚温泉） JR川棚温泉駅から川棚温泉行きバス約3分「川棚温泉」下車、徒歩5分／ JR川棚温泉駅からタクシー約5分
②スタート（川棚のクスの森）　中国自動車道小月ICから20分/下関ICから30分
　ゴール（川棚温泉）　中国自動車道小月ICから20分/下関ICから30分
一般・大型バス：スタート（川棚のクスの森） 有り（無料）
　　　　　　　　ゴール（川棚温泉） 下関市川棚温泉交流センター駐車場杜の広場（無料）
川棚温泉観光ボランティアガイドが引率ご案内
雨天時はコース変更の場合あり

予約■ 希望日の7日前まで最少催行人員■ 10名

かわたな

ちょうもんきょう

かわたな

せん ざき

幕末・維新ふく福ウォーク
幸福を呼ぶ「ふく」を巡るウォーキング

下関

お問い
合せ先

ふくの街下関市には、街のいたるところに「ふく」にまつわるものがあります。
これらを下関の歴史を交えて楽しく紹介します。参加者の皆様にはもれなく
幸運を招く「ふくグッズ」を進呈します。

設定期間 2017年9月2日（土）、10月29日（日）、
11月11日（土）

集合場所 下関駅観光案内所前
料　金 無料

設定期間 2017年9月～ 12月 集合場所 道の駅「長門峡」
料　金 ガイド料必要（料金は要相談）（終着地からの送迎バスは1,000円（変更の可能性有。運行は１１月の指定日のみ））

開始時間
定員
予約

■
■
■

9：00
40名
必要

所要時間
最少催行人員
ガイドサービス

■
■
■

約2時間
ー
有り

開始時間
定員
アクセス
ガイドサービス

■
■
■
■

要相談
要相談
①JR山口線長門峡駅から徒歩5分　②中国自動車道山口ICから車で30分
有り

所要時間
最少催行人員

■
■

食事なしの場合約2時間、食事含め3時間～ 3時間30分
1名

駐車場■ 一般・大型バス：有り

予約■ 必要

コース 下関駅　…　唐戸地区

コース 長門峡道の駅　…　鈴ヶ茶屋　…　竜宮淵

083-231-1350
〒750-0008 山口県下関市田中町5-6　FAX：083-231-1853　
8：30～ 17：15（平日）　　http://shimonoseki.travel

〒

下関市観光政策課

営

お問い
合せ先 090-7139-4808

〒759-1231 山口県山口市阿東生雲東分177
FAX：083-955-0620

〒長門峡観光協会

長門峡ガイドウォーキングツアー
長門峡の成り立ちなどのガイドや、おすすめ観賞箇所や
撮影スポットを御案内。長門峡の中間地点の鈴ヶ茶屋で
は、川のすぐ横で自然観賞しながら鮎料理（鮎ぞうすい
など）や甘酒を楽しめます。鈴ヶ茶屋では旅行ツアー限
定で期間中予約で座席確保可能。期間限定で終着地竜
宮淵からの送迎バス運行。長門峡道の駅では阿東牛も
味わえます。

下関
設定期間 2017年9月～ 12月に2回実施
集合場所 JR西日本下関総合車両所

（下関市幡生宮の下町1-2）

料　金 無料
開始時間
最少催行人員
アクセス
注意事項

■
■
■
■

ー
ー
JR山陽本線・山陰本線幡生駅下車すぐ
詳細未定、下関市観光政策課へお問合せください

所要時間
予約

■
■

ー
必要

定員
駐車場
ガイドサービス

■
■
■

ー
無し
有り

お問い
合せ先 083-231-1350

〒750-0008 山口県下関市田中町5-6　FAX：083-231-1853
8：30～ 17：15（平日）
httsp://wwwshimonoseki.travel/

〒
営

下関市観光政策課

JR西日本下関総合車両所
見学ツアー

普段は入れないJR西日本下関総合車両所を見学

普段は立ち入ることのできないJR西日本下関総合車両
所の見学ツアーです。総合車両所の紹介、車両機器・構
造の紹介、車体上げ・車輪抜き作業の紹介、安全体感
室の紹介などを予定しています。

設定期間 2017年9月～ 12月の平日の指定日
集合場所 新山口駅南北自由通路在来線改札付近
料　金 無料
開始時間
定員
駐車場
ガイドサービス

■
■
■
■

13:00
20名
周辺有料駐車場
有り

所要時間
最少催行人員

■
■

2時間（運転シュミレーターも体験する場合は約3時間）
8名

注意事項■ ハイヒール不可、当日はヘルメットを着用（主催者準備）

予約■ １週間前までに申込み

コース
新山口駅（13:00）　…　徒歩15分　…　総合車両所新山口支所見学（13:20～14:50）　…　徒歩15分　

…　山口乗務員センター運転シュミレーター体験（15:15～16:15／先着10名限定／各自終了次第解散）
お問い
合せ先 083-934-2810 〒753-8650 山口県山口市亀山町2番1号　FAX：083-934-2649　　8:30 ～ 17:15〒

山口市デスティネーションキャンペーン実行委員会（山口市観光交流課内）
営

新山口駅バックヤードツアー
駅の裏側をのぞいてみよう！

SLの検修庫や転車台など普段は立ち入ることのできな
い場所を検修員の解説付で御案内します。
また、乗務員シュミレーター訓練も体験でき、電車の運
転手気分も味わうことが出来ます。

コース

ガイドと歩く白壁の町並み散策
歴史ある静かな小路をガイドと散策

柳井

重伝建地区「白壁の町並み」の歴史や隠れた見どころを、地元ガイドがわかり
易くご紹介いたします。町並みでは200個以上の金魚ちょうちんがお出迎え。
ご希望に応じて、金魚ちょうちんの製作体験や柳井縞機織り体験をコースに組
み込むことも可能です。晴れの街柳井で穏やかな時間を過ごしてみませんか。

設定期間 通年 集合場所 白壁ふれあい広場（観光バス専用駐車場）
料　金 ガイド無料（一部施設入館と製作体験は料金別途）

0820-23-3655お問い
合せ先 〒742-0021 山口県柳井市3714-1（古市）　FAX：0820-23-5411

9：00～17：00　　http://www.kanko-yanai.com営
〒

柳井市観光協会
0820-23-3655お問い

合せ先 〒742-0021 山口県柳井市3714-1（古市）　FAX：0820-23-5411
9：00～17：00　　http://www.kanko-yanai.com営

〒

柳井市観光協会

開始時間
定員
予約
アクセス

駐車場

ガイドサービス

■
■
■
■

■

■

随時（応相談）  
バス1台につきボランティアガイド1名
1週間前まで
①JR柳井駅から徒歩15分　
②山陽自動車道玖珂ICから約20分
一般：観光客専用駐車場、サンビームやない、バタフライアリーナ、アクティブやない（無料）
大型バス：柳井市観光協会前白壁ふれあい広場
ボランティアガイドの案内

所要時間
最少催行人員

■
■

1 ～ 2時間（応相談）
2名

しら かべ

白壁ふれあい広場に集合（駅または周辺ホテル等へのお迎え可）

…　往復約400ｍの町並みをガイドと共に散策（徒歩）

おなんどtrip

白壁の町並みでまち歩き、
体験、ランチを堪能 柳井

「岩国藩のお納戸」と言われた
柳井の白壁の町並みの一角に
ある山口県指定有形民俗文化
財「むろやの園」の中で、美樹
子先生のヨガ体験や明子先生
のリンパケア体操を、町並みか
ら少し離れた曹洞宗の寺「湘
江庵」で、ご住職から法話を伺
い、般若心経を唱えます。希望
の方は写経もできます。
体験に加え、「おなんどランチ」、観光ボランティアとの町歩き、柳井縞クリッ
プのお土産付き！周辺飲食店や施設で特典が受けられる「やない悠々買遊
帳」ももらえます（予定）。男性の参加も大歓迎です。

設定期間 2017年9月～ 12月の第2日曜（法話）、
第3日曜（リンパケア体操）、第4日曜（ヨガ）

集合場所 JR柳井駅 料　金 1,500円（入館料、ご芳志料を含む）

開始時間
予約
アクセス
駐車場

ガイドサービス
注意事項

■
■
■
■

■
■

10:30  
原則10日前まで／柳井市観光協会0820-23-3655
①JR柳井駅から徒歩10分　②山陽自動車道玖珂ICから約20分／岩国錦帯橋空港から約60分
一般：ふれあい広場周辺の公共の駐車場を利用（バタフライアリーナ、文化福祉会館、アクティブやない）
大型バス：柳井市観光協会前白壁ふれあい広場
白壁の町並みを中心にご案内
体験内容により、ヨガマット、飲み物等持参物あり、予約時に要確認

所要時間■ 3時間30分 最少催行人員■ 1名定員■ 10名

津和野まちあるきツアー
～ゆっくり歩く小京都の町並み～

津和
野

津和野を知り尽くした地元ガイドがご案内する、お勧めのまちあるきコー
ス。古くからの店が建ち並ぶ本町通りや、鯉が泳ぐ殿町通りなど、津和野
の町の風情や文化が短い時間で堪能できるお得なツアーです。
設定期間 9月～ 11月第1・3・4土曜
集合場所（一社）津和野町観光協会

（津和野町後田イ71-2 ／ JR津和野駅から徒歩1分）

料　金 無料

0856-72-1771お問い
合せ先

営
〒699-5605 島根県鹿足郡津和野町後田イ71-2　FAX：0856-72-1191
9：00～ 17：00　　 http://tsuwano-kanko.net/

〒

（一社）津和野町観光協会

コース
津和野町観光協会　…　本町通り　…　殿町通り　…　鷺舞モニュメント広場　

…　永明寺（解散）

開始時間
定員
予約
アクセス

駐車場
ガイドサービス

■
■
■
■

■
■

13：00～  
20名 
不要
①JR津和野駅から徒歩約1分
②中国自動車道六日市ICから車で約60分／小郡ICから車で約75分
一般・大型バス：津和野駅前町営駐車場（有料）
地元ガイドがご案内

所要時間
最少催行人員

■
■

約90分
1名 

つ わ の

「…」徒歩、  「―」タクシー、  「＝」バス、  「≫」JR、  「～」船、  「→」その他（マイカー・レンタカー等）コースの凡例

しものせき
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人間魚雷「回天」の基地を訪ねて
ボランティアガイドと歩こう！！

周南

瀬戸内海に浮かぶ「大津島」を歩きます。眺望・景観ともに優れており、
日本で唯一残る人間魚雷「回天」の訓練基地跡や回天記念館を訪れます。

設定期間 通年 集合場所 徳山港
料　金 乗船料及び回天記念館入場料に加え、

ガイドの乗船料及び昼食をはさむ場合は
昼食代の負担が別途必要

開始時間
定員
予約
アクセス

駐車場

ガイドサービス

■
■
■
■

■

■

応相談  
50名
7日前まで
①徳山港までJR徳山駅（南口）から徒歩2分
②徳山港まで山陽自動車道徳山東ICから約15分
一般：有り（無料／周辺に有料駐車場有り）
大型バス：有り（無料／事前に要相談、周辺にも有料駐車場有り）
ボランティアガイドがご案内

所要時間
最少催行人員

■
■

2時間
1名

「…」徒歩、  「―」タクシー、  「＝」バス、  「≫」JR、  「～」船、  「→」その他（マイカー・レンタカー等）コースの凡例 「…」徒歩、  「―」タクシー、  「＝」バス、  「≫」JR、  「～」船、  「→」その他（マイカー・レンタカー等）コースの凡例

かい てん

0834-33-8424お問い
合せ先 〒745-0033 周南市みなみ銀座1-8 （一財）周南観光コンベンション協会内

FAX：0834-33-8425　　　8：30～ 17：30営
〒

周南市観光ボランティアガイドの会事務局

コース

お問い
合せ先

0834-33-8424
〒745-0033 周南市みなみ銀座1-8 （一財）周南観光コンベンション協会内　
FAX：0834-33-8425　　8：30～ 17：30　

〒

周南市観光ボランティアガイドの会事務局

営

佐幕派・討幕派が拮抗した藩論の中で殉じた「徳山七士」や「禁門の変」の
責任を取らされた三家老を預かり、宗藩主「毛利敬親」を助けた徳山藩の
幕末争乱期から明治維新ゆかりの地を観光ボランティアガイドと巡ります。

設定期間 通年 集合場所 JR徳山駅（応相談）
料　金 300円（資料代・保険代）

徳山駅みゆき口　…　児玉神社　…　毛利家墓所　…　徳山藩館邸跡　…　祐綏神社

…　児玉源太郎生誕の地　…　徳山駅　（約5㎞）

コース 徳山港　～　馬島港　…　回天記念館　…　回天訓練基地跡　…　馬島港　～　徳山港　約１.５㎞

徳山藩の歴史探訪ウォーク
地元ガイドと徳山城下町を古地図で歩こう!!

周南

とく やま

開始時間
定員
アクセス

駐車場
ガイドサービス

■
■
■

■
■

応相談
20名 
①東京駅から新幹線のぞみで約4時間30分
②山陽自動車道徳山東ICから約15分／徳山西ICから約25分
一般・大型：周辺に有料駐車場あり
ボランティアガイドの案内

所要時間
最少催行人員

■
■

約3時間30分 
1名 

予約■ 7日前まで

小説「坊っちゃん」の主人公・弘中又一の故郷と湯野温泉散策
ボランティアガイドと歩こう！！

周南

天狗伝説のある周南の奥座敷湯野温泉。
夏目漱石の小説「坊っちゃん」の主人公のモデルになったと言われている弘
中又一の故郷であり、坊っちゃん像があるサン・サンロードや山口県指定
文化財の「山田家本屋」などを観光ボランティアガイドと巡ります。

設定期間 通年
集合場所 湯野温泉バス停（応相談） 料　金 無料

コース
湯野温泉バス停　…　坊っちゃん像　…　山田家本屋　…　弘中又一記念公園

…　性梅院　…　堅田家墓所　…　天狗の碑　…　湯野温泉バス停　（約3㎞）

開始時間
定員
予約
アクセス

駐車場
ガイドサービス

■
■
■
■

■
■

応相談
50名  
7日前まで
①JR徳山駅からバスで約30分
②山陽自動車道徳山西ICから車で5分
一般：湯野支所22台（無料）　大型バス：無し
ボランティアガイドの案内

所要時間
最少催行人員

■
■

約1時間
1名

なかまたいちひろ ゆ の

0834-33-8424お問い
合せ先 〒745-0033 周南市みなみ銀座1-8 （一財）周南観光コンベンション協会内

FAX：0834-33-8425　　　8：30～ 17：30営
〒

周南市観光ボランティアガイドの会事務局

心安らぐ名水コース
ボランティアガイドと歩こう！！

周南

平成の名水百選に選ばれた潮音洞や、曲水の庭という平安様式の庭で有名な
漢陽寺を見ることができます。潮音洞からの水が流れる清流通りをのんびり散
策したら、スローフードを食べ、石船温泉でゆっくり過ごしてはいかがですか。

設定期間 通年 集合場所 漢陽寺又は鹿野総合支所駐車場（応相談）
料　金 無料（漢陽寺に入館される場合は300円）

0834-33-8424お問い
合せ先 〒745-0033 周南市みなみ銀座1-8 （一財）周南観光コンベンション協会内

FAX：0834-33-8425　　　8：30～ 17：30営
〒

周南市観光ボランティアガイドの会事務局

コース
漢陽寺・潮音洞　…　清流通り　…　二所山田神社　…　龍雲寺・弾正糸桜

…　岩崎想佐衛門重友像　（1㎞）

開始時間
定員
予約
アクセス

駐車場
ガイドサービス

■
■
■
■

■
■

応相談
50名  
7日前まで
①東京から新幹線のぞみで約4時間30分JR徳山駅下車、バスで約60分
②中国自動車道鹿野ICから車で5分
一般・大型バス：漢陽寺又は鹿野総合支所駐車場
ボランティアガイドの案内

所要時間
最少催行人員

■
■

約1時間
1名

ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
コ
ー
ス
・
ガ
イ
ド
コ
ー
ス

ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
コ
ー
ス
・
ガ
イ
ド
コ
ー
スかわ たな

店　舗

川棚グランドホテル
　083-774-1111
竹園旅館
　083-772-2345
寿旅館
　083-772-0230
玉椿旅館
　083-772-0005
音羽旅館
　083-772-0278
旅館小天狗
　083-772-0215
小天狗さんろじ
　083-772-0215
和こころ藤屋
　083-772-0397
瓦そばたかせ
　083-772-2680

下関

期　間 通年（ふくの旬は冬）
場　所 下関市豊浦町川棚温泉（ふく料理取扱店・旅館）

川棚温泉とらふく料理
下関といえば「とらふく」。
下関では「河豚（ふぐ）」を福に通ずる魚と縁起づけ
て「ふく」と呼んでいます。特に冬の時期に下関市南
風泊市場で水揚げされる活きた国内産「とらふく」
は上品な甘味と豊かな香り、歯ごたえが絶妙です。

川棚温泉で冬の味覚を満喫

メニュー内容
料金
アクセス

駐車場
予約

■
■
■

■
■

ふくフルコースをはじめ、ふく刺し、ふく皮、ひれ酒、珍味とうとうみ等
店舗により異なる
①JR川棚温泉駅から川棚温泉行きバス約3分「川棚温泉」下車、徒歩5分／
　JR川棚温泉駅からタクシー約5分
②中国自動車道小月ICから20分／下関ICから30分
店舗により異なる
必要

収容人数■ 店舗により異なる

お問い
合せ先

083-774-1211
〒759-6301 山口県下関市豊浦町川棚5180 
川棚温泉交流センター内　FAX：083-774-3856
10：00～ 20：00（年末年始休業)　　http://www.toyoura.net/

〒

営

豊浦町観光協会

店　舗

季節料理 みの幸
　0834-21-1970
ふく処 快
　0834-32-3625
和風処 鐘楼亭
　0834-32-7755
旬亭 ふじ荘
　0834-31-5550
栄ふく
　0834-25-0575
一福寿司
　0834-63-1049
寿司やす
　0834-63-2670
津々浦々
　0834-32-8336
のんき屋
　0834-22-1160　
藤吉
　0834-21-2020
八丁櫓
　0834-31-0066

周南

期　間 9月中旬～ 3月中旬
場　所 周南市内

周南のふぐ料理
JR徳山駅より海上約8㎞の周囲およそ2㎞の小さ
な島「粭島」は、最もふぐを傷めることなく新鮮なま
ま市場に提供できるふぐはえ縄漁発祥の地です。
周南市にはふぐを味わえる飲食店や旅館などがたく
さんあります。ふぐ刺しはもちろん、からあげやふぐ
ちりなど、是非フルコースでご堪能ください。

ふぐはえ縄漁発祥の地

メニュー内容
料金
アクセス
駐車場
収容人数
予約

■
■
■
■
■
■

ふぐ料理、ふぐフルコース
時期、店舗により異なる
店舗により異なる
店舗により異なる
店舗により異なる
必要

お問い
合せ先

0834-33-8424
〒745-0033 山口県周南市みなみ銀座1-8　 
FAX：0834-33-8425
8：30～ 17：30　　http://www.kanko-shunan.com/

〒

営

（一財）周南観光コンベンション協会

しゅう なん

だいにんぐまめた
　0838-21-4689
浜料理がんがん
　0838-25-3452
割烹千代
　0838-22-1128
地産謹製料理店MARU
　0838-26-5060
和食れすとらん中村
　0838-22-6619
日本料理あじろ
　0838-22-0010
萩池々茶屋
　0838-21-7111
萩の御厨 高大
　0838-22-0065
民宿嫁な喜荘
　0838-25-0840

まはぎ

萩

萩の真ふぐ料理
萩の真ふぐはすべて天然物。実の色は淡く飴色が
かり、その味はトラフグにも匹敵するといわれてい
ます。ふぐ特有の噛締めや旨みを味わうふぐ刺しを
はじめ、ちり鍋、唐揚げ、タタキなどで美味しくお
召し上がりいただけます。

お問い
合せ先

期　間 2月～ 4月
場　所 萩市内

萩が誇る「ふぐの女王」 すべて天然物です！

店　舗

0838-25-1750
〒758-0061 山口県萩市椿3537-3　FAX：0838-25-2073
9：00～ 17：45（12月～ 2月は9：00～17：00）　　
http://hagishi.com/

〒
営

（公社）萩市観光協会

メニュー内容
料金
アクセス

駐車場
収容人数
注意事項

■
■
■

■
■
■

お刺身や唐揚げ、鍋、コースなど店舗により異なる
店舗により異なる
①JR東萩駅または萩駅を利用
②中国道美祢東JCT ～絵堂ICから約20 ～ 30分
店舗により異なる
店舗により異なる
店舗によっては予約が必要

予約■ 必要

写真はイメージです

湯田温泉旅館協同組合加盟施設で夕食プランがある施設

山口

期　間 2017年12月1日（金）～ 4月初旬
場　所 山口市湯田温泉

湯田温泉ふくまつり
湯田温泉の旅館・ホテルで夕食付のプランでご宿泊されると、夕食にふく料
理が1品ついてきます。
あたたかな温泉に浸かって、山口の食を満喫しませんか？

温泉に浸かって、ふぐを食べて、幸ふく♡になろう！

メニュー内容
料金
アクセス

駐車場
収容人数

■
■
■

■
■

刺身や空揚げなど、施設により異なる（予約時にご確認ください）
施設、メニューにより異なる
①JR湯田温泉駅下車
②中国自動車道小郡ICから国道9号線で約15分／山口ICから国道262号線で約15分
一般：有り　大型バス：施設により異なる
施設により異なる

お問い
合せ先

083-920-30 0 0
〒753-0056 山口県山口市湯田温泉5-2-20　 
9：00～ 17：00　　　http://www.yudaonsen.com/

〒
営

湯田温泉旅館協同組合

店　舗

ゆ だ

グ
ル
メ

グ
ル
メ
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かわ たな

店　舗

川棚グランドホテル
　083-774-1111
竹園旅館
　083-772-2345
寿旅館
　083-772-0230
玉椿旅館
　083-772-0005
音羽旅館
　083-772-0278
旅館小天狗
　083-772-0215
小天狗さんろじ
　083-772-0215
和こころ藤屋
　083-772-0397
瓦そばたかせ
　083-772-2680

下関

期　間 通年（ふくの旬は冬）
場　所 下関市豊浦町川棚温泉（ふく料理取扱店・旅館）

川棚温泉とらふく料理
下関といえば「とらふく」。
下関では「河豚（ふぐ）」を福に通ずる魚と縁起づけ
て「ふく」と呼んでいます。特に冬の時期に下関市南
風泊市場で水揚げされる活きた国内産「とらふく」
は上品な甘味と豊かな香り、歯ごたえが絶妙です。

川棚温泉で冬の味覚を満喫

メニュー内容
料金
アクセス

駐車場
予約

■
■
■

■
■

ふくフルコースをはじめ、ふく刺し、ふく皮、ひれ酒、珍味とうとうみ等
店舗により異なる
①JR川棚温泉駅から川棚温泉行きバス約3分「川棚温泉」下車、徒歩5分／
　JR川棚温泉駅からタクシー約5分
②中国自動車道小月ICから20分／下関ICから30分
店舗により異なる
必要

収容人数■ 店舗により異なる

お問い
合せ先

083-774-1211
〒759-6301 山口県下関市豊浦町川棚5180 
川棚温泉交流センター内　FAX：083-774-3856
10：00～ 20：00（年末年始休業)　　http://www.toyoura.net/

〒

営

豊浦町観光協会

店　舗

季節料理 みの幸
　0834-21-1970
ふく処 快
　0834-32-3625
和風処 鐘楼亭
　0834-32-7755
旬亭 ふじ荘
　0834-31-5550
栄ふく
　0834-25-0575
一福寿司
　0834-63-1049
寿司やす
　0834-63-2670
津々浦々
　0834-32-8336
のんき屋
　0834-22-1160　
藤吉
　0834-21-2020
八丁櫓
　0834-31-0066

周南

期　間 9月中旬～ 3月中旬
場　所 周南市内

周南のふぐ料理
JR徳山駅より海上約8㎞の周囲およそ2㎞の小さ
な島「粭島」は、最もふぐを傷めることなく新鮮なま
ま市場に提供できるふぐはえ縄漁発祥の地です。
周南市にはふぐを味わえる飲食店や旅館などがたく
さんあります。ふぐ刺しはもちろん、からあげやふぐ
ちりなど、是非フルコースでご堪能ください。

ふぐはえ縄漁発祥の地

メニュー内容
料金
アクセス
駐車場
収容人数
予約

■
■
■
■
■
■

ふぐ料理、ふぐフルコース
時期、店舗により異なる
店舗により異なる
店舗により異なる
店舗により異なる
必要

お問い
合せ先

0834-33-8424
〒745-0033 山口県周南市みなみ銀座1-8　 
FAX：0834-33-8425
8：30～ 17：30　　http://www.kanko-shunan.com/

〒

営

（一財）周南観光コンベンション協会

しゅう なん

だいにんぐまめた
　0838-21-4689
浜料理がんがん
　0838-25-3452
割烹千代
　0838-22-1128
地産謹製料理店MARU
　0838-26-5060
和食れすとらん中村
　0838-22-6619
日本料理あじろ
　0838-22-0010
萩池々茶屋
　0838-21-7111
萩の御厨 高大
　0838-22-0065
民宿嫁な喜荘
　0838-25-0840

まはぎ

萩

萩の真ふぐ料理
萩の真ふぐはすべて天然物。実の色は淡く飴色が
かり、その味はトラフグにも匹敵するといわれてい
ます。ふぐ特有の噛締めや旨みを味わうふぐ刺しを
はじめ、ちり鍋、唐揚げ、タタキなどで美味しくお
召し上がりいただけます。

お問い
合せ先

期　間 2月～ 4月
場　所 萩市内

萩が誇る「ふぐの女王」 すべて天然物です！

店　舗

0838-25-1750
〒758-0061 山口県萩市椿3537-3　FAX：0838-25-2073
9：00～ 17：45（12月～ 2月は9：00～17：00）　　
http://hagishi.com/

〒
営

（公社）萩市観光協会

メニュー内容
料金
アクセス

駐車場
収容人数
注意事項

■
■
■

■
■
■

お刺身や唐揚げ、鍋、コースなど店舗により異なる
店舗により異なる
①JR東萩駅または萩駅を利用
②中国道美祢東JCT ～絵堂ICから約20 ～ 30分
店舗により異なる
店舗により異なる
店舗によっては予約が必要

予約■ 必要

写真はイメージです

湯田温泉旅館協同組合加盟施設で夕食プランがある施設

山口

期　間 2017年12月1日（金）～ 4月初旬
場　所 山口市湯田温泉

湯田温泉ふくまつり
湯田温泉の旅館・ホテルで夕食付のプランでご宿泊されると、夕食にふく料
理が1品ついてきます。
あたたかな温泉に浸かって、山口の食を満喫しませんか？

温泉に浸かって、ふぐを食べて、幸ふく♡になろう！

メニュー内容
料金
アクセス

駐車場
収容人数

■
■
■

■
■

刺身や空揚げなど、施設により異なる（予約時にご確認ください）
施設、メニューにより異なる
①JR湯田温泉駅下車
②中国自動車道小郡ICから国道9号線で約15分／山口ICから国道262号線で約15分
一般：有り　大型バス：施設により異なる
施設により異なる

お問い
合せ先

083-920-30 0 0
〒753-0056 山口県山口市湯田温泉5-2-20　 
9：00～ 17：00　　　http://www.yudaonsen.com/

〒
営

湯田温泉旅館協同組合

店　舗

ゆ だ
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ル
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長門

期　間 6月～ 12月
場　所 長門市「活イカ」料理取扱店

仙崎イカの活き造り
長門市の仙崎市場は県内でも1、2を争うケンサキ
イカの水揚げを誇ります。一杯一杯丁寧に釣り上
げられた新鮮なもののみが最も高級とされる「仙崎
イカ」と呼ばれます。コリコリした食感と噛めば噛む
ほど口の中に広がる甘みをお楽しみください。

お問い
合せ先

皿にのる直前まで水槽で泳いでいた新鮮ピチピチ活イカ

0837-23-1145
〒759-4192 山口県長門市東深川1339-2
FAX：0837-23-1146
8：30～ 17：15（平日）　　http://www.senzakisakana.com/

〒

営

長門市水産物需要拡大総合推進協議会（長門市商工水産課内）

メニュー内容
料金
アクセス
駐車場
収容人数
予約

■
■
■
■
■
■

活イカ料理
2,000円～ 3,000円程度
店舗により異なる　
店舗により異なる
店舗により異なる
必要（悪天候等により入荷しない場合があるので
　　  事前のお問合せをお勧めします）

店　舗

活イカ料理本家 㐂楽

浜屋

くずし料理 いそう庵

民宿・レストラン 沖千鳥

日本海の味 くいどうらく
　
旬処 いさ路

油谷湾温泉ホテル楊貴館 
レストランあまのゆ

　0837-26-1235

　0837-26-1436

　0837-26-2000

　0837-28-0507

　0837-22-3311

　0837-42-0130

　0837-32-2007

せん ざき

長門

期　間 通年
場　所 長門市「のどぐろ」料理取扱店

のどぐろ料理
上質な脂がのっていることから白身
のトロと呼ばれる高級魚で、そのお
いしさは格別です。
標準和名は「アカムツ」、のどの奥
が黒いことから「のどぐろ」と呼ば
れます。

お問い
合せ先

白身魚のトロといわれる高級魚

0837-22-8404
〒759-4101 長門市東深川1324番地1
FAX：0837-22-8409
8：30～ 17：15　　http://www.nanavi.jp/

〒

営

（一社）長門市観光コンベンション協会

下松

笠戸ひらめ料理
温暖な気候と良質な水によって育てられた下松市の笠
戸湾で獲れる「笠戸ひらめ」は、引き締まった身が特徴
で、コリコリとした食感が楽しめます。肉厚で脂がのり、
ほのかな甘さもあり、噛めば噛むほど味わい深い下松自
慢の高級食材です。天然はもちろん養殖も味が良く天然
モノより美味と評判で、四季を選ばず食べることができ、
刺身、焼き物、煮物、揚げ物などどの調理法とも相性抜
群。寿司ネタとして知られる「えんがわ」も絶品です。
また、下松市栽培漁業センターではひらめの餌やり体験
（要予約0833-52-1333）も可能です。

お問い
合せ先

期　間 通年 場　所 下松市内

天然モノより美味しい!?笠戸湾で養殖した笠戸ひらめをご賞味あれ!

店　舗

0833-45-1841
〒744-8585 山口県下松市大手町3-3-3　FAX：0833-45-1849
8：30～ 17：15
http://www.city.kudamatsu.lg.jp/kankou/index.html

〒
営

下松市産業観光課

メニュー内容
料金
駐車場
予約

■
■
■
■

笠戸ひらめ御膳、笠戸ひらめ会席など店舗により異なる
店舗により異なる
店舗により異なる
店舗によっては予約が必要

アクセス
収容人数

■
■

店舗により異なる
店舗により異なる

笠戸島ハイツ
　0833-52-0150
国民宿舎大城
（2016年11月1日グランドオープン）
　0833-52-0138
和食処はらだ
　0833-41-2215
割烹升吉
　0833-41-1730

かさ ど

下関

期　間 金曜・土曜 10：00～15：00／日曜・祝日 8：00～15：00
場　所 唐戸市場（下関市唐戸町5-50）

活きいき馬関街（唐戸市場お寿司街）
毎週末（金曜、土曜、日曜）と祝日には、唐戸市場の1階が海鮮屋台街に
大変身。新鮮な食材を使った握り寿司や味噌汁、から揚げなど品数も実に
豊富。もちろんふく刺しもあります。まるでお祭りのようなその賑わいは各
種メディアでもおなじみです。

海峡のまち下関の新鮮な海の幸が集結！

メニュー内容
料金
アクセス

駐車場

予約
注意事項

■
■
■

■

■
■

握り寿司、お味噌汁、から揚げ、ふく刺しなど
店舗により異なる
①JR下関駅からバス7分「唐戸」下車、徒歩3分
②中国自動車道下関ICから車で15分
一般：唐戸市場駐車場 572台（有料）、カモンワーフ駐車場 90台（有料）、海響館駐車場 395台（有料）
大型バス：唐戸市場 30台（無料）
不要
商品がなくなり次第閉店する場合有り

ばい かん がい から と

お問い
合せ先

083-231-0 0 01
〒750-0005 山口県下関市唐戸町5-50　
http://www.karatoichiba.com/

〒

唐戸市場業者連合協同組合

店　舗

千石寿司
浜屋
日本海の味 くいどうらく
ながと本陣
和風料理 花膳
旬処 いさ路
油谷湾温泉ホテル楊貴館
玉仙閣
原田屋旅館
ホテル長門はらだ
旅館六角堂
吉亀旅館
泉屋
坂倉旅館
松屋旅館

0837-26-0682
0837-26-1436
0837-22-3311
0837-22-3372
0837-22-8433
0837-42-0130
0837-32-1234
0837-25-3731
0837-25-3511
0837-25-3521
0837-25-3821
0837-22-2007
0837-29-0231
0837-29-0241
0837-29-0010

メニュー内容
料金
アクセス
駐車場
予約

■
■
■
■
■

のどぐろ料理（焼き物、煮物、塩干物など店舗により異なる）
時価
店舗により異なる
店舗により異なる
必要（悪天候等により入荷しない場合があるので事前のお問合せをお勧めします）

収容人数■ 店舗により異なる

山口

期　間 ［民宿しらい］土・日・火曜18：00～ 20：00（10名以上は予約で日時問わず可）
［あいお荘］2017年9月～ 12月29日の日・月曜（祝前日除く）18：00 ～ 20：00

場　所 民宿しらい、あいお荘

車えび養殖発祥の地「秋穂」で車えび食べ放題
山口市秋穂地域は車えび養殖発祥の地。年中新鮮な車えびを食べることが
できます。究極の新鮮さを味わうなら生きたまま食べる「おどり食い」がおす
すめ。「民宿しらい」と「あいお荘」では、「おどり食い」付きの食べ飲み放題プ
ランで、車えびが堪能できます。10名以上で新山口駅までの無料送迎有り。

お問い
合せ先

生きたまま食べる「おどり食い」も

0120-279-511
山口市秋穂東778-6〒民宿しらい

083-984-2201
山口市秋穂東768-13〒あいお荘

メニュー内容
料金
アクセス

駐車場

■
■
■

■

【民宿しらい】活き車えび・塩焼・フライ・さざえ・活魚船盛・カニ など
【あいお荘】車海老おどり・車海老塩焼き・車海老フライ・ エビカツ など
民宿しらい7,000円（税別）、あいお荘7,000円（税込）
①JR新山口駅から車で約20分、またはバスで約30分　
②山陽自動車道山口南ICから車で約20分
一般：有り　大型バス：可

あい お

周南

期　間 2017年9月～ 12月
場　所 石船温泉（周南市鹿野上1667-4）

石船温泉女将が創作する「鹿野茶御膳」
鹿野茶は、漢陽寺を開山した用堂明機禅師が1374年に中国から伝えた
とされ、全国でも有数の古い歴史があるとされています。漢陽寺で、鹿野の
食文化に触れた後は、石船温泉の女将が創作する郷土料理の茶がゆ、鹿
野茶を使ったスイーツ、鹿野特産のわさびやのんたそばの他、地元食材を
ふんだんに使った身体に優しい手料理「鹿野茶御膳」を心ゆくまでご堪能く
ださい。

漢陽寺開山の用堂明機が伝えたとされる「鹿野茶」を使ったヘルシー御膳

メニュー内容
料金
アクセス
駐車場
注意事項

■
■
■
■
■

郷土料理茶がゆ、鹿野茶を使ったスイーツ、鹿野特産のわさび、のんたそばなど地元食材をふんだんに使った料理
2000円～ 3000円（詳細は要相談）
中国自動車道鹿野ICから車で10分
一般：約25台　大型バス：周辺に駐車可能
10名～ 40名の団体に対応

収容人数■ ー 予約■ 必要

収容人数■ ー 予約■ 必要

お問い
合せ先

0834-68-2542
〒745-0302 山口県周南市鹿野上1667-4　 
11：00～ 21：00　火曜（祝日の場合翌日）休館

〒
営

石船温泉

いし ぶね か の ちゃ

萩

萩のあまだい料理
艶のある薄紅色が美しい日本海の逸品 萩のあまだ
い。萩は好漁場が近く、鮮度を保ったまま手に入る
ので、産地ならではの新鮮なお刺身で深い旨みを
堪能できます。
ホクホクした食感の煮付けや、焼き魚、唐揚げな
ど、さまざまなメニューをご堪能ください。

お問い
合せ先

期　間 通年 場　所 萩市内

高級魚の深い旨みを、産地でご堪能ください！

店　舗

0838-25-1750
〒758-0061 山口県萩市椿3537-3　FAX：0838-25-2073
9：00～ 17：45（12月～ 2月は9：00～17：00）　　
http://hagishi.com/

〒
営

（公社）萩市観光協会

メニュー内容
料金
アクセス

駐車場
収容人数
注意事項

■
■
■

■
■
■

お刺身や煮つけ、コースなど店舗により異なる
店舗により異なる
①JR東萩駅または萩駅を利用
②中国道美祢東JCT ～絵堂ICから約20 ～ 30分
店舗により異なる
店舗により異なる
店舗によっては予約が必要

だいにんぐまめた
　0838-21-4689
海鮮レストラン来萩
　0838-24-4939
浜料理がんがん
　0838-25-3452
割烹千代 
　0838-22-1128
地産謹製料理店MARU
　0838-26-5060
日本料理あじろ
　0838-22-0010
萩池々茶屋 
　0838-21-7111
つばきの館
　0838-26-6446

はぎ

萩

萩のしろうお料理
しろうおは、萩の早春の風物詩。毎年2月中旬～
4月上旬にかけて「しろうお漁」が行われます。
酢醤油（すいち）につけて活きたまま食べる「おどり
食い」は、ピチピチと動くのど越しを楽しむ独特な
食べ方。
口中でおどる舌触りと食感は格別です！

お問い
合せ先

期　間 2月下旬～3月下旬 場　所 萩市内

ピチピチとしたのど越しを楽しむ「おどり食い」は格別です！
店　舗

0838-25-1750
〒758-0061 山口県萩市椿3537-3　FAX：0838-25-2073
9：00～ 17：45（12月～ 2月は9：00～17：00）　　
http://hagishi.com/

〒
営

（公社）萩市観光協会

メニュー内容
料金
アクセス

駐車場
収容人数
注意事項

■
■
■

■
■
■

おどり食い、かき揚げ、雑炊、コースなど店舗により異なる
店舗により異なる
①JR東萩駅または萩駅を利用
②中国道美祢東JCT ～絵堂ICから約20 ～ 30分
店舗により異なる
店舗により異なる
店舗によっては予約が必要

だいにんぐまめた
　0838-21-4689
浜料理がんがん
　0838-25-3452
割烹千代
　0838-22-1128
地産謹製料理店MARU
　0838-26-5060
和食れすとらん中村
　0838-22-6619
日本料理あじろ
　0838-22-0010
あす花亭
　0838-22-7558
萩の御厨 高大
　0838-22-0065
うまいもの処 萩っ子
　0838-26-0555
ホテル田中屋  
　0838-22-7538

はぎ

グ
ル
メ

グ
ル
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長門

期　間 6月～ 12月
場　所 長門市「活イカ」料理取扱店

仙崎イカの活き造り
長門市の仙崎市場は県内でも1、2を争うケンサキ
イカの水揚げを誇ります。一杯一杯丁寧に釣り上
げられた新鮮なもののみが最も高級とされる「仙崎
イカ」と呼ばれます。コリコリした食感と噛めば噛む
ほど口の中に広がる甘みをお楽しみください。

お問い
合せ先

皿にのる直前まで水槽で泳いでいた新鮮ピチピチ活イカ

0837-23-1145
〒759-4192 山口県長門市東深川1339-2
FAX：0837-23-1146
8：30～ 17：15（平日）　　http://www.senzakisakana.com/

〒

営

長門市水産物需要拡大総合推進協議会（長門市商工水産課内）

メニュー内容
料金
アクセス
駐車場
収容人数
予約

■
■
■
■
■
■

活イカ料理
2,000円～ 3,000円程度
店舗により異なる　
店舗により異なる
店舗により異なる
必要（悪天候等により入荷しない場合があるので
　　  事前のお問合せをお勧めします）

店　舗

活イカ料理本家 㐂楽

浜屋

くずし料理 いそう庵

民宿・レストラン 沖千鳥

日本海の味 くいどうらく
　
旬処 いさ路

油谷湾温泉ホテル楊貴館 
レストランあまのゆ

　0837-26-1235

　0837-26-1436

　0837-26-2000

　0837-28-0507

　0837-22-3311

　0837-42-0130

　0837-32-2007

せん ざき

長門

期　間 通年
場　所 長門市「のどぐろ」料理取扱店

のどぐろ料理
上質な脂がのっていることから白身
のトロと呼ばれる高級魚で、そのお
いしさは格別です。
標準和名は「アカムツ」、のどの奥
が黒いことから「のどぐろ」と呼ば
れます。

お問い
合せ先

白身魚のトロといわれる高級魚

0837-22-8404
〒759-4101 長門市東深川1324番地1
FAX：0837-22-8409
8：30～ 17：15　　http://www.nanavi.jp/

〒

営

（一社）長門市観光コンベンション協会

下松

笠戸ひらめ料理
温暖な気候と良質な水によって育てられた下松市の笠
戸湾で獲れる「笠戸ひらめ」は、引き締まった身が特徴
で、コリコリとした食感が楽しめます。肉厚で脂がのり、
ほのかな甘さもあり、噛めば噛むほど味わい深い下松自
慢の高級食材です。天然はもちろん養殖も味が良く天然
モノより美味と評判で、四季を選ばず食べることができ、
刺身、焼き物、煮物、揚げ物などどの調理法とも相性抜
群。寿司ネタとして知られる「えんがわ」も絶品です。
また、下松市栽培漁業センターではひらめの餌やり体験
（要予約0833-52-1333）も可能です。

お問い
合せ先

期　間 通年 場　所 下松市内

天然モノより美味しい!?笠戸湾で養殖した笠戸ひらめをご賞味あれ!

店　舗

0833-45-1841
〒744-8585 山口県下松市大手町3-3-3　FAX：0833-45-1849
8：30～ 17：15
http://www.city.kudamatsu.lg.jp/kankou/index.html

〒
営

下松市産業観光課

メニュー内容
料金
駐車場
予約

■
■
■
■

笠戸ひらめ御膳、笠戸ひらめ会席など店舗により異なる
店舗により異なる
店舗により異なる
店舗によっては予約が必要

アクセス
収容人数

■
■

店舗により異なる
店舗により異なる

笠戸島ハイツ
　0833-52-0150
国民宿舎大城
（2016年11月1日グランドオープン）
　0833-52-0138
和食処はらだ
　0833-41-2215
割烹升吉
　0833-41-1730

かさ ど

下関

期　間 金曜・土曜 10：00～15：00／日曜・祝日 8：00～15：00
場　所 唐戸市場（下関市唐戸町5-50）

活きいき馬関街（唐戸市場お寿司街）
毎週末（金曜、土曜、日曜）と祝日には、唐戸市場の1階が海鮮屋台街に
大変身。新鮮な食材を使った握り寿司や味噌汁、から揚げなど品数も実に
豊富。もちろんふく刺しもあります。まるでお祭りのようなその賑わいは各
種メディアでもおなじみです。

海峡のまち下関の新鮮な海の幸が集結！

メニュー内容
料金
アクセス

駐車場

予約
注意事項

■
■
■

■

■
■

握り寿司、お味噌汁、から揚げ、ふく刺しなど
店舗により異なる
①JR下関駅からバス7分「唐戸」下車、徒歩3分
②中国自動車道下関ICから車で15分
一般：唐戸市場駐車場 572台（有料）、カモンワーフ駐車場 90台（有料）、海響館駐車場 395台（有料）
大型バス：唐戸市場 30台（無料）
不要
商品がなくなり次第閉店する場合有り

ばい かん がい から と

お問い
合せ先

083-231-0 0 01
〒750-0005 山口県下関市唐戸町5-50　
http://www.karatoichiba.com/

〒

唐戸市場業者連合協同組合

店　舗

千石寿司
浜屋
日本海の味 くいどうらく
ながと本陣
和風料理 花膳
旬処 いさ路
油谷湾温泉ホテル楊貴館
玉仙閣
原田屋旅館
ホテル長門はらだ
旅館六角堂
吉亀旅館
泉屋
坂倉旅館
松屋旅館

0837-26-0682
0837-26-1436
0837-22-3311
0837-22-3372
0837-22-8433
0837-42-0130
0837-32-1234
0837-25-3731
0837-25-3511
0837-25-3521
0837-25-3821
0837-22-2007
0837-29-0231
0837-29-0241
0837-29-0010

メニュー内容
料金
アクセス
駐車場
予約

■
■
■
■
■

のどぐろ料理（焼き物、煮物、塩干物など店舗により異なる）
時価
店舗により異なる
店舗により異なる
必要（悪天候等により入荷しない場合があるので事前のお問合せをお勧めします）

収容人数■ 店舗により異なる

山口

期　間 ［民宿しらい］土・日・火曜18：00～ 20：00（10名以上は予約で日時問わず可）
［あいお荘］2017年9月～ 12月29日の日・月曜（祝前日除く）18：00 ～ 20：00

場　所 民宿しらい、あいお荘

車えび養殖発祥の地「秋穂」で車えび食べ放題
山口市秋穂地域は車えび養殖発祥の地。年中新鮮な車えびを食べることが
できます。究極の新鮮さを味わうなら生きたまま食べる「おどり食い」がおす
すめ。「民宿しらい」と「あいお荘」では、「おどり食い」付きの食べ飲み放題プ
ランで、車えびが堪能できます。10名以上で新山口駅までの無料送迎有り。

お問い
合せ先

生きたまま食べる「おどり食い」も

0120-279-511
山口市秋穂東778-6〒民宿しらい

083-984-2201
山口市秋穂東768-13〒あいお荘

メニュー内容
料金
アクセス

駐車場

■
■
■

■

【民宿しらい】活き車えび・塩焼・フライ・さざえ・活魚船盛・カニ など
【あいお荘】車海老おどり・車海老塩焼き・車海老フライ・ エビカツ など
民宿しらい7,000円（税別）、あいお荘7,000円（税込）
①JR新山口駅から車で約20分、またはバスで約30分　
②山陽自動車道山口南ICから車で約20分
一般：有り　大型バス：可

あい お

周南

期　間 2017年9月～ 12月
場　所 石船温泉（周南市鹿野上1667-4）

石船温泉女将が創作する「鹿野茶御膳」
鹿野茶は、漢陽寺を開山した用堂明機禅師が1374年に中国から伝えた
とされ、全国でも有数の古い歴史があるとされています。漢陽寺で、鹿野の
食文化に触れた後は、石船温泉の女将が創作する郷土料理の茶がゆ、鹿
野茶を使ったスイーツ、鹿野特産のわさびやのんたそばの他、地元食材を
ふんだんに使った身体に優しい手料理「鹿野茶御膳」を心ゆくまでご堪能く
ださい。

漢陽寺開山の用堂明機が伝えたとされる「鹿野茶」を使ったヘルシー御膳

メニュー内容
料金
アクセス
駐車場
注意事項

■
■
■
■
■

郷土料理茶がゆ、鹿野茶を使ったスイーツ、鹿野特産のわさび、のんたそばなど地元食材をふんだんに使った料理
2000円～ 3000円（詳細は要相談）
中国自動車道鹿野ICから車で10分
一般：約25台　大型バス：周辺に駐車可能
10名～ 40名の団体に対応

収容人数■ ー 予約■ 必要

収容人数■ ー 予約■ 必要

お問い
合せ先

0834-68-2542
〒745-0302 山口県周南市鹿野上1667-4　 
11：00～ 21：00　火曜（祝日の場合翌日）休館

〒
営

石船温泉

いし ぶね か の ちゃ

萩

萩のあまだい料理
艶のある薄紅色が美しい日本海の逸品 萩のあまだ
い。萩は好漁場が近く、鮮度を保ったまま手に入る
ので、産地ならではの新鮮なお刺身で深い旨みを
堪能できます。
ホクホクした食感の煮付けや、焼き魚、唐揚げな
ど、さまざまなメニューをご堪能ください。

お問い
合せ先

期　間 通年 場　所 萩市内

高級魚の深い旨みを、産地でご堪能ください！

店　舗

0838-25-1750
〒758-0061 山口県萩市椿3537-3　FAX：0838-25-2073
9：00～ 17：45（12月～ 2月は9：00～17：00）　　
http://hagishi.com/

〒
営

（公社）萩市観光協会

メニュー内容
料金
アクセス

駐車場
収容人数
注意事項

■
■
■

■
■
■

お刺身や煮つけ、コースなど店舗により異なる
店舗により異なる
①JR東萩駅または萩駅を利用
②中国道美祢東JCT ～絵堂ICから約20 ～ 30分
店舗により異なる
店舗により異なる
店舗によっては予約が必要

だいにんぐまめた
　0838-21-4689
海鮮レストラン来萩
　0838-24-4939
浜料理がんがん
　0838-25-3452
割烹千代 
　0838-22-1128
地産謹製料理店MARU
　0838-26-5060
日本料理あじろ
　0838-22-0010
萩池々茶屋 
　0838-21-7111
つばきの館
　0838-26-6446

はぎ

萩

萩のしろうお料理
しろうおは、萩の早春の風物詩。毎年2月中旬～
4月上旬にかけて「しろうお漁」が行われます。
酢醤油（すいち）につけて活きたまま食べる「おどり
食い」は、ピチピチと動くのど越しを楽しむ独特な
食べ方。
口中でおどる舌触りと食感は格別です！

お問い
合せ先

期　間 2月下旬～3月下旬 場　所 萩市内

ピチピチとしたのど越しを楽しむ「おどり食い」は格別です！
店　舗

0838-25-1750
〒758-0061 山口県萩市椿3537-3　FAX：0838-25-2073
9：00～ 17：45（12月～ 2月は9：00～17：00）　　
http://hagishi.com/

〒
営

（公社）萩市観光協会

メニュー内容
料金
アクセス

駐車場
収容人数
注意事項

■
■
■

■
■
■

おどり食い、かき揚げ、雑炊、コースなど店舗により異なる
店舗により異なる
①JR東萩駅または萩駅を利用
②中国道美祢東JCT ～絵堂ICから約20 ～ 30分
店舗により異なる
店舗により異なる
店舗によっては予約が必要

だいにんぐまめた
　0838-21-4689
浜料理がんがん
　0838-25-3452
割烹千代
　0838-22-1128
地産謹製料理店MARU
　0838-26-5060
和食れすとらん中村
　0838-22-6619
日本料理あじろ
　0838-22-0010
あす花亭
　0838-22-7558
萩の御厨 高大
　0838-22-0065
うまいもの処 萩っ子
　0838-26-0555
ホテル田中屋  
　0838-22-7538

はぎ

グ
ル
メ
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ル
メ
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一の俣温泉グランドホテル　　083-768-0321
一の俣温泉観光ホテル　　　　083-768-0111

下関

期　間 通年 場　所 下関市豊浦町川棚温泉（瓦そば取扱店・旅館）

瓦そば
明治十年、西南の役において熊本城を囲む
薩軍の兵士たちが、長い野戦の合間に瓦を
用いて野草、肉などを焼いて食べたという
古老の話にヒントを得て、「元祖瓦そばたか
せ」創立者、高瀬慎一が数十年を経過した日本瓦を用い、独自の製法にて開発した雅味豊
かな茶そばに、牛肉、錦糸卵、海苔、もみじおろし、レモンなどを配し、独自のつゆを添えて
「瓦そば」と名付け供したのが始まり。いまや山口県を代表するご当地グルメとなりました。

川棚温泉といえばこれ！
川棚名物 元祖瓦そば

メニュー内容
アクセス

駐車場
予約
注意事項

■
■
■
■
■

瓦そば
①JR川棚温泉駅から川棚温泉行きバス約3分「川棚温泉」下車、徒歩5分／ JR川棚温泉駅からタクシー約5分
②中国自動車道小月ICから20分／下関ICから30分
店舗により異なる
不要（旅館夕食にご希望の際は要予約）
団体利用、貸切部屋希望の場合は各店舗に要問合せ

かわら

収容人数■ 店舗により異なる

料金■ 店舗により異なる

お問い
合せ先

083-774-1211
〒759-6301 山口県下関市豊浦町川棚5180 川棚温泉交流センター内
FAX：083-774-3856
10：00～ 20：00（年末年始休業）　　http://www.toyoura.net/

〒

営

豊浦町観光協会

萩

夏みかん製品
萩の特産品である夏みかんは、甘酸っぱい身をそ
のまま食べても美味しいですが、その風味を生かし
てゼリーやジュース、マーマレード、お菓子など、さ
まざまな製品に加工されています。
萩ならではのおみやげとして愛されています。

お問い
合せ先

期　間 通年 場　所 萩市内各所

夏みかんの甘酸っぱさや皮のほろ苦さを楽しんで
店　舗

0838-25-1750
〒758-0061 山口県萩市椿3537-3　FAX：0838-25-2073
9：00～ 17：45（12～ 2月は9：00～ 17：00）　　
http://hagishi.com/

〒
営

（公社）萩市観光協会

メニュー内容

料金
アクセス

駐車場
収容人数
予約

■

■
■

■
■
■

夏みかん丸漬、夏みかん菓子、夏みかんマーマレード、
夏みかんゼリー、夏みかんジュースなど
店舗により異なる
①JR東萩駅または萩駅を利用
②中国道美祢東JCT ～絵堂ICから約20分
店舗により異なる
店舗により異なる
不要

光國本店
　0838-22-0239
長州屋光國　
　0838-22-4652
中村製菓本舗 
　0838-22-0988
柚子屋本店
　0838-26-2111
マルハギ物産
　0838-22-3063
萩みかんのたけなか
　0838-26-0066
萩城屋本舗 
　0838-22-1944
鍋屋食品
　0838-25-6122
JAあぶらんど萩 
　0838-21-7770

ちょうしゅう くろ

店　舗

大谷山荘
ホテル楊貴館
ととろの里
ながと本陣
焼とりや ちくぜん
和風料理 花膳
旬彩ダイニング金の鈴
炙り七里
みうら
玉仙閣
お食事処 よし松
海鮮炭 大地
KULABO大正館
ちくぜん 総本店
麺宗祐気
和食処 㐂楽

長門

期　間 通年
場　所 長門市「長州黒かしわ」取扱店

長州黒かしわ料理

長門市自慢の最高級
ブランドの地鶏です

メニュー内容
料金
アクセス

■
■
■

焼きもの、焼き鳥など
店舗により異なる
店舗により異なる

駐車場
収容人数
予約

■
■
■

店舗により異なる
店舗により異なる
必要

お問い
合せ先

0837-22-2121
759-4101 山口県長門市東深川1859-1
FAX：0837-22-5432
8：00～ 17：00　　http://www.chosyudori.or.jp/

〒

営

深川養鶏農業協同組合

長州黒かしわは、天然記念物である
黒柏鶏を元に、地域の特色を出し、
肉用鶏として経済性・食味の良さに
こだわり誕生した山口県産のオリジ
ナル地鶏です。脂肪が少ないがうま
みがあり、適度な歯応えを残しなが
らも柔らかいのが特徴です。

0837-25-3221
0837-32-1234
0837-32-1597
0837-22-3372
0837-22-1668
0837-22-8433
0837-22-2885
0837-22-0601
0837-22-5626
0837-25-3731
0837-22-0019
0837-22-0220
0837-22-2930
0837-22-0735
090-7894-6459
0837-26-1235

店　舗

元祖瓦そばたかせ
川棚グランドホテル瓦そば本店お多福
竹園旅館
寿旅館
玉椿旅館
音羽旅館
旅館小天狗
小天狗さんろじ
和こころ藤屋

083-772-2680
083-774-1111
083-772-2345
083-772-0230
083-772-0005
083-772-0278
083-772-0215
083-772-0215
083-772-0397

0835-28-050 0
〒747-0029 山口県防府市松崎町1-20　
FAX：0835-22-0808
9：00～ 20：00（年中無休）　　http://www.umeterasu.jp/

〒

営

うめてらすネットワーク事務局（まちの駅うめてらす内）

防府

期　間 通年 場　所 防府天満宮周辺の店舗ほか

ほうふ玉子かけごはん
垂涎三尺という書簡で楫取素彦が玉子かけを好ん
で食べていたという記述を元に、市内の飲食店が
気軽に美味しく食べられる玉子かけは何かと想像
力を膨らませ、オリジナル玉子かけメニューを開発
しました。和・洋・中と店舗によって異なる玉子か
けをどうぞご堪能ください。

お問い
合せ先

大河ドラマの主人公の揖取素彦の好物玉子かけ

メニュー内容
料金
アクセス

駐車場
予約
注意事項

■
■
■

■
■
■

単品の他、定食メニューもあり
店舗により異なる
①JR防府駅からバスで10分　
②山陽自動車道防府東・西ICから車で約10分
店舗により異なる
割烹料理田中屋、中しまは前日までに要予約
交通アクセスは防府天満宮を基準としており、
店舗によっては所要時間が異なるためご注意ください

収容人数■ 店舗により異なる

店　舗
　 　 
さかたり
　0835-24-7307
宮の蕎麦　兎屋　
　0835-25-5331
SweetHome
　0835-68-0452
天とて屋かふぇ
　0835-28-8244
食事・喫茶エイト
　090-7370-2422
中華菜館　　快燦
　0835-22-0340
空間茶天
　0835-22-0073
天満屋
　0835-22-0767
U'ilani（ウイラニ）
　0835-28-2250
割烹料理　田中屋
　0835-22-1575
中しま
　0835-38-2004
レスト防府ジャンクション
　0835-28-9855

予約■ 必要

料金■ 一人前1,550円～

またいち
下関

期　間 施設により異なる
場　所 下関市豊田町一ノ俣

一の俣温泉名物・しし鍋（牡丹鍋）
数種類の食材がベースの、秘伝のタレが美味しい一の俣温泉名
物「しし鍋」。地元の猟師さんから仕入れる新鮮な猪肉は、特に
脂がのった冬の時期がおススメです。コラーゲン豊富で疲労回
復効果が期待できるヘルシーなしし鍋をぜひご賞味ください。

すき焼き風の秘伝のタレが絶妙な冬のごちそう

メニュー内容
アクセス

駐車場
収容人数
注意事項

■
■

■
■
■

しし鍋
①JR小月駅からバスで約50分（1日1本無料シャトルバスあり）
②中国自動車道小月ICから約35分／美祢ICから約40分
一般：有り（無料）　大型バス：有り（無料、要予約）
施設により異なる
猪肉の仕入状況により提供できない場合あり

お問い
合せ先

083-766-0 031
〒750-0441 山口県下関市豊田町大字中村876-4 
FAX：083-766-0377　　8：30～ 17：30　

〒
営

豊田町観光協会

（一の俣温泉グランドホテルは10月～ 4月末）

店　舗

喫茶れーがん柳井店　　　　　0820-23-2481
地魚ざんまい 一心　　　　　　0820-23-7777
sweets & cafe miyabi　　0820-22-0977

いやな ろかん ゆしょう
柳井

期　間 通年
場　所 柳井市内

柳井甘露醤油ラーメン
米粉・黒ゴマペースト・自然薯・竹炭を練り込んだ黒麺に、甘露
醤油・にぼし脂・ホタテの出汁・アサリの出汁など旨味を凝縮した
こだわりのスープを使った、白壁の町並に映えるよう黒を基調とし
たラーメンです。現在柳井市内の３店舗で提供されています。

柳井名物を使用したご当地ラーメン

メニュー内容

料金

アクセス

駐車場

収容人数

予約

■

■

■

■

■

■

柳井甘露醤油ラーメン

店舗により異なる

①JR柳井駅を利用　②山陽自動車道玖珂ICから車で約20分

店舗により異なる

店舗により異なる

地魚ざんまい 一心のみ要予約

お問い
合せ先

0820-22-3731
〒742-8645 山口県柳井市中央二丁目15-1 FAX：0820-22-8811

8：30～ 17：15　　http://www.yanaicci.or.jp/

〒
営

柳井商工会議所

店　舗

柳井
期　間 冬期（11月～ 2月ごろ、店舗により異なる）
場　所 柳井市大畠エリア内 取扱店汐まち鍋

～山口県東部のまち柳井「大畠」、天然鯛の産地がお届けする
本物の味覚～
日本三大潮流のひとつ、大畠瀬戸の近海で育った鯛は身が引き
締まり、甘く濃い味が特徴です。汐まち鍋は、その自慢の鯛と地
元の名産品や新鮮な食材と共に贅沢にいただく海鮮鍋です。

汐待ちの港「大畠」、瀬戸の鯛鍋料理

メニュー内容

料金

アクセス

駐車場

予約

注意事項

■

■

■

■

■

■

海鮮鍋

店舗により異なる

①JR大畠駅から徒歩またはタクシーで5分　

②山陽自動車道玖珂ICまたは熊毛ICから約30分

有り（台数は店舗により異なる）

店舗により異なる

漁獲等の状況により提供できない場合あり

お問い
合せ先

0820-45-2414
〒749-0101 山口県柳井市神代4830 FAX：0820-45-2456

8：30～ 17：15　　   http://ec.shokokai.or.jp/cmsdb/cm06010/index/?ken=35&block=32

〒
営

大畠観光協会

中華そば一久新川店

大阪屋

味の三平

0836-31-1915

0836-34-5551

0836-21-8212

べう
宇部

期　間 通年
場　所 宇部市内宇部ラーメン

１茶濁濃とんこつ、２強いとんこつ臭、３中太やわ麺。この3つ
が「宇部ラーメン」の定義です。宇部の地で60年の歳月ととも
に独自の進化を遂げた、宇部市民のソウルフード「宇部ラーメ
ン」。市内各店舗の味めぐりで、あなたもきっとクセになる！

宇部市民のソウルフード！

メニュー内容

料金

アクセス

駐車場

収容人数

■

■

■

■

■

ラーメン

店舗により異なる

店舗により異なる

店舗により異なる

店舗により異なる

お問い
合せ先

0836-34-8155
〒755-8601 山口県宇部市常盤町一丁目7番1号

FAX：0836-22-6083　　8：30～ 17：15

〒
営

宇部市広報・シティセールス課
三久ラーメン常盤店

宇部ラーメンまじめ川

0836-33-9439

0836-39-5702店　舗

旬・鮮・彩レストラン 鳴門

鮮魚 網代

0820-45-3144

0820-45-3137

0820-45-2422

0820-45-3363

旅館 海月

馳走 葉
店　舗

収容人数■ 店舗により異なる

山口
期　間 通年 場　所 やまぐち鳴滝高原ブルワリー

山口の銘水で仕込んだビールを試飲・工場見学
こだわりの天然水で仕込んだ出来立てのビールを、併設のレスト
ランでお召し上がりいただけます。試飲付きの工場見学も随時
行っております（要予約）。おいしさを引き出す製法や仕込みの
工程をご紹介、モルトやホップの香りなどを体験できます。
【期間限定】メニュー「維新麦酒セット」の提供やオリジナルラベ
ル「SLやまぐち号」ビールも販売します。

滝が見える緑あふれるレストランで出来立て新鮮のビールはいかが
メニュー内容

料金

アクセス

駐車場

予約

注意事項

■

■

■

■

■

■

乾杯酒（地ビールピッチャー）、前菜、パスタ、サラダ、メイン、デザート、コーヒー

※飲めない方には、ソフトドリンクをご提供いたします。

工場見学無料

①中国JRバス鳴滝バス停徒歩5分／ JR山口駅からタクシー17分　

②中国自動車道山口ICから防府方面へ5分／

　山陽自動車道防府西・東ICから山口方面へ15分

一般：約100台　大型バス：約5台

1週間前まで

工場見学は繁忙期やご予約多数の場合お受けできない場合あり

お問い
合せ先

083-941-010 0
〒753-0212 山口県山口市下小鯖1360-4 FAX：083-941-0222

11：00～ 22：00　　http://www.yamaguchi-jibeer.com/

〒
営

山口地ビール株式会社

収容人数■ 130名

山陽

小野
田

期　間 通年 場　所 株式会社 花の海（山陽小野田市大字埴生3392）

花の海 季節の果物、野菜を使った絶品スイーツ
昨年、花の海産のいちご「四星」を使ったパフェが、東京の資生
堂パーラーで期間限定で発売されました。「四星」は広く多く生
産している農園が全国的にも少ない新品種。11月中旬からの
いちごの時期は、もぎたてのいちごを使ったフレッシュジュース、
ぜいたくなジェラートなどをご用意いたします。

花の海でもぎたての果物や野菜を使った、
フレッシュでこだわりのあるスイーツです メニュー内容

料金

アクセス

駐車場

予約

注意事項

■

■

■

■

■

■

9月いちじく、10月かぼちゃ（ロロン：珍しい品種）、

11月～「いちご」（四星、おいCベリーなど）を使用したスイーツ

いちごの時期はもぎたてを使ったフレッシュジュース、ぜいたくなジェラートなどをご用意

商品により異なる

①ＪＲ厚狭駅または小野田駅から下関方面「青年の家前」バス停から徒歩5分／ JR埴生駅から徒歩25分　

②山陽自動車道埴生ICから車で5分／小月ICから車で15分

一般：100台（無料）　大型バス：可

必要

団体で訪問する場合、事前連絡が必要

お問い
合せ先

0836-79-0 092
〒757-0012 山口県山陽小野田市大字埴生3392 FAX：0836-79-0133

平日10：00～ 17：00、土日祝日9：30～ 17：00　　   http://www.hana-umi.com

〒
営

株式会社 花の海

株式会社 花の海 0836-79-0092店　舗

レストラン サン・レミ・ド・プロヴァンス 083-941-0100店　舗

収容人数■ 団体受入可、要予約

グ
ル
メ

グ
ル
メ
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一の俣温泉グランドホテル　　083-768-0321
一の俣温泉観光ホテル　　　　083-768-0111

下関

期　間 通年 場　所 下関市豊浦町川棚温泉（瓦そば取扱店・旅館）

瓦そば
明治十年、西南の役において熊本城を囲む
薩軍の兵士たちが、長い野戦の合間に瓦を
用いて野草、肉などを焼いて食べたという
古老の話にヒントを得て、「元祖瓦そばたか
せ」創立者、高瀬慎一が数十年を経過した日本瓦を用い、独自の製法にて開発した雅味豊
かな茶そばに、牛肉、錦糸卵、海苔、もみじおろし、レモンなどを配し、独自のつゆを添えて
「瓦そば」と名付け供したのが始まり。いまや山口県を代表するご当地グルメとなりました。

川棚温泉といえばこれ！
川棚名物 元祖瓦そば

メニュー内容
アクセス

駐車場
予約
注意事項

■
■
■
■
■

瓦そば
①JR川棚温泉駅から川棚温泉行きバス約3分「川棚温泉」下車、徒歩5分／ JR川棚温泉駅からタクシー約5分
②中国自動車道小月ICから20分／下関ICから30分
店舗により異なる
不要（旅館夕食にご希望の際は要予約）
団体利用、貸切部屋希望の場合は各店舗に要問合せ

かわら

収容人数■ 店舗により異なる

料金■ 店舗により異なる

お問い
合せ先

083-774-1211
〒759-6301 山口県下関市豊浦町川棚5180 川棚温泉交流センター内
FAX：083-774-3856
10：00～ 20：00（年末年始休業）　　http://www.toyoura.net/

〒

営

豊浦町観光協会

萩

夏みかん製品
萩の特産品である夏みかんは、甘酸っぱい身をそ
のまま食べても美味しいですが、その風味を生かし
てゼリーやジュース、マーマレード、お菓子など、さ
まざまな製品に加工されています。
萩ならではのおみやげとして愛されています。

お問い
合せ先

期　間 通年 場　所 萩市内各所

夏みかんの甘酸っぱさや皮のほろ苦さを楽しんで
店　舗

0838-25-1750
〒758-0061 山口県萩市椿3537-3　FAX：0838-25-2073
9：00～ 17：45（12～ 2月は9：00～ 17：00）　　
http://hagishi.com/

〒
営

（公社）萩市観光協会

メニュー内容

料金
アクセス

駐車場
収容人数
予約

■

■
■

■
■
■

夏みかん丸漬、夏みかん菓子、夏みかんマーマレード、
夏みかんゼリー、夏みかんジュースなど
店舗により異なる
①JR東萩駅または萩駅を利用
②中国道美祢東JCT ～絵堂ICから約20分
店舗により異なる
店舗により異なる
不要

光國本店
　0838-22-0239
長州屋光國　
　0838-22-4652
中村製菓本舗 
　0838-22-0988
柚子屋本店
　0838-26-2111
マルハギ物産
　0838-22-3063
萩みかんのたけなか
　0838-26-0066
萩城屋本舗 
　0838-22-1944
鍋屋食品
　0838-25-6122
JAあぶらんど萩 
　0838-21-7770

ちょうしゅう くろ

店　舗

大谷山荘
ホテル楊貴館
ととろの里
ながと本陣
焼とりや ちくぜん
和風料理 花膳
旬彩ダイニング金の鈴
炙り七里
みうら
玉仙閣
お食事処 よし松
海鮮炭 大地
KULABO大正館
ちくぜん 総本店
麺宗祐気
和食処 㐂楽

長門

期　間 通年
場　所 長門市「長州黒かしわ」取扱店

長州黒かしわ料理

長門市自慢の最高級
ブランドの地鶏です

メニュー内容
料金
アクセス

■
■
■

焼きもの、焼き鳥など
店舗により異なる
店舗により異なる

駐車場
収容人数
予約

■
■
■

店舗により異なる
店舗により異なる
必要

お問い
合せ先

0837-22-2121
759-4101 山口県長門市東深川1859-1
FAX：0837-22-5432
8：00～ 17：00　　http://www.chosyudori.or.jp/

〒

営

深川養鶏農業協同組合

長州黒かしわは、天然記念物である
黒柏鶏を元に、地域の特色を出し、
肉用鶏として経済性・食味の良さに
こだわり誕生した山口県産のオリジ
ナル地鶏です。脂肪が少ないがうま
みがあり、適度な歯応えを残しなが
らも柔らかいのが特徴です。

0837-25-3221
0837-32-1234
0837-32-1597
0837-22-3372
0837-22-1668
0837-22-8433
0837-22-2885
0837-22-0601
0837-22-5626
0837-25-3731
0837-22-0019
0837-22-0220
0837-22-2930
0837-22-0735
090-7894-6459
0837-26-1235

店　舗

元祖瓦そばたかせ
川棚グランドホテル瓦そば本店お多福
竹園旅館
寿旅館
玉椿旅館
音羽旅館
旅館小天狗
小天狗さんろじ
和こころ藤屋

083-772-2680
083-774-1111
083-772-2345
083-772-0230
083-772-0005
083-772-0278
083-772-0215
083-772-0215
083-772-0397

0835-28-050 0
〒747-0029 山口県防府市松崎町1-20　
FAX：0835-22-0808
9：00～ 20：00（年中無休）　　http://www.umeterasu.jp/

〒

営

うめてらすネットワーク事務局（まちの駅うめてらす内）

防府

期　間 通年 場　所 防府天満宮周辺の店舗ほか

ほうふ玉子かけごはん
垂涎三尺という書簡で楫取素彦が玉子かけを好ん
で食べていたという記述を元に、市内の飲食店が
気軽に美味しく食べられる玉子かけは何かと想像
力を膨らませ、オリジナル玉子かけメニューを開発
しました。和・洋・中と店舗によって異なる玉子か
けをどうぞご堪能ください。

お問い
合せ先

大河ドラマの主人公の揖取素彦の好物玉子かけ

メニュー内容
料金
アクセス

駐車場
予約
注意事項

■
■
■

■
■
■

単品の他、定食メニューもあり
店舗により異なる
①JR防府駅からバスで10分　
②山陽自動車道防府東・西ICから車で約10分
店舗により異なる
割烹料理田中屋、中しまは前日までに要予約
交通アクセスは防府天満宮を基準としており、
店舗によっては所要時間が異なるためご注意ください

収容人数■ 店舗により異なる

店　舗
　 　 
さかたり
　0835-24-7307
宮の蕎麦　兎屋　
　0835-25-5331
SweetHome
　0835-68-0452
天とて屋かふぇ
　0835-28-8244
食事・喫茶エイト
　090-7370-2422
中華菜館　　快燦
　0835-22-0340
空間茶天
　0835-22-0073
天満屋
　0835-22-0767
U'ilani（ウイラニ）
　0835-28-2250
割烹料理　田中屋
　0835-22-1575
中しま
　0835-38-2004
レスト防府ジャンクション
　0835-28-9855

予約■ 必要

料金■ 一人前1,550円～

またいち
下関

期　間 施設により異なる
場　所 下関市豊田町一ノ俣

一の俣温泉名物・しし鍋（牡丹鍋）
数種類の食材がベースの、秘伝のタレが美味しい一の俣温泉名
物「しし鍋」。地元の猟師さんから仕入れる新鮮な猪肉は、特に
脂がのった冬の時期がおススメです。コラーゲン豊富で疲労回
復効果が期待できるヘルシーなしし鍋をぜひご賞味ください。

すき焼き風の秘伝のタレが絶妙な冬のごちそう

メニュー内容
アクセス

駐車場
収容人数
注意事項

■
■

■
■
■

しし鍋
①JR小月駅からバスで約50分（1日1本無料シャトルバスあり）
②中国自動車道小月ICから約35分／美祢ICから約40分
一般：有り（無料）　大型バス：有り（無料、要予約）
施設により異なる
猪肉の仕入状況により提供できない場合あり

お問い
合せ先

083-766-0 031
〒750-0441 山口県下関市豊田町大字中村876-4 
FAX：083-766-0377　　8：30～ 17：30　

〒
営

豊田町観光協会

（一の俣温泉グランドホテルは10月～ 4月末）

店　舗

喫茶れーがん柳井店　　　　　0820-23-2481
地魚ざんまい 一心　　　　　　0820-23-7777
sweets & cafe miyabi　　0820-22-0977

いやな ろかん ゆしょう
柳井

期　間 通年
場　所 柳井市内

柳井甘露醤油ラーメン
米粉・黒ゴマペースト・自然薯・竹炭を練り込んだ黒麺に、甘露
醤油・にぼし脂・ホタテの出汁・アサリの出汁など旨味を凝縮した
こだわりのスープを使った、白壁の町並に映えるよう黒を基調とし
たラーメンです。現在柳井市内の３店舗で提供されています。

柳井名物を使用したご当地ラーメン

メニュー内容

料金

アクセス

駐車場

収容人数

予約

■

■

■

■

■

■

柳井甘露醤油ラーメン

店舗により異なる

①JR柳井駅を利用　②山陽自動車道玖珂ICから車で約20分

店舗により異なる

店舗により異なる

地魚ざんまい 一心のみ要予約

お問い
合せ先

0820-22-3731
〒742-8645 山口県柳井市中央二丁目15-1 FAX：0820-22-8811

8：30～ 17：15　　http://www.yanaicci.or.jp/

〒
営

柳井商工会議所

店　舗

柳井
期　間 冬期（11月～ 2月ごろ、店舗により異なる）
場　所 柳井市大畠エリア内 取扱店汐まち鍋

～山口県東部のまち柳井「大畠」、天然鯛の産地がお届けする
本物の味覚～
日本三大潮流のひとつ、大畠瀬戸の近海で育った鯛は身が引き
締まり、甘く濃い味が特徴です。汐まち鍋は、その自慢の鯛と地
元の名産品や新鮮な食材と共に贅沢にいただく海鮮鍋です。

汐待ちの港「大畠」、瀬戸の鯛鍋料理

メニュー内容

料金

アクセス

駐車場

予約

注意事項

■

■

■

■

■

■

海鮮鍋

店舗により異なる

①JR大畠駅から徒歩またはタクシーで5分　

②山陽自動車道玖珂ICまたは熊毛ICから約30分

有り（台数は店舗により異なる）

店舗により異なる

漁獲等の状況により提供できない場合あり

お問い
合せ先

0820-45-2414
〒749-0101 山口県柳井市神代4830 FAX：0820-45-2456

8：30～ 17：15　　   http://ec.shokokai.or.jp/cmsdb/cm06010/index/?ken=35&block=32

〒
営

大畠観光協会

中華そば一久新川店

大阪屋

味の三平

0836-31-1915

0836-34-5551

0836-21-8212

べう
宇部

期　間 通年
場　所 宇部市内宇部ラーメン

１茶濁濃とんこつ、２強いとんこつ臭、３中太やわ麺。この3つ
が「宇部ラーメン」の定義です。宇部の地で60年の歳月ととも
に独自の進化を遂げた、宇部市民のソウルフード「宇部ラーメ
ン」。市内各店舗の味めぐりで、あなたもきっとクセになる！

宇部市民のソウルフード！

メニュー内容

料金

アクセス

駐車場

収容人数

■

■

■

■

■

ラーメン

店舗により異なる

店舗により異なる

店舗により異なる

店舗により異なる

お問い
合せ先

0836-34-8155
〒755-8601 山口県宇部市常盤町一丁目7番1号

FAX：0836-22-6083　　8：30～ 17：15

〒
営

宇部市広報・シティセールス課
三久ラーメン常盤店

宇部ラーメンまじめ川

0836-33-9439

0836-39-5702店　舗

旬・鮮・彩レストラン 鳴門

鮮魚 網代

0820-45-3144

0820-45-3137

0820-45-2422

0820-45-3363

旅館 海月

馳走 葉
店　舗

収容人数■ 店舗により異なる

山口
期　間 通年 場　所 やまぐち鳴滝高原ブルワリー

山口の銘水で仕込んだビールを試飲・工場見学
こだわりの天然水で仕込んだ出来立てのビールを、併設のレスト
ランでお召し上がりいただけます。試飲付きの工場見学も随時
行っております（要予約）。おいしさを引き出す製法や仕込みの
工程をご紹介、モルトやホップの香りなどを体験できます。
【期間限定】メニュー「維新麦酒セット」の提供やオリジナルラベ
ル「SLやまぐち号」ビールも販売します。

滝が見える緑あふれるレストランで出来立て新鮮のビールはいかが
メニュー内容

料金

アクセス

駐車場

予約

注意事項

■

■

■

■

■

■

乾杯酒（地ビールピッチャー）、前菜、パスタ、サラダ、メイン、デザート、コーヒー

※飲めない方には、ソフトドリンクをご提供いたします。

工場見学無料

①中国JRバス鳴滝バス停徒歩5分／ JR山口駅からタクシー17分　

②中国自動車道山口ICから防府方面へ5分／

　山陽自動車道防府西・東ICから山口方面へ15分

一般：約100台　大型バス：約5台

1週間前まで

工場見学は繁忙期やご予約多数の場合お受けできない場合あり

お問い
合せ先

083-941-010 0
〒753-0212 山口県山口市下小鯖1360-4 FAX：083-941-0222

11：00～ 22：00　　http://www.yamaguchi-jibeer.com/

〒
営

山口地ビール株式会社

収容人数■ 130名

山陽

小野
田

期　間 通年 場　所 株式会社 花の海（山陽小野田市大字埴生3392）

花の海 季節の果物、野菜を使った絶品スイーツ
昨年、花の海産のいちご「四星」を使ったパフェが、東京の資生
堂パーラーで期間限定で発売されました。「四星」は広く多く生
産している農園が全国的にも少ない新品種。11月中旬からの
いちごの時期は、もぎたてのいちごを使ったフレッシュジュース、
ぜいたくなジェラートなどをご用意いたします。

花の海でもぎたての果物や野菜を使った、
フレッシュでこだわりのあるスイーツです メニュー内容

料金

アクセス

駐車場

予約

注意事項

■

■

■

■

■

■

9月いちじく、10月かぼちゃ（ロロン：珍しい品種）、

11月～「いちご」（四星、おいCベリーなど）を使用したスイーツ

いちごの時期はもぎたてを使ったフレッシュジュース、ぜいたくなジェラートなどをご用意

商品により異なる

①ＪＲ厚狭駅または小野田駅から下関方面「青年の家前」バス停から徒歩5分／ JR埴生駅から徒歩25分　

②山陽自動車道埴生ICから車で5分／小月ICから車で15分

一般：100台（無料）　大型バス：可

必要

団体で訪問する場合、事前連絡が必要

お問い
合せ先

0836-79-0 092
〒757-0012 山口県山陽小野田市大字埴生3392 FAX：0836-79-0133

平日10：00～ 17：00、土日祝日9：30～ 17：00　　   http://www.hana-umi.com

〒
営

株式会社 花の海

株式会社 花の海 0836-79-0092店　舗

レストラン サン・レミ・ド・プロヴァンス 083-941-0100店　舗

収容人数■ 団体受入可、要予約

グ
ル
メ

グ
ル
メ
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施　設
島根県立石見美術館
開館時間／ 10：00 ～ 18：30（展示室入場は閉館30分前まで）　
休館日／火曜（祝日の場合開館、翌平日閉館）、年末年始

島根県益田市有明町5-15

〈文豪ストレイドッグス；中原中也〉

Ⓒ2017 朝霧カフカ・春河35
発行：株式会社ＫＡＤＯＫＡＷＡ

雪舟筆「四季山水図」をはじめとする毛利家伝来の優品を一堂に展示

山口

期　間

2017年10月4日（水）
～2018年1月21日（日）
料　金

一般320円（270円）、
学生210円（162円） 
70歳以上・18歳以下・障がい者は無料  （　）内は20人以上団体料金

お問い
合せ先

お問い
合せ先083-932-6430

中原中也記念館 〒753-0056 山口県山口市湯田温泉1-11-21　
FAX： 083-932-6431
5月～10月 9：00～18：00、11月～ 4月 9：00～17：00
http://www.chuyakan.jp/

〒

営

平成29年度企画展Ⅱ（コラボレーション企画：前期）

「コミックのなかの中也」
中也や中也の詩が物語に深く関わるコ
ミック「文豪ストレイドッグス」「最果て
にサーカス」「文豪失格」「眠兎（ミント）」
「含羞（はぢらひ） 我が友中原中也」を
取り上げ、それぞれの特徴と魅力を紹
介し、中也や中也の詩の世界にあなた
を誘います。

現代の表現と中也の詩との関わりを探る

アクセス
駐車場
ガイドサービス

■
■
■

①JR湯田温泉駅から徒歩約10分　②中国自動車道小郡ICから約15分
一般：前庭駐車場、中原中也記念館・狐の足あと駐車場40台（無料）　大型バス：無し
有り（要事前予約、無料）

施　設
中原中也記念館
開館時間／5月～10月　9：00～18：00（入館は17：30まで）、11月～4月　9：00～17：00（入館は16：30まで）
休館日／月曜（祝日の場合翌日）、毎月最終火曜（変更あり）、その他展示替え期間などの臨時休館あり

山口市湯田温泉1-11-21

常設企画展

「奇兵隊と報国隊」（仮）
奇兵隊と長府藩報国隊は、時に衝突しながらも、小倉口の戦い（幕長
戦争）や、その後に続く北越・会津戦争で力を合わせ、奮戦していま
す。関連資料を用いて、両隊の性格や、互いの関係性を紹介します。

奇兵隊と長府藩報国隊の性格、関係性を紹介

き へい たい ほく こく たい

下関

■アクセス ①JR小月駅からバスで約15分、「東行庵入口」下車、徒歩約10分
②中国自動車道小月ICから車で約15分

■
■
駐車場
注意事項

一般：約200台（無料）　大型バス：数台（無料）
土足厳禁、階段有り、車イスのご利用不可

■ガイドサービス 有り（前日までに要予約／無料）

お問い合せ先
083-284-0212

下関市立東行記念館 〒801-0831 山口県下関市大字吉田1148 東行記念館2階　
FAX：083-284-0219　　9:00 ～ 17:00　　　
http://www.shimohaku.jp/page0105.html

〒

営

期　間 2017年9月26日（火）～ 12月24日（日）

常設企画展

明治の政治家・軍人として知られる山縣有朋は、幕末期には奇兵隊軍監として隊内をま
とめ、その手腕を振るいました。また、築庭を趣味とし、東行庵の前身である無鄰庵の
庭を造っています。様々な顔をもつ山縣を中心に、奇兵隊に関する展示を行ないます。

明治の政治家・軍人として知られる山縣有朋を中心に奇兵隊を紹介

期　間 2017年12月26日（火）～ 2018年3月25日（日）

「山縣有朋と奇兵隊」（仮）
やま がた あり とも き へい たい

料　金 一般300円（240円）、大学生等200円（160円）
（　）内は20名以上の団体料金

施　設
下関市立東行記念館
開館時間／ 9:30 ～ 17:00（最終入館は16:30）　
休館日／月曜（祝日の場合開館）、祝日の翌日、年末年始（12月28日～ 1月4日）

山口県下関市大字吉田1184

毛利博物館 特別展
「国宝」
雪舟筆「四季山水図」、「古今和歌集（高野切本）」をはじめとする国宝や重要文化財など、
美術・歴史的に高く評価されている毛利家伝来の優品を一堂に展示します。

防府

■アクセス ①ＪＲ山陽本線防府駅からバスで6分「毛利本邸入口」下車
②山陽自動車道防府東・西ＩＣから車で約10分

■
■
駐車場
ガイドサービス

一般：120台（無料）　大型バス：8台（無料）
有り

お問い合せ先
0835-22-0 0 01

毛利博物館 〒747-0023　山口県防府市多々良一丁目15-1　FAX：0835-24-2039
9：00～ 17：00　12月22日～ 31日休館（庭園は年中無休）　　　
http://www.c-able.ne.jp/~mouri-m/

〒

営

期　間

2017年11月1日（木）～12月3日（日）

正月にちなみ毛利家伝来のめでたい品々を展示
毛利博物館 企画展
「正月飾り」
毛利家伝来の「正月飾り」ほか、正月にちなんで、福を招く吉祥の意匠が描かれた絵画や工
芸品など、毛利家伝来のめでたい品々を展示します。

期　間

2017年12月9日（土）～2018年1月28日（日）
12月22日～31日休館

毛利家伝来の雛道具や姫君ゆかりの華麗な衣装など女性にまつわる品々を展示
毛利博物館 企画展
「お雛さま」
“ひなまつり”にちなみ、豪華な「次郎左衛門雛」の段飾りをはじめ、毛利家伝来の雛道具や
姫君ゆかりの華麗な衣装・装身具・調度品など、女性にまつわる品々を展示します。

期　間

2018年2月10日（土）～4月8日（日）

料　金 大人700円（1,000円）、小中学生350円（500円）
博物館・庭園共通大人1,000円（1,200円）、小中学生500円（600円）
※国宝期間中は（ ）内料金  ※団体料金（20名以上）はそれぞれ料金10％引

施　設
毛利博物館
開館時間／ 9：00 ～ 17：00（入館・入園は16：30まで）　
休館日／ 12月22日～ 12月31日

山口県防府市多々良一丁目15-1

益田

期　間

2017年9月30日（土）
～ 11月13日（月）
料　金

一般1,000円（800円）、
大学生600円（450円）、
小中高生300円（250円）
（　）内は20名以上の団体料金

みいわ

「石見の戦国武将 -戦乱と交易の中世-」
平安時代末から戦国時代、石
見国には益田氏をはじめとす
る武将が並び立ちました。益
田家文書など地域ゆかりの資
料や絵画、工芸品を通じ、石
見の戦国武将の盛衰、対外交
流と地域文化を紐解きます。

益田家文書をはじめ、益田氏など
石見の武将に関する品々を一堂に展示

アクセス

駐車場
ガイドサービス

■

■
■

①JR新山口駅から益田駅まで特急約90分
②浜田道浜田ICから約50分、中国自動車道戸河内ICから約70分
　六日市ICから約70分
一般：200台（無料）　大型バス：有り（要事前相談）
担当者がご案内（要申込み）

0856-31-1860
〒698-0022 島根県益田市有明町5-15　FAX：0856-31-1884
10：00～ 18：30　　http://www.grandtoit.jp

〒
営

島根県立石見美術館（グラントワ）

重要文化財 狩野松栄〈益田元祥像〉
桃山時代 島根県立石見美術館蔵 

施
設
の
企
画
展

施
設
の
企
画
展
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施　設
島根県立石見美術館
開館時間／ 10：00 ～ 18：30（展示室入場は閉館30分前まで）　
休館日／火曜（祝日の場合開館、翌平日閉館）、年末年始

島根県益田市有明町5-15

〈文豪ストレイドッグス；中原中也〉

Ⓒ2017 朝霧カフカ・春河35
発行：株式会社ＫＡＤＯＫＡＷＡ

雪舟筆「四季山水図」をはじめとする毛利家伝来の優品を一堂に展示

山口

期　間

2017年10月4日（水）
～2018年1月21日（日）
料　金

一般320円（270円）、
学生210円（162円） 
70歳以上・18歳以下・障がい者は無料  （　）内は20人以上団体料金

お問い
合せ先

お問い
合せ先083-932-6430

中原中也記念館 〒753-0056 山口県山口市湯田温泉1-11-21　
FAX： 083-932-6431
5月～10月 9：00～18：00、11月～ 4月 9：00～17：00
http://www.chuyakan.jp/

〒

営

平成29年度企画展Ⅱ（コラボレーション企画：前期）

「コミックのなかの中也」
中也や中也の詩が物語に深く関わるコ
ミック「文豪ストレイドッグス」「最果て
にサーカス」「文豪失格」「眠兎（ミント）」
「含羞（はぢらひ） 我が友中原中也」を
取り上げ、それぞれの特徴と魅力を紹
介し、中也や中也の詩の世界にあなた
を誘います。

現代の表現と中也の詩との関わりを探る

アクセス
駐車場
ガイドサービス

■
■
■

①JR湯田温泉駅から徒歩約10分　②中国自動車道小郡ICから約15分
一般：前庭駐車場、中原中也記念館・狐の足あと駐車場40台（無料）　大型バス：無し
有り（要事前予約、無料）

施　設
中原中也記念館
開館時間／5月～10月　9：00～18：00（入館は17：30まで）、11月～4月　9：00～17：00（入館は16：30まで）
休館日／月曜（祝日の場合翌日）、毎月最終火曜（変更あり）、その他展示替え期間などの臨時休館あり

山口市湯田温泉1-11-21

常設企画展

「奇兵隊と報国隊」（仮）
奇兵隊と長府藩報国隊は、時に衝突しながらも、小倉口の戦い（幕長
戦争）や、その後に続く北越・会津戦争で力を合わせ、奮戦していま
す。関連資料を用いて、両隊の性格や、互いの関係性を紹介します。

奇兵隊と長府藩報国隊の性格、関係性を紹介

き へい たい ほく こく たい

下関

■アクセス ①JR小月駅からバスで約15分、「東行庵入口」下車、徒歩約10分
②中国自動車道小月ICから車で約15分

■
■
駐車場
注意事項

一般：約200台（無料）　大型バス：数台（無料）
土足厳禁、階段有り、車イスのご利用不可

■ガイドサービス 有り（前日までに要予約／無料）

お問い合せ先
083-284-0212

下関市立東行記念館 〒801-0831 山口県下関市大字吉田1148 東行記念館2階　
FAX：083-284-0219　　9:00 ～ 17:00　　　
http://www.shimohaku.jp/page0105.html

〒

営

期　間 2017年9月26日（火）～ 12月24日（日）

常設企画展

明治の政治家・軍人として知られる山縣有朋は、幕末期には奇兵隊軍監として隊内をま
とめ、その手腕を振るいました。また、築庭を趣味とし、東行庵の前身である無鄰庵の
庭を造っています。様々な顔をもつ山縣を中心に、奇兵隊に関する展示を行ないます。

明治の政治家・軍人として知られる山縣有朋を中心に奇兵隊を紹介

期　間 2017年12月26日（火）～ 2018年3月25日（日）

「山縣有朋と奇兵隊」（仮）
やま がた あり とも き へい たい

料　金 一般300円（240円）、大学生等200円（160円）
（　）内は20名以上の団体料金

施　設
下関市立東行記念館
開館時間／ 9:30 ～ 17:00（最終入館は16:30）　
休館日／月曜（祝日の場合開館）、祝日の翌日、年末年始（12月28日～ 1月4日）

山口県下関市大字吉田1184

毛利博物館 特別展
「国宝」
雪舟筆「四季山水図」、「古今和歌集（高野切本）」をはじめとする国宝や重要文化財など、
美術・歴史的に高く評価されている毛利家伝来の優品を一堂に展示します。

防府

■アクセス ①ＪＲ山陽本線防府駅からバスで6分「毛利本邸入口」下車
②山陽自動車道防府東・西ＩＣから車で約10分

■
■
駐車場
ガイドサービス

一般：120台（無料）　大型バス：8台（無料）
有り

お問い合せ先
0835-22-0 0 01

毛利博物館 〒747-0023　山口県防府市多々良一丁目15-1　FAX：0835-24-2039
9：00～ 17：00　12月22日～ 31日休館（庭園は年中無休）　　　
http://www.c-able.ne.jp/~mouri-m/

〒

営

期　間

2017年11月1日（木）～12月3日（日）

正月にちなみ毛利家伝来のめでたい品々を展示
毛利博物館 企画展
「正月飾り」
毛利家伝来の「正月飾り」ほか、正月にちなんで、福を招く吉祥の意匠が描かれた絵画や工
芸品など、毛利家伝来のめでたい品々を展示します。

期　間

2017年12月9日（土）～2018年1月28日（日）
12月22日～31日休館

毛利家伝来の雛道具や姫君ゆかりの華麗な衣装など女性にまつわる品々を展示
毛利博物館 企画展
「お雛さま」
“ひなまつり”にちなみ、豪華な「次郎左衛門雛」の段飾りをはじめ、毛利家伝来の雛道具や
姫君ゆかりの華麗な衣装・装身具・調度品など、女性にまつわる品々を展示します。

期　間

2018年2月10日（土）～4月8日（日）

料　金 大人700円（1,000円）、小中学生350円（500円）
博物館・庭園共通大人1,000円（1,200円）、小中学生500円（600円）
※国宝期間中は（ ）内料金  ※団体料金（20名以上）はそれぞれ料金10％引

施　設
毛利博物館
開館時間／ 9：00 ～ 17：00（入館・入園は16：30まで）　
休館日／ 12月22日～ 12月31日

山口県防府市多々良一丁目15-1

益田

期　間

2017年9月30日（土）
～ 11月13日（月）
料　金

一般1,000円（800円）、
大学生600円（450円）、
小中高生300円（250円）
（　）内は20名以上の団体料金

みいわ

「石見の戦国武将 -戦乱と交易の中世-」
平安時代末から戦国時代、石
見国には益田氏をはじめとす
る武将が並び立ちました。益
田家文書など地域ゆかりの資
料や絵画、工芸品を通じ、石
見の戦国武将の盛衰、対外交
流と地域文化を紐解きます。

益田家文書をはじめ、益田氏など
石見の武将に関する品々を一堂に展示

アクセス

駐車場
ガイドサービス

■

■
■

①JR新山口駅から益田駅まで特急約90分
②浜田道浜田ICから約50分、中国自動車道戸河内ICから約70分
　六日市ICから約70分
一般：200台（無料）　大型バス：有り（要事前相談）
担当者がご案内（要申込み）

0856-31-1860
〒698-0022 島根県益田市有明町5-15　FAX：0856-31-1884
10：00～ 18：30　　http://www.grandtoit.jp

〒
営

島根県立石見美術館（グラントワ）

重要文化財 狩野松栄〈益田元祥像〉
桃山時代 島根県立石見美術館蔵 

施
設
の
企
画
展

施
設
の
企
画
展

パスポートのお申込は
こちらから
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期間/日時［東光寺（ランチ）］2017年10月6日（金）～8日（日）、14日（土）～15日（日）、21日（土）～22日（日）
※萩･竹灯路物語プレミアムにあわせて実施予定
［菊屋家住宅（ディナー）］2017年10月28日（土）、11月4日（土）、11日（土） 計3回実施予定

場　所 東光寺（萩市椿東1647番地）、菊屋家住宅（萩市呉服町1-1） 料　金 3,500円（税込、入館料等込み）

萩

開始時間
所要時間
予約

■
■
■

東光寺（ランチ）12：00、菊屋家住宅（ディナー）18：30 ※時間は変更の場合あり
90分
【一般（東光寺のみ対応）】前日午前中までに萩市観光協会へ要予約
【募集型旅行（個人旅行客向けオプショナルプランを想定）】バウチャー発券時点で人数を萩市観光協会へ要連絡（3日前まで）

アクセス

ガイド・インストラクター
注意事項

■

■
■

①JR新山口駅からスーパーはぎ号（直行バス）約60分　
②中国自動車道美祢東JCT経由、小郡萩道路（無料）絵堂ICから約20分
入場券発売所前等にご集合いただきスタッフの誘導で入場
特にランチについて団体旅行対応検討中・販売手数料対応（要相談）

定員■ 菊屋家住宅30名、東光寺40名 最少催行人員■ 菊屋家住宅20名

お問い合せ先
0838-25-1750

（公社）萩市観光協会

萩城下町「菊屋家住宅」・毛利家菩提寺「東光寺」でのグルメプラン
明治維新ゆかりの場所である「東光寺」でお昼を、夜は世界遺産・萩城下町にある「菊屋家住宅」を会
場に、産地だからこそ出来る鮮度の良い素材を生かし、和食文化を感じることのできる「一つ先の新し
い料理」である「はぎ弁当」をお召し上がりいただく特別プランです。
また、お食事の際は、住職や観光ガイド等による講話もお聞きいただけます。

明治維新ゆかりの場所でのお食事

〒758-0061 山口県萩市椿3537-3　FAX：0838-25-2073
9：00～ 17：45（12月～ 2月9：00～ 17：00）
http://hagishi.com/

〒

営

お問い
合せ先

〒754-0897 山口県山口市嘉川5031番地
FAX：083-989-2021
8:00 ～ 17:00
http://www.santouka.com

〒

営083-989-2020
金光酒造株式会社

金光酒造蔵元見学
酒とふるさとをこよなく愛した漂白の俳人・
種田山頭火の名前を冠した日本酒を製造す
る金光酒造では、蔵元見学や試飲をするこ
とができます。

山口

期間/日時 2017年9月～ 12月の事前予約による実施可能日
場　所 金光酒造（山口市嘉川5031番地）
料　金 無料

漂白の俳人「山頭火」をモチーフにした
地酒を作る蔵元を見学

■
■
■
■
■
■
■

開始時間
所要時間
定員
最少催行人員
予約
アクセス
ガイド・インストラクター

予約時に打合せ 
30分～ 1時間 
40名
1名 
2週間前までに要予約
JR新山口駅から宇部線で上嘉川駅下車
有り

■
■
所要時間
最少催行人員

ー 
1名

■
■
所要時間
最少催行人員

1 ～ 2時間（ご要望に応じます）
20名 ■予約 必要

お問い
合せ先

〒757-0001 山口県山陽小野田市大字厚狭367-1
FAX：0836-72-0012
8：30～ 20：00（第1・第3日曜休業）
http://www.yamanosake.com/index.html

〒

営

永山酒造酒蔵、
山口ワイナリーで試飲・見学!!
本社蔵では地酒の日本酒、焼酎が試飲して楽しめ、酒蔵
を見学することができます。ワイナリーは山口県唯一であ
り、ワイン工場見学や、時期によっては山口ワインに使用
されている品種「カベルネソーヴィニヨン」のぶどう畑を
見ることができます。（ぶどうの収穫祭は9月下旬）

山陽
小野

田

期間/日時 通年
場　所 永山酒造（山陽小野田市大字厚狭367-1）、

山口ワイナリー（山陽小野田市石束）

料　金 見学試飲費用無料

おいしいお酒はこうやってできる！
酒蔵、ワイン工場見学ツアー

■
■
■

■

■

開始時間
定員
アクセス

駐車場

ガイド・インストラクター

予約時に応相談
80名
①［永山酒造］JR厚狭駅から徒歩10分　［山口ワイナリー］JR厚狭駅からタクシーで8分
②［永山酒造］山陽自動車道小野田ICから車で8分　［山口ワイナリー］山陽自動車道小野田ICから車で11分
［永山酒造］一般：5台（無料）　大型バス：本町バス停下車徒歩2分
［山口ワイナリー］一般：10台（無料）　大型バス：駐車可能
有り

0836-73-1234
永山酒造

期間/日時 ［特別公開］2017年10月中旬～11月末予定 ［特別延長］2017年12月1日～ 10日予定
場　所 菊屋家住宅（萩市呉服町1-1 ）
料　金 大人・大学生600円（500円）、中・高生 300円（250円）、小学生200円（170円）  （ ）は20名以上の団体料金、障がい者手帳をお持ちの方と介添者（1名）は団体料金適用

萩

開始時間
定員
アクセス

■
■
■

8：30 ～ 17：30（入館は17：15まで）
約50名
①JR新山口駅からスーパーはぎ号（直行バス）約60分で萩･明倫センター着、
　萩循環まぁーるバス西回り（晋作くん）乗車で約2分、「萩美術館 浦上記念館・萩城城下町入口」下車　
②中国自動車道美祢東JCT経由、小郡萩道路（無料）絵堂ICから約20分
　

予約
駐車場
ガイド・インストラクター
注意事項

■
■
■
■

7日前までに人数を要連絡、個人型オプションプランの場合は当日バウチャー券の提示が必要
中央公園駐車場利用 　一般：146台（1回310円）　大型バス：10台（1回1,030円）
入場券発売所前等にご集合いただきスタッフの誘導で入場
募集型旅行商品限定プラン・販売手数料対応（要相談）

所要時間
最少催行人員

■
■

ー
ー

お問い合せ先
0838-25-1750

（公社）萩市観光協会

菊屋家住宅 秋の庭園特別公開の延長
明治32年、伊藤博文公が帰萩の際に宿泊されており、このお庭をご覧になられた、日頃非公
開の南側の庭園を、秋のこの時期に特別公開します。この庭園は、江戸時代から昭和初期にか
けて作庭されたもの。今回、キャンペーンのお客様だけに期間を延長して公開します。
またDC期間中は、菊屋家に伝わる重要文化財の特別公開も実施しています。

ＤＣ限定！ 庭園特別公開期間を特別に延長します！

〒758-0061 山口県萩市椿3537-3　FAX：0838-25-2073
9：00～ 17：45（12月～ 2月9：00～ 17：00）
http://hagishi.com/

〒

営

ます だ

かね みつ

お問い
合せ先

〒747-0231 山口県山口市徳地堀1673-1
FAX：0835-52-0056
9:00 ～ 17:30
http://wakamusume.com/

〒

営0835-52-0 016
新谷酒造株式会社

新谷酒造 蔵元見学
山口地酒「わかむすめ」の蔵元「新谷酒造」に立ち寄
り、蔵元見学と試飲で地酒を味わうこともできます。
清酒『わかむすめ』は、なるべく醪（もろみ）にストレス
をかけないよう酒袋に移し、一袋、一袋を槽（ふね）と
呼ばれる搾り機に丁寧に積み重ね、ゆっくりと約3日
かけて搾ります。通常、搾った後は炭素ろ過や加水を
致しますが、新谷酒造では、何も手を加えず、搾った
そのままを全量出荷しております。蔵人にしか味わえ
なかったその味を、ぜひ体感してみてください。 

山口

期間/日時 2017年9月～ 12月
場　所 新谷酒造（山口市徳地堀1673-1） 料　金 無料

蔵人にしか味わえなかった味を体感

■
■
■
■
■

開始時間
定員
予約
アクセス
ガイド・インストラクター

ー 
20名 
蔵元見学を希望される場合は１ヶ月前までに要予約
中国自動車道徳地ICから約3分
有り

しん たに

お問い
合せ先

〒753-0089 山口県山口市亀山町4-1（亀山公園）
FAX：083-924-7386
9：00～ 17：00

〒

営083-920-1549
山口サビエル記念聖堂

山口サビエル記念聖堂 パイプオルガン体験
オルガン探検とミニコンサートで礼拝堂に響くパイ
プオルガンを体験します。
オルガン探検では、通常は立ち入ることが出来ない
礼拝堂のらせん階段上にあるパイプオルガンを間近
で見て音を聞くことができます。パイプオルガンクイ
ズに答えればパイプオルガン演奏ＣＤプレゼント。
その他、期間限定の特別展示（祭服展示）や、聖堂
内外の無料ガイドも実施（2名以上で要予約）。

山口

期間/日時 2017年9月～ 12月の原則土曜（その他応相談）
場　所 サビエル記念聖堂（山口市亀山町4-1）
料　金 無料（聖堂内要寄付）、展示見学は1階記念館の入館料必要（大人300円、小学生以下200円）

礼拝堂に響くパイプオルガンを体験

■
■
■
■
■

開始時間
定員
予約
アクセス
駐車場

15：00 ～ 16：00（その他応相談） 
約30名
1週間前までに申込み
①JR山口線山口駅から徒歩で15分　②中国自動車道小郡ICから車で20分
一般・大型バス：有り

なが やま

期間/日時 通年
場　所 萬福寺（益田市東町25－33）
料　金 2,500円～

お問い
合せ先

〒698-0024 島根県益田市駅前町17-1
益田駅前ビルEAGA3階
FAX：0856-23-4655
8：30～ 17：15

〒

営

中世益田満喫プラン
益田家文書には益田家が毛利家と和睦
した際、吉田郡山城内で催された益田
氏主催の祝宴で出された料理の献立の
記述があります。
これを忠実に再現したものを中世の古
刹萬福寺でご堪能いただく「中世益田」
満喫プランです。

益田中世の古刹で毛利元就を
もてなした祝い膳を堪能

■
■
■

■
■

開始時間
定員
アクセス

予約
ガイド・インストラクター

ご要望に応じます
40名
①ＪＲ益田駅からバスで約10分
②浜田道浜田ICから約50分／中国自動車道戸河内ＩＣから約70分
　六日市ＩＣから約70分
必要
有り

0856-31-0331

益田市産業経済部観光交流課

お問い
合せ先

〒750-0008 山口県下関市田中町5番6号
FAX：083-231-1853
8：30～ 17：15（平日）
httsp://wwwshimonoseki.travel/

〒

営

甲冑・官女衣装着付体験
総重量20kgの甲冑や、きれいな官女衣
装の着付け体験ができます。時代装束
に身を包み、長府毛利邸の綺麗なお庭
で写す記念写真は、他のどこで撮ったも
のよりも喜ばれること請け合いです。
カップル限定で、晋作とおうの、龍馬と
おりょうに扮してのまち歩きもできます。

下関

期間/日時 2017年10月～ 11月の日曜･祝日
場　所 長府毛利邸（下関市長府惣社町4-10）
料　金 1人1着につき500円

歴史を肌で感じてみませんか

083-231-1350

しものせき観光キャンペーン
実行委員会

■
■
■
■

■

■

開始時間
定員
最少催行人員
アクセス

駐車場

ガイド・インストラクター

10:00 ～ 15:30（受付は14:30分まで）
無し（ただし、衣装に限りあり）
1名
①JR下関駅からバス23分城下町長府下車、徒歩10分
②中国自動車道下関ICから約25分
一般：近隣の有料パーキング利用　
大型バス：長府観光会館（長府毛利邸から徒歩10分）に駐車可
無し

■予約 不要

■注意事項 先着順となります

■所要時間 着付時間20分

■
■
所要時間
最少催行人員

約１時間
10名

■ガイド・インストラクター 有り

きつ わ の たん

かっちゅう かんじょ

期間/日時 9月～ 12月の朝霧がでそうな日
場　所 まったけや（津和野町中座イ1944-5）
料　金 500円、小学生以下無料

お問い
合せ先

〒699-5605 島根県鹿足郡津和野町後田イ71-2
FAX：0856-72-1191
9：00～ 17：00　　
http://tsuwano-kanko.net/

〒

営

津和野模様 朝霧奇譚
秋から冬にかけて、城下町津和野は気象に
よって霧にすっぽりと覆われます。美味し
い朝の空気とオリジナルコーヒー「鴎外先
生の珈琲」を味わいながら、ガイドさんとと
もに神秘的な絶景「朝霧に浮かぶ津和野
城跡」を鑑賞します。

津和
野

朝霧に浮かぶ津和野城跡鑑賞体験

■
■
■
■

■
■
■

開始時間
所要時間
最少催行人員
アクセス

駐車場
ガイド・インストラクター
注意事項

早朝、朝霧がでそうな時間（ご予約時に開催時間をお知らせ）
約1時間
6名
①JR津和野駅から徒歩約40分またはタクシーで約5分
②中国自動車道六日市ICから約60分／小郡ICから車で約70分
一般：まったけや駐車場　大型バス：無し
地元ガイドがご案内
天候等により朝霧を体験できない場合もご返金はできません

0856-72-1771

（一社）津和野町観光協会

■
■
定員
予約

30名程度
出発日の前日17：00までに予約・お支払い（前金制）

つ わ の

期間/日時 通年
場　所 津和野町日本遺産センター
料　金 200円予定

お問い
合せ先

〒699-5605　島根県鹿足郡津和野町後田ロ253
FAX：0856-72-1902
9：00～ 17：00　　
https://tsuwano100.net/facility/

〒

営

津和野百景図ぬりえ体験
美しい津和野百景図を良く見て、色を塗
ろう。「なぜこの部分にこの色を塗る？」
考えながら絵に隠されていた物語が見え
てきます！　大人も子どもも挑戦できる
塗り絵体験です。彩色用具は準備してい
ます。

津和
野

色を塗って百景図の世界を再現しよう！

■
■
■
■

■
■
■

開始時間
所要時間
最少催行人員
アクセス

駐車場
ガイド・インストラクター
注意事項

9：00 ～ 17：00
1時間程度
1名
①ＪＲ津和野駅から徒歩5分
②中国自動車道六日市ICから約60分／小郡ICから約75分
一般：3台　大型バス：無し（駅前駐車場利用）
有り
施設が小さいため団体での作業困難、個人向け素材

0856-72-1901

津和野町日本遺産センター

■
■
定員
予約

5名
不要

きく や

はぎ きく や もう り とう こう じ
体
験
メ
ニ
ュ
ー

体
験
メ
ニ
ュ
ー
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期間/日時［東光寺（ランチ）］2017年10月6日（金）～8日（日）、14日（土）～15日（日）、21日（土）～22日（日）
※萩･竹灯路物語プレミアムにあわせて実施予定
［菊屋家住宅（ディナー）］2017年10月28日（土）、11月4日（土）、11日（土） 計3回実施予定

場　所 東光寺（萩市椿東1647番地）、菊屋家住宅（萩市呉服町1-1） 料　金 3,500円（税込、入館料等込み）

萩

開始時間
所要時間
予約

■
■
■

東光寺（ランチ）12：00、菊屋家住宅（ディナー）18：30 ※時間は変更の場合あり
90分
【一般（東光寺のみ対応）】前日午前中までに萩市観光協会へ要予約
【募集型旅行（個人旅行客向けオプショナルプランを想定）】バウチャー発券時点で人数を萩市観光協会へ要連絡（3日前まで）

アクセス

ガイド・インストラクター
注意事項

■

■
■

①JR新山口駅からスーパーはぎ号（直行バス）約60分　
②中国自動車道美祢東JCT経由、小郡萩道路（無料）絵堂ICから約20分
入場券発売所前等にご集合いただきスタッフの誘導で入場
特にランチについて団体旅行対応検討中・販売手数料対応（要相談）

定員■ 菊屋家住宅30名、東光寺40名 最少催行人員■ 菊屋家住宅20名

お問い合せ先
0838-25-1750

（公社）萩市観光協会

萩城下町「菊屋家住宅」・毛利家菩提寺「東光寺」でのグルメプラン
明治維新ゆかりの場所である「東光寺」でお昼を、夜は世界遺産・萩城下町にある「菊屋家住宅」を会
場に、産地だからこそ出来る鮮度の良い素材を生かし、和食文化を感じることのできる「一つ先の新し
い料理」である「はぎ弁当」をお召し上がりいただく特別プランです。
また、お食事の際は、住職や観光ガイド等による講話もお聞きいただけます。

明治維新ゆかりの場所でのお食事

〒758-0061 山口県萩市椿3537-3　FAX：0838-25-2073
9：00～ 17：45（12月～ 2月9：00～ 17：00）
http://hagishi.com/

〒

営

お問い
合せ先

〒754-0897 山口県山口市嘉川5031番地
FAX：083-989-2021
8:00 ～ 17:00
http://www.santouka.com

〒

営083-989-2020
金光酒造株式会社

金光酒造蔵元見学
酒とふるさとをこよなく愛した漂白の俳人・
種田山頭火の名前を冠した日本酒を製造す
る金光酒造では、蔵元見学や試飲をするこ
とができます。

山口

期間/日時 2017年9月～ 12月の事前予約による実施可能日
場　所 金光酒造（山口市嘉川5031番地）
料　金 無料

漂白の俳人「山頭火」をモチーフにした
地酒を作る蔵元を見学

■
■
■
■
■
■
■

開始時間
所要時間
定員
最少催行人員
予約
アクセス
ガイド・インストラクター

予約時に打合せ 
30分～ 1時間 
40名
1名 
2週間前までに要予約
JR新山口駅から宇部線で上嘉川駅下車
有り

■
■
所要時間
最少催行人員

ー 
1名

■
■
所要時間
最少催行人員

1 ～ 2時間（ご要望に応じます）
20名 ■予約 必要

お問い
合せ先

〒757-0001 山口県山陽小野田市大字厚狭367-1
FAX：0836-72-0012
8：30～ 20：00（第1・第3日曜休業）
http://www.yamanosake.com/index.html

〒

営

永山酒造酒蔵、
山口ワイナリーで試飲・見学!!
本社蔵では地酒の日本酒、焼酎が試飲して楽しめ、酒蔵
を見学することができます。ワイナリーは山口県唯一であ
り、ワイン工場見学や、時期によっては山口ワインに使用
されている品種「カベルネソーヴィニヨン」のぶどう畑を
見ることができます。（ぶどうの収穫祭は9月下旬）

山陽
小野

田

期間/日時 通年
場　所 永山酒造（山陽小野田市大字厚狭367-1）、

山口ワイナリー（山陽小野田市石束）

料　金 見学試飲費用無料

おいしいお酒はこうやってできる！
酒蔵、ワイン工場見学ツアー

■
■
■

■

■

開始時間
定員
アクセス

駐車場

ガイド・インストラクター

予約時に応相談
80名
①［永山酒造］JR厚狭駅から徒歩10分　［山口ワイナリー］JR厚狭駅からタクシーで8分
②［永山酒造］山陽自動車道小野田ICから車で8分　［山口ワイナリー］山陽自動車道小野田ICから車で11分
［永山酒造］一般：5台（無料）　大型バス：本町バス停下車徒歩2分
［山口ワイナリー］一般：10台（無料）　大型バス：駐車可能
有り

0836-73-1234
永山酒造

期間/日時 ［特別公開］2017年10月中旬～11月末予定 ［特別延長］2017年12月1日～ 10日予定
場　所 菊屋家住宅（萩市呉服町1-1 ）
料　金 大人・大学生600円（500円）、中・高生 300円（250円）、小学生200円（170円）  （ ）は20名以上の団体料金、障がい者手帳をお持ちの方と介添者（1名）は団体料金適用

萩

開始時間
定員
アクセス

■
■
■

8：30 ～ 17：30（入館は17：15まで）
約50名
①JR新山口駅からスーパーはぎ号（直行バス）約60分で萩･明倫センター着、
　萩循環まぁーるバス西回り（晋作くん）乗車で約2分、「萩美術館 浦上記念館・萩城城下町入口」下車　
②中国自動車道美祢東JCT経由、小郡萩道路（無料）絵堂ICから約20分
　

予約
駐車場
ガイド・インストラクター
注意事項

■
■
■
■

7日前までに人数を要連絡、個人型オプションプランの場合は当日バウチャー券の提示が必要
中央公園駐車場利用 　一般：146台（1回310円）　大型バス：10台（1回1,030円）
入場券発売所前等にご集合いただきスタッフの誘導で入場
募集型旅行商品限定プラン・販売手数料対応（要相談）

所要時間
最少催行人員

■
■

ー
ー

お問い合せ先
0838-25-1750

（公社）萩市観光協会

菊屋家住宅 秋の庭園特別公開の延長
明治32年、伊藤博文公が帰萩の際に宿泊されており、このお庭をご覧になられた、日頃非公
開の南側の庭園を、秋のこの時期に特別公開します。この庭園は、江戸時代から昭和初期にか
けて作庭されたもの。今回、キャンペーンのお客様だけに期間を延長して公開します。
またDC期間中は、菊屋家に伝わる重要文化財の特別公開も実施しています。

ＤＣ限定！ 庭園特別公開期間を特別に延長します！

〒758-0061 山口県萩市椿3537-3　FAX：0838-25-2073
9：00～ 17：45（12月～ 2月9：00～ 17：00）
http://hagishi.com/

〒

営

ます だ

かね みつ

お問い
合せ先

〒747-0231 山口県山口市徳地堀1673-1
FAX：0835-52-0056
9:00 ～ 17:30
http://wakamusume.com/

〒

営0835-52-0 016
新谷酒造株式会社

新谷酒造 蔵元見学
山口地酒「わかむすめ」の蔵元「新谷酒造」に立ち寄
り、蔵元見学と試飲で地酒を味わうこともできます。
清酒『わかむすめ』は、なるべく醪（もろみ）にストレス
をかけないよう酒袋に移し、一袋、一袋を槽（ふね）と
呼ばれる搾り機に丁寧に積み重ね、ゆっくりと約3日
かけて搾ります。通常、搾った後は炭素ろ過や加水を
致しますが、新谷酒造では、何も手を加えず、搾った
そのままを全量出荷しております。蔵人にしか味わえ
なかったその味を、ぜひ体感してみてください。 

山口

期間/日時 2017年9月～ 12月
場　所 新谷酒造（山口市徳地堀1673-1） 料　金 無料

蔵人にしか味わえなかった味を体感

■
■
■
■
■

開始時間
定員
予約
アクセス
ガイド・インストラクター

ー 
20名 
蔵元見学を希望される場合は１ヶ月前までに要予約
中国自動車道徳地ICから約3分
有り

しん たに

お問い
合せ先

〒753-0089 山口県山口市亀山町4-1（亀山公園）
FAX：083-924-7386
9：00～ 17：00

〒

営083-920-1549
山口サビエル記念聖堂

山口サビエル記念聖堂 パイプオルガン体験
オルガン探検とミニコンサートで礼拝堂に響くパイ
プオルガンを体験します。
オルガン探検では、通常は立ち入ることが出来ない
礼拝堂のらせん階段上にあるパイプオルガンを間近
で見て音を聞くことができます。パイプオルガンクイ
ズに答えればパイプオルガン演奏ＣＤプレゼント。
その他、期間限定の特別展示（祭服展示）や、聖堂
内外の無料ガイドも実施（2名以上で要予約）。

山口

期間/日時 2017年9月～ 12月の原則土曜（その他応相談）
場　所 サビエル記念聖堂（山口市亀山町4-1）
料　金 無料（聖堂内要寄付）、展示見学は1階記念館の入館料必要（大人300円、小学生以下200円）

礼拝堂に響くパイプオルガンを体験

■
■
■
■
■

開始時間
定員
予約
アクセス
駐車場

15：00 ～ 16：00（その他応相談） 
約30名
1週間前までに申込み
①JR山口線山口駅から徒歩で15分　②中国自動車道小郡ICから車で20分
一般・大型バス：有り

なが やま

期間/日時 通年
場　所 萬福寺（益田市東町25－33）
料　金 2,500円～

お問い
合せ先

〒698-0024 島根県益田市駅前町17-1
益田駅前ビルEAGA3階
FAX：0856-23-4655
8：30～ 17：15

〒

営

中世益田満喫プラン
益田家文書には益田家が毛利家と和睦
した際、吉田郡山城内で催された益田
氏主催の祝宴で出された料理の献立の
記述があります。
これを忠実に再現したものを中世の古
刹萬福寺でご堪能いただく「中世益田」
満喫プランです。

益田中世の古刹で毛利元就を
もてなした祝い膳を堪能

■
■
■

■
■

開始時間
定員
アクセス

予約
ガイド・インストラクター

ご要望に応じます
40名
①ＪＲ益田駅からバスで約10分
②浜田道浜田ICから約50分／中国自動車道戸河内ＩＣから約70分
　六日市ＩＣから約70分
必要
有り

0856-31-0331

益田市産業経済部観光交流課

お問い
合せ先

〒750-0008 山口県下関市田中町5番6号
FAX：083-231-1853
8：30～ 17：15（平日）
httsp://wwwshimonoseki.travel/

〒

営

甲冑・官女衣装着付体験
総重量20kgの甲冑や、きれいな官女衣
装の着付け体験ができます。時代装束
に身を包み、長府毛利邸の綺麗なお庭
で写す記念写真は、他のどこで撮ったも
のよりも喜ばれること請け合いです。
カップル限定で、晋作とおうの、龍馬と
おりょうに扮してのまち歩きもできます。

下関

期間/日時 2017年10月～ 11月の日曜･祝日
場　所 長府毛利邸（下関市長府惣社町4-10）
料　金 1人1着につき500円

歴史を肌で感じてみませんか

083-231-1350

しものせき観光キャンペーン
実行委員会

■
■
■
■

■

■

開始時間
定員
最少催行人員
アクセス

駐車場

ガイド・インストラクター

10:00 ～ 15:30（受付は14:30分まで）
無し（ただし、衣装に限りあり）
1名
①JR下関駅からバス23分城下町長府下車、徒歩10分
②中国自動車道下関ICから約25分
一般：近隣の有料パーキング利用　
大型バス：長府観光会館（長府毛利邸から徒歩10分）に駐車可
無し

■予約 不要

■注意事項 先着順となります

■所要時間 着付時間20分

■
■
所要時間
最少催行人員

約１時間
10名

■ガイド・インストラクター 有り

きつ わ の たん

かっちゅう かんじょ

期間/日時 9月～ 12月の朝霧がでそうな日
場　所 まったけや（津和野町中座イ1944-5）
料　金 500円、小学生以下無料

お問い
合せ先

〒699-5605 島根県鹿足郡津和野町後田イ71-2
FAX：0856-72-1191
9：00～ 17：00　　
http://tsuwano-kanko.net/

〒

営

津和野模様 朝霧奇譚
秋から冬にかけて、城下町津和野は気象に
よって霧にすっぽりと覆われます。美味し
い朝の空気とオリジナルコーヒー「鴎外先
生の珈琲」を味わいながら、ガイドさんとと
もに神秘的な絶景「朝霧に浮かぶ津和野
城跡」を鑑賞します。

津和
野

朝霧に浮かぶ津和野城跡鑑賞体験

■
■
■
■

■
■
■

開始時間
所要時間
最少催行人員
アクセス

駐車場
ガイド・インストラクター
注意事項

早朝、朝霧がでそうな時間（ご予約時に開催時間をお知らせ）
約1時間
6名
①JR津和野駅から徒歩約40分またはタクシーで約5分
②中国自動車道六日市ICから約60分／小郡ICから車で約70分
一般：まったけや駐車場　大型バス：無し
地元ガイドがご案内
天候等により朝霧を体験できない場合もご返金はできません

0856-72-1771

（一社）津和野町観光協会

■
■
定員
予約

30名程度
出発日の前日17：00までに予約・お支払い（前金制）

つ わ の

期間/日時 通年
場　所 津和野町日本遺産センター
料　金 200円予定

お問い
合せ先

〒699-5605　島根県鹿足郡津和野町後田ロ253
FAX：0856-72-1902
9：00～ 17：00　　
https://tsuwano100.net/facility/

〒

営

津和野百景図ぬりえ体験
美しい津和野百景図を良く見て、色を塗
ろう。「なぜこの部分にこの色を塗る？」
考えながら絵に隠されていた物語が見え
てきます！　大人も子どもも挑戦できる
塗り絵体験です。彩色用具は準備してい
ます。

津和
野

色を塗って百景図の世界を再現しよう！

■
■
■
■

■
■
■

開始時間
所要時間
最少催行人員
アクセス

駐車場
ガイド・インストラクター
注意事項

9：00 ～ 17：00
1時間程度
1名
①ＪＲ津和野駅から徒歩5分
②中国自動車道六日市ICから約60分／小郡ICから約75分
一般：3台　大型バス：無し（駅前駐車場利用）
有り
施設が小さいため団体での作業困難、個人向け素材

0856-72-1901

津和野町日本遺産センター

■
■
定員
予約

5名
不要

きく や

はぎ きく や もう り とう こう じ
体
験
メ
ニ
ュ
ー

体
験
メ
ニ
ュ
ー

西の国から 2017 秋冬号 48



■予約 必要

■所要時間 30～60分

■所要時間 約1時間30分

お問い
合せ先

〒759-4106 山口県長門市仙崎2874番地
FAX：0837-26-1120
9：00～ 17：00 
http://www.nanavi.jp/attractions/oumijimakyouwakoku

〒

営

青海島共和国
魚のさばき方体験
地元で獲れた新鮮な魚の刺身・姿づくりを
体験。
食材はもちろんその日のうちに獲れた地元
の新鮮な魚で、さばいた後は刺身・海鮮
バーベキューなどを堪能できます。
初めての方でも気軽に参加できるのが魅力。

長門

期間/日時 通年
場　所 青海島共和国（長門市仙崎2874番地）

料　金 3,000円（昼食代込）

日本海の新鮮な魚を
さばいて…食べて…大満足！

■
■
■
■
■
■
■

開始時間
定員
予約
アクセス

駐車場
ガイド・インストラクター

10：00 ～（応相談）
30名
1週間前まで
①JR長門市駅からタクシーで15分
②中国自動車道美祢ICから約50分
一般：有り　大型バス：有り
有り

0837-26-1120 

青海島共和国
（旧青海島小学校）

お問い
合せ先

〒753-0034 山口県山口市下竪小路12
FAX：083-932-1877
9：00～ 17：00
http://y-densho.sblo.jp/

〒

営

大内塗の箸づくり体験
山口市に伝わる伝統工芸の一つで、大内
塗の箸づくりを体験できます。
日用品として、自分用にも、お土産にして
も喜ばれる世界に一つだけの箸を作って
みませんか？
お渡しは体験後約3週間後となります。

山口

期間/日時 通年（12月29日～ 1月5日、8月14日～ 16日を除く）
場　所 山口ふるさと伝承総合センター（山口市下竪小路12）
料　金 860円（税込/後日送付の場合送料が別途必要）

伝統の技で作る

■
■
■
■

■
■

開始時間
定員
最少催行人員
アクセス

駐車場
ガイド・インストラクター

10：00～16：00
50名（それ以上は応相談）
1名
①JR山口駅から防長バスで竪小路停留所下車
②中国自動車道山口ICから車で20分／小郡ICから車で25分
一般：20台程度（無料）　大型バス：有り（要事前連絡）
有り

083-928-3333

山口ふるさと伝承
総合センター

おお うち ぬり

■
■
所要時間
最少催行人員

約1時間
1名

金魚ちょうちん寺子屋
柳井の白壁の町並みに構える河村信男
工房。
柳井の町に金魚ちょうちんを広めた河村
信男氏の伝統の業を受け継ぐこの工房
で、金魚ちょうちんの歴史を知り、オリジ
ナルの金魚ちょうちんを作ってみよう！

柳井

期間/日時 2017年9月～ 12月（金曜定休）
場　所 河村信男工房（柳井市柳井津古市495-1）
料　金 1,080円

金魚ちょうちんを学び、作ってみよう！

■
■
■
■

■
■

開始時間
定員
予約
アクセス

駐車場
ガイド・インストラクター

【受付時間】11：00 ～ 16：00
20名
2週間前までに予約
①JR柳井駅下車徒歩約10分
②山陽自動車道玖珂ICから約20分
一般：周辺観光駐車場利用　大型バス：白壁ふれあい広場
体験指導

■
■
所要時間
最少催行人員

2時間
1名

■
■
所要時間
最少催行人員

約2時間
4名

■注意事項 体験時間は応相談

お問い
合せ先

三田尻塩田記念産業公園 塩作り体験
三田尻塩田記念産業公園では、塩の一大
生産地として栄えた「三田尻」の功績を後
世に伝えるため、当時のままに入浜式「三
田尻塩」の塩作りが体験できます。工程の
一部を体験することで、昔の人の塩作り
の大変さなどを実感することができます。

防府

期間/日時 4月～10月
場　所 三田尻塩田記念産業公園（防府市大字浜方381-3）
料　金 入園料 大人300円（200円）、小人200円（100円）

（  ）は20名以上の団体料金

260年にわたりわが国の塩業を
支えた三田尻塩田

■
■
■
■

■
■

開始時間
定員
予約
アクセス

駐車場
ガイド・インストラクター

9：00～
40名程度
7日前まで
①ＪＲ防府駅からバスで約18分「長平橋」下車後、徒歩約6分
②山陽自動車道防府東ICから車で約25分／防府西ICから車で約20分
一般：有り　大型バス：有り
有り

0835-25-3510

三田尻塩田記念産業公園　
管理事務室

み たじり

〒747-0833 山口県防府市大字浜方381-3
FAX：0835-25-3510
9:00 ～ 16:00　
月曜、火曜（11～3月）、国民の祝日の翌日、12月29日～1月3日休園

〒

営

あか ま すずり

お問い
合せ先

〒757-0214 山口県宇部市西万倉793番地
FAX：0836-67-0641
9：00～ 17：00

〒

営

赤間硯製作体験
およそ800年前から、硯のブランドとして今に続
く赤間硯は、その歴史と伝統から国の伝統的工
芸品に指定されています。その伝統ある赤間硯
の制作を体験してみませんか。簡単な硯型のペ
ンダントから、書道や水墨画に使える本格的な
硯まで、御希望に併せてお申込みいただけます。

宇部

期間/日時 2017年～ 場　所 赤間硯の里又は宇部市万倉ふれあいセンター（人数により異なる）
料　金 ［ペンダント製作体験］2時間コース2,500円～（合成漆仕上げ、当日お渡し）

［硯制作体験］4時間コース8,000円～、工房貸切1日コース15,000円～、
本気の職人体験こだわりの2日間コース25,000円～ （いずれも漆仕上げ、桐箱入り、後日郵送）

800年の伝統の技を体験！

■
■
■
■
■
■

■
■

開始時間
所要時間
定員
最少催行人員
予約
アクセス

駐車場
注意事項

9:00 
［ペンダント製作体験］2時間　［硯制作体験］4時間～ 2日 
［ペンダント製作体験］4～ 40名　［硯制作体験］4時間コース2～ 15名、1日コース・2日間コース1～ 2名
1名
事前準備のため早めに要申込み
①船鉄バス「くすのき号」小河内バス停から徒歩11分
②山陽自動車道宇部ICから車で40分
一般：約10台　大型バス：可
受入可能な日程が限られておりますのでご了承ください

0836-67-0641

山口県赤間硯生産協同組合
（代表：日枝）

■ガイド・インストラクター 有り

■最少催行人員 1名 ■予約 必要

はぎ やき

お問い
合せ先

〒758-0061 山口県萩市椿3537-3　
FAX:0838-25-2073
9:00 ～ 17:45（12月～ 2月9:00 ～ 17:00）
http://hagishi.com/

〒

営

萩市内窯元 萩焼体験
約400年の伝統を誇る萩焼。
登り窯や作業工程の見学、制作体験ができ
る窯元もあるので、実際に絵付けやろくろ
体験をしながら萩焼のあたたかさに触れ、
オリジナルの作品をつくってみませんか？

萩

期間/日時 通年
場　所 元萩窯（萩市川島14、電話0838-25-0842）、城山窯（萩市堀内31-15、電話0838-25-1666）、

天龍窯（萩市椿東3162-4、電話0838-25-2649）、萩焼会館（萩市椿東3155、電話0838-25-9545）、
吉賀大眉記念館（萩市椿東永久山426-1、電話0838-26-5180）、緑栄窯（萩市椿2153-4、電話0838-25-2088）

料　金 絵付け1,030円～、手びねり1,840円～、ろくろ2,160円～（施設により異なる）

オリジナルの萩焼を作って
みませんか？

■
■
■
■
■
■
■

開始時間
所要時間
定員
アクセス
駐車場
ガイド・インストラクター
注意事項

施設により異なる
絵付け 20～30分、手びねり 30～60分、ろくろ 20～60分 
施設により異なる
①JR東萩駅から車で5～10分　②中国自動車道美祢JCT～絵堂ICから約20～25分
一般：有り　大型バス：施設によっては可
有り
施設によって体験できる内容や料金が異なるため要事前確認

0838-25-1750
（公社）萩市観光協会

■最少催行人員 1名

■ガイド・インストラクター 有り

お問い
合せ先

〒758-0011 萩市椿東越ヶ浜1189-453　
FAX：0838-26-2666
9：00～ 17：00
http://www.hagi-glass.jp/

〒

営

萩ガラス体験
市内で「萩ガラス」を唯一制作している工
房。原材料は笠山に産出する石英玄武岩
(安山岩)を使用し、原石から一貫生産して
います。淡い緑色の「玄武岩ガラス」、3層
構造で内側にヒビを封じ込めた「内ヒビ貫
入ガラス」など、制作体験もできますので、
自分だけのガラスを作ってみませんか？

萩

期間/日時 通年 場　所 萩ガラス工房（萩市椿東越ヶ浜1189-453）
料　金 宙吹きガラス3,600円（送料別）、ガラス彫刻1,550円、アクセサリー制作1,550円

美しい萩ガラスでオリジナルの
作品を作ってみませんか？

■
■
■
■
■

■
■

開始時間
所要時間
定員
予約
アクセス

駐車場
注意事項

9：00～16：00
宙吹きガラス約20分、ガラス彫刻約30 ～ 60分、アクセサリー制作約45分
体験メニューにより異なる
必要
①JR東萩駅から防長バスで13分、徒歩約10分
②中国自動車道美祢東JCT ～絵堂ICから約35分
一般：約10台　大型バス：可
宙吹きガラスは3ヶ月毎に材料が変わります（みどりの萩ガラスまたは内ヒビガラス）

0838-26-2555
萩ガラス工房

はぎ おお み じま

■予約 2週間前まで

■ガイド・インストラクター 製作指導、工場見学

お問い
合せ先

〒742-0021 山口県柳井市柳井5275　
FAX：0820-22-3875
9：00～19：00
http://www.kasinoki.co.jp/index.htm

〒

営

お菓子屋さんで１日パティシエ
使うのはもちろん、いつもパティシエが使っ
ているのと同じ道具！家庭ではなかなか使
わないような、泡だて器やケーキの回転台
などなど、目新しいものもあるかも。「あん
なケーキが食べたい！」、「わたしだけのケー
キを作ってみたい！」を叶えてみませんか？
※クリームは、生クリームとチョコクリーム
から選べます。

柳井

期間/日時 2017年9月～ 11月
場　所 あさひ製菓株式会社（果子乃季総本店）
料　金 5号（直径15ｃｍ）3,000円、6号（直径18ｃｍ）4,000円

※卵アレルギー対応スポンジは500円(税込)追加 ※クッキー作り体験への変更可能（1人1,000円）

パティシエになりきって
素敵なケーキを作ろう！

■
■
■
■
■

開始時間
定員
最少催行人員
アクセス
駐車場

【受付時間】10：00 ～ 15：00
40名（25名以上の場合は2班に分け工場見学とセットにして入替制で実施）
1名
①JR柳井駅から車で約10分　②山陽自動車道玖珂ICから約20分
有り

0820-22-0757
あさひ製菓株式会社

■
■
所要時間
最少催行人員

120分程度
20名

■ガイド・インストラクター 有り

お問い
合せ先

〒755-0084 山口県宇部市大字川上697-20　
FAX：0836-22-3271
9：00～17：00
http://www.ubekama.co.jp/learn/kengaku.html

〒

営

「かまぼこ工場見学」と「かまぼこ歴史館」で「ちくわ体験」
本社工場は、地域の方々が工場内部で
の『かまぼこづくり』を気軽に見て楽しん
でいただけるように、オープンで広 と々し
た見学者用通路を設置しております。
見学の後は「かまぼこ歴史館」で『ちくわ
づくり体験』！
自分で作った出来たての「ちくわ」をぜひ
食べてみてくださいね。
最後は直売店でお買い物が楽しめます。

宇部

期間/日時 2017年11月末まで
場　所 宇部蒲鉾株式会社（宇部市大字川上697-20）
料　金 無料

宇部市といえば“うべかま”！「かまぼこ・ちくわ」が出来るまでを楽しく美味しく学ぶ

■
■
■
■
■

開始時間
定員
予約
アクセス
駐車場

10：00 ～ 15：00
30名程度
1ヶ月前まで
山陽自動車道宇部ICから車で5分
有り

080-2910-0418

宇部蒲鉾株式会社 
バスツアー関係担当者 冨村

■
■
所要時間
最少催行人員

20分～
1名

ばん じゃく がま はぎ やき

お問い
合せ先

〒759-4103 山口県長門市深川湯本門前2671
http://yumotoonsen.com/hagi_ware/

〒

盤石窯 萩焼体験
窯元の名に由来するとおり、「大寧寺」
は「盤石橋」のそばに萩焼窯「盤石窯」
があります。開窯された萩焼作家・金本
先生は、とても気さくなお人柄で肩肘張
らずに、気軽に柔軟な対応で陶芸体験
させて下さいます。貴方だけのオリジナ
ル萩焼を作ってみませんか。　　　　

長門

期間/日時 通年（予約制） 場　所 盤石窯
料　金 ろくろコース3,000円、絵付けコース1,000円～ 5,000円

（作品送付希望の場合は着払い）

萩焼窯元のお膝元で萩焼体験

■
■
■
■

■
■

開始時間
定員
予約
アクセス

駐車場
ガイド・インストラクター

予約調整
10名まで
前日まで
①JR美祢線「長門湯本駅」から徒歩15分
②中国自動車道美祢ICから25分
一般：4～ 5台程度
有り

0837-25-3513
盤石窯（金本明夫先生）

（携帯：090-8360-3392）

■最少催行人員 1名
■所要時間 約2時間

お問い
合せ先

〒756-0877 山口県山陽小野田市焼野海岸
FAX：0836-39-5355
9：00～ 17：00（月曜・火曜（祝日の場合翌日）年末年始休館）
http://ｗｗｗ.onodaglass.jp 

〒

営

ガラス製作体験
きららガラス未来館 

平成16年に誕生した「きららガラス未
来館」は、どなたでも気軽にさまざまな
ガラス体験ができる施設です。
熱により生まれ変わるガラスの特性に触
れるとともに、作品を創り上げる喜びを
体感してください。

山陽
小野
田

期間/日時 通年 場　所 きららガラス未来館
料　金 エナメル絵付け1,280円～、サンドブラスト・ジェルキャンドル1,070円～、

とんぼ玉制作1,900円～、ガラスアクセサリー1,590円～、吹きガラス2,620円～

ガラス造りの楽しさを体験してみませんか？

■
■
■
■

■
■
■

開始時間
定員
予約
アクセス

駐車場
ガイド・インストラクター
注意事項

9：00 ～ 15：30
吹きガラスのみ5名
吹きガラス体験のみ要予約、他の体験は予約不要
①JR小野田駅から本山方面「焼野バス停」下車、徒歩3分
②山陽自動車道小野田ICから車で25分／ JR小野田駅から車で20分／山口宇部空港から車で30分
一般：10台（無料）、隣接の「きららビーチ焼野」215台（無料）　大型バス：可
有り（各種体験）
吹きガラス体験は火のそばでの作業になるため、綿素材の服装、長ズボン・運動靴の様な肌が隠れて動きやすく、汚れてもよい格好でお越しください

0836-88-0 064
きららガラス未来館 お問い

合せ先
〒742-0022 山口県柳井市柳井津古市495-1
11：00～ 16：00（金曜定休）

〒

営0820-22-5956
河村信男工房

■
■
所要時間
最少催行人員

60分程度
10名程度

お問い
合せ先

〒745-0401 山口県周南市大字須万2427-2
FAX：0834-86-2145
8：30～17：15

〒

営

伝統工芸の館 須金和紙センター
明治時代に約400戸が紙を漉いていた
といわれる周南市須金地区。伝統工芸
を継承していくために整備された須金和
紙センターでは、和紙づくりが体験でき
ます。おじいちゃんやおばあちゃんと楽
しく和紙づくりできるのもここならでは
の魅力！昔話を聞きながら歴史について
も学べます。

周南

期間/日時 通年（12月28日～1月4日休館）
場　所 須金和紙センター（周南市大字須万2435）

料　金 1名500円

交流と学びの和紙づくり体験

■
■
■
■

■
■

開始時間
定員
予約
アクセス

駐車場
ガイド・インストラクター

9：00 ～ 16：00
20名程度
必要
①JR徳山駅から防長バスで1時間
②山陽道徳山東ICから国道2号、国道315号、国道434号経由で約50分
一般：10台　大型バス：1台
有り

0834-86-2201
周南市須金公民館

すがね

体
験
メ
ニ
ュ
ー

体
験
メ
ニ
ュ
ー
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■予約 必要

■所要時間 30～60分

■所要時間 約1時間30分

お問い
合せ先

〒759-4106 山口県長門市仙崎2874番地
FAX：0837-26-1120
9：00～ 17：00 
http://www.nanavi.jp/attractions/oumijimakyouwakoku

〒

営

青海島共和国
魚のさばき方体験
地元で獲れた新鮮な魚の刺身・姿づくりを
体験。
食材はもちろんその日のうちに獲れた地元
の新鮮な魚で、さばいた後は刺身・海鮮
バーベキューなどを堪能できます。
初めての方でも気軽に参加できるのが魅力。

長門

期間/日時 通年
場　所 青海島共和国（長門市仙崎2874番地）

料　金 3,000円（昼食代込）

日本海の新鮮な魚を
さばいて…食べて…大満足！

■
■
■
■
■
■
■

開始時間
定員
予約
アクセス

駐車場
ガイド・インストラクター

10：00 ～（応相談）
30名
1週間前まで
①JR長門市駅からタクシーで15分
②中国自動車道美祢ICから約50分
一般：有り　大型バス：有り
有り

0837-26-1120 

青海島共和国
（旧青海島小学校）

お問い
合せ先

〒753-0034 山口県山口市下竪小路12
FAX：083-932-1877
9：00～ 17：00
http://y-densho.sblo.jp/

〒

営

大内塗の箸づくり体験
山口市に伝わる伝統工芸の一つで、大内
塗の箸づくりを体験できます。
日用品として、自分用にも、お土産にして
も喜ばれる世界に一つだけの箸を作って
みませんか？
お渡しは体験後約3週間後となります。

山口

期間/日時 通年（12月29日～ 1月5日、8月14日～ 16日を除く）
場　所 山口ふるさと伝承総合センター（山口市下竪小路12）
料　金 860円（税込/後日送付の場合送料が別途必要）

伝統の技で作る

■
■
■
■

■
■

開始時間
定員
最少催行人員
アクセス

駐車場
ガイド・インストラクター

10：00～16：00
50名（それ以上は応相談）
1名
①JR山口駅から防長バスで竪小路停留所下車
②中国自動車道山口ICから車で20分／小郡ICから車で25分
一般：20台程度（無料）　大型バス：有り（要事前連絡）
有り

083-928-3333

山口ふるさと伝承
総合センター

おお うち ぬり

■
■
所要時間
最少催行人員

約1時間
1名

金魚ちょうちん寺子屋
柳井の白壁の町並みに構える河村信男
工房。
柳井の町に金魚ちょうちんを広めた河村
信男氏の伝統の業を受け継ぐこの工房
で、金魚ちょうちんの歴史を知り、オリジ
ナルの金魚ちょうちんを作ってみよう！

柳井

期間/日時 2017年9月～ 12月（金曜定休）
場　所 河村信男工房（柳井市柳井津古市495-1）
料　金 1,080円

金魚ちょうちんを学び、作ってみよう！

■
■
■
■

■
■

開始時間
定員
予約
アクセス

駐車場
ガイド・インストラクター

【受付時間】11：00 ～ 16：00
20名
2週間前までに予約
①JR柳井駅下車徒歩約10分
②山陽自動車道玖珂ICから約20分
一般：周辺観光駐車場利用　大型バス：白壁ふれあい広場
体験指導

■
■
所要時間
最少催行人員

2時間
1名

■
■
所要時間
最少催行人員

約2時間
4名

■注意事項 体験時間は応相談

お問い
合せ先

三田尻塩田記念産業公園 塩作り体験
三田尻塩田記念産業公園では、塩の一大
生産地として栄えた「三田尻」の功績を後
世に伝えるため、当時のままに入浜式「三
田尻塩」の塩作りが体験できます。工程の
一部を体験することで、昔の人の塩作り
の大変さなどを実感することができます。

防府

期間/日時 4月～10月
場　所 三田尻塩田記念産業公園（防府市大字浜方381-3）
料　金 入園料 大人300円（200円）、小人200円（100円）

（  ）は20名以上の団体料金

260年にわたりわが国の塩業を
支えた三田尻塩田

■
■
■
■

■
■

開始時間
定員
予約
アクセス

駐車場
ガイド・インストラクター

9：00～
40名程度
7日前まで
①ＪＲ防府駅からバスで約18分「長平橋」下車後、徒歩約6分
②山陽自動車道防府東ICから車で約25分／防府西ICから車で約20分
一般：有り　大型バス：有り
有り

0835-25-3510

三田尻塩田記念産業公園　
管理事務室

み たじり

〒747-0833 山口県防府市大字浜方381-3
FAX：0835-25-3510
9:00 ～ 16:00　
月曜、火曜（11～3月）、国民の祝日の翌日、12月29日～1月3日休園

〒

営

あか ま すずり

お問い
合せ先

〒757-0214 山口県宇部市西万倉793番地
FAX：0836-67-0641
9：00～ 17：00

〒

営

赤間硯製作体験
およそ800年前から、硯のブランドとして今に続
く赤間硯は、その歴史と伝統から国の伝統的工
芸品に指定されています。その伝統ある赤間硯
の制作を体験してみませんか。簡単な硯型のペ
ンダントから、書道や水墨画に使える本格的な
硯まで、御希望に併せてお申込みいただけます。

宇部

期間/日時 2017年～ 場　所 赤間硯の里又は宇部市万倉ふれあいセンター（人数により異なる）
料　金 ［ペンダント製作体験］2時間コース2,500円～（合成漆仕上げ、当日お渡し）

［硯制作体験］4時間コース8,000円～、工房貸切1日コース15,000円～、
本気の職人体験こだわりの2日間コース25,000円～ （いずれも漆仕上げ、桐箱入り、後日郵送）

800年の伝統の技を体験！

■
■
■
■
■
■

■
■

開始時間
所要時間
定員
最少催行人員
予約
アクセス

駐車場
注意事項

9:00 
［ペンダント製作体験］2時間　［硯制作体験］4時間～ 2日 
［ペンダント製作体験］4～ 40名　［硯制作体験］4時間コース2～ 15名、1日コース・2日間コース1～ 2名
1名
事前準備のため早めに要申込み
①船鉄バス「くすのき号」小河内バス停から徒歩11分
②山陽自動車道宇部ICから車で40分
一般：約10台　大型バス：可
受入可能な日程が限られておりますのでご了承ください

0836-67-0641

山口県赤間硯生産協同組合
（代表：日枝）

■ガイド・インストラクター 有り

■最少催行人員 1名 ■予約 必要

はぎ やき

お問い
合せ先

〒758-0061 山口県萩市椿3537-3　
FAX:0838-25-2073
9:00 ～ 17:45（12月～ 2月9:00 ～ 17:00）
http://hagishi.com/

〒

営

萩市内窯元 萩焼体験
約400年の伝統を誇る萩焼。
登り窯や作業工程の見学、制作体験ができ
る窯元もあるので、実際に絵付けやろくろ
体験をしながら萩焼のあたたかさに触れ、
オリジナルの作品をつくってみませんか？

萩

期間/日時 通年
場　所 元萩窯（萩市川島14、電話0838-25-0842）、城山窯（萩市堀内31-15、電話0838-25-1666）、

天龍窯（萩市椿東3162-4、電話0838-25-2649）、萩焼会館（萩市椿東3155、電話0838-25-9545）、
吉賀大眉記念館（萩市椿東永久山426-1、電話0838-26-5180）、緑栄窯（萩市椿2153-4、電話0838-25-2088）

料　金 絵付け1,030円～、手びねり1,840円～、ろくろ2,160円～（施設により異なる）

オリジナルの萩焼を作って
みませんか？

■
■
■
■
■
■
■

開始時間
所要時間
定員
アクセス
駐車場
ガイド・インストラクター
注意事項

施設により異なる
絵付け 20～30分、手びねり 30～60分、ろくろ 20～60分 
施設により異なる
①JR東萩駅から車で5～10分　②中国自動車道美祢JCT～絵堂ICから約20～25分
一般：有り　大型バス：施設によっては可
有り
施設によって体験できる内容や料金が異なるため要事前確認

0838-25-1750
（公社）萩市観光協会

■最少催行人員 1名

■ガイド・インストラクター 有り

お問い
合せ先

〒758-0011 萩市椿東越ヶ浜1189-453　
FAX：0838-26-2666
9：00～ 17：00
http://www.hagi-glass.jp/

〒

営

萩ガラス体験
市内で「萩ガラス」を唯一制作している工
房。原材料は笠山に産出する石英玄武岩
(安山岩)を使用し、原石から一貫生産して
います。淡い緑色の「玄武岩ガラス」、3層
構造で内側にヒビを封じ込めた「内ヒビ貫
入ガラス」など、制作体験もできますので、
自分だけのガラスを作ってみませんか？

萩

期間/日時 通年 場　所 萩ガラス工房（萩市椿東越ヶ浜1189-453）
料　金 宙吹きガラス3,600円（送料別）、ガラス彫刻1,550円、アクセサリー制作1,550円

美しい萩ガラスでオリジナルの
作品を作ってみませんか？

■
■
■
■
■

■
■

開始時間
所要時間
定員
予約
アクセス

駐車場
注意事項

9：00～16：00
宙吹きガラス約20分、ガラス彫刻約30 ～ 60分、アクセサリー制作約45分
体験メニューにより異なる
必要
①JR東萩駅から防長バスで13分、徒歩約10分
②中国自動車道美祢東JCT ～絵堂ICから約35分
一般：約10台　大型バス：可
宙吹きガラスは3ヶ月毎に材料が変わります（みどりの萩ガラスまたは内ヒビガラス）

0838-26-2555
萩ガラス工房

はぎ おお み じま

■予約 2週間前まで

■ガイド・インストラクター 製作指導、工場見学

お問い
合せ先

〒742-0021 山口県柳井市柳井5275　
FAX：0820-22-3875
9：00～19：00
http://www.kasinoki.co.jp/index.htm

〒

営

お菓子屋さんで１日パティシエ
使うのはもちろん、いつもパティシエが使っ
ているのと同じ道具！家庭ではなかなか使
わないような、泡だて器やケーキの回転台
などなど、目新しいものもあるかも。「あん
なケーキが食べたい！」、「わたしだけのケー
キを作ってみたい！」を叶えてみませんか？
※クリームは、生クリームとチョコクリーム
から選べます。

柳井

期間/日時 2017年9月～ 11月
場　所 あさひ製菓株式会社（果子乃季総本店）
料　金 5号（直径15ｃｍ）3,000円、6号（直径18ｃｍ）4,000円

※卵アレルギー対応スポンジは500円(税込)追加 ※クッキー作り体験への変更可能（1人1,000円）

パティシエになりきって
素敵なケーキを作ろう！

■
■
■
■
■

開始時間
定員
最少催行人員
アクセス
駐車場

【受付時間】10：00 ～ 15：00
40名（25名以上の場合は2班に分け工場見学とセットにして入替制で実施）
1名
①JR柳井駅から車で約10分　②山陽自動車道玖珂ICから約20分
有り

0820-22-0757
あさひ製菓株式会社

■
■
所要時間
最少催行人員

120分程度
20名

■ガイド・インストラクター 有り

お問い
合せ先

〒755-0084 山口県宇部市大字川上697-20　
FAX：0836-22-3271
9：00～17：00
http://www.ubekama.co.jp/learn/kengaku.html

〒

営

「かまぼこ工場見学」と「かまぼこ歴史館」で「ちくわ体験」
本社工場は、地域の方々が工場内部で
の『かまぼこづくり』を気軽に見て楽しん
でいただけるように、オープンで広 と々し
た見学者用通路を設置しております。
見学の後は「かまぼこ歴史館」で『ちくわ
づくり体験』！
自分で作った出来たての「ちくわ」をぜひ
食べてみてくださいね。
最後は直売店でお買い物が楽しめます。

宇部

期間/日時 2017年11月末まで
場　所 宇部蒲鉾株式会社（宇部市大字川上697-20）
料　金 無料

宇部市といえば“うべかま”！「かまぼこ・ちくわ」が出来るまでを楽しく美味しく学ぶ

■
■
■
■
■

開始時間
定員
予約
アクセス
駐車場

10：00 ～ 15：00
30名程度
1ヶ月前まで
山陽自動車道宇部ICから車で5分
有り

080-2910-0418

宇部蒲鉾株式会社 
バスツアー関係担当者 冨村

■
■
所要時間
最少催行人員

20分～
1名

ばん じゃく がま はぎ やき

お問い
合せ先

〒759-4103 山口県長門市深川湯本門前2671
http://yumotoonsen.com/hagi_ware/

〒

盤石窯 萩焼体験
窯元の名に由来するとおり、「大寧寺」
は「盤石橋」のそばに萩焼窯「盤石窯」
があります。開窯された萩焼作家・金本
先生は、とても気さくなお人柄で肩肘張
らずに、気軽に柔軟な対応で陶芸体験
させて下さいます。貴方だけのオリジナ
ル萩焼を作ってみませんか。　　　　

長門

期間/日時 通年（予約制） 場　所 盤石窯
料　金 ろくろコース3,000円、絵付けコース1,000円～ 5,000円

（作品送付希望の場合は着払い）

萩焼窯元のお膝元で萩焼体験

■
■
■
■

■
■

開始時間
定員
予約
アクセス

駐車場
ガイド・インストラクター

予約調整
10名まで
前日まで
①JR美祢線「長門湯本駅」から徒歩15分
②中国自動車道美祢ICから25分
一般：4～ 5台程度
有り

0837-25-3513
盤石窯（金本明夫先生）

（携帯：090-8360-3392）

■最少催行人員 1名
■所要時間 約2時間

お問い
合せ先

〒756-0877 山口県山陽小野田市焼野海岸
FAX：0836-39-5355
9：00～ 17：00（月曜・火曜（祝日の場合翌日）年末年始休館）
http://ｗｗｗ.onodaglass.jp 

〒

営

ガラス製作体験
きららガラス未来館 

平成16年に誕生した「きららガラス未
来館」は、どなたでも気軽にさまざまな
ガラス体験ができる施設です。
熱により生まれ変わるガラスの特性に触
れるとともに、作品を創り上げる喜びを
体感してください。

山陽
小野
田

期間/日時 通年 場　所 きららガラス未来館
料　金 エナメル絵付け1,280円～、サンドブラスト・ジェルキャンドル1,070円～、

とんぼ玉制作1,900円～、ガラスアクセサリー1,590円～、吹きガラス2,620円～

ガラス造りの楽しさを体験してみませんか？

■
■
■
■

■
■
■

開始時間
定員
予約
アクセス

駐車場
ガイド・インストラクター
注意事項

9：00 ～ 15：30
吹きガラスのみ5名
吹きガラス体験のみ要予約、他の体験は予約不要
①JR小野田駅から本山方面「焼野バス停」下車、徒歩3分
②山陽自動車道小野田ICから車で25分／ JR小野田駅から車で20分／山口宇部空港から車で30分
一般：10台（無料）、隣接の「きららビーチ焼野」215台（無料）　大型バス：可
有り（各種体験）
吹きガラス体験は火のそばでの作業になるため、綿素材の服装、長ズボン・運動靴の様な肌が隠れて動きやすく、汚れてもよい格好でお越しください

0836-88-0 064
きららガラス未来館 お問い

合せ先
〒742-0022 山口県柳井市柳井津古市495-1
11：00～ 16：00（金曜定休）

〒

営0820-22-5956
河村信男工房

■
■
所要時間
最少催行人員

60分程度
10名程度

お問い
合せ先

〒745-0401 山口県周南市大字須万2427-2
FAX：0834-86-2145
8：30～17：15

〒

営

伝統工芸の館 須金和紙センター
明治時代に約400戸が紙を漉いていた
といわれる周南市須金地区。伝統工芸
を継承していくために整備された須金和
紙センターでは、和紙づくりが体験でき
ます。おじいちゃんやおばあちゃんと楽
しく和紙づくりできるのもここならでは
の魅力！昔話を聞きながら歴史について
も学べます。

周南

期間/日時 通年（12月28日～1月4日休館）
場　所 須金和紙センター（周南市大字須万2435）

料　金 1名500円

交流と学びの和紙づくり体験

■
■
■
■

■
■

開始時間
定員
予約
アクセス

駐車場
ガイド・インストラクター

9：00 ～ 16：00
20名程度
必要
①JR徳山駅から防長バスで1時間
②山陽道徳山東ICから国道2号、国道315号、国道434号経由で約50分
一般：10台　大型バス：1台
有り

0834-86-2201
周南市須金公民館

すがね

体
験
メ
ニ
ュ
ー

体
験
メ
ニ
ュ
ー
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「…」徒歩、  「―」タクシー、  「＝」バス、  「≫」JR、  「～」船、  「→」その他（マイカー・レンタカー等）コースの凡例

お問い
合せ先

〒745-0057 山口県周南市大字大津島217番地の1
FAX：0834-85-2560
8：30～ 22：00
http://uminosato.main.jp/index/

〒

営

体験交流施設大津島海の郷
5人以上のグループを対象に、島ならでは
の体験活動を、ニーズに応じて提供してい
ます。また、研修や合宿など企業・団体の
活動の場としても利用することができます。
体験メニュー：釣り、魚さばき、たこめし
づくり、カヌー、テント泊、野外炊事、
ウォークラリー、石風呂体験など。

周南

期間/日時 通年（月曜、年末年始休館）
場　所 大津島海の郷（周南市大字大津島217番地の1）
料　金 宿泊（1人1泊）1,500円、体験料（1人）500円～

生きる楽しさを見つけよう！

■
■
■
■

■
■

開始時間
定員
予約
アクセス

駐車場
ガイド・インストラクター

体験プログラムによる 
100名（宿泊） 
原則1ヵ月前まで
①JR徳山駅から徳山港まで徒歩3分、徳山港から大津島巡航で45分本浦港下船、徒歩1分 
②山陽自動車道徳山東ICから徳山港まで約15分
無し
体験プログラムにより対応

0834-85-2560

周南市体験交流施設
大津島海の郷

おお しまづ

■
■
所要時間
最少催行人員

体験プログラムによる 
5名

■

■

所要時間

予約

1時間半～ 3時間程度

必要

■所要時間 1時間

■注意事項 キャンセルの場合前日までに要連絡

■定員 ー ■最少催行人員 4名

お問い
合せ先

〒759-1512 山口県山口市阿東徳佐中3628
阿東ふるさと交流促進センター内
FAX：083-956-2527　　
9：00～ 18：00（月曜休業）

〒

営
083-956-2526

NPOあとうお問い
合せ先

〒759-1512 山口県山口市阿東徳佐中3628
阿東ふるさと交流促進センター内
FAX：083-956-2527　　
9：00～ 18：00（月曜休業）

〒

営
083-956-2526

NPOあとう

■
■
所要時間
最少催行人員

1時間30分
ー

■
■
所要時間
最少催行人員

̶ 
̶

あとう 
季節の農業体験
農園にある野菜を収穫し、ＢＢＱ等にして
とれたて野菜を食べることが出来ます。

山口

期間/日時 9月～ 11月
場　所 ＮＰＯあとう（あとう観光協会）
料　金 大人2,500円、子供2,000円

旬の野菜を収穫しよう

■
■
■
■

■
■

開始時間
定員
予約
アクセス

駐車場
ガイド・インストラクター

̶
̶
̶ 
①ＪＲ山口線徳佐駅下車
②中国自動車道小郡ICから約60分／徳地ICから約30分
一般：有り　大型バス：1台
収穫時野菜のとり方など説明

お問い
合せ先

〒747-0835 山口県防府市大字西浦279
9：00～ 16：00　　 http://matsuda-mikan.com/

〒
営

山口県防府市大字西浦1435
10：00～ 16：00

〒
営

0835-29-0252松田農園

0835-29-0030JA観光農園

■
■
所要時間
最少催行人員

60分 
1名

防府 みかん狩り
温暖な気候に恵まれた防府のみかんは、甘
くて風味も良く、おいしさがいっぱいです。
西浦にはいくつもの観光みかん園があり、
おだやかな秋の陽射しを浴びながら、自然
に囲まれてみかん狩りが楽しめます。

防府

期間/日時 松田農園10月上旬～12月中旬、JA観光農園10月下旬～11月末
場　所 松田農園、JA観光農園
料　金 ［松田農園］大人500円、小学生400円、

3歳～未就学児300円、持帰り料金時価
［JA観光農園］大人400円、3歳～小学生300円
（20名以上の団体1割引）、持帰り料金300円/kg　

甘くておいしい防府のみかん

■
■
■
■
■
■

開始時間
定員
予約
アクセス
駐車場
ガイド・インストラクター

松田農園は9:00～ 16:00のうち15:00までの受付で参加可能
一度に50名まで体験可能
松田農園　食事に関しては要予約 
①ＪＲ山陽本線防府駅からバスで20分、徒歩5分　②JR防府駅から車で15分
一般：有り　大型バス：有り
有り

おお た ばら

お問い
合せ先

〒745-0511 山口県周南市大字中須北3194番地
FAX：0834-89-0461
8：30～ 17：15
http://www.city.shunan.yamaguchi.jp/ootabara/

〒

営

大田原自然の家 食育・自然体験活動
自家製の小麦粉を使ったピザ作りやうど
ん打ちなどの食育体験や、ウォークラ
リー・テント泊などの自然体験活動を楽
しみませんか。他にも様々な体験活動が
できます。詳しくはＨＰをご覧ください。

周南

期間/日時 通年 場　所 周南市大田原自然の家とその周辺
料　金 使用料：幼児無料（無料）、市内の小中学生無料（120円）、

市外の小中学生70円（220円）、高校生～25才150円（310円）、一般310円（470円）
（　）内は1泊料金、ピザ・うどん体験は別途1人500円（ピザのみ窯薪代400円）　

楽しさいっぱい、学びがいっぱいの
体験をしよう！

■
■
■
■
■
■

■
■

開始時間
所要時間
定員
最少催行人員
予約
アクセス

駐車場
注意事項

随時（要事前打ち合わせ） 
ピザ・うどん3時間、ウォークラリー・テント泊2時間 
150名（各プログラムにより異なる 詳しくはお問い合わせください） 
5名
10日前まで
①JR徳山駅から須金行バスで約1時間、「川本」バス停で下車後徒歩約1時間（3ｋｍ）
②山陽自動車道徳山東ICから約40分（大型バスは「川本」バス停まで）
一般：約30台（無料）　大型バス：無し
必要な道具・材料は施設で用意します

0834-89-0461
周南市大田原自然の家

■ガイド・インストラクター 有り

やな い

■予約 必要

お問い
合せ先

〒742-8511 山口県柳井市柳井字宮本塩浜１５７８番８
FAX：0820-23-6848（兼用）
9：00～ 17：00
http://www.energia.co.jp/yanai-h/index.html

〒

営

中国電力柳井発電所 施設見学
中国地方最大の火力発電所です。
巨大なLNG（液化天然ガス）タンクの並ぶ
発電所構内や、制御室などを専門スタッフ
の案内で見学できるほか、同施設内の『エ
ネルギアランド』ではエネルギーについて
体験しながら学ぶコーナーもあります。
生活に欠かせない身近な”電力”を見つめ
なおしてみませんか？

柳井

期間/日時 通年（月曜・年末年始休館）

場　所 中国電力 柳井発電所（柳井市柳井字宮本塩浜1578番8）
料　金 無料

中国地方最大の火力発電所で
エネルギー生産の現場を体感

■
■
■
■
■

開始時間
定員
アクセス
駐車場
ガイド・インストラクター

9:30 ～ 17:00
100名程度
①JR柳井駅から車で10分　②山陽自動車道玖珂ICから車で30分
一般：40台程度（無料）　大型バス：可（無料）
有り

0820-23-6848

中国電力株式会社 柳井発電所
ふれあいホール

そま

期間/日時 通年 場　所 杣の里よこみち
料　金 ［そば打ち］1kg（10人前程度）6,480円、500g（5人前程度）4,320円

［豆腐作り］30丁分6,480円、12丁分4,320円
［こんにゃく作り］板こんにゃく8枚分6,480円、4枚分4,320円

お問い
合せ先

〒699-5202 島根県鹿足郡津和野町左鐙37番地
FAX：0856-76-0010
http://somanosato.net/

〒

杣の里よこみち 田舎体験
廃校になった小学校校舎を再開発した施設で、
あちこちに学校のたたずまいを残した温かな雰
囲気がいっぱいです。里山の緑と石州瓦の赤い
校舎の開放的な空間で、清流のせせらぎを聞き
ながら、田舎体験にチャレンジしましょう。地元
の方に教えて頂きながら、そば打ちや豆腐作
り、こんにゃく作り体験が楽しめます。

津和
野～そば打ち・豆腐作り・こんにゃく作り体験～

■
■
■
■
■
■

開始時間
定員
最少催行人員
アクセス
駐車場
ガイド・インストラクター

10:00 ～
そば打ち 20名程度、豆腐作り・こんにゃく作り 10名程度（要相談）
2名
①ＪＲ日原駅から車で30分　②中国自動車道六日市ICから60分程度／小郡ICから150分
一般：10台程度　大型バス：無し（大型バス通行困難、マイクロバス利用可能）
有り

0856-76-0 0 04

杣の里よこみち

■
■
所要時間
予約

ー
必要（気候や生育状況により変更の場合あり）

■定員 農園により異なる

お問い
合せ先

〒745-0401 山口県周南市大字須万上市2551
FAX：0834-86-2010
10：00～ 16：00（時期により異なる）
http://www.sugane-fl.net/

〒

営

周南

■
■
■
■
■

開始時間
最少催行人員
アクセス
駐車場
注意事項

農園により異なる
1名
①JR徳山駅から防長バス「須金行き」で約60分、上中原バス停下車　②JR徳山駅から車で約40分
農園により異なる
悪天候の場合は中止あり

0834-86-20 0 0
ふれあいプラザ須金

す がね

山陽
小野

田

■
■
所要時間
最少催行人員

1時間程度
1名（野菜収穫体験は2名）

■注意事項 料金が変更になる場合あり
■ガイド・インストラクター 無し

お問い
合せ先

〒757-0012 山口県山陽小野田市大字埴生3392　
FAX：0836-79-0133
平日10：00～ 17：00、土日祝日9：30～ 17：00
http://www.hana-umi.com

〒

営

花の海 季節の野菜収穫体験
芋掘り体験といちご狩り（食べ放題）
農業の魅力・可能性をたくさんの人へ！
をモットーに「季節を楽しむ毎日」を提案
しています。四季折々の植物たちを見て、
旬の野菜や果物を収穫して、移り変わる
季節の風景を五感で味わってください。
期間/日時［いちご狩り］11月下旬～5月　［野菜収穫体験］通年　

［新じゃがいも堀り］5月末～6月下旬、11月中旬～12月上旬　
［サツマイモ堀り］9月中旬～11月中旬　

場　所 株式会社 花の海（山陽小野田市大字埴生3392）
料　金 ［いちご狩り］小学生以上平日800円～、土日祝日1,200円～　

［野菜収穫体験］中学生以上600円～、4歳～小学生300円～

西日本最大級の農場でここでしか体験できない農業体験

秋の味覚狩りに行こう！
なしとぶどうの観光農園「須金フルーツランド」
須金フルーツランドは、豊かな自然に囲まれた観光農園で、須金ぶどう
梨生産組合に加盟する13の農園（エコ山口農産物認証制度により認定
されたエコファーマー）が中心となって運営を行っています。須金産の巨
峰を原料に醸蔵したワイン「ＳＵＧＡ-ＮＥ（シュガーネ）」はフルーティー
な香りと口あたりの良いスッキリした飲み口です。2016年5月には、二
十世紀梨を原料にした「須金梨ワイン」が新たに発売されました。
期間/日時 梨狩り8月中旬～10月上旬 、ぶどう狩り8月中旬～10月上旬
場　所

料　金 詳しくはホームページ参照

たわわに実った大粒のぶどうやみずみずしい梨を手に取って楽しめる味覚狩り

■
■
■
■

■
■

開始時間
定員
予約
アクセス

駐車場
ガイド・インストラクター

10：00～
無し（生育状況により入場制限あり）
野菜収穫体験は要予約、いちご狩りは予約不要
①JR厚狭駅または小野田駅から下関方面「青年の家前」バス停から徒歩5分／ JR埴生駅から徒歩25分
②山陽自動車道埴生ICから車で5分／小月ICから車で15分
一般：100台（無料）　大型バス：駐車可
有り

0836-79-0130
株式会社 花の海

日の出農園/0834－86－2229
ひふみ農園/0834-86-2532
五郎丸農園/0834-86-2043
広実農園/0834-86-2278
山本ぶどう梨園/0834-86-2609
吉安農園/0834-86-2305
ふるた梨ぶどう園/0834-86-2221

福田フルーツパーク/0834-86-2138
梨と葡萄のやまがた農園/0834-86-2710
松田観光農園/0834-86-2638
今田巨峰園/0834-86-2425
ミタケ・フルーツ農園/0834-86-2610
あゆみ農園/0834-86-5858

■
■
所要時間
最少催行人員

1時間程度 
1名 ■予約 必要

あとう観光果樹園
（りんご・なし狩り）
西日本最大級の広さを誇る観光りんご園
をはじめ、太陽を一杯浴びたなし園で、
もぎたての果物の味をお楽しみください！

山口

期間/日時 ［りんご］8月上旬～11月末 ［なし］8月上旬～10月下旬　
※各種各園により異なる

場　所 山口市阿東
料　金 ［りんご狩り］400～525円（園内食べ放題）　

［なし狩り］500～735円（園内食べ放題）

太陽を一杯あびた美味しい果実

■
■
■

■
■

開始時間
定員
アクセス

駐車場
ガイド・インストラクター

̶ 
施設により異なる 
①徳佐りんご園の場合 JR山口線鍋倉駅下車（その他、施設により異なる）
②中国自動車道鹿野ICから国道315号線で約30 ～ 50分／山陽自動車道山口IC
　から国道262号国道9号で約30 ～ 50分（施設により異なる）
一般：有り　大型バス：有り（施設により異なる）
有り

※各種各園により異なる

しものせきし とよたちょう ほう ふ

市内でも知る人ぞ知る「東長野観光りん
ご園」。りんご園としては歴史は浅いです
が、下関市内からはもちろん、広島や福
岡からのお客様も。
太陽の光をたっぷり浴びた「つがる」や、
11月頃からは蜜が入った「ふじ」などを
ぜひご堪能ください。

下関市豊田町の観光りんご園
下関

期間/日時 8月下旬～ 12月上旬予定
場　所 下関市豊田町大字東長野
料　金 大人300円、子ども150円、持ち帰り1キロ550円～

本州最西端・下関市で「りんご狩り」

■
■
■
■
■
■

■

開始時間
所要時間
定員
最少催行人員
予約
アクセス

駐車場

9：00 ～ 16：00
1時間程度
施設により異なる
1名
必要（りんごの生育状況等により休園の場合あり）
①JR小月駅からバスで約30分、石町下車
②中国自動車道小月ICから国道491号、県道34号線で約20分
一般：10台　大型バス：2台

083-766-0 031
お問い
合せ先

〒750-0441 山口県下関市豊田町大字中村876-4
FAX：083-766-0377
8：30～ 17：30

〒

営

豊田町観光協会

日本最大級の国際衛星通信施設。普段立ち入
ることができない衛星通信所の敷地内に入っ
て、34ｍ、32ｍの巨大なパラボラアンテナを
間近で見て特別ガイドを受けることができます。
大小24基ものパラボラアンテナに囲まれ異空
間を体感することが出来ます。
特別ガイドを受けられた方には、記念品を差し
上げます。

ＫＤＤＩパラボラ館特別ガイド

山口

期間/日時 2017年9月～ 12月（月曜（祝日の場合翌日）、12/29～ 1/3除く）
集合場所 ＫＤＤＩパラボラ館 料　金 無料

巨大なパラボラアンテナを間近で体感

■
■
■
■
■

開始時間
予約
アクセス
駐車場
ガイド・インストラクター

ー
１週間前までに申込み
①JR山口線仁保駅から徒歩30分／ JR山口駅から車で15分　②中国自動車道山口ICから車で15分
一般：10台　大型バス：3台
有り

083-929-140 0
お問い
合せ先

〒753-0302 山口県山口市仁保中郷123
FAX：083-929-1404　
9：00～ 16：30　月曜（祝日の場合翌日）、12/29 ～ 1/3休館
http://www.kddi.com/parabola

〒

営

ＫＤＤＩ山口衛星通信所

■予約 1日前まで

お問い
合せ先

〒744-0001 山口県下松市大字笠戸島456-3
FAX：0833-52-1335
8:15 ～ 17:00
http://www.ksai.info/

〒

営

笠戸ひらめの餌やり体験
下松市栽培漁業センターは、水産資源の維持拡大を
目的に、魚介類を種苗生産・中間育成し放流するこ
とで、「獲る漁業」ではなく、「つくり育てる漁業」の推
進に努めています。また、養殖技術の保持・指導を行
い、下松市の特産品である笠戸ひらめや笠戸とらふ
ぐを安定して供給できる環境づくりにも取り組んでい
ます。施設見学・ヒラメの餌やり体験ができます。

下松

期間/日時 随時
場　所 下松市栽培漁業センター（下松市大字笠戸島456-3）

料　金 無料

下松市栽培漁業センターでヒラメ
の餌やり体験をしてみませんか

■
■
■
■
■

■
■
■

開始時間
所要時間
定員
最少催行人員
アクセス

駐車場
ガイド・インストラクター
注意事項

9:00 ～ 16:00
45分
40名
1名
①JR下松駅から深浦行きバスで10分「瀬戸」下車、徒歩5分
②山陽自動車徳山東ICから車で約20分
一般：要相談　大型バス：要相談
センター職員によるガイド
他の行事参加や休館日など、対応が困難になる日あり

0833-52-1333
下松市栽培漁業センター

かさ ど

コース ＫＤＤＩパラボラ館（通常ガイド）　…　センター敷地内巨大パラボラアンテナ特別ガイド

体
験
メ
ニ
ュ
ー

体
験
メ
ニ
ュ
ー
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「…」徒歩、  「―」タクシー、  「＝」バス、  「≫」JR、  「～」船、  「→」その他（マイカー・レンタカー等）コースの凡例

お問い
合せ先

〒745-0057 山口県周南市大字大津島217番地の1
FAX：0834-85-2560
8：30～ 22：00
http://uminosato.main.jp/index/

〒

営

体験交流施設大津島海の郷
5人以上のグループを対象に、島ならでは
の体験活動を、ニーズに応じて提供してい
ます。また、研修や合宿など企業・団体の
活動の場としても利用することができます。
体験メニュー：釣り、魚さばき、たこめし
づくり、カヌー、テント泊、野外炊事、
ウォークラリー、石風呂体験など。

周南

期間/日時 通年（月曜、年末年始休館）
場　所 大津島海の郷（周南市大字大津島217番地の1）
料　金 宿泊（1人1泊）1,500円、体験料（1人）500円～

生きる楽しさを見つけよう！

■
■
■
■

■
■

開始時間
定員
予約
アクセス

駐車場
ガイド・インストラクター

体験プログラムによる 
100名（宿泊） 
原則1ヵ月前まで
①JR徳山駅から徳山港まで徒歩3分、徳山港から大津島巡航で45分本浦港下船、徒歩1分 
②山陽自動車道徳山東ICから徳山港まで約15分
無し
体験プログラムにより対応

0834-85-2560

周南市体験交流施設
大津島海の郷

おお しまづ

■
■
所要時間
最少催行人員

体験プログラムによる 
5名

■

■

所要時間

予約

1時間半～ 3時間程度

必要

■所要時間 1時間

■注意事項 キャンセルの場合前日までに要連絡

■定員 ー ■最少催行人員 4名

お問い
合せ先

〒759-1512 山口県山口市阿東徳佐中3628
阿東ふるさと交流促進センター内
FAX：083-956-2527　　
9：00～ 18：00（月曜休業）

〒

営
083-956-2526

NPOあとうお問い
合せ先

〒759-1512 山口県山口市阿東徳佐中3628
阿東ふるさと交流促進センター内
FAX：083-956-2527　　
9：00～ 18：00（月曜休業）

〒

営
083-956-2526

NPOあとう

■
■
所要時間
最少催行人員

1時間30分
ー

■
■
所要時間
最少催行人員

̶ 
̶

あとう 
季節の農業体験
農園にある野菜を収穫し、ＢＢＱ等にして
とれたて野菜を食べることが出来ます。

山口

期間/日時 9月～ 11月
場　所 ＮＰＯあとう（あとう観光協会）
料　金 大人2,500円、子供2,000円

旬の野菜を収穫しよう

■
■
■
■

■
■

開始時間
定員
予約
アクセス

駐車場
ガイド・インストラクター

̶
̶
̶ 
①ＪＲ山口線徳佐駅下車
②中国自動車道小郡ICから約60分／徳地ICから約30分
一般：有り　大型バス：1台
収穫時野菜のとり方など説明

お問い
合せ先

〒747-0835 山口県防府市大字西浦279
9：00～ 16：00　　 http://matsuda-mikan.com/

〒
営

山口県防府市大字西浦1435
10：00～ 16：00

〒
営

0835-29-0252松田農園

0835-29-0030JA観光農園

■
■
所要時間
最少催行人員

60分 
1名

防府 みかん狩り
温暖な気候に恵まれた防府のみかんは、甘
くて風味も良く、おいしさがいっぱいです。
西浦にはいくつもの観光みかん園があり、
おだやかな秋の陽射しを浴びながら、自然
に囲まれてみかん狩りが楽しめます。

防府

期間/日時 松田農園10月上旬～12月中旬、JA観光農園10月下旬～11月末
場　所 松田農園、JA観光農園
料　金 ［松田農園］大人500円、小学生400円、

3歳～未就学児300円、持帰り料金時価
［JA観光農園］大人400円、3歳～小学生300円
（20名以上の団体1割引）、持帰り料金300円/kg　

甘くておいしい防府のみかん

■
■
■
■
■
■

開始時間
定員
予約
アクセス
駐車場
ガイド・インストラクター

松田農園は9:00～ 16:00のうち15:00までの受付で参加可能
一度に50名まで体験可能
松田農園　食事に関しては要予約 
①ＪＲ山陽本線防府駅からバスで20分、徒歩5分　②JR防府駅から車で15分
一般：有り　大型バス：有り
有り

おお た ばら

お問い
合せ先

〒745-0511 山口県周南市大字中須北3194番地
FAX：0834-89-0461
8：30～ 17：15
http://www.city.shunan.yamaguchi.jp/ootabara/

〒

営

大田原自然の家 食育・自然体験活動
自家製の小麦粉を使ったピザ作りやうど
ん打ちなどの食育体験や、ウォークラ
リー・テント泊などの自然体験活動を楽
しみませんか。他にも様々な体験活動が
できます。詳しくはＨＰをご覧ください。

周南

期間/日時 通年 場　所 周南市大田原自然の家とその周辺
料　金 使用料：幼児無料（無料）、市内の小中学生無料（120円）、

市外の小中学生70円（220円）、高校生～25才150円（310円）、一般310円（470円）
（　）内は1泊料金、ピザ・うどん体験は別途1人500円（ピザのみ窯薪代400円）　

楽しさいっぱい、学びがいっぱいの
体験をしよう！

■
■
■
■
■
■

■
■

開始時間
所要時間
定員
最少催行人員
予約
アクセス

駐車場
注意事項

随時（要事前打ち合わせ） 
ピザ・うどん3時間、ウォークラリー・テント泊2時間 
150名（各プログラムにより異なる 詳しくはお問い合わせください） 
5名
10日前まで
①JR徳山駅から須金行バスで約1時間、「川本」バス停で下車後徒歩約1時間（3ｋｍ）
②山陽自動車道徳山東ICから約40分（大型バスは「川本」バス停まで）
一般：約30台（無料）　大型バス：無し
必要な道具・材料は施設で用意します

0834-89-0461
周南市大田原自然の家

■ガイド・インストラクター 有り

やな い

■予約 必要

お問い
合せ先

〒742-8511 山口県柳井市柳井字宮本塩浜１５７８番８
FAX：0820-23-6848（兼用）
9：00～ 17：00
http://www.energia.co.jp/yanai-h/index.html

〒

営

中国電力柳井発電所 施設見学
中国地方最大の火力発電所です。
巨大なLNG（液化天然ガス）タンクの並ぶ
発電所構内や、制御室などを専門スタッフ
の案内で見学できるほか、同施設内の『エ
ネルギアランド』ではエネルギーについて
体験しながら学ぶコーナーもあります。
生活に欠かせない身近な”電力”を見つめ
なおしてみませんか？

柳井

期間/日時 通年（月曜・年末年始休館）

場　所 中国電力 柳井発電所（柳井市柳井字宮本塩浜1578番8）
料　金 無料

中国地方最大の火力発電所で
エネルギー生産の現場を体感

■
■
■
■
■

開始時間
定員
アクセス
駐車場
ガイド・インストラクター

9:30 ～ 17:00
100名程度
①JR柳井駅から車で10分　②山陽自動車道玖珂ICから車で30分
一般：40台程度（無料）　大型バス：可（無料）
有り

0820-23-6848

中国電力株式会社 柳井発電所
ふれあいホール

そま

期間/日時 通年 場　所 杣の里よこみち
料　金 ［そば打ち］1kg（10人前程度）6,480円、500g（5人前程度）4,320円

［豆腐作り］30丁分6,480円、12丁分4,320円
［こんにゃく作り］板こんにゃく8枚分6,480円、4枚分4,320円

お問い
合せ先

〒699-5202 島根県鹿足郡津和野町左鐙37番地
FAX：0856-76-0010
http://somanosato.net/

〒

杣の里よこみち 田舎体験
廃校になった小学校校舎を再開発した施設で、
あちこちに学校のたたずまいを残した温かな雰
囲気がいっぱいです。里山の緑と石州瓦の赤い
校舎の開放的な空間で、清流のせせらぎを聞き
ながら、田舎体験にチャレンジしましょう。地元
の方に教えて頂きながら、そば打ちや豆腐作
り、こんにゃく作り体験が楽しめます。

津和
野～そば打ち・豆腐作り・こんにゃく作り体験～

■
■
■
■
■
■

開始時間
定員
最少催行人員
アクセス
駐車場
ガイド・インストラクター

10:00 ～
そば打ち 20名程度、豆腐作り・こんにゃく作り 10名程度（要相談）
2名
①ＪＲ日原駅から車で30分　②中国自動車道六日市ICから60分程度／小郡ICから150分
一般：10台程度　大型バス：無し（大型バス通行困難、マイクロバス利用可能）
有り

0856-76-0 0 04

杣の里よこみち

■
■
所要時間
予約

ー
必要（気候や生育状況により変更の場合あり）

■定員 農園により異なる

お問い
合せ先

〒745-0401 山口県周南市大字須万上市2551
FAX：0834-86-2010
10：00～ 16：00（時期により異なる）
http://www.sugane-fl.net/

〒

営

周南

■
■
■
■
■

開始時間
最少催行人員
アクセス
駐車場
注意事項

農園により異なる
1名
①JR徳山駅から防長バス「須金行き」で約60分、上中原バス停下車　②JR徳山駅から車で約40分
農園により異なる
悪天候の場合は中止あり

0834-86-20 0 0
ふれあいプラザ須金

す がね

山陽
小野

田

■
■
所要時間
最少催行人員

1時間程度
1名（野菜収穫体験は2名）

■注意事項 料金が変更になる場合あり
■ガイド・インストラクター 無し

お問い
合せ先

〒757-0012 山口県山陽小野田市大字埴生3392　
FAX：0836-79-0133
平日10：00～ 17：00、土日祝日9：30～ 17：00
http://www.hana-umi.com

〒

営

花の海 季節の野菜収穫体験
芋掘り体験といちご狩り（食べ放題）
農業の魅力・可能性をたくさんの人へ！
をモットーに「季節を楽しむ毎日」を提案
しています。四季折々の植物たちを見て、
旬の野菜や果物を収穫して、移り変わる
季節の風景を五感で味わってください。
期間/日時［いちご狩り］11月下旬～5月　［野菜収穫体験］通年　

［新じゃがいも堀り］5月末～6月下旬、11月中旬～12月上旬　
［サツマイモ堀り］9月中旬～11月中旬　

場　所 株式会社 花の海（山陽小野田市大字埴生3392）
料　金 ［いちご狩り］小学生以上平日800円～、土日祝日1,200円～　

［野菜収穫体験］中学生以上600円～、4歳～小学生300円～

西日本最大級の農場でここでしか体験できない農業体験

秋の味覚狩りに行こう！
なしとぶどうの観光農園「須金フルーツランド」
須金フルーツランドは、豊かな自然に囲まれた観光農園で、須金ぶどう
梨生産組合に加盟する13の農園（エコ山口農産物認証制度により認定
されたエコファーマー）が中心となって運営を行っています。須金産の巨
峰を原料に醸蔵したワイン「ＳＵＧＡ-ＮＥ（シュガーネ）」はフルーティー
な香りと口あたりの良いスッキリした飲み口です。2016年5月には、二
十世紀梨を原料にした「須金梨ワイン」が新たに発売されました。
期間/日時 梨狩り8月中旬～10月上旬 、ぶどう狩り8月中旬～10月上旬
場　所

料　金 詳しくはホームページ参照

たわわに実った大粒のぶどうやみずみずしい梨を手に取って楽しめる味覚狩り

■
■
■
■

■
■

開始時間
定員
予約
アクセス

駐車場
ガイド・インストラクター

10：00～
無し（生育状況により入場制限あり）
野菜収穫体験は要予約、いちご狩りは予約不要
①JR厚狭駅または小野田駅から下関方面「青年の家前」バス停から徒歩5分／ JR埴生駅から徒歩25分
②山陽自動車道埴生ICから車で5分／小月ICから車で15分
一般：100台（無料）　大型バス：駐車可
有り

0836-79-0130
株式会社 花の海

日の出農園/0834－86－2229
ひふみ農園/0834-86-2532
五郎丸農園/0834-86-2043
広実農園/0834-86-2278
山本ぶどう梨園/0834-86-2609
吉安農園/0834-86-2305
ふるた梨ぶどう園/0834-86-2221

福田フルーツパーク/0834-86-2138
梨と葡萄のやまがた農園/0834-86-2710
松田観光農園/0834-86-2638
今田巨峰園/0834-86-2425
ミタケ・フルーツ農園/0834-86-2610
あゆみ農園/0834-86-5858

■
■
所要時間
最少催行人員

1時間程度 
1名 ■予約 必要

あとう観光果樹園
（りんご・なし狩り）
西日本最大級の広さを誇る観光りんご園
をはじめ、太陽を一杯浴びたなし園で、
もぎたての果物の味をお楽しみください！

山口

期間/日時 ［りんご］8月上旬～11月末 ［なし］8月上旬～10月下旬　
※各種各園により異なる

場　所 山口市阿東
料　金 ［りんご狩り］400～525円（園内食べ放題）　

［なし狩り］500～735円（園内食べ放題）

太陽を一杯あびた美味しい果実

■
■
■

■
■

開始時間
定員
アクセス

駐車場
ガイド・インストラクター

̶ 
施設により異なる 
①徳佐りんご園の場合 JR山口線鍋倉駅下車（その他、施設により異なる）
②中国自動車道鹿野ICから国道315号線で約30 ～ 50分／山陽自動車道山口IC
　から国道262号国道9号で約30 ～ 50分（施設により異なる）
一般：有り　大型バス：有り（施設により異なる）
有り

※各種各園により異なる

しものせきし とよたちょう ほう ふ

市内でも知る人ぞ知る「東長野観光りん
ご園」。りんご園としては歴史は浅いです
が、下関市内からはもちろん、広島や福
岡からのお客様も。
太陽の光をたっぷり浴びた「つがる」や、
11月頃からは蜜が入った「ふじ」などを
ぜひご堪能ください。

下関市豊田町の観光りんご園
下関

期間/日時 8月下旬～ 12月上旬予定
場　所 下関市豊田町大字東長野
料　金 大人300円、子ども150円、持ち帰り1キロ550円～

本州最西端・下関市で「りんご狩り」

■
■
■
■
■
■

■

開始時間
所要時間
定員
最少催行人員
予約
アクセス

駐車場

9：00 ～ 16：00
1時間程度
施設により異なる
1名
必要（りんごの生育状況等により休園の場合あり）
①JR小月駅からバスで約30分、石町下車
②中国自動車道小月ICから国道491号、県道34号線で約20分
一般：10台　大型バス：2台

083-766-0 031
お問い
合せ先

〒750-0441 山口県下関市豊田町大字中村876-4
FAX：083-766-0377
8：30～ 17：30

〒

営

豊田町観光協会

日本最大級の国際衛星通信施設。普段立ち入
ることができない衛星通信所の敷地内に入っ
て、34ｍ、32ｍの巨大なパラボラアンテナを
間近で見て特別ガイドを受けることができます。
大小24基ものパラボラアンテナに囲まれ異空
間を体感することが出来ます。
特別ガイドを受けられた方には、記念品を差し
上げます。

ＫＤＤＩパラボラ館特別ガイド

山口

期間/日時 2017年9月～ 12月（月曜（祝日の場合翌日）、12/29～ 1/3除く）
集合場所 ＫＤＤＩパラボラ館 料　金 無料

巨大なパラボラアンテナを間近で体感

■
■
■
■
■

開始時間
予約
アクセス
駐車場
ガイド・インストラクター

ー
１週間前までに申込み
①JR山口線仁保駅から徒歩30分／ JR山口駅から車で15分　②中国自動車道山口ICから車で15分
一般：10台　大型バス：3台
有り

083-929-140 0
お問い
合せ先

〒753-0302 山口県山口市仁保中郷123
FAX：083-929-1404　
9：00～ 16：30　月曜（祝日の場合翌日）、12/29 ～ 1/3休館
http://www.kddi.com/parabola

〒

営

ＫＤＤＩ山口衛星通信所

■予約 1日前まで

お問い
合せ先

〒744-0001 山口県下松市大字笠戸島456-3
FAX：0833-52-1335
8:15 ～ 17:00
http://www.ksai.info/

〒

営

笠戸ひらめの餌やり体験
下松市栽培漁業センターは、水産資源の維持拡大を
目的に、魚介類を種苗生産・中間育成し放流するこ
とで、「獲る漁業」ではなく、「つくり育てる漁業」の推
進に努めています。また、養殖技術の保持・指導を行
い、下松市の特産品である笠戸ひらめや笠戸とらふ
ぐを安定して供給できる環境づくりにも取り組んでい
ます。施設見学・ヒラメの餌やり体験ができます。

下松

期間/日時 随時
場　所 下松市栽培漁業センター（下松市大字笠戸島456-3）

料　金 無料

下松市栽培漁業センターでヒラメ
の餌やり体験をしてみませんか

■
■
■
■
■

■
■
■

開始時間
所要時間
定員
最少催行人員
アクセス

駐車場
ガイド・インストラクター
注意事項

9:00 ～ 16:00
45分
40名
1名
①JR下松駅から深浦行きバスで10分「瀬戸」下車、徒歩5分
②山陽自動車徳山東ICから車で約20分
一般：要相談　大型バス：要相談
センター職員によるガイド
他の行事参加や休館日など、対応が困難になる日あり

0833-52-1333
下松市栽培漁業センター

かさ ど

コース ＫＤＤＩパラボラ館（通常ガイド）　…　センター敷地内巨大パラボラアンテナ特別ガイド

体
験
メ
ニ
ュ
ー

体
験
メ
ニ
ュ
ー
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萩

コース
防府駅　＝　周防国分寺　＝　鱧料理　＝　英雲荘　＝　防府天満宮　＝　防府駅  （予定）

鱧コース 9月30日～10月22日

防府駅　＝　東大寺別院阿弥陀寺　＝　毛利博物館　＝　鱧料理　＝　山頭火ふるさと館　
＝　防府天満宮　＝　防府駅  （予定）

鱧＋国宝コース 11月4日～12月3日（11月25・26日除く）

はぎ

0835-22-3765お問い
合せ先 〒747-0024 山口県防府市国衙1丁目１番１５号

9：00～ 17：00　　http://www.bochobus.co.jp/　
〒
営

防長交通株式会社防府営業所

■
■
■
■

各コース出発時間
定員
ガイドサービス
注意事項

0834-22-8372お問い
合せ先 〒745-0045 山口県周南市徳山港町1-1　FAX：0834-22-8357

8：30～ 17：15（平日）　 　 http://www.city.shunan.lg.jp
〒

周南市観光交流課

随時 
4名 
無し
タクシー乗務員によるガイドは行っておりません
コース時間は道路状況、時間帯により時間が前後する場合あり
発着はJR徳山駅となっておりますが、駅周辺の宿泊施設や飲食店も可能

営

所要時間
予約

■
■

［Aコース］約30分　［Bコース］約70分
必要

コース

［Aコース］

［Bコース］

JR徳山駅発　―　児玉源太郎産湯乃井戸　―　児玉神社 
―　周南市文化会館（徳山藩館邸跡）　―　祐綏神社　―　JR徳山駅着
JR徳山駅発　―　児玉源太郎産湯乃井戸　―　児玉神社　―　周南市文化会館（徳山藩館邸跡） 
―　祐綏神社　―　興元寺　―　毛利家墓所　―　JR徳山駅着

コース

［午前発］

［午後発］

下関駅南口　＝　新下関駅　＝　角島大橋　＝　角島灯台　＝　道の駅豊北　
＝　みもすそ川公園　＝　下関駅南口　＝　新下関駅
新下関駅　＝　下関駅南口　＝　赤間神宮・日清講話記念館　＝　城下町長府　
＝　火の山　＝　下関駅南口　＝　新下関駅

萩市内定期観光バス
松陰神社や世界遺産の萩城下町、萩反射炉など市内主要観光地を巡る定期観光バス（地元観光
ボランティアガイド同行）です。萩・明倫センター（萩・明倫学舎前）発着で、土・日・祝日に運行
します。10月（土・日・祝日のみ）は「たたら製鉄コース」も運行します。（要事前予約）

運行日 ［市内定期観光バス］運行中～2018年3月31日（土）の土曜、日曜、祝日（12/30～1/1除く）  ［たたら製鉄コース］2017年10月の土曜、日曜、祝日
料　金 ［市内定期観光バス］大人2,500円、小児（小学生以下）1,250円  ［たたら製鉄コース］大人2,000円、小児（小学生以下）1,000円

お問い合せ先
0838-22-3811

防長交通株式会社 萩営業所
〒758-0074 萩市平安古553-1〒

世界遺産や城下町など主要観光地を巡る観光バス

各コース出発時間
所要時間
予約

■
■
■

［萩市内定期観光バス］9：00出発 → 12：00到着　［たたら製鉄コース］13：30出発 → 16：05到着
［萩市内定期観光バス］3時間　［たたら製鉄コース］2時間35分 
必要（空席がある場合は当日乗車可）

定員
ガイドサービス
注意事項

■
■
■

25名（マイクロバス）
地元ガイドが同行
土・日・祝日（12/30～1/1除く）のみ運行（要事前予約）、両コース乗車 大人4,000円・小児2,000円

山口

明治維新版タクシープラン
山口市内の名所をたっぷり巡る維新満喫コースと、短時間でお手軽に楽しめる早回りコース
２コースの全３コースをご用意しています。

運行日 通年 料　金 2名様以上でのご利用でお一人様 
［満喫コース］15,000円 ［早回りコースA］7,000円 ［早回りコースB］5,000円

お問い合せ先
083-933-0 088

（一財）山口観光
コンベンション協会 〒753-0042 山口県山口市惣太夫町2-1 FAX：083-933-0089

9：00～ 17：45　　http://yamaguchi-city.jp/
〒

営

お好みに合わせて3コースのプランをご用意

各コース出発時間
定員
ガイドサービス

■
■
■

ー
ー
ドライバーから車内での史跡等の説明有り

所要時間
予約

■
■

［満喫コース］6時間 ［早回りコースA］3時間 ［早回りコースB］2時間
ー

なんしゅう

運行日 通年
料　金 ［Aコース（30分貸切）］ 2,000円 ［Bコース（70分貸切）］ 4,000円

周南観光タクシー（Aコース）(Bコース）
少しの空き時間にタクシーを利用して周南の
歴史と文化が中心の“らくらくちょっと観光”
はいかがですか。周南が生んだ偉人『児玉源
太郎』と『徳山毛利藩』のゆかりの地や史跡を
ご案内します。

周南観光地を車で巡りたい方におすすめ！

〒758-0061 山口県萩市椿3537-3　FAX：0838-25-2073
9：00～ 17：45（12月～ 2月9：00～ 17：00）　 　 http://www.hagishi.com/

〒
営

■

■
■
■

各コース出発時間

所要時間
ガイドサービス
注意事項

0838-25-1750お問い
合せ先

（公社）萩市観光協会

【1日4便】 

60分 
無し
途中下車は出来ません

定員
予約

■
■

無し
不要

コース JR新山口駅新幹線口　＝　萩・明倫センター（萩・明倫学舎前）

運行日 運行中～2018年3月31日（土）予定
料　金 片道1,550円（小児780円）予定

スーパーはぎ号
「萩・明倫センター」バス停を発着し、
新山口駅新幹線口～萩明倫センター
バス停間を60分で結びます。
1日8便（4往復）運行します。

萩世界遺産に登録された城下町・
萩まで60分

■
■
■

各コース出発時間
定員
ガイドサービス

0856-22-4323お問い
合せ先 〒698-0024 島根県益田市駅前町35-6　

FAX：0856-22-4323　　9：00～ 17：00
〒

益田地区タクシー共同組合（土日祝は益田タクシー）

ご希望に応じます
1名～ 
無し

営

所要時間
予約

■
■

1時間30分
必要

コース 益田駅　－　萬福寺　－　医光寺　－　暁音寺（車窓）　－　七尾城跡・住吉神社（車窓）　
－　妙義寺　－　雪舟の郷記念館　－　益田駅　※その他、ご希望に応じます

だます

運行日 通年
料　金 6,900円～（1時間30分コース）

益田
観光タクシー
益田市を代表する観光施設等を
3つのコースで辿ります。
また、ご希望に応じて訪問地を
組み合わせて頂くことも可能で
す。

益田益田浪漫 観光ルート

新山口駅 → 萩･明倫センター　　萩・明倫センター → 新山口駅
　9:45　　　10:45 　　　　　　　9:30　　　　　　10:30
11:00　　　12:00 　　　　　　11:15　　　　　　12:15
13:00　　　14:00 　　　　　　14:00　　　　　　15:00
16:15　　　17:15 　　　　　　16:30　　　　　　17:30

■
■
■
■

各コース出発時間
予約
ガイドサービス
注意事項

9：50 ～
必要（当日空きがあれば乗車可能）
施設管理者から直接説明を聞くことが出来る
料金、時間は変更する場合あり

所要時間■ 5時間程度 定員■ 45名

運行日 2017年9月30日～ 12月3日の土曜、日曜予定
料　金 大人5,250円～ 高校生以下割引あり、昼食（ハモコース料理）含む

ほうふ市内定期観光バス
防府市内の観光施設を巡る周遊バスです。防府の歴
史に触れ、体感するには打ってつけの小旅行です。
防府の観光を楽しむなら、ほうふ市内定期観光バス
をご利用ください。

防府防府の観光を満喫

コース
各出発地　ー　金子みすゞ記念館　ー　元乃隅稲成神社　ー　千畳敷　ー　JR長門市駅

［みすゞの足跡をたどるコース］ ※他コースもあり

0837-26-0 054お問い
合せ先 〒759-4106 山口県長門市仙崎1087-45（長門山電タクシー内）　FAX：0837-26-3938

8：00～ 18：00（受付時間）　　http://www.nagato-taxi.com/　
〒
営

長門タクシー協会

■
■
■
■

各コース出発時間
定員
予約
ガイドサービス

ご希望に応じます
4 ～ 9名
必要
ドライバーによる観光案内付き

所要時間■ 1 ～ 8時間（コースによる）

運行日 通年
料　金 1台10,000円～

長門市タクシー
観光コース
タクシー観光とは、タクシーが旅行当日ご
利用者様専用のタクシーとなり、観光ス
ポットをタクシーで回るサービスです。お客
様のペースに合わせて観光できますので、
リラックスしたご旅行ができると好評です。

長門地元のタクシーで辿る旅

083-231-1350お問い
合せ先 〒750-0008 山口県下関市田中町5-6　FAX：083-231-1853

8：30～ 17：15（平日）　　http://shimonoseki.travel
〒
営

下関市観光政策課

■
■
■
■
■

各コース出発時間
所要時間
定員
ガイドサービス
注意事項

［午前発］下関駅南口8：00、新下関駅8：30  ［午後発］新下関駅15：00、下関駅南口15：30
片道約2時間30分
ー
ー
出発時刻・乗車料金などについては各コース調整中

予約■ ー

運行日 2017年9月～ 12月の土曜（12月30日を除く）
料　金 調整中

下関 定期観光バス
JR下関駅及びJR新下関駅から角島・城下町長府に定期観光
バスが運行します！９月～１２月の毎週土曜日に午前、午後の
２コースを運行予定です。人気の角島や「道の駅北浦街道ほう
ほく」を巡ります。また、午後コースは、維新発祥の地である
「城下町長府」や源平合戦ゆかりの地「赤間神宮」を巡ります。

下関好評を博した定期観光バスが期間限定で復活

〒758-0212 萩市大字福井下4013-1　FAX：0838-52-0262
8：30～ 17：15（平日）

〒
営

■
■
■
■
■
■

各コース出発時間
所要時間
定員
予約
ガイドサービス
注意事項

0838-52-0121お問い
合せ先

萩市福栄総合事務所 産業振興部門

事前予約制　運行時間／ 9：00 ～ 17：00（出発の最後は15：30）
約90分（片道約30分／大板山たたら製鉄遺跡での滞在時間は30分程度） 
50名（マイクロバス2台）
運行希望日前日（土日祝日除く）の午前中までに要予約
無し
所要時間のめやす／萩市中心部→（車で約20分）→道の駅ハピネスふくえ→（車で約30分）→大板山たたら製鉄遺跡

コース 道の駅ハピネスふくえ　＝　大板山たたら製鉄遺跡　（片道約30分）

運行日 運行中～2018年3月31日（土）
料　金 無料

「大板山たたら製鉄遺跡」への乗換バス（大型バス専用）
大板山たたら製鉄遺跡付近は道幅が狭く
大型バスの通行が困難なため、大型バス
を利用して大板山たたら製鉄遺跡を観光
される団体様専用の乗換バス（マイクロバ
ス）を運行します。
【 区間／道の駅ハピネスふくえ～大板山た
たら製鉄遺跡 】

萩世界遺産の観光に便利
おお いた やま

しもの せき なが と

コース

［2時間コース］

［1時間コース］

湯田温泉　－　サビエル記念聖堂　－　パークロード　－　藩庁門　－　洞春寺・観音堂　－　香山公園
（毛利墓所・露山堂・枕流亭）　－　国宝瑠璃光寺五重塔　－　一の坂川　－　山口市菜香亭　
－　常栄寺雪舟庭　－　サビエル記念碑　－　山口駅　－　湯田温泉
湯田温泉　－　サビエル記念聖堂　－　国宝瑠璃光寺五重塔　－　一の坂川　－　山口駅　－　湯田温泉

083-901-0150お問い
合せ先 〒753-0042 山口県山口市湯田温泉2-1-23

9：00～ 18：00
〒
営

湯田温泉観光案内所

■
■
■
■
■

各コース出発時間
所要時間
定員
ガイドサービス
注意事項

［2時間コース］9：00、10：00、14:00、15：00　［1時間コース］9：00、10：00、15：00、16：00、20：00
［2時間コース］2時間　［1時間コース］1時間
ー
ー
湯田温泉旅館協同組合加盟旅館宿泊者限定

予約■ ー

運行日 通年
料　金 お一人様（税込）［2時間コース］3,000円［1時間コース］2,000円

湯田温泉 
乗合観光タクシー
「西の京やまぐち」の名所・旧跡をお得な料金
で楽しめる乗合タクシーです。2時間コースと
1時間コースがあります。

山口「西の京やまぐち」の名所・旧跡をお得な料金で楽しめる
ゆ だ

コース

湯田温泉　ー　木戸神社　ー　普門寺　ー　旧藩庁門　ー　洞春寺　ー　枕流亭　…　露山堂　…　香山墓所　…　国宝瑠璃光寺五重塔
（昼食フリー）　ー　錦の御旗製作所跡　ー　山口市菜香亭　ー　豊栄神社・野田神社　ー　法界寺　ー　山口明倫館兵学寮跡　
ー　サビエル記念聖堂（来島又兵衛の碑・亀山公園）　ー　長寿寺　ー　七卿の碑　ー　周布政之助の碑　ー　湯田温泉
湯田温泉　ー　木戸神社　ー　枕流亭　…　露山堂　…　香山墓所　…　国宝瑠璃光寺五重塔　ー　豊栄神社・野田神社　ー　山口市菜香亭　ー　湯田温泉
湯田温泉　ー　木戸神社　ー　枕流亭　…　露山堂　…　国宝瑠璃光寺五重塔　ー　山口市菜香亭　ー　湯田温泉

［維新満喫コース］

［維新早回りコースA］
［維新早回りコースB］

コース
萩・明倫センター（萩・明倫学舎前）　=　萩城下町散策　=　萩城跡指月公園 【車窓】　=　菊ヶ浜【車窓】　=　恵美須ヶ鼻造船所跡【車窓】　=　萩反射炉　=　松陰神社　=　東光寺【車窓】　=　松陰誕生地・墓所　=　萩・明倫センター（萩・明倫学舎前）市内定期観光バス

たたら製鉄コース 萩・明倫センター（萩・明倫学舎前）　=　大板山たたら製鉄遺跡　=　道の駅ハピネスふくえ　=　萩・明倫センター（萩・明倫学舎前）

「…」徒歩、  「―」タクシー、  「＝」バス、  「≫」JR、  「～」船、  「→」その他（マイカー・レンタカー等）コースの凡例 「…」徒歩、  「―」タクシー、  「＝」バス、  「≫」JR、  「～」船、  「→」その他（マイカー・レンタカー等）コースの凡例
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萩

コース
防府駅　＝　周防国分寺　＝　鱧料理　＝　英雲荘　＝　防府天満宮　＝　防府駅  （予定）

鱧コース 9月30日～10月22日

防府駅　＝　東大寺別院阿弥陀寺　＝　毛利博物館　＝　鱧料理　＝　山頭火ふるさと館　
＝　防府天満宮　＝　防府駅  （予定）

鱧＋国宝コース 11月4日～12月3日（11月25・26日除く）

はぎ

0835-22-3765お問い
合せ先 〒747-0024 山口県防府市国衙1丁目１番１５号

9：00～ 17：00　　http://www.bochobus.co.jp/　
〒
営

防長交通株式会社防府営業所

■
■
■
■

各コース出発時間
定員
ガイドサービス
注意事項

0834-22-8372お問い
合せ先 〒745-0045 山口県周南市徳山港町1-1　FAX：0834-22-8357

8：30～ 17：15（平日）　 　 http://www.city.shunan.lg.jp
〒

周南市観光交流課

随時 
4名 
無し
タクシー乗務員によるガイドは行っておりません
コース時間は道路状況、時間帯により時間が前後する場合あり
発着はJR徳山駅となっておりますが、駅周辺の宿泊施設や飲食店も可能

営

所要時間
予約

■
■

［Aコース］約30分　［Bコース］約70分
必要

コース

［Aコース］

［Bコース］

JR徳山駅発　―　児玉源太郎産湯乃井戸　―　児玉神社 
―　周南市文化会館（徳山藩館邸跡）　―　祐綏神社　―　JR徳山駅着
JR徳山駅発　―　児玉源太郎産湯乃井戸　―　児玉神社　―　周南市文化会館（徳山藩館邸跡） 
―　祐綏神社　―　興元寺　―　毛利家墓所　―　JR徳山駅着

コース

［午前発］

［午後発］

下関駅南口　＝　新下関駅　＝　角島大橋　＝　角島灯台　＝　道の駅豊北　
＝　みもすそ川公園　＝　下関駅南口　＝　新下関駅
新下関駅　＝　下関駅南口　＝　赤間神宮・日清講話記念館　＝　城下町長府　
＝　火の山　＝　下関駅南口　＝　新下関駅

萩市内定期観光バス
松陰神社や世界遺産の萩城下町、萩反射炉など市内主要観光地を巡る定期観光バス（地元観光
ボランティアガイド同行）です。萩・明倫センター（萩・明倫学舎前）発着で、土・日・祝日に運行
します。10月（土・日・祝日のみ）は「たたら製鉄コース」も運行します。（要事前予約）

運行日 ［市内定期観光バス］運行中～2018年3月31日（土）の土曜、日曜、祝日（12/30～1/1除く）  ［たたら製鉄コース］2017年10月の土曜、日曜、祝日
料　金 ［市内定期観光バス］大人2,500円、小児（小学生以下）1,250円  ［たたら製鉄コース］大人2,000円、小児（小学生以下）1,000円

お問い合せ先
0838-22-3811

防長交通株式会社 萩営業所
〒758-0074 萩市平安古553-1〒

世界遺産や城下町など主要観光地を巡る観光バス

各コース出発時間
所要時間
予約

■
■
■

［萩市内定期観光バス］9：00出発 → 12：00到着　［たたら製鉄コース］13：30出発 → 16：05到着
［萩市内定期観光バス］3時間　［たたら製鉄コース］2時間35分 
必要（空席がある場合は当日乗車可）

定員
ガイドサービス
注意事項

■
■
■

25名（マイクロバス）
地元ガイドが同行
土・日・祝日（12/30～1/1除く）のみ運行（要事前予約）、両コース乗車 大人4,000円・小児2,000円

山口

明治維新版タクシープラン
山口市内の名所をたっぷり巡る維新満喫コースと、短時間でお手軽に楽しめる早回りコース
２コースの全３コースをご用意しています。

運行日 通年 料　金 2名様以上でのご利用でお一人様 
［満喫コース］15,000円 ［早回りコースA］7,000円 ［早回りコースB］5,000円

お問い合せ先
083-933-0 088

（一財）山口観光
コンベンション協会 〒753-0042 山口県山口市惣太夫町2-1 FAX：083-933-0089

9：00～ 17：45　　http://yamaguchi-city.jp/
〒

営

お好みに合わせて3コースのプランをご用意

各コース出発時間
定員
ガイドサービス

■
■
■

ー
ー
ドライバーから車内での史跡等の説明有り

所要時間
予約

■
■

［満喫コース］6時間 ［早回りコースA］3時間 ［早回りコースB］2時間
ー

なんしゅう

運行日 通年
料　金 ［Aコース（30分貸切）］ 2,000円 ［Bコース（70分貸切）］ 4,000円

周南観光タクシー（Aコース）(Bコース）
少しの空き時間にタクシーを利用して周南の
歴史と文化が中心の“らくらくちょっと観光”
はいかがですか。周南が生んだ偉人『児玉源
太郎』と『徳山毛利藩』のゆかりの地や史跡を
ご案内します。

周南観光地を車で巡りたい方におすすめ！

〒758-0061 山口県萩市椿3537-3　FAX：0838-25-2073
9：00～ 17：45（12月～ 2月9：00～ 17：00）　 　 http://www.hagishi.com/

〒
営

■

■
■
■

各コース出発時間

所要時間
ガイドサービス
注意事項

0838-25-1750お問い
合せ先

（公社）萩市観光協会

【1日4便】 

60分 
無し
途中下車は出来ません

定員
予約

■
■

無し
不要

コース JR新山口駅新幹線口　＝　萩・明倫センター（萩・明倫学舎前）

運行日 運行中～2018年3月31日（土）予定
料　金 片道1,550円（小児780円）予定

スーパーはぎ号
「萩・明倫センター」バス停を発着し、
新山口駅新幹線口～萩明倫センター
バス停間を60分で結びます。
1日8便（4往復）運行します。

萩世界遺産に登録された城下町・
萩まで60分

■
■
■

各コース出発時間
定員
ガイドサービス

0856-22-4323お問い
合せ先 〒698-0024 島根県益田市駅前町35-6　

FAX：0856-22-4323　　9：00～ 17：00
〒

益田地区タクシー共同組合（土日祝は益田タクシー）

ご希望に応じます
1名～ 
無し

営

所要時間
予約

■
■

1時間30分
必要

コース 益田駅　－　萬福寺　－　医光寺　－　暁音寺（車窓）　－　七尾城跡・住吉神社（車窓）　
－　妙義寺　－　雪舟の郷記念館　－　益田駅　※その他、ご希望に応じます

だます

運行日 通年
料　金 6,900円～（1時間30分コース）

益田
観光タクシー
益田市を代表する観光施設等を
3つのコースで辿ります。
また、ご希望に応じて訪問地を
組み合わせて頂くことも可能で
す。

益田益田浪漫 観光ルート

新山口駅 → 萩･明倫センター　　萩・明倫センター → 新山口駅
　9:45　　　10:45 　　　　　　　9:30　　　　　　10:30
11:00　　　12:00 　　　　　　11:15　　　　　　12:15
13:00　　　14:00 　　　　　　14:00　　　　　　15:00
16:15　　　17:15 　　　　　　16:30　　　　　　17:30

■
■
■
■

各コース出発時間
予約
ガイドサービス
注意事項

9：50 ～
必要（当日空きがあれば乗車可能）
施設管理者から直接説明を聞くことが出来る
料金、時間は変更する場合あり

所要時間■ 5時間程度 定員■ 45名

運行日 2017年9月30日～ 12月3日の土曜、日曜予定
料　金 大人5,250円～ 高校生以下割引あり、昼食（ハモコース料理）含む

ほうふ市内定期観光バス
防府市内の観光施設を巡る周遊バスです。防府の歴
史に触れ、体感するには打ってつけの小旅行です。
防府の観光を楽しむなら、ほうふ市内定期観光バス
をご利用ください。

防府防府の観光を満喫

コース
各出発地　ー　金子みすゞ記念館　ー　元乃隅稲成神社　ー　千畳敷　ー　JR長門市駅

［みすゞの足跡をたどるコース］ ※他コースもあり

0837-26-0 054お問い
合せ先 〒759-4106 山口県長門市仙崎1087-45（長門山電タクシー内）　FAX：0837-26-3938

8：00～ 18：00（受付時間）　　http://www.nagato-taxi.com/　
〒
営

長門タクシー協会

■
■
■
■

各コース出発時間
定員
予約
ガイドサービス

ご希望に応じます
4 ～ 9名
必要
ドライバーによる観光案内付き

所要時間■ 1 ～ 8時間（コースによる）

運行日 通年
料　金 1台10,000円～

長門市タクシー
観光コース
タクシー観光とは、タクシーが旅行当日ご
利用者様専用のタクシーとなり、観光ス
ポットをタクシーで回るサービスです。お客
様のペースに合わせて観光できますので、
リラックスしたご旅行ができると好評です。

長門地元のタクシーで辿る旅

083-231-1350お問い
合せ先 〒750-0008 山口県下関市田中町5-6　FAX：083-231-1853

8：30～ 17：15（平日）　　http://shimonoseki.travel
〒
営

下関市観光政策課

■
■
■
■
■

各コース出発時間
所要時間
定員
ガイドサービス
注意事項

［午前発］下関駅南口8：00、新下関駅8：30  ［午後発］新下関駅15：00、下関駅南口15：30
片道約2時間30分
ー
ー
出発時刻・乗車料金などについては各コース調整中

予約■ ー

運行日 2017年9月～ 12月の土曜（12月30日を除く）
料　金 調整中

下関 定期観光バス
JR下関駅及びJR新下関駅から角島・城下町長府に定期観光
バスが運行します！９月～１２月の毎週土曜日に午前、午後の
２コースを運行予定です。人気の角島や「道の駅北浦街道ほう
ほく」を巡ります。また、午後コースは、維新発祥の地である
「城下町長府」や源平合戦ゆかりの地「赤間神宮」を巡ります。

下関好評を博した定期観光バスが期間限定で復活

〒758-0212 萩市大字福井下4013-1　FAX：0838-52-0262
8：30～ 17：15（平日）

〒
営

■
■
■
■
■
■

各コース出発時間
所要時間
定員
予約
ガイドサービス
注意事項

0838-52-0121お問い
合せ先

萩市福栄総合事務所 産業振興部門

事前予約制　運行時間／ 9：00 ～ 17：00（出発の最後は15：30）
約90分（片道約30分／大板山たたら製鉄遺跡での滞在時間は30分程度） 
50名（マイクロバス2台）
運行希望日前日（土日祝日除く）の午前中までに要予約
無し
所要時間のめやす／萩市中心部→（車で約20分）→道の駅ハピネスふくえ→（車で約30分）→大板山たたら製鉄遺跡

コース 道の駅ハピネスふくえ　＝　大板山たたら製鉄遺跡　（片道約30分）

運行日 運行中～2018年3月31日（土）
料　金 無料

「大板山たたら製鉄遺跡」への乗換バス（大型バス専用）
大板山たたら製鉄遺跡付近は道幅が狭く
大型バスの通行が困難なため、大型バス
を利用して大板山たたら製鉄遺跡を観光
される団体様専用の乗換バス（マイクロバ
ス）を運行します。
【 区間／道の駅ハピネスふくえ～大板山た
たら製鉄遺跡 】

萩世界遺産の観光に便利
おお いた やま

しもの せき なが と

コース

［2時間コース］

［1時間コース］

湯田温泉　－　サビエル記念聖堂　－　パークロード　－　藩庁門　－　洞春寺・観音堂　－　香山公園
（毛利墓所・露山堂・枕流亭）　－　国宝瑠璃光寺五重塔　－　一の坂川　－　山口市菜香亭　
－　常栄寺雪舟庭　－　サビエル記念碑　－　山口駅　－　湯田温泉
湯田温泉　－　サビエル記念聖堂　－　国宝瑠璃光寺五重塔　－　一の坂川　－　山口駅　－　湯田温泉

083-901-0150お問い
合せ先 〒753-0042 山口県山口市湯田温泉2-1-23

9：00～ 18：00
〒
営

湯田温泉観光案内所

■
■
■
■
■

各コース出発時間
所要時間
定員
ガイドサービス
注意事項

［2時間コース］9：00、10：00、14:00、15：00　［1時間コース］9：00、10：00、15：00、16：00、20：00
［2時間コース］2時間　［1時間コース］1時間
ー
ー
湯田温泉旅館協同組合加盟旅館宿泊者限定

予約■ ー

運行日 通年
料　金 お一人様（税込）［2時間コース］3,000円［1時間コース］2,000円

湯田温泉 
乗合観光タクシー
「西の京やまぐち」の名所・旧跡をお得な料金
で楽しめる乗合タクシーです。2時間コースと
1時間コースがあります。

山口「西の京やまぐち」の名所・旧跡をお得な料金で楽しめる
ゆ だ

コース

湯田温泉　ー　木戸神社　ー　普門寺　ー　旧藩庁門　ー　洞春寺　ー　枕流亭　…　露山堂　…　香山墓所　…　国宝瑠璃光寺五重塔
（昼食フリー）　ー　錦の御旗製作所跡　ー　山口市菜香亭　ー　豊栄神社・野田神社　ー　法界寺　ー　山口明倫館兵学寮跡　
ー　サビエル記念聖堂（来島又兵衛の碑・亀山公園）　ー　長寿寺　ー　七卿の碑　ー　周布政之助の碑　ー　湯田温泉
湯田温泉　ー　木戸神社　ー　枕流亭　…　露山堂　…　香山墓所　…　国宝瑠璃光寺五重塔　ー　豊栄神社・野田神社　ー　山口市菜香亭　ー　湯田温泉
湯田温泉　ー　木戸神社　ー　枕流亭　…　露山堂　…　国宝瑠璃光寺五重塔　ー　山口市菜香亭　ー　湯田温泉

［維新満喫コース］

［維新早回りコースA］
［維新早回りコースB］

コース
萩・明倫センター（萩・明倫学舎前）　=　萩城下町散策　=　萩城跡指月公園 【車窓】　=　菊ヶ浜【車窓】　=　恵美須ヶ鼻造船所跡【車窓】　=　萩反射炉　=　松陰神社　=　東光寺【車窓】　=　松陰誕生地・墓所　=　萩・明倫センター（萩・明倫学舎前）市内定期観光バス

たたら製鉄コース 萩・明倫センター（萩・明倫学舎前）　=　大板山たたら製鉄遺跡　=　道の駅ハピネスふくえ　=　萩・明倫センター（萩・明倫学舎前）

「…」徒歩、  「―」タクシー、  「＝」バス、  「≫」JR、  「～」船、  「→」その他（マイカー・レンタカー等）コースの凡例 「…」徒歩、  「―」タクシー、  「＝」バス、  「≫」JR、  「～」船、  「→」その他（マイカー・レンタカー等）コースの凡例
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萩

萩八景遊覧船
水の都 萩の景観を川や海から楽しむ

0838-21-7708お問い
合せ先

営
〒758-0057 山口県萩市堀内（指月橋そば）　FAX：0838-21-7718　
3月～10月 9：00～17：00、11月 9：00～16：10

〒

萩八景遊覧船

萩城跡そばの指月橋を始点に,、指月川（疎水）を通って橋本川に入り、堀
内・平安古重要伝統的建造物群保存地区の景観を川から眺める約40分
の往復ルート。天候の良い日には、日本海へ出て、指月山や白砂青松の
菊ヶ浜を眺めます。

運航日 2017年3月1日（水）～11月30日（木）　
料　金 ［個人］大人（中学生以上）1,200円（1,000円）、小人（小学生以下）600円（500円）

（ ）内は20名以上の団体料金、3才未満無料

［貸切］12,000円  10名以内

コース
指月橋そば（萩城跡横）　～　橋本川　～　平安古地区「旧田中別邸」先でＵターン

～　指月橋そば（天候の良い日は、日本海に出て萩城跡を眺めるルートもプラス）

各コース出発時間

所要時間
定員
予約
注意事項

■

■
■
■
■

3月～ 10月 9：00 ～ 17：00（最終受付16：00）
11月 9：00 ～ 16：10（最終受付15：00） ※定時便ではなく随時運航
約40分
12名／ 1隻（最大60名まで対応可）
10名以上の団体は要予約、個人の場合は予約不要
天候不良の場合は運休、予約は10名以上から、9名以下の場合は予約はありませんので直接乗り場へお越しください

ガイドサービス■ 船頭によるガイド

運航日 2017年4月22日（土）～5月21日（日）、7月22日（土）～8月20日（日）、10月28日（土）～11月26日（日）予定
料　金

■
■
■
■
■

萩

各コース出発時間
所要時間
定員
予約
注意事項

萩・長門峡観光遊覧船
阿武川ダム湖の湖面から壮大な自然景観を眺める

0838-21-7708／090-4104-4924お問い
合せ先 〒758-0141 山口県萩市川上3342-1 明神島運動公園

9：00～16：00（最終受付15：00）
〒

萩・長門峡観光遊覧船乗場

約50分の遊覧「佐々連（さざれ）コース」と、さらに上流へ進む約90分の
遊覧「重塀岩コース」。2つのコースで風光明媚な長門峡の景色を楽しむこ
とができます。新緑・紅葉の時期が特におすすめです。

[佐々連コース] 大人1,200円（1,000円）、小人600円（500円）
[重塀岩コース] 大人2,000円（1,500円）、小人600円（500円）

[佐々連コース]  9：00～ 概ね1時間ごと [重塀岩コース]10：00～ 概ね2時間ごと
[佐々連コース]約50分 [重塀岩コース]約90分 
12名定員遊覧船2隻 
当日予約可（運航日の9：00 ～ 15：00）
運航時刻は事前予約の状況により変更となる場合あり

■ガイドサービス 船頭によるガイド

営

3歳未満無料、（ ）内は20名以上の団体料金

コース

［佐々連コース］
（約50分）

［重塀岩コース］
（約90分）

阿武川ダムの上流をスタートし、ダムを上流湖面から眺め、さらに上流へ、四
季折々に変化するダム湖の自然景観を眺め、乗場に戻る約50分のコース
ダム湖の中央付近から進路をさらに上流へ、紅葉の名所である渓谷「長門峡」
方面に向かって進む新緑・紅葉の時期が特におすすめの約90分のコース 

ちょう もんはぎ きょう

はぎ

せ と うち

■

■
■
■
■

周防
大島

各コース出発時間

所要時間
予約
ガイドサービス
注意事項

瀬戸内クルーズ
～スナメリに出会う旅～

0820-72-2134お問い
合せ先 〒742-2301 山口県大島郡周防大島町大字久賀4316　FAX：0820-72-2134

8：30～ 18：00　　 http://www.suo-oshima-kanko.net/
〒

(一社)周防大島観光協会

大島大橋を左折し車で約15分の久賀港から出航する前島への町営渡船
「くか」で、片道約20分の船旅を堪能できる「瀬戸内クルーズ」が人気で
す。春から秋にかけての航行中にスナメリの群れに出会う確率は約3割。
心地よい潮風と陽気に包まれながらの、ちいさな船旅をお楽しみください。

運航日 通年（スナメリが見られる確率が高いのは5月～ 10月）
料　金 大人片道280円、小児片道140円

貸切運賃1航海（片道）につき8,200円（臨時運行）

久賀→前島  7:10、11:20、16:00
前島→久賀  7:35、11:45、16:25　定時以外、貸切運行可能（要予約）
片道20分   
貸切運行の場合、事前に周防大島町政策企画課（0820-74-1007）へ要申請
経験豊富な船長によるご案内
お子様にはライフジャケットの着用をお願いします
生活航路のため、前島でお暮らしの方々、帰省される方々の乗船を優先
定員（28名）を超えた際は乗船できません

コース 町営渡船くか　久賀港　～　前島　（片道20分／6km）

定員■ 28名

カランころんパス
2day・4day・4day＋青海島

■
■
■
■

各コース出発時間
所要時間
定員
ガイドサービス

0837-25-3611お問い
合せ先 〒759-4103 山口県長門市深川湯本1257　FAX：0837-25-3612

9：00～ 17：00（年中無休）　 　 http://yumotoonsen.com/karankoron/
〒

湯本温泉旅館協同組合

サンデン交通時刻表による
[２dayパス]片道約20分　[４dayパス]片道約45分　[４dayパス＋青海島]片道約60分
ー
無し

営

予約■ 宿泊予約時に申込み若しくはチケット事前入手

コース

運行日 通年
料　金 ［2dayパス］大人620円、子供310円（通常料金 往復1,120円）

［4dayパス］大人1,030円、子供520円（通常料金往復 1,600円）
［4dayパス＋青海島］大人1,440円、子供720円（通常料金 往復2,140円）

湯本温泉のお宿にご宿泊のお客様は、俵山へ
も、青海島へも通へも、観光地のバス停まで
への行き来がお安くご利用できます。

長門俵山温泉⇔湯本温泉⇔青海島・通間、
バス乗り放題

長門湯本駅・湯本温泉・湯本温泉入口　～　各停留所10か所　～　俵山温泉
長門湯本駅・湯本温泉・湯本温泉入口　～　各停留所24か所　～　青海島
長門湯本駅・湯本温泉・湯本温泉入口　～　各停留所38か所　～　通

（11.7ｋｍ）

（19.6ｋｍ）
（10.7ｋｍ）

コース 関門海峡遊覧

083-222-1488お問い
合せ先 9：00～ 17：00　　

http://www.kanmon-kisen.co.jp/
営

関門汽船 株式会社

■
■
■
■
■

各コース出発時間
所要時間
定員
予約
ガイドサービス

9：00（8：45唐戸桟橋集合）
45分程度
70名（最少催行10名）
必要（関門汽船㈱083-222-1488または同社HP）
有り

■ガイドサービス 有り

■ガイドサービス 有り

運航日 2017年7月2日（日）～8月27日(日）の日曜・祝日
料　金 市内宿泊者無料

関門海峡
遊覧クルージング
運航日前日に、下関市内の宿泊施設にお
泊りの方を、翌日の朝、関門海峡遊覧ク
ルージングに無料でご招待いたします。源
平合戦をはじめ数々の歴史舞台となった関
門海峡を船の上からお楽しみください。夏
を満喫できるいち押しの企画です。

下関海峡を渡る風に吹かれて気分爽快！
かん もん

コース 3コースあり（各コースの詳細はお問い合わせください）

0834-31-3355お問い
合せ先 三和交通株式会社

■
■
■
■
■

各コース出発時間
所要時間
定員
予約
注意事項

18：30 ～ 19：00（季節により変動）
60分～ 120分
4名（9人乗りジャンボタクシー有り）
必要
郊外からの乗車は別途タクシー料金が必要

運行日 通年
料　金 5,120円～ 10,240円

工場夜景
観光タクシー
日頃周南の町を走っているタクシー
乗務員ならではの話を聞きながら、
きらめく周南ベイエリアをご観賞下
さい。

周南夜景鑑賞士が
工場夜景ビュースポットへご案内

コース 下関市立しものせき水族館「海響館」・はい！からっと横丁　～　海峡ゆめタワー　～　巌流島　～　三菱重工㈱下関造船所　
～　ニッカウヰスキー㈱門司工場　～　門司港レトロ　～　壇之浦・関門橋　～　赤間神宮

083-222-1488お問い
合せ先 9：00～ 17：00　　

http://www.kanmon-kisen.co.jp/
営

関門汽船 株式会社

■
■
■
■
■

各コース出発時間
所要時間
定員
予約
注意事項

9月～ 10月18：00　11月～ 12月17：30
約1時間
70名（最少催行10名）
必要（関門汽船㈱083-222-1488または同社HP）
内容は変更の可能性あり・大人１名につき未就学児１名無料

運航日 2017年9月15日～ 12月29日の金曜
料　金 市内宿泊者 大人1,000円、こども500円、未就学児無料

一般 大人2,000円、こども1,000円、未就学児無料

関門海峡
夜景クルージング
壇之浦や巌流島などの関門海峡周辺のほ
か、人気の工場夜景も巡るコースで海峡の
夜景を存分にご堪能ください。海からしか見
られない景色が、皆様をお待ちしています。

下関関門海峡両岸の夜景を、ベストポジションから満喫
かん もん

岩国

秋の遊覧船「もみじ舟」
錦帯橋周辺は紅葉の美しいところ。澄み切った青空の下、屋形船に揺られ
て眺める彩りの川面と錦帯橋。美しい水上散策にお出かけください。

運航日

［ミニ遊覧］9月11日～11月30日の土日祝（紅葉期は毎日） 予定
［貸切］9月11日～11月30日（8名以上で要予約） 予定

料　金

［ミニ遊覧］中学生以上500円、小学生300円、小学生未満無料
［貸切］1時間につき中学生以上1,000円、小学生600円

お問い合せ先
0827-28-2877

（一社）岩国市観光協会
鵜飼事務所

紅葉に彩られた錦帯橋を遊覧船から堪能

各コース出発時間

所要時間
定員
注意事項

■

■
■
■

［ミニ遊覧］11：00、11：30、12：00、12：30、13：00、13：30
［貸切］11：00 ～ 14：00の随時
［ミニ遊覧］20分間 ［貸切］1時間～ 
150名程度
貸切は飲食の持ち込み可、弁当の予約可能
※荒天時、河川の増水時には運休となる場合あり

予約
ガイドサービス

■
■

貸切は要予約
無し

〒742-0062 山口県岩国市横山2-7-28　FAX：0827-28-2878
8：30～ 17：15　　http://ukai.iwakuni-city.net/

〒

営

運航日 通年

料　金
（定期便）

料　金
（貸切船）

■

■
■

長門

各コース出発時間

所要時間
定員

青海島観光汽船
数々の岩の芸術作品、大自然の感動をあなたに

0837-26-0834お問い
合せ先 〒759-4106 山口県長門市仙崎字漁港南4297-2　FAX：0837-26-0835

8：00～17：00（12～2月は9：00～16：00）　　http://www.omijimakankoukisen.jp/
〒
営

青海島観光汽船株式会社

海岸の美しい眺めの青海島は、周囲40ｋｍで、北長門海岸国定公園の中心部に
あり、別名「海上アルプス」とも呼ばれています。大自然がつくり上げた洞門や石柱
などの岩の芸術作品を遊覧船で、たっぷりとご覧いただけます。

[一周コース]大人2,200円、小児1,100円（団体料金大人15人以上1割引）
荒天の場合、次のいずれかのコースに変更になる場合あり　
[観音洞コース]大人1,600円、小児800円　[大島コース]大人1,300円、小児650円
[花津浦・紫津浦・赤瀬コース]大人1,200円、小児600円
［一周コース］20人まで44,000円、21～24人迄1人2,200円、25～99人迄1人1,980円、小児1人990円
［観音洞コース］20人迄32,000円、21～24人迄1人1,600円、25～99人迄1人1,440円、小児1人720円
［大島コース］20人迄26,000円、21～24人迄1人1,300円、25～99人迄1人1,170円、小児1人590円
［内海・みすゞ コース］20人迄24,000円、21～24人迄1人1,200円、25～99人迄1人1,080円、小児1人540円

定期便（3月1日～ 11月末日）8:40、9:40、10:40、11:40、13:30、14:40　季節便（4月1日～ 9月末日/定期便に追加運航）12:40、16:00
冬期便（12月1日～2月末日）9:40、10:40、13：30、14：40
[一周コース]約1時間20分 [観音洞コース] [大島コース]約1時間 [花津浦・紫津浦、赤瀬コース]約50分
ー ■予約 貸切船は要予約 ■ガイドサービス 音声ガイド

59名以上の貸切船
料金は要問合せ

コース

［一周コース］

［観音洞コース］

［大島コース］
［赤瀬コース］
［花津浦・紫津浦コース］

花津浦　～　筍岩　～　コーモリ洞　～　夫婦洞　～　観音洞　～　大門　～　
小門　～　象の鼻　～　静ヶ浦（十六羅漢）　～　島見門　～　仏岩
波の橋立　～　花津浦　～　赤瀬　～　筍岩　～　コーモリ洞　～　夫婦洞　～　
幕岩　～　白旗岩　～　観音堂
（松島～屏風岩～仏岩）　～　金冠山　～　中江洞門　～　龍宮　～　笹島
青海島の中でもひときわ鮮やかな景観をもつ「赤瀬」をご覧いただき引き返し
青海島の表玄関「花津浦」よりUターンし「紫津浦」を遊覧

おお み じま

営

「…」徒歩、  「―」タクシー、  「＝」バス、  「≫」JR、  「～」船、  「→」その他（マイカー・レンタカー等）コースの凡例 「…」徒歩、  「―」タクシー、  「＝」バス、  「≫」JR、  「～」船、  「→」その他（マイカー・レンタカー等）コースの凡例
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萩

萩八景遊覧船
水の都 萩の景観を川や海から楽しむ

0838-21-7708お問い
合せ先

営
〒758-0057 山口県萩市堀内（指月橋そば）　FAX：0838-21-7718　
3月～10月 9：00～17：00、11月 9：00～16：10

〒

萩八景遊覧船

萩城跡そばの指月橋を始点に,、指月川（疎水）を通って橋本川に入り、堀
内・平安古重要伝統的建造物群保存地区の景観を川から眺める約40分
の往復ルート。天候の良い日には、日本海へ出て、指月山や白砂青松の
菊ヶ浜を眺めます。

運航日 2017年3月1日（水）～11月30日（木）　
料　金 ［個人］大人（中学生以上）1,200円（1,000円）、小人（小学生以下）600円（500円）

（ ）内は20名以上の団体料金、3才未満無料

［貸切］12,000円  10名以内

コース
指月橋そば（萩城跡横）　～　橋本川　～　平安古地区「旧田中別邸」先でＵターン

～　指月橋そば（天候の良い日は、日本海に出て萩城跡を眺めるルートもプラス）

各コース出発時間

所要時間
定員
予約
注意事項

■

■
■
■
■

3月～ 10月 9：00 ～ 17：00（最終受付16：00）
11月 9：00 ～ 16：10（最終受付15：00） ※定時便ではなく随時運航
約40分
12名／ 1隻（最大60名まで対応可）
10名以上の団体は要予約、個人の場合は予約不要
天候不良の場合は運休、予約は10名以上から、9名以下の場合は予約はありませんので直接乗り場へお越しください

ガイドサービス■ 船頭によるガイド

運航日 2017年4月22日（土）～5月21日（日）、7月22日（土）～8月20日（日）、10月28日（土）～11月26日（日）予定
料　金

■
■
■
■
■

萩

各コース出発時間
所要時間
定員
予約
注意事項

萩・長門峡観光遊覧船
阿武川ダム湖の湖面から壮大な自然景観を眺める

0838-21-7708／090-4104-4924お問い
合せ先 〒758-0141 山口県萩市川上3342-1 明神島運動公園

9：00～16：00（最終受付15：00）
〒

萩・長門峡観光遊覧船乗場

約50分の遊覧「佐々連（さざれ）コース」と、さらに上流へ進む約90分の
遊覧「重塀岩コース」。2つのコースで風光明媚な長門峡の景色を楽しむこ
とができます。新緑・紅葉の時期が特におすすめです。

[佐々連コース] 大人1,200円（1,000円）、小人600円（500円）
[重塀岩コース] 大人2,000円（1,500円）、小人600円（500円）

[佐々連コース]  9：00～ 概ね1時間ごと [重塀岩コース]10：00～ 概ね2時間ごと
[佐々連コース]約50分 [重塀岩コース]約90分 
12名定員遊覧船2隻 
当日予約可（運航日の9：00 ～ 15：00）
運航時刻は事前予約の状況により変更となる場合あり

■ガイドサービス 船頭によるガイド

営

3歳未満無料、（ ）内は20名以上の団体料金

コース

［佐々連コース］
（約50分）

［重塀岩コース］
（約90分）

阿武川ダムの上流をスタートし、ダムを上流湖面から眺め、さらに上流へ、四
季折々に変化するダム湖の自然景観を眺め、乗場に戻る約50分のコース
ダム湖の中央付近から進路をさらに上流へ、紅葉の名所である渓谷「長門峡」
方面に向かって進む新緑・紅葉の時期が特におすすめの約90分のコース 

ちょう もんはぎ きょう

はぎ

せ と うち

■

■
■
■
■

周防
大島

各コース出発時間

所要時間
予約
ガイドサービス
注意事項

瀬戸内クルーズ
～スナメリに出会う旅～

0820-72-2134お問い
合せ先 〒742-2301 山口県大島郡周防大島町大字久賀4316　FAX：0820-72-2134

8：30～ 18：00　　 http://www.suo-oshima-kanko.net/
〒

(一社)周防大島観光協会

大島大橋を左折し車で約15分の久賀港から出航する前島への町営渡船
「くか」で、片道約20分の船旅を堪能できる「瀬戸内クルーズ」が人気で
す。春から秋にかけての航行中にスナメリの群れに出会う確率は約3割。
心地よい潮風と陽気に包まれながらの、ちいさな船旅をお楽しみください。

運航日 通年（スナメリが見られる確率が高いのは5月～ 10月）
料　金 大人片道280円、小児片道140円

貸切運賃1航海（片道）につき8,200円（臨時運行）

久賀→前島  7:10、11:20、16:00
前島→久賀  7:35、11:45、16:25　定時以外、貸切運行可能（要予約）
片道20分   
貸切運行の場合、事前に周防大島町政策企画課（0820-74-1007）へ要申請
経験豊富な船長によるご案内
お子様にはライフジャケットの着用をお願いします
生活航路のため、前島でお暮らしの方々、帰省される方々の乗船を優先
定員（28名）を超えた際は乗船できません

コース 町営渡船くか　久賀港　～　前島　（片道20分／6km）

定員■ 28名

カランころんパス
2day・4day・4day＋青海島

■
■
■
■

各コース出発時間
所要時間
定員
ガイドサービス

0837-25-3611お問い
合せ先 〒759-4103 山口県長門市深川湯本1257　FAX：0837-25-3612

9：00～ 17：00（年中無休）　 　 http://yumotoonsen.com/karankoron/
〒

湯本温泉旅館協同組合

サンデン交通時刻表による
[２dayパス]片道約20分　[４dayパス]片道約45分　[４dayパス＋青海島]片道約60分
ー
無し

営

予約■ 宿泊予約時に申込み若しくはチケット事前入手

コース

運行日 通年
料　金 ［2dayパス］大人620円、子供310円（通常料金 往復1,120円）

［4dayパス］大人1,030円、子供520円（通常料金往復 1,600円）
［4dayパス＋青海島］大人1,440円、子供720円（通常料金 往復2,140円）

湯本温泉のお宿にご宿泊のお客様は、俵山へ
も、青海島へも通へも、観光地のバス停まで
への行き来がお安くご利用できます。

長門俵山温泉⇔湯本温泉⇔青海島・通間、
バス乗り放題

長門湯本駅・湯本温泉・湯本温泉入口　～　各停留所10か所　～　俵山温泉
長門湯本駅・湯本温泉・湯本温泉入口　～　各停留所24か所　～　青海島
長門湯本駅・湯本温泉・湯本温泉入口　～　各停留所38か所　～　通

（11.7ｋｍ）

（19.6ｋｍ）
（10.7ｋｍ）

コース 関門海峡遊覧

083-222-1488お問い
合せ先 9：00～ 17：00　　

http://www.kanmon-kisen.co.jp/
営

関門汽船 株式会社

■
■
■
■
■

各コース出発時間
所要時間
定員
予約
ガイドサービス

9：00（8：45唐戸桟橋集合）
45分程度
70名（最少催行10名）
必要（関門汽船㈱083-222-1488または同社HP）
有り

■ガイドサービス 有り

■ガイドサービス 有り

運航日 2017年7月2日（日）～8月27日(日）の日曜・祝日
料　金 市内宿泊者無料

関門海峡
遊覧クルージング
運航日前日に、下関市内の宿泊施設にお
泊りの方を、翌日の朝、関門海峡遊覧ク
ルージングに無料でご招待いたします。源
平合戦をはじめ数々の歴史舞台となった関
門海峡を船の上からお楽しみください。夏
を満喫できるいち押しの企画です。

下関海峡を渡る風に吹かれて気分爽快！
かん もん

コース 3コースあり（各コースの詳細はお問い合わせください）

0834-31-3355お問い
合せ先 三和交通株式会社

■
■
■
■
■

各コース出発時間
所要時間
定員
予約
注意事項

18：30 ～ 19：00（季節により変動）
60分～ 120分
4名（9人乗りジャンボタクシー有り）
必要
郊外からの乗車は別途タクシー料金が必要

運行日 通年
料　金 5,120円～ 10,240円

工場夜景
観光タクシー
日頃周南の町を走っているタクシー
乗務員ならではの話を聞きながら、
きらめく周南ベイエリアをご観賞下
さい。

周南夜景鑑賞士が
工場夜景ビュースポットへご案内

コース 下関市立しものせき水族館「海響館」・はい！からっと横丁　～　海峡ゆめタワー　～　巌流島　～　三菱重工㈱下関造船所　
～　ニッカウヰスキー㈱門司工場　～　門司港レトロ　～　壇之浦・関門橋　～　赤間神宮

083-222-1488お問い
合せ先 9：00～ 17：00　　

http://www.kanmon-kisen.co.jp/
営

関門汽船 株式会社

■
■
■
■
■

各コース出発時間
所要時間
定員
予約
注意事項

9月～ 10月18：00　11月～ 12月17：30
約1時間
70名（最少催行10名）
必要（関門汽船㈱083-222-1488または同社HP）
内容は変更の可能性あり・大人１名につき未就学児１名無料

運航日 2017年9月15日～ 12月29日の金曜
料　金 市内宿泊者 大人1,000円、こども500円、未就学児無料

一般 大人2,000円、こども1,000円、未就学児無料

関門海峡
夜景クルージング
壇之浦や巌流島などの関門海峡周辺のほ
か、人気の工場夜景も巡るコースで海峡の
夜景を存分にご堪能ください。海からしか見
られない景色が、皆様をお待ちしています。

下関関門海峡両岸の夜景を、ベストポジションから満喫
かん もん

岩国

秋の遊覧船「もみじ舟」
錦帯橋周辺は紅葉の美しいところ。澄み切った青空の下、屋形船に揺られ
て眺める彩りの川面と錦帯橋。美しい水上散策にお出かけください。

運航日

［ミニ遊覧］9月11日～11月30日の土日祝（紅葉期は毎日） 予定
［貸切］9月11日～11月30日（8名以上で要予約） 予定

料　金

［ミニ遊覧］中学生以上500円、小学生300円、小学生未満無料
［貸切］1時間につき中学生以上1,000円、小学生600円

お問い合せ先
0827-28-2877

（一社）岩国市観光協会
鵜飼事務所

紅葉に彩られた錦帯橋を遊覧船から堪能

各コース出発時間

所要時間
定員
注意事項

■

■
■
■

［ミニ遊覧］11：00、11：30、12：00、12：30、13：00、13：30
［貸切］11：00 ～ 14：00の随時
［ミニ遊覧］20分間 ［貸切］1時間～ 
150名程度
貸切は飲食の持ち込み可、弁当の予約可能
※荒天時、河川の増水時には運休となる場合あり

予約
ガイドサービス

■
■

貸切は要予約
無し

〒742-0062 山口県岩国市横山2-7-28　FAX：0827-28-2878
8：30～ 17：15　　http://ukai.iwakuni-city.net/

〒

営

運航日 通年

料　金
（定期便）

料　金
（貸切船）

■

■
■

長門

各コース出発時間

所要時間
定員

青海島観光汽船
数々の岩の芸術作品、大自然の感動をあなたに

0837-26-0834お問い
合せ先 〒759-4106 山口県長門市仙崎字漁港南4297-2　FAX：0837-26-0835

8：00～17：00（12～2月は9：00～16：00）　　http://www.omijimakankoukisen.jp/
〒
営

青海島観光汽船株式会社

海岸の美しい眺めの青海島は、周囲40ｋｍで、北長門海岸国定公園の中心部に
あり、別名「海上アルプス」とも呼ばれています。大自然がつくり上げた洞門や石柱
などの岩の芸術作品を遊覧船で、たっぷりとご覧いただけます。

[一周コース]大人2,200円、小児1,100円（団体料金大人15人以上1割引）
荒天の場合、次のいずれかのコースに変更になる場合あり　
[観音洞コース]大人1,600円、小児800円　[大島コース]大人1,300円、小児650円
[花津浦・紫津浦・赤瀬コース]大人1,200円、小児600円
［一周コース］20人まで44,000円、21～24人迄1人2,200円、25～99人迄1人1,980円、小児1人990円
［観音洞コース］20人迄32,000円、21～24人迄1人1,600円、25～99人迄1人1,440円、小児1人720円
［大島コース］20人迄26,000円、21～24人迄1人1,300円、25～99人迄1人1,170円、小児1人590円
［内海・みすゞ コース］20人迄24,000円、21～24人迄1人1,200円、25～99人迄1人1,080円、小児1人540円

定期便（3月1日～ 11月末日）8:40、9:40、10:40、11:40、13:30、14:40　季節便（4月1日～ 9月末日/定期便に追加運航）12:40、16:00
冬期便（12月1日～2月末日）9:40、10:40、13：30、14：40
[一周コース]約1時間20分 [観音洞コース] [大島コース]約1時間 [花津浦・紫津浦、赤瀬コース]約50分
ー ■予約 貸切船は要予約 ■ガイドサービス 音声ガイド

59名以上の貸切船
料金は要問合せ

コース

［一周コース］

［観音洞コース］

［大島コース］
［赤瀬コース］
［花津浦・紫津浦コース］

花津浦　～　筍岩　～　コーモリ洞　～　夫婦洞　～　観音洞　～　大門　～　
小門　～　象の鼻　～　静ヶ浦（十六羅漢）　～　島見門　～　仏岩
波の橋立　～　花津浦　～　赤瀬　～　筍岩　～　コーモリ洞　～　夫婦洞　～　
幕岩　～　白旗岩　～　観音堂
（松島～屏風岩～仏岩）　～　金冠山　～　中江洞門　～　龍宮　～　笹島
青海島の中でもひときわ鮮やかな景観をもつ「赤瀬」をご覧いただき引き返し
青海島の表玄関「花津浦」よりUターンし「紫津浦」を遊覧

おお み じま

営

「…」徒歩、  「―」タクシー、  「＝」バス、  「≫」JR、  「～」船、  「→」その他（マイカー・レンタカー等）コースの凡例 「…」徒歩、  「―」タクシー、  「＝」バス、  「≫」JR、  「～」船、  「→」その他（マイカー・レンタカー等）コースの凡例
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設定期間 通年 月1回程度予定

料　金 1名あたり 1,800円（入館料含む）
集合場所 金子みすゞ 記念館（長門市仙崎1308番地） 

長 門

みすゞの課外授業
心が豊かになる大人の学校

金子みすゞのふるさと、山口県長門市に心が豊かになる大人の学校があり
ます。
金子みすゞ の詩を通じて、これからの人生をより豊かにしていきませんか。

0837-22-8404

0837-22-8404

お問い
合せ先

主　催

（一社）長門市観光コンベンション協会

（一社）長門市観光コンベンション協会

〒759-4101 山口県長門市東深川1324番地1　FAX：0837-22-8409
8：30～ 17：15（平日）  　　http://www.kandoutaiken.com/ryojou/

〒
営

山口県知事登録旅行業第3-119号

「…」徒歩、  「―」タクシー、  「＝」バス、  「≫」JR、  「～」船、  「→」その他（マイカー・レンタカー等）コースの凡例 「…」徒歩、  「―」タクシー、  「＝」バス、  「≫」JR、  「～」船、  「→」その他（マイカー・レンタカー等）コースの凡例

コース 金子みすゞ記念館　…　金子みすゞゆかりの地

■
■
■
■
■
■
■

開始時間
定員
予約
アクセス
駐車場
ガイドサービス
注意事項

13：30 
20名     
実施日の10日前まで 
①ＪＲ仙崎駅から徒歩約5分　②中国自動車道美祢ICから約45分  
一般：有り（無料）　大型バス：有り（無料）
地元ガイドがご案内　
講師の都合等により変更・中止となる場合あり

所要時間
最少催行人員

■
■

約3時間
4名

設定期間 2018年1月21日（日）、1月27日（土）、2月4日（日）、2月10日（土）、2月18日（日）、2月25日（日）予定

料　金 大人1名あたり1,000円（税込）予定 
集合場所 極楽寺（長門市三隅下野波瀬3633）

長 門

長門市三隅で巡る幕末維新 吉田松陰の書をひもとく
ゆかりの地「極楽寺」住職の案内で幕末維新を学ぶ

三隅・野波瀬にある1350年頃からの歴史を持つ極楽寺には、吉田松陰の妹でもある
寿が送った書や吉田松陰の書が遺っています。極楽寺のご住職の語り部で、幕末の志
士たちの足跡を辿ります。期間限定の特別企画でちょっぴりプレゼントもご用意！

0837-22-8404

0837-22-8404

お問い
合せ先

主　催

（一社）長門市観光コンベンション協会

（一社）長門市観光コンベンション協会

〒759-4101 山口県長門市東深川1324番地1　FAX：0837-22-8409
8：30～ 17：15（平日）  　　http://www.kandoutaiken.com/ryojou/

〒
営

山口県知事登録旅行業第3-119号

コース 極楽寺集合　…　極楽寺（見学とご住職による講話） 解散

■
■
■
■
■
■

開始時間
定員
予約
アクセス
駐車場
ガイドサービス

15：00 
4 ～ 50名     
開催日の7日前まで 
①ＪＲ長門三隅駅からタクシーで約7分　②中国自動車道美祢ＩＣから約40分
一般：有り（無料）　大型バス：有り（無料）
極楽寺ご住職がご案内　

所要時間
最少催行人員

■
■

約2時間
4名

設定期間 9 ～ 10月、12月、3月は月1回開催予定、その他の月は未定

料　金 大人（中学生以上）3,900円、小人2,900円、小学生未満無料
集合場所 大津島巡航乗船券売り場

■
■
■
■
■

開始時間
最少催行人員
予約アクセス
駐車場
注意事項

要問合せ
25名
①JR徳山駅（新幹線口側）から徒歩3分　②山陽自動車道徳山東ICから車で約10分
一般：有り（要事前連絡）　大型バス：有り（要事前連絡）
当日の状況によりコースを変更、または中止する場合あり

周南

周南工場夜景クルージングツアー
海上から臨むとっておきの工場夜景

瀬戸内海に沈む夕日と、臨海部のコンビナート工場群の幻想的な夜景を船上から
鑑賞するツアーです。徳山湾を出発し、瀬戸内海の美しい島々、周南大橋、コンビ
ナートから発せられる光や煙突からの炎など、非日常的な風景をお楽しみください。

0834-22-0808

0834-22-0808

お問い
合せ先

主　催

〒745-0032 山口県周南市銀座1-12 徳山セマディオビル2階　
FAX：0834-22-0899　　9：30～ 17：30（平日）　

〒
営

ＪＴＢ中国四国徳山支店

ＪＴＢ中国四国徳山支店 観光庁長官登録旅行業1766号

コース
徳山港　～　太華山方面　～　大津島方面　～　黒髪島方面　～　周南大橋方面　

～　Ｕターン　～　沿岸沿いから工場群を眺める　～　徳山港

所要時間
予約

■
■

約90分
催行日の10日前まで（定員になり次第締切）

定員■ 48名

ガイドサービス■ 有り

しゅう なん

各地　→　萩 吉田松陰神社　・・・　松本村めぐり　→　ホテル(洋室）
ホテル　＝　送迎　　天花　・・・　萩往還（体感）　・・・　国境の碑（語り部がご案内）　　送迎　＝　ホテル（解散）

設定期間 2017年9月～ 2018年3月の木曜・金曜・土曜予定（除外日あり）

料　金 大人1名あたり 13,500円（税込、ガイド料込）
集合場所 萩市 吉田松陰神社鳥居前

萩・山
口

維新胎動の地と萩往還をたずねて
維新の志士たちが歩いたであろう萩往還を歩きます

幕末日本を大きく動かす歴史舞台となった山口県の萩、維新の志士たちが
時代とともに駆け抜けた萩往還を語り部とともに歩きます。

083-972-0 087

083-972-0087

お問い
合せ先

主　催

〒754-0302 山口県美祢市美東町赤1212番地　FAX：083-973-1313
8：30～ 17：30    　http://acoreblog.soreccha.jp/

〒

株式会社 アコレ

（株）アコレ

営

山口県知事登録旅行業3-112号

■
■
■
■
■
■
■

開始時間
所要時間
定員
アクセス
駐車場
ガイドサービス
注意事項

13：30（13：00集合）
1泊2日（湯田温泉ホテルニュータナカ 1泊朝食付 ※1泊2食は要問合せ）
6名      
①JR東萩駅から車で5分　②萩小郡道路絵堂ICから約30分
一般：有り（無料）　大型バス：有り（無料）　
有り（萩松本村・萩往還のガイドは催行日によって満員の場合あり）
入場観覧料は実費

2食は要問合せ）

最少催行人員■ 2名 予約■ 各出発日の2週間前 

コース
マイカープラン
［1日目］
［2日目］

はぎ おう かん

なが と み すみ よし だしょういん むら た せい ふう

設定期間 2017年9月～ 2018年3月  第1・3日曜予定

料　金 大人1名あたり600円（税込／入場料含む）
集合場所 村田清風記念館（長門市三隅下2510-1）

長 門

長門市三隅で巡る幕末維新 村田清風を学ぶ
限定企画『国指定史跡 村田清風旧宅での特別講話』

幕末期、長州藩の藩政改革の中心人物として手腕をふるった村田清風。倹約の徹底
や四白政策の振興を行うなど藩政を一新。明治維新の原動力となりました。今回は特
別に普段は入ることのできない村田清風が過ごした旧宅で歴史講話を開催します。

0837-22-8404

0837-22-8404

お問い
合せ先

主　催

（一社）長門市観光コンベンション協会

（一社）長門市観光コンベンション協会

〒759-4101 山口県長門市東深川1324番地1　FAX：0837-22-8409
8：30～ 17：15（平日）  　　http://www.kandoutaiken.com/ryojou/

〒
営

山口県知事登録旅行業第3-119号

コース
村田清風記念館 集合　…　村田清風記念館（館内見学）　…　村田清風の墓　

…　三隅山荘（特別講話）　…　村田清風記念館 解散

■
■
■
■
■

開始時間
定員
予約
アクセス
駐車場

9：30 
4 ～ 50名     
開催日の7日前まで 
①ＪＲ長門市駅又はＪＲ長門三隅駅からタクシーで約5分　②中国自動車道美祢ＩＣから約40分  
一般：有り（無料）　大型バス：有り（無料）

所要時間
最少催行人員

■
■

約2時間
4名

ガイドサービス■ 有り

なが と み すみ

設定期間 2017年9月～ 2018年3月の金曜・土曜・日曜予定（除外日あり）
料　金 大人1名あたり4.300円（税込）集合場所 ホテルニュータナカ

山口

幕末維新長州藩士ゆかりの地を訪ねて
古刹洞春寺精進料理をご賞味いただきます

幕末維新の表舞台で活躍した多くの志士を輩出した長州藩。藩主・毛利敬
親が萩から山口に居を移した山口市は、明治維新の策源地となりました。

083-972-0 087

083-972-0087

お問い
合せ先

主　催

〒754-0302 山口県美祢市美東町赤1212番地　FAX：083-973-1313
8：30～ 17：30    　http://acoreblog.soreccha.jp/

〒

株式会社 アコレ

（株）アコレ

営

山口県知事登録旅行業3-112号

■
■
■
■
■
■
■

開始時間
定員
予約
アクセス
駐車場
ガイドサービス
注意事項

11：30 
6名      
各出発日の2週間前 
①JR新山口駅からJR山口線湯田温泉駅下車後、徒歩約8分　②山陽自動車道小郡ICから約15分
一般：有り（無料）　大型バス：有り（無料）　
有り（山口市内めぐりのガイドは催行日によって満員の場合あり）
入場観覧料は実費

所要時間
最少催行人員

■
■

約4時間
2名

コース 各地　→　ホテルニュータナカ（昼食：精進料理）　→　瑠璃光寺五重塔駐車場　…　枕流亭　…
露山堂　…　香山墓所　…　洞春寺　…　藩庁門　…　十朋亭　…　瑠璃光寺五重塔駐車場（解散）

マイカープラン

各地　→　長府会館（昼食付）　…　長府城下町めぐり（功山寺…長府毛利邸…覚苑寺…国分寺跡）　…　長府会館（解散）

設定期間 2017年9月～ 2018年3月の木曜～日曜予定（除外日あり）
料　金 大人1名あたり5,000円（税込、ガイド料込）集合場所 長府会館駐車場

083-972-0 087

083-972-0087

お問い
合せ先

主　催

〒754-0302 山口県美祢市美東町赤1212番地　FAX：083-973-1313
8：30～ 17：30    　http://acoreblog.soreccha.jp/

〒

株式会社 アコレ

（株）アコレ

営

山口県知事登録旅行業3-112号

■
■
■
■
■
■
■

開始時間
定員
予約
アクセス
駐車場
ガイドサービス
注意事項

11：30 
6名      
各出発日の2週間前 
①JR下関駅からバス城下町長府下車後、徒歩約1分　②中国自動車道下関ICから約15分
一般：有り（無料）　大型バス：有り（無料）　
有り（長府城下町めぐりのガイドは催行日によって満員の場合あり）
入場観覧料は実費必要

所要時間
最少催行人員

■
■

約4時間
2名

コース
マイカープラン

大化の改新の後、長門国の国府がおかれたことから「長府」と呼ばれるよう
になったと「日本書紀」が伝える町。
幕末には維新回天の舞台となりました。

高杉晋作ゆかりの地長府城下町を訪ねて
長府城下町：功山寺・長府毛利邸・覚苑寺・国分寺跡を歩きます

下関

ちょうたか すぎ しん さく ふ

山口市菜香亭　…　野田神社　…　豊栄神社　…　十朋亭　…　ティータイム　…　錦の御旗製作所跡　…　洞春寺
…　香山公園　…　瑠璃光寺五重塔　…　清末毛利出屋敷長屋門　…　山口市菜香亭

設定期間 2017年9月～ 12月の金曜、2018年1月～3月の金曜・土曜（年末年始等の繁忙期除く）
料　金 １名あたり2,000円集合場所 山口市菜香亭

083-924-0462

083-924-0462

お問い
合せ先

主　催

〒753-8501 山口市滝町1-1　FAX：083-928-5577
8：30～ 17：15（平日）　　http://www.oidemase.or.jp/tabiclub/index.php

〒

おいでませ山口たび倶楽部（一般社団法人山口県観光連盟）

おいでませ山口たび倶楽部

営

山口県知事登録旅行業2-114号

■
■
■
■
■
■
■

開始時間
定員
予約
アクセス
駐車場
ガイドサービス
注意事項

9：00または13：30
15名      
出発日の10日前
①JR山口駅から徒歩約25分　②中国自動車道小郡ICから約20分
一般：有り　大型バス：要問合せ　
石川和朋先生がご案内
案内人が特定の人であるため病気等不測の事態によりツアーが中止となる場合あり、金・土曜以外の催行は応相談

所要時間
最少催行人員

■
■

約3時間
4名

コース

「毛利元就ぶらり見て歩き」の著者である石川和朋先生とともに、山口市内
の毛利家の史跡を巡ります。また、十朋亭や洞春寺など山口市内に点在し
ている幕末維新の関連史跡もご案内します。

石川先生と歩く山口市内「毛利歴史探訪」
知られざる山口の魅力に触れる

山口

もう り

着
地
型
ツ
ア
ー（
旅
行
会
社
主
催
商
品
）

着
地
型
ツ
ア
ー（
旅
行
会
社
主
催
商
品
）
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設定期間 通年 月1回程度予定

料　金 1名あたり 1,800円（入館料含む）
集合場所 金子みすゞ 記念館（長門市仙崎1308番地） 

長 門

みすゞの課外授業
心が豊かになる大人の学校

金子みすゞのふるさと、山口県長門市に心が豊かになる大人の学校があり
ます。
金子みすゞ の詩を通じて、これからの人生をより豊かにしていきませんか。

0837-22-8404

0837-22-8404

お問い
合せ先

主　催

（一社）長門市観光コンベンション協会

（一社）長門市観光コンベンション協会

〒759-4101 山口県長門市東深川1324番地1　FAX：0837-22-8409
8：30～ 17：15（平日）  　　http://www.kandoutaiken.com/ryojou/

〒
営

山口県知事登録旅行業第3-119号

「…」徒歩、  「―」タクシー、  「＝」バス、  「≫」JR、  「～」船、  「→」その他（マイカー・レンタカー等）コースの凡例 「…」徒歩、  「―」タクシー、  「＝」バス、  「≫」JR、  「～」船、  「→」その他（マイカー・レンタカー等）コースの凡例

コース 金子みすゞ記念館　…　金子みすゞゆかりの地

■
■
■
■
■
■
■

開始時間
定員
予約
アクセス
駐車場
ガイドサービス
注意事項

13：30 
20名     
実施日の10日前まで 
①ＪＲ仙崎駅から徒歩約5分　②中国自動車道美祢ICから約45分  
一般：有り（無料）　大型バス：有り（無料）
地元ガイドがご案内　
講師の都合等により変更・中止となる場合あり

所要時間
最少催行人員

■
■

約3時間
4名

設定期間 2018年1月21日（日）、1月27日（土）、2月4日（日）、2月10日（土）、2月18日（日）、2月25日（日）予定

料　金 大人1名あたり1,000円（税込）予定 
集合場所 極楽寺（長門市三隅下野波瀬3633）

長 門

長門市三隅で巡る幕末維新 吉田松陰の書をひもとく
ゆかりの地「極楽寺」住職の案内で幕末維新を学ぶ

三隅・野波瀬にある1350年頃からの歴史を持つ極楽寺には、吉田松陰の妹でもある
寿が送った書や吉田松陰の書が遺っています。極楽寺のご住職の語り部で、幕末の志
士たちの足跡を辿ります。期間限定の特別企画でちょっぴりプレゼントもご用意！

0837-22-8404

0837-22-8404

お問い
合せ先

主　催

（一社）長門市観光コンベンション協会

（一社）長門市観光コンベンション協会

〒759-4101 山口県長門市東深川1324番地1　FAX：0837-22-8409
8：30～ 17：15（平日）  　　http://www.kandoutaiken.com/ryojou/

〒
営

山口県知事登録旅行業第3-119号

コース 極楽寺集合　…　極楽寺（見学とご住職による講話） 解散

■
■
■
■
■
■

開始時間
定員
予約
アクセス
駐車場
ガイドサービス

15：00 
4 ～ 50名     
開催日の7日前まで 
①ＪＲ長門三隅駅からタクシーで約7分　②中国自動車道美祢ＩＣから約40分
一般：有り（無料）　大型バス：有り（無料）
極楽寺ご住職がご案内　

所要時間
最少催行人員

■
■

約2時間
4名

設定期間 9 ～ 10月、12月、3月は月1回開催予定、その他の月は未定

料　金 大人（中学生以上）3,900円、小人2,900円、小学生未満無料
集合場所 大津島巡航乗船券売り場

■
■
■
■
■

開始時間
最少催行人員
予約アクセス
駐車場
注意事項

要問合せ
25名
①JR徳山駅（新幹線口側）から徒歩3分　②山陽自動車道徳山東ICから車で約10分
一般：有り（要事前連絡）　大型バス：有り（要事前連絡）
当日の状況によりコースを変更、または中止する場合あり

周南

周南工場夜景クルージングツアー
海上から臨むとっておきの工場夜景

瀬戸内海に沈む夕日と、臨海部のコンビナート工場群の幻想的な夜景を船上から
鑑賞するツアーです。徳山湾を出発し、瀬戸内海の美しい島々、周南大橋、コンビ
ナートから発せられる光や煙突からの炎など、非日常的な風景をお楽しみください。

0834-22-0808

0834-22-0808

お問い
合せ先

主　催

〒745-0032 山口県周南市銀座1-12 徳山セマディオビル2階　
FAX：0834-22-0899　　9：30～ 17：30（平日）　

〒
営

ＪＴＢ中国四国徳山支店

ＪＴＢ中国四国徳山支店 観光庁長官登録旅行業1766号

コース
徳山港　～　太華山方面　～　大津島方面　～　黒髪島方面　～　周南大橋方面　

～　Ｕターン　～　沿岸沿いから工場群を眺める　～　徳山港

所要時間
予約

■
■

約90分
催行日の10日前まで（定員になり次第締切）

定員■ 48名

ガイドサービス■ 有り

しゅう なん

各地　→　萩 吉田松陰神社　・・・　松本村めぐり　→　ホテル(洋室）
ホテル　＝　送迎　　天花　・・・　萩往還（体感）　・・・　国境の碑（語り部がご案内）　　送迎　＝　ホテル（解散）

設定期間 2017年9月～ 2018年3月の木曜・金曜・土曜予定（除外日あり）

料　金 大人1名あたり 13,500円（税込、ガイド料込）
集合場所 萩市 吉田松陰神社鳥居前

萩・山
口

維新胎動の地と萩往還をたずねて
維新の志士たちが歩いたであろう萩往還を歩きます

幕末日本を大きく動かす歴史舞台となった山口県の萩、維新の志士たちが
時代とともに駆け抜けた萩往還を語り部とともに歩きます。

083-972-0 087

083-972-0087

お問い
合せ先

主　催

〒754-0302 山口県美祢市美東町赤1212番地　FAX：083-973-1313
8：30～ 17：30    　http://acoreblog.soreccha.jp/

〒

株式会社 アコレ

（株）アコレ

営

山口県知事登録旅行業3-112号

■
■
■
■
■
■
■

開始時間
所要時間
定員
アクセス
駐車場
ガイドサービス
注意事項

13：30（13：00集合）
1泊2日（湯田温泉ホテルニュータナカ 1泊朝食付 ※1泊2食は要問合せ）
6名      
①JR東萩駅から車で5分　②萩小郡道路絵堂ICから約30分
一般：有り（無料）　大型バス：有り（無料）　
有り（萩松本村・萩往還のガイドは催行日によって満員の場合あり）
入場観覧料は実費

2食は要問合せ）

最少催行人員■ 2名 予約■ 各出発日の2週間前 

コース
マイカープラン
［1日目］
［2日目］

はぎ おう かん

なが と み すみ よし だしょういん むら た せい ふう

設定期間 2017年9月～ 2018年3月  第1・3日曜予定

料　金 大人1名あたり600円（税込／入場料含む）
集合場所 村田清風記念館（長門市三隅下2510-1）

長 門

長門市三隅で巡る幕末維新 村田清風を学ぶ
限定企画『国指定史跡 村田清風旧宅での特別講話』

幕末期、長州藩の藩政改革の中心人物として手腕をふるった村田清風。倹約の徹底
や四白政策の振興を行うなど藩政を一新。明治維新の原動力となりました。今回は特
別に普段は入ることのできない村田清風が過ごした旧宅で歴史講話を開催します。

0837-22-8404

0837-22-8404

お問い
合せ先

主　催

（一社）長門市観光コンベンション協会

（一社）長門市観光コンベンション協会

〒759-4101 山口県長門市東深川1324番地1　FAX：0837-22-8409
8：30～ 17：15（平日）  　　http://www.kandoutaiken.com/ryojou/

〒
営

山口県知事登録旅行業第3-119号

コース
村田清風記念館 集合　…　村田清風記念館（館内見学）　…　村田清風の墓　

…　三隅山荘（特別講話）　…　村田清風記念館 解散

■
■
■
■
■

開始時間
定員
予約
アクセス
駐車場

9：30 
4 ～ 50名     
開催日の7日前まで 
①ＪＲ長門市駅又はＪＲ長門三隅駅からタクシーで約5分　②中国自動車道美祢ＩＣから約40分  
一般：有り（無料）　大型バス：有り（無料）

所要時間
最少催行人員

■
■

約2時間
4名

ガイドサービス■ 有り

なが と み すみ

設定期間 2017年9月～ 2018年3月の金曜・土曜・日曜予定（除外日あり）
料　金 大人1名あたり4.300円（税込）集合場所 ホテルニュータナカ

山口

幕末維新長州藩士ゆかりの地を訪ねて
古刹洞春寺精進料理をご賞味いただきます

幕末維新の表舞台で活躍した多くの志士を輩出した長州藩。藩主・毛利敬
親が萩から山口に居を移した山口市は、明治維新の策源地となりました。

083-972-0 087

083-972-0087

お問い
合せ先

主　催

〒754-0302 山口県美祢市美東町赤1212番地　FAX：083-973-1313
8：30～ 17：30    　http://acoreblog.soreccha.jp/

〒

株式会社 アコレ

（株）アコレ

営

山口県知事登録旅行業3-112号

■
■
■
■
■
■
■

開始時間
定員
予約
アクセス
駐車場
ガイドサービス
注意事項

11：30 
6名      
各出発日の2週間前 
①JR新山口駅からJR山口線湯田温泉駅下車後、徒歩約8分　②山陽自動車道小郡ICから約15分
一般：有り（無料）　大型バス：有り（無料）　
有り（山口市内めぐりのガイドは催行日によって満員の場合あり）
入場観覧料は実費

所要時間
最少催行人員

■
■

約4時間
2名

コース 各地　→　ホテルニュータナカ（昼食：精進料理）　→　瑠璃光寺五重塔駐車場　…　枕流亭　…
露山堂　…　香山墓所　…　洞春寺　…　藩庁門　…　十朋亭　…　瑠璃光寺五重塔駐車場（解散）

マイカープラン

各地　→　長府会館（昼食付）　…　長府城下町めぐり（功山寺…長府毛利邸…覚苑寺…国分寺跡）　…　長府会館（解散）

設定期間 2017年9月～ 2018年3月の木曜～日曜予定（除外日あり）
料　金 大人1名あたり5,000円（税込、ガイド料込）集合場所 長府会館駐車場

083-972-0 087

083-972-0087

お問い
合せ先

主　催

〒754-0302 山口県美祢市美東町赤1212番地　FAX：083-973-1313
8：30～ 17：30    　http://acoreblog.soreccha.jp/

〒

株式会社 アコレ

（株）アコレ

営

山口県知事登録旅行業3-112号

■
■
■
■
■
■
■

開始時間
定員
予約
アクセス
駐車場
ガイドサービス
注意事項

11：30 
6名      
各出発日の2週間前 
①JR下関駅からバス城下町長府下車後、徒歩約1分　②中国自動車道下関ICから約15分
一般：有り（無料）　大型バス：有り（無料）　
有り（長府城下町めぐりのガイドは催行日によって満員の場合あり）
入場観覧料は実費必要

所要時間
最少催行人員

■
■

約4時間
2名

コース
マイカープラン

大化の改新の後、長門国の国府がおかれたことから「長府」と呼ばれるよう
になったと「日本書紀」が伝える町。
幕末には維新回天の舞台となりました。

高杉晋作ゆかりの地長府城下町を訪ねて
長府城下町：功山寺・長府毛利邸・覚苑寺・国分寺跡を歩きます

下関

ちょうたか すぎ しん さく ふ

山口市菜香亭　…　野田神社　…　豊栄神社　…　十朋亭　…　ティータイム　…　錦の御旗製作所跡　…　洞春寺
…　香山公園　…　瑠璃光寺五重塔　…　清末毛利出屋敷長屋門　…　山口市菜香亭

設定期間 2017年9月～ 12月の金曜、2018年1月～3月の金曜・土曜（年末年始等の繁忙期除く）
料　金 １名あたり2,000円集合場所 山口市菜香亭

083-924-0462

083-924-0462

お問い
合せ先

主　催

〒753-8501 山口市滝町1-1　FAX：083-928-5577
8：30～ 17：15（平日）　　http://www.oidemase.or.jp/tabiclub/index.php

〒

おいでませ山口たび倶楽部（一般社団法人山口県観光連盟）

おいでませ山口たび倶楽部

営

山口県知事登録旅行業2-114号

■
■
■
■
■
■
■

開始時間
定員
予約
アクセス
駐車場
ガイドサービス
注意事項

9：00または13：30
15名      
出発日の10日前
①JR山口駅から徒歩約25分　②中国自動車道小郡ICから約20分
一般：有り　大型バス：要問合せ　
石川和朋先生がご案内
案内人が特定の人であるため病気等不測の事態によりツアーが中止となる場合あり、金・土曜以外の催行は応相談

所要時間
最少催行人員

■
■

約3時間
4名

コース

「毛利元就ぶらり見て歩き」の著者である石川和朋先生とともに、山口市内
の毛利家の史跡を巡ります。また、十朋亭や洞春寺など山口市内に点在し
ている幕末維新の関連史跡もご案内します。

石川先生と歩く山口市内「毛利歴史探訪」
知られざる山口の魅力に触れる

山口

もう り

着
地
型
ツ
ア
ー（
旅
行
会
社
主
催
商
品
）

着
地
型
ツ
ア
ー（
旅
行
会
社
主
催
商
品
）

西の国から 2017 秋冬号 58



設定期間 2017年9月1日（金）～ 2018年3月31日（土）

料　金 大人1名あたり13,000円、小人1名あたり8,640円（夕食ランチの場合6,480円）
集合場所 萩観光ホテル フロントロビー

■
■
■

■
■
■

開始時間
最少催行人員
アクセス

駐車場
ガイドサービス
注意事項

15：25出発 
2名       
①新山口駅新幹線口から東萩駅まで防長交通特急はぎ号75分（東萩駅より無料送迎／要予約）
②中国自動車道美祢東ICから50分／山陽自動車道防府東ICから80分／中国自動車道山口ICから60分
一般：50台（無料）　大型バス：10台（無料）
エスコーターが同行しご案内　
波止場釣りは安全の為ライフジャケット着用（施設で準備）、天候により波止場釣りが
できない場合あり

萩

萩ガラス工房と萩湾波止場釣り体験ツアー
大自然に囲まれた、萩湾で釣り体験

初心者の方でも、針のエサ付けや仕掛けの準備など、地元の方（お助け隊）がお手伝
いしますので、お子様でも気軽に魚釣りを体験でき、自然に触れ合うことができます。

0834-31-1231

0834-31-1231

お問い
合せ先

主　催

〒745-8547 山口県周南市松保町7-9　FAX：0834-32-1647
9：00～ 18：00    　http://www.bochobus.co.jp

〒

防長交通株式会社 営業部

防長交通株式会社

営

山口県知事登録旅行業2-41号

コース 新山口駅　＝　湯田温泉　＝　津和野町自由散策　＝　あとうリンゴ園　＝　湯田温泉　＝　新山口駅

所要時間
予約

■
■

2日間（15：25 ～翌日10：00）
各出発日の5日前まで

定員■ 10名

コース

［1日目］

［2日目］

萩観光ホテル（15：00～15：15） フロントにてチェックイン後15：25出発
…　萩ガラス工房（15：30～17：00）　…　ホテル（17：05） 
ホテル（5：00頃）　→　萩越ヶ浜漁港波止場（5：05～8：05）
→　ホテル（温泉でスッキリ） 10：00解散

はぎ はぎ

設定期間 2017年10月中旬～11月中旬の土曜、日曜、祝祭日

料　金 3,000円
集合場所 新山口駅、湯田温泉

■
■
■

■
■
■

開始時間
所要時間
定員
予約
アクセス
駐車場
ガイドサービス

新山口駅9：00　湯田温泉9：40
8時間（新山口駅9：30出発～ 17：30着）
20名       
必要（前日18：00まで）
ー
ー
有り

山口・

津和
野

城下町の町並み散策と
リンゴ狩りバスツアー

歴史散歩とリンゴ狩り

山口市に隣接する津和野町の町並みを散策し、西日本最大級のあとうリンゴ
の産地で、リンゴ狩りを楽しむ心和むゆったりしたバスプランです。

083-933-0 088

083-957-0410

お問い
合せ先

主　催

〒753-0042 山口県山口市惣太夫町2-1　FAX：083-933-0089
9：00～ 17：45    　http://yamaguchi-city.jp/

〒

（一財）山口観光コンベンション協会

明徳観光

営

山口県知事登録旅行業　第3-0102号

最少催行人員■ 8名

「…」徒歩、  「―」タクシー、  「＝」バス、  「≫」JR、  「～」船、  「→」その他（マイカー・レンタカー等）コースの凡例

「…」徒歩、  「―」タクシー、  「＝」バス、  「≫」JR、  「～」船、  「→」その他（マイカー・レンタカー等）コースの凡例

着
地
型
ツ
ア
ー（
旅
行
会
社
主
催
商
品
）

着
地
型
ツ
ア
ー（
旅
行
会
社
主
催
商
品
）

岩国観光ガイドボランティア協会 0827-41-2037 錦帯橋・岩国城・吉香公園・紅葉谷公園・旧城下町

岩国錦里山ガイドの会 0827-72-3180 広瀬地区のまちぐるみ博物館・なつかしい写真館・ホタルとおさかな館・鉄道グッズ展示館・広瀬映画館資料館等

周防大島観光ボランティア・ガイドの会 0820-78-0358・0820-78-2143 片添ヶ浜海浜公園・周防大島文化交流センター・陸奥記念館・なぎさ水族館・浄西寺・村上水軍・西長寺の大仏・帯石観音・星野哲郎記念館・町内の観光名所・教育施設等町内全域

柳井市観光ボランティアの会 0820-23-3655 国森家住宅・むろやの園・町並み資料館（松島詩子記念館）・柳と井戸（湘江庵）・佐川醤油蔵・やない西蔵

平生町観光ボランティアガイドの会 0820-56-5050 平生町歴史民俗資料館・平生町民具館・般若寺・神花山古墳公園・大星山展望台

室積観光ボランティアガイドの会 0833-79-3308 室積海商通り・ふるさと郷土館・普賢寺・専光寺等

周南市観光ボランティアガイドの会 0834-33-8424 市内全域

下松市観光ボランティアガイドの会 0833-45-1192 笠戸島・花岡八幡宮・降松神社等市内全域

防府市観光ボランティアガイドの会 0835-23-4175 防府天満宮・毛利氏庭園・阿弥陀寺・山頭火等（周遊も可）

山口市観光ボランティアガイドの会 083-928-2000 国宝瑠璃光寺五重塔・香山公園一帯（定点）・市内全域

やまぐち萩往還語り部の会 083-920-3323 萩往還

宇部市ふるさとコンパニオンの会 0836-34-8353 ときわ公園と園内施設（ときわミュージアム・石炭記念館）・宗隣寺・岡崎八幡宮・吉部八幡宮・吉部の大岩郷・渡辺翁記念館・野外彫刻等

山陽小野田語り部の会 090-6839-6786 竜王山・江汐公園等の自然と寝太郎堰等史跡

ＮＰＯ萩観光ガイド協会 0838-25-3527 萩市内全域・市内公開文化財（松陰神社・萩城城下町等）

ながとボランティアガイド会 0837-26-5155 童謡詩人「金子みすゞ」ゆかりの地・大寧寺・青海島等　

青海島ボランティアガイド会 0837-28-0756 くじら資料館・鯨墓・向岸寺・早川家

俵山しっちょる会 0837-22-8404 俵山温泉街

下関観光ガイドの会 083-223-1144 城下町長府・唐戸地区・巌流島・その他市内各所

川棚温泉観光ボランティアガイドの会 083-774-3855 川棚温泉街、川棚のクスの森、毛利侯御殿湯街道、その他川棚温泉近辺

名 　 称 連絡先（TEL） 主 な ガ イド 先

おいでませ山口観光ボランティアガイド
地元のボランティアガイドグループが山口県の旅をエスコートします。
問合せ先：おいでませ山口観光ボランティアガイド連絡協議会 （（一社）山口県観光連盟）　TEL：083-924-0462

2017年7～12月の6ヵ月間、山口県内各地域で地元に伝わるお話などを題材にした紙
芝居を上演します。各上演場所に設置してあるスタンプを集めて応募いただくと、抽選で
すてきな賞品が当たります。昔なつかしい紙芝居のあたたかい雰囲気をお楽しみください。

期  間

お問合せ

2017年7月～12月
山口どこでも紙芝居連絡協議会（一般社団法人山口県観光連盟内）
Tel.083-924-0462

西の国から 2017 秋冬号59



設定期間 2017年9月1日（金）～ 2018年3月31日（土）

料　金 大人1名あたり13,000円、小人1名あたり8,640円（夕食ランチの場合6,480円）
集合場所 萩観光ホテル フロントロビー

■
■
■

■
■
■

開始時間
最少催行人員
アクセス

駐車場
ガイドサービス
注意事項

15：25出発 
2名       
①新山口駅新幹線口から東萩駅まで防長交通特急はぎ号75分（東萩駅より無料送迎／要予約）
②中国自動車道美祢東ICから50分／山陽自動車道防府東ICから80分／中国自動車道山口ICから60分
一般：50台（無料）　大型バス：10台（無料）
エスコーターが同行しご案内　
波止場釣りは安全の為ライフジャケット着用（施設で準備）、天候により波止場釣りが
できない場合あり

萩

萩ガラス工房と萩湾波止場釣り体験ツアー
大自然に囲まれた、萩湾で釣り体験

初心者の方でも、針のエサ付けや仕掛けの準備など、地元の方（お助け隊）がお手伝
いしますので、お子様でも気軽に魚釣りを体験でき、自然に触れ合うことができます。

0834-31-1231

0834-31-1231

お問い
合せ先

主　催

〒745-8547 山口県周南市松保町7-9　FAX：0834-32-1647
9：00～ 18：00    　http://www.bochobus.co.jp

〒

防長交通株式会社 営業部

防長交通株式会社

営

山口県知事登録旅行業2-41号

コース 新山口駅　＝　湯田温泉　＝　津和野町自由散策　＝　あとうリンゴ園　＝　湯田温泉　＝　新山口駅

所要時間
予約

■
■

2日間（15：25 ～翌日10：00）
各出発日の5日前まで

定員■ 10名

コース

［1日目］

［2日目］

萩観光ホテル（15：00～15：15） フロントにてチェックイン後15：25出発
…　萩ガラス工房（15：30～17：00）　…　ホテル（17：05） 
ホテル（5：00頃）　→　萩越ヶ浜漁港波止場（5：05～8：05）
→　ホテル（温泉でスッキリ） 10：00解散

はぎ はぎ

設定期間 2017年10月中旬～11月中旬の土曜、日曜、祝祭日

料　金 3,000円
集合場所 新山口駅、湯田温泉

■
■
■

■
■
■

開始時間
所要時間
定員
予約
アクセス
駐車場
ガイドサービス

新山口駅9：00　湯田温泉9：40
8時間（新山口駅9：30出発～ 17：30着）
20名       
必要（前日18：00まで）
ー
ー
有り

山口・

津和
野

城下町の町並み散策と
リンゴ狩りバスツアー

歴史散歩とリンゴ狩り

山口市に隣接する津和野町の町並みを散策し、西日本最大級のあとうリンゴ
の産地で、リンゴ狩りを楽しむ心和むゆったりしたバスプランです。

083-933-0 088

083-957-0410

お問い
合せ先

主　催

〒753-0042 山口県山口市惣太夫町2-1　FAX：083-933-0089
9：00～ 17：45    　http://yamaguchi-city.jp/

〒

（一財）山口観光コンベンション協会

明徳観光

営

山口県知事登録旅行業　第3-0102号

最少催行人員■ 8名

「…」徒歩、  「―」タクシー、  「＝」バス、  「≫」JR、  「～」船、  「→」その他（マイカー・レンタカー等）コースの凡例

「…」徒歩、  「―」タクシー、  「＝」バス、  「≫」JR、  「～」船、  「→」その他（マイカー・レンタカー等）コースの凡例

着
地
型
ツ
ア
ー（
旅
行
会
社
主
催
商
品
）

着
地
型
ツ
ア
ー（
旅
行
会
社
主
催
商
品
）

083-920-9220
お問い
合せ先

〒753-0093 山口県山口市大殿大路133-1　
FAX：083-920-9221
10:00 ～ 17:00（火曜、お盆、年末年始休業）
http://ojilobby.sblo.jp/

〒

営

大路ロビー

期間/日時 2017年9月3日（日）、10日（日）、17日（日） 18：30～ 21：00   11月の毎土曜 17：00～ 19：00
場　所 香山公園（山口市香山町7-1）
料　金 入場無料（9月開催時お茶席和菓子付500円）

■

■
■

アクセス

駐車場
注意事項

①ＪＲ山口駅からバスで県庁前下車
②中国自動車道小郡ＩＣ又は山口ＩＣから車で約１５分
一般：有り　大型バス：可 
雨天中止の場合有り、湯田温泉宿泊者は送迎バスあり（9月のみ/要予約）

山口ゆらめき回廊
国宝瑠璃光寺五重塔のライトアップ（毎日）に加え
てキャンドルによる灯りの特別演出イベント。９月
の指定日には約１０００個のキャンドルを灯し、着
物で来られた方への記念品配布（Ｈ29年９月開催
時）やお茶席等もあり、湯田温泉宿泊者のための
夜間観光バスが運行予定。１１月の毎週土曜は
17～19時に特別キャンドル点灯（約３００個）で
晩秋の紅葉を彩ります。いずれも誰でも参加できる
キャンドルへの火付け体験（要予約）もあります。

山口瑠璃光寺五重塔でキャンドル演出
やま ぐち

■ガイドサービス 無し

083-231-1350
お問い
合せ先

〒750-0008 山口県下関市田中町5-6
FAX：083-231-1853
8：30～ 17：15（平日）
http://shimonoseki.travel

〒

営

下関市観光政策課

期間/日時 2017年9月30日、10月1日12：30～ 18：00（コスモスと山陰の海）
11月12日、11月19日15：00～ 20：30（関門海峡夕景・夜景）

料　金 有料（詳細はお問合せください）
■
■
ガイドサービス
注意事項

有り 
定員40名／各回開催日の10日前までに申込み（先着順）

フォトグラファーと行く
特別な下関バスツアー
「100万本のコスモスと山陰の海」ツアー
では、厳選された秋のシーズンのベストス
ポットを回ります。また、「関門海峡夕景・
夜景」ツアーでは、関門海峡の夕景・夜
景の両方を眺め、ご堪能いただけます。
いずれのツアーにもプロのカメラマンが同
行し、綺麗な写真を撮るためのアドバイ
スを受けられます。

下関現地でプロのカメラマンから
アドバイスが受けられます

しものせき

はぎ

0838-25-1750
お問い
合せ先

〒758-0061 山口県萩市椿3537-3
FAX：0838-25-2073
9：00～ 17：45（12月～ 2月は9：00～ 17：00）
http://www.hagishi.com

〒

営

（公社）萩市観光協会
0838-25-1750

お問い
合せ先

〒758-0061 山口県萩市椿3537-3
FAX：0838-25-2073
9：00～ 17：45（12月～ 2月は9：00～ 17：00）
http://www.hagishi.com

〒

営

（公社）萩市観光協会

期間/日時 2017年10月1日～ 10月22日予定 10：00～ 17：00
場　所 萩城城下町を中心に市内各所（総合案内所／旧久保田家住宅）
料　金 着物レンタル・着付け有料（協賛施設等で着物割引あり）

■

■
■

アクセス

駐車場
ガイドサービス

①JR新山口駅からスーパーはぎ号（直行バス）約60分
②中国自動車道美祢東JCT経由、小郡萩道路（無料）絵堂ICから約20分  
一般：中央公園駐車場146台（1回310円）　大型バス：中央公園駐車場10台（1回1,030円）
無し

着物ウィークin萩 プレミアム
今回、通常2週間程度の企画を、DCにあ
わせて延長。
古の城下町の町並みを今もとどめ世界遺
産にも登録された、風情の漂うまち・萩。
その町並みに似合う“着物”を着て、まち
歩きを楽しんでいただくイベント。着物を
着ることで、日常とはまた違った「和」の世
界を楽しむことができます。

萩「世界遺産の城下町・萩」を着物で
日本を楽しむ

期間/日時 2017年10月6日～ 8日、14日～ 15日、21日～ 22日予定
場　所 萩城城下町を中心に市内各所
料　金 無料

■

■
■

アクセス

駐車場
ガイドサービス

①JR新山口駅からスーパーはぎ号（直行バス）約60分 
②中国自動車道美祢東JCT経由、小郡萩道路（無料）絵堂ICから約20分  
一般：萩博物館駐車場93台（1回310円）　大型バス：萩博物館駐車場8台（1回1,030円）
無し

萩･竹灯路物語 プレミアム
今回、DCにあわせて期間を延長。
萩博物館から城下町周辺にかけての総
延長約１km強の通りに約4,000本の
竹灯籠が立ち並びます。竹の中で揺れ
る炎で江戸情緒あふれる歴史の町並み
がぼんやり照らし出され、趣たっぷりの
夜が楽しめます。

萩「世界遺産の城下町・萩」の
夜の幽玄の世界を楽しむ

たけはぎ とう ろ

■注意事項 雨天の場合は中止

083-231-1350
お問い
合せ先

〒750-0008 山口県下関市田中町5-6
FAX：083-231-1853
8：30～ 17：15（平日）
http://shimonoseki.travel

〒

営

下関市観光政策課

期間/日時 2017年10月の土曜  20：00 ～ 21：20（開場19：00）
場　所 赤間神宮（下関市阿弥陀寺町4-1）
料　金 無料

■

■
■

アクセス

駐車場
ガイドサービス

①JR下関駅からバス10分「赤間神宮前」下車すぐ
②中国自動車道下関ICから車で10分
一般：有り（収容台数が少ないため、唐戸市場や赤間町駐車場などをご利用ください）　大型バス：無し（唐戸市場に駐車可）　
無し

源平night in 赤間神宮
日本の歴史が動くとき、常にスポットライ
トを浴びてきた下関。
源平nightでは、義経の八艘飛びから維新 
奇兵隊まで、時代の潮流を一つの舞台劇
に仕立てました。ライトアップされた赤間
神宮をステージに繰り広げられる一大歴
史絵巻を、ぜひご覧ください。（雨天中止）

下関下関の歴史エンターテイメント！
あか ま ゆう ゆう かい ゆう ちょうげん ぺい

0820-22-3731
お問い
合せ先

柳井商工会議所

期間/日時 2017年10月上旬～ 12月下旬予定
場　所 柳井市内

■

■
■

アクセス

駐車場
ガイドサービス

①JR柳井駅下車　
②山陽自動車道玖珂ICから車で約20分
店舗により異なる
無し

柳井

やない悠々買遊帳
柳井の魅力あるお店約100店舖を紹介す
るパンフレット。
掲載店舗で商品・サービスを購入され、応
募ハガキをご提示いただくと、金額に関係
なく各店にて１スタンプを押印します。異
なる店舗を回って３つのスタンプを集める
と、豪華賞品が当たるスタンプラリー付き。
割引等の特典が受けられる店舗も多数！
お一人様、何枚でもご応募できますが、ご
当選は１回限りとさせていただきます。

柳井をまるごとめぐるスタンプラリー

〒742-8645 山口県柳井市中央二丁目15-1
FAX：0820－22-8811
8：30～ 17：15
http://www.yanaicci.or.jp/

〒

営

イ
ベ
ン
ト
・
サ
ー
ビ
ス

イ
ベ
ン
ト
・
サ
ー
ビ
ス
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期間/日時 通年（カフェ休日は店舗により異なる・大路ロビー火曜休館）
場　所 山口市大殿大路
料　金 ［維新deコスプレ］30分200円、2時間500円

［維新の本箱］無料（カフェメニューは店舗により異なる）
■

■

■

アクセス

駐車場

ガイドサービス

①JR山口駅からコミュニティーバス約10分、竪小路バス停下車　
②中国自動車道山口ICから車で約15分／小郡ICから車で約15分
一般：有り　
大型バス：有り
無し

山口

やまぐち維新さんぽ
一の坂川周辺の古民家カフェでは、久坂
玄瑞の常用湯呑風湯呑を使った「久坂de
カフェ」を、大路ロビーでは維新の志士達
に変身できる「維新deコスプレ」、幕末・
維新の書籍を集めた「維新の本箱」などを
ご用意しています！維新の雰囲気を味わい
ながら街歩きをしてみませんか。

維新策源地やまぐちを
歩いてみませんか？

083-774-3855

お問い
合せ先

〒759-6301 山口県下関市豊浦町川棚5180 川棚温泉交流センター内
FAX：083-774-3856
10:00 ～ 20:00（年末年始休業）
http://www.kawatananomori.com/

〒

営

川棚温泉まちづくり
株式会社

ひ やま

083-231-1351

お問い
合せ先

〒751-0813 山口県下関市みもすそ川町7番14号
FAX：083-231-1351
10：00～ 17：00（夜間運行時は21：00まで）
http://www.city.shimonoseki.yamaguchi.jp/kanko/time_l/ropeway/

〒

営

下関市火の山
ロープウェイ事務所

期間/日時 2017年11月19日までの土曜
場　所 下関市みもすそ川町7番14号
料　金 大人片道300円、往復500円　

小人片道150円、往復250円
■

■
■

アクセス

駐車場
注意事項

①JR下関駅から「火の山」行きバス15分「火の山ロープウェイ」下車すぐ　
　JR下関駅から「長府・小月方面」行き又は「宇部・秋芳・長門方面」行きバスで12分「御裳川（みもすそがわ）」下車、徒歩5分
②中国自動車道下関ICから車で10分
火の山ロープウェイ下駅駐車場（火の山山麓）37台
ロープウェイ下駅（山麓）駐車場は数に限りがあり、関門海峡花火大会当日は特に混雑が予想されるため、公共交通機関をご利用ください
強風により運休する場合あり　ペット同伴でのご乗車不可（小動物は姿がすべて隠れるケージの用意があれば一緒に乗車可能）

■ガイドサービス 有り

火の山ロープウェイ夜間運行
関門海峡を一望できる火の山ロープウェ
イが夜間運行します。夜間運行日限定
で、ゴンドラを、下関ゆかりのイルミネー
ションで飾ります。日本夜景遺産に認定
されている夜景をお楽しみいただき、ゴ
ンドラの飾りもお楽しみください。

下関ゴンドラから眺める「関門橋」や
「関門海峡」の夜景をお楽しみください

0836-37-2888
お問い
合せ先

ときわミュージアム管理課

期間/日時 2017年10月1日（日）～ 11月26日（日）
場　所 ＵＢＥビエンナーレ彫刻の丘（宇部市ときわ公園内）
料　金 無料（駐車料金が必要/時間別に設定有り）

■

■
■

アクセス

駐車場
ガイドサービス

①山口宇部空港またはJR宇部線「常盤駅」から徒歩20分、タクシー 5分 
②山陽自動車道山口南ICから30分／山口宇部道路宇部南ICから5分　 
一般：有り（200円～／時間制）　大型バス：有り（800円～／時間制）　 
園内ガイドは1週間前までに「ふるさとコンパニオン」に申請（宇部市ホームページ参照）

第27回ＵＢＥビエンナーレ
（現代日本彫刻展）
世界で最も古い歴史を持つ大規模な野
外彫刻の国際展です。29か国277点の
応募の中から選ばれた40点の入選模型
作品と、18点の野外彫刻が、広大な湖と
豊かな緑に囲まれた秋のときわ公園を彩
ります。見て触れて写真を撮って、ご家族
で楽しむことのできるアートの祭典です。

宇部見て触れて、家族で楽しめる
野外彫刻の祭典

〒755-0025 山口県宇部市野中三丁目4番29号
FAX：0836-37-2889
9：00～ 17：00
http://ubebienale.com

〒

営

083-772-40 01

お問い
合せ先

下関市豊浦町
ふるさとづくり推進協議会 事務局

期間/日時 2017年10月7日（土）～9日（月）  開園時間8：30～ 17：00予定
場　所 リフレッシュパーク豊浦（下関市豊浦町川棚2035-9）
料　金 高校生以上200円、小中学生100円（下関市民は証明提示で半額）

■

■
■

アクセス

駐車場
ガイドサービス

①JR川棚温泉駅下車、タクシーで約5分
②中国自動車道小月ICまたは下関ICから30分 
一般：まつり会場約700台、シャトルバス会場約600台　大型バス：可（要事前連絡）
無し ■注意事項 期日、内容等は変更する場合有り

第29回 豊浦コスモスまつり
100万本を超えるコスモスがお出迎え。コ
スモス迷路、切花園、体験コーナー、フー
ドコーナー、フリーマーケット、体験乗馬、
ハロウィンランタン作り、消防車・白バイ
展示、ミニ動物園など（予定）。
旅する蝶アサギマダラの飛来時期と重なる
ためバタフライウォッチングも楽しめます。
7日から9日まで無料バス運行予定。

園内に咲き乱れるコスモスは
山口県下最大クラスの100万本！

下関

〒759-6301 下関市豊浦町川棚6895-1
8：30～ 17：15（平日）

〒
営

とよ うら

期間/日時 2017年10月7日（土）～10月28日（土）の土曜　日没～21:00
場　所 川棚のクスの森（下関市豊浦町川棚下小野6895）
料　金 無料

■

■
■
■

アクセス

駐車場
ガイドサービス
注意事項

①JR川棚温泉駅から大河内循環バス約10分「浜井場」下車、徒歩5分／ JR川棚温泉駅からタクシー約10分
②中国自動車道小月ＩＣから20分／下関ＩＣから30分
一般：21台（無料）　大型バス：2台（無料） 
川棚温泉観光ボランティアガイドの会(団体バス1台につき1,000円／要申込)
天候により中止する場合あり　　

川棚のクスの森ライトアップ
樹齢千年を超える国の天然記念物。高さ27ｍ、枝渡
り50ｍ以上、県内最大のクスノキ。一本の木がまる
で森のように見えることから「クスの森」と呼ばれてい
ます。古くから地元で大切に愛されてきた御神木で、
パワースポットとしても注目を集めています。
クスの森から車で10分ほどの場所にある隈研吾の設
計による川棚の杜コルトーホールでは、外壁を使った
山頭火俳句ライトアップを同時開催。

闇夜に浮かび上がる御神木！ 下関

かわ たな

083-774-3855

お問い
合せ先

〒759-6301 山口県下関市豊浦町川棚5180 川棚温泉交流センター内
FAX：083-774-3856
10:00 ～ 20:00（年末年始休業）
http://www.kawatananomori.com/

〒

営

川棚温泉まちづくり
株式会社

期間/日時 通年 10：00～ 20：00（年末年始休館）
場　所 川棚温泉交流センター川棚の杜（下関市豊浦町川棚5180）
料　金 入館無料

■

■
■
■

アクセス

駐車場
ガイドサービス
注意事項

①JR川棚温泉駅から川棚温泉行きバス約3分「川棚温泉」下車、徒歩5分／ JR川棚温泉駅からタクシー約5分
②中国自動車道小月ICから20分／下関ICから30分
一般・大型バス：下関市川棚温泉交流センター（無料） 
川棚温泉交流センター川棚の杜スタッフが館内ガイド
温泉街ガイドは川棚温泉観光ボランティアガイドの会が対応可（要申込／団体バス1台につき1,000円）

設計は隈研吾 
川棚の杜建築探訪
川棚温泉のど真ん中、不思議なカタチの川
棚の杜。設計した隈さんが目指したのは山
頭火やコルトーの愛した川棚温泉の物語と
自然の豊かさを伝える有機的(オーガニッ
ク)な建築。ちょっとマニアックな建築探訪
の楽しみ方をわかりやすくご案内します。
（平日限定、1週間前までに要予約)

平日限定！スタッフが解説ご案内 下関

かわ

くま けん ご

たな もり

083-966-0 045
お問い
合せ先

〒753-0056 山口県山口市湯田温泉3丁目1-12
https://www.facebook.com/yudasakematsuri

〒

営

湯田温泉酒まつり実行委員会

期間/日時 2017年10月8日（日）
場　所 山口市湯田温泉
料　金 ぐいのみチケット（おちょこ付き）1,500円予定

■

■
■

アクセス

駐車場
ガイドサービス

①JR湯田温泉駅下車 
②中国自動車道小郡ICから国道9号線で約15分／山口ICから国道262号線で約15分 
一般：無し　大型バス：要問合せ 
無し

第5回
湯田温泉酒まつり
近年全国的にも注目されている山口県の
地酒が湯田温泉に大集結！
1,500円のぐい飲みチケット（おちょこ付
き）を購入し、試飲しながら会場内の酒
蔵のブースを巡ります。詳細は「湯田温
泉酒まつり」公式facebookで検索！
（前売りチケットは夏ごろより発売開始）

山口山口の地酒が一斉に集まります！

ゆ だ

083-920-9220
お問い
合せ先

〒753-0093 山口県山口市大殿大路133-1　
FAX：083-920-9221
10:00 ～ 17:00（火曜、お盆、年末年始休業）
http://ojilobby.sblo.jp/

〒

営

大路ロビー

期間/日時 2017年10月1日（日）
場　所 柳井市～周防大島町～上関町～平生町～田布施町

（スタート・ゴール：柳井ウェルネスパーク）
料　金 9,000円（消費税込み、傷害保険料含む）予定

■

■
■

アクセス

駐車場
ガイドサービス

①JR柳井駅を利用　
②山陽自動車道玖珂ICから車で約20分
一般：有り（参加者用）　大型：要相談
無し

2017 サザンセト・
ロングライドinやまぐち
柳井市をスタート・ゴールに瀬戸内海に浮かぶ
周防大島を一周、さらに室津半島を縦断する
瀬戸内の名ルートを走るサイクリングイベント。
美しく伸びやかな海岸線や手応えのある山道
など参加者を飽きさせることのない変化のある
コースと、エイドステーションでの地元料理の
おもてなしも魅力。

柳井

周防
大島・

上関

平生・
田布
施

瀬戸内の知られざる
名ルートを走るロングライド

0833-74-3311
お問い
合せ先

〒743-0001 山口県光市大字室積村6288番地（光市観光協会）
FAX：0833-74-3312
9：00～ 17：00
http://www.kanmuriyama-park.com/

〒

営

光市冠山総合公園

期間/日時 2017年10月14日（土）
場　所 冠山総合公園（光市大字室積村6288番地）
料　金 無料

■

■
■

アクセス

駐車場
ガイドサービス

①JR光駅から室積行きバス「戸仲バス停」下車、徒歩1分 
②山陽自動車道熊毛ICから約20分
一般：約135台（無料）　大型バス：有り（無料）
無し

冠山総合公園 灯花祭
「和」をテーマに、修景池や日本庭園
周辺を「竹灯ろう」約6,000個の幻
想的な明かりで園内を彩ります。
ろうそくの灯りによる幻想的な雰囲
気の中で、一味違う光の演出をお楽
しみください。

光幻想的な灯りで彩る
かんむりやま とう か さい

0836-54-0551

お問い
合せ先

ときわ公園
まつり実行委員会事務局

期間/日時 2017年10月21日（土）～ 31日（火）予定
場　所 ときわ遊園地ほか 料　金 無料

■

■
■

アクセス

駐車場
ガイドサービス

①JR宇部線常盤駅から徒歩で15分 
②山口宇部道路宇部南ICから車で5分 
一般：約1,500台（1日200円～ 500円／時間制）　大型バス：13台（1日800円～ 2,000円／時間制）
無し

ときわハッピーハロウィン2017
遊園地スタッフによる気まぐれお菓子配
り。「トリック・オア・トリート」と言うとお
菓子をプレゼント！他にもなりきりハロ
ウィン撮影ブース、 ときわ遊園地のハロ
ウィンデコレーションなど期間中はイベン
ト盛りだくさん。
10月22日（日）【予定】はときわハロウィ
ンデーと題してコスプレイヤーによるス
テージなど各種イベントを開催！

宇部仮装して遊びにいこう！

〒755-0003 山口県宇部市則貞3丁目4番1号
FAX：0836-51-7205
9：30～ 17：00　
https://www.tokiwapark.jp/

〒

営

期間/日時 2017年11月3日（金・祝）
場　所 下松市 JR周防花岡駅周辺 料　金 無料

お問い
合せ先

■

■
■
■

アクセス

駐車場
ガイドサービス
注意事項

①JR岩徳線周防花岡駅から徒歩5分 
②山陽自動車道徳山東ICから約10分 
一般：臨時駐車場（無料）　大型バス：無し
下松市観光ボランティアガイドの会による特別ガイド
臨時駐車場から会場までシャトルバス運行

稲穂祭
～きつねの嫁入り～
白狐の伝説にちなんだ下松の奇祭です。きつ
ねの面をつけた新郎新婦が仲良く並んで人力
車に揺られ、後ろに紋付袴姿の親族やお供を
引き連れ、JR周防花岡駅までの旧街道をゆっ
くりと練り歩きます。きつねの夫婦を誰が演じ
るかは、毎年秘密とされるのが習わしです。不
思議なことに新婦役に選ばれた娘さんは、良
縁に恵まれるという言い伝えがあります。

下松外国人からも人気！
下松の奇祭へようこそ！

0833-45-1841

〒744-8585　山口県下松市大手町3－3－3
FAX：0833-45-1849
8:30 ～ 17:15　　
http://www.kudamatsu-kanko.jp/

〒

営

下松市観光協会

いな ほ まつり

つき かつら

0835-25-4547
お問い
合せ先

〒747-8501　山口県防府市寿町7-1　
FAX：0835-23-0262　　
9：00～ 17：00（平日）
http://www.city.hofu.yamaguchi.jp/site/kankou-site/

〒

営
防府市おもてなし観光課

期間/日時 2017年11月11日（土）、12日（日）予定 
9：00 ～ 16：30（最終受付16：00）

場　所 月の桂の庭（防府市大字右田1091-1）
料　金 拝観料 大人500円、小学生以下無料

■

■
■

アクセス

駐車場
ガイドサービス

①R山陽本線防府駅から「堀行き」（中山経由）で１０分、塚原バス停下車 
②山陽自動車道防府東IC・防府西ICから１０分 
一般：有り　大型バス：有り  
有り

月の桂の庭特別公開
平成20年から期間限定で一般公開され
ている枯山水の傑作「月の桂の庭」が今年
も2日間公開されます。庭の名称にある
「月の桂」とは月にちなんだ伝説、神仙説
で不老不死の意味があるとされ、この石庭
は正徳2年（1712）に桂家第4代当主桂
運平忠晴が造営したと伝えられています。
是非この機会にこの名庭をご覧ください。

防府年に2日間のみ！
西の龍安寺と呼ばれる名庭を限定公開！

0820-22-3731
お問い
合せ先

柳井商工会議所 〒742-8645 山口県柳井市中央二丁目15-1
FAX：0820－22-8811
8：30～ 17：15
http://www.yanaicci.or.jp/

〒

営

イ
ベ
ン
ト
・
サ
ー
ビ
ス

イ
ベ
ン
ト
・
サ
ー
ビ
ス
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期間/日時 通年（カフェ休日は店舗により異なる・大路ロビー火曜休館）
場　所 山口市大殿大路
料　金 ［維新deコスプレ］30分200円、2時間500円

［維新の本箱］無料（カフェメニューは店舗により異なる）
■

■

■

アクセス

駐車場

ガイドサービス

①JR山口駅からコミュニティーバス約10分、竪小路バス停下車　
②中国自動車道山口ICから車で約15分／小郡ICから車で約15分
一般：有り　
大型バス：有り
無し

山口

やまぐち維新さんぽ
一の坂川周辺の古民家カフェでは、久坂
玄瑞の常用湯呑風湯呑を使った「久坂de
カフェ」を、大路ロビーでは維新の志士達
に変身できる「維新deコスプレ」、幕末・
維新の書籍を集めた「維新の本箱」などを
ご用意しています！維新の雰囲気を味わい
ながら街歩きをしてみませんか。

維新策源地やまぐちを
歩いてみませんか？

083-774-3855

お問い
合せ先

〒759-6301 山口県下関市豊浦町川棚5180 川棚温泉交流センター内
FAX：083-774-3856
10:00 ～ 20:00（年末年始休業）
http://www.kawatananomori.com/

〒

営

川棚温泉まちづくり
株式会社

ひ やま

083-231-1351

お問い
合せ先

〒751-0813 山口県下関市みもすそ川町7番14号
FAX：083-231-1351
10：00～ 17：00（夜間運行時は21：00まで）
http://www.city.shimonoseki.yamaguchi.jp/kanko/time_l/ropeway/

〒

営

下関市火の山
ロープウェイ事務所

期間/日時 2017年11月19日までの土曜
場　所 下関市みもすそ川町7番14号
料　金 大人片道300円、往復500円　

小人片道150円、往復250円
■

■
■

アクセス

駐車場
注意事項

①JR下関駅から「火の山」行きバス15分「火の山ロープウェイ」下車すぐ　
　JR下関駅から「長府・小月方面」行き又は「宇部・秋芳・長門方面」行きバスで12分「御裳川（みもすそがわ）」下車、徒歩5分
②中国自動車道下関ICから車で10分
火の山ロープウェイ下駅駐車場（火の山山麓）37台
ロープウェイ下駅（山麓）駐車場は数に限りがあり、関門海峡花火大会当日は特に混雑が予想されるため、公共交通機関をご利用ください
強風により運休する場合あり　ペット同伴でのご乗車不可（小動物は姿がすべて隠れるケージの用意があれば一緒に乗車可能）

■ガイドサービス 有り

火の山ロープウェイ夜間運行
関門海峡を一望できる火の山ロープウェ
イが夜間運行します。夜間運行日限定
で、ゴンドラを、下関ゆかりのイルミネー
ションで飾ります。日本夜景遺産に認定
されている夜景をお楽しみいただき、ゴ
ンドラの飾りもお楽しみください。

下関ゴンドラから眺める「関門橋」や
「関門海峡」の夜景をお楽しみください

0836-37-2888
お問い
合せ先

ときわミュージアム管理課

期間/日時 2017年10月1日（日）～ 11月26日（日）
場　所 ＵＢＥビエンナーレ彫刻の丘（宇部市ときわ公園内）
料　金 無料（駐車料金が必要/時間別に設定有り）

■

■
■

アクセス

駐車場
ガイドサービス

①山口宇部空港またはJR宇部線「常盤駅」から徒歩20分、タクシー 5分 
②山陽自動車道山口南ICから30分／山口宇部道路宇部南ICから5分　 
一般：有り（200円～／時間制）　大型バス：有り（800円～／時間制）　 
園内ガイドは1週間前までに「ふるさとコンパニオン」に申請（宇部市ホームページ参照）

第27回ＵＢＥビエンナーレ
（現代日本彫刻展）
世界で最も古い歴史を持つ大規模な野
外彫刻の国際展です。29か国277点の
応募の中から選ばれた40点の入選模型
作品と、18点の野外彫刻が、広大な湖と
豊かな緑に囲まれた秋のときわ公園を彩
ります。見て触れて写真を撮って、ご家族
で楽しむことのできるアートの祭典です。

宇部見て触れて、家族で楽しめる
野外彫刻の祭典

〒755-0025 山口県宇部市野中三丁目4番29号
FAX：0836-37-2889
9：00～ 17：00
http://ubebienale.com

〒

営

083-772-40 01

お問い
合せ先

下関市豊浦町
ふるさとづくり推進協議会 事務局

期間/日時 2017年10月7日（土）～9日（月）  開園時間8：30～ 17：00予定
場　所 リフレッシュパーク豊浦（下関市豊浦町川棚2035-9）
料　金 高校生以上200円、小中学生100円（下関市民は証明提示で半額）

■

■
■

アクセス

駐車場
ガイドサービス

①JR川棚温泉駅下車、タクシーで約5分
②中国自動車道小月ICまたは下関ICから30分 
一般：まつり会場約700台、シャトルバス会場約600台　大型バス：可（要事前連絡）
無し ■注意事項 期日、内容等は変更する場合有り

第29回 豊浦コスモスまつり
100万本を超えるコスモスがお出迎え。コ
スモス迷路、切花園、体験コーナー、フー
ドコーナー、フリーマーケット、体験乗馬、
ハロウィンランタン作り、消防車・白バイ
展示、ミニ動物園など（予定）。
旅する蝶アサギマダラの飛来時期と重なる
ためバタフライウォッチングも楽しめます。
7日から9日まで無料バス運行予定。

園内に咲き乱れるコスモスは
山口県下最大クラスの100万本！

下関

〒759-6301 下関市豊浦町川棚6895-1
8：30～ 17：15（平日）

〒
営

とよ うら

期間/日時 2017年10月7日（土）～10月28日（土）の土曜　日没～21:00
場　所 川棚のクスの森（下関市豊浦町川棚下小野6895）
料　金 無料

■

■
■
■

アクセス

駐車場
ガイドサービス
注意事項

①JR川棚温泉駅から大河内循環バス約10分「浜井場」下車、徒歩5分／ JR川棚温泉駅からタクシー約10分
②中国自動車道小月ＩＣから20分／下関ＩＣから30分
一般：21台（無料）　大型バス：2台（無料） 
川棚温泉観光ボランティアガイドの会(団体バス1台につき1,000円／要申込)
天候により中止する場合あり　　

川棚のクスの森ライトアップ
樹齢千年を超える国の天然記念物。高さ27ｍ、枝渡
り50ｍ以上、県内最大のクスノキ。一本の木がまる
で森のように見えることから「クスの森」と呼ばれてい
ます。古くから地元で大切に愛されてきた御神木で、
パワースポットとしても注目を集めています。
クスの森から車で10分ほどの場所にある隈研吾の設
計による川棚の杜コルトーホールでは、外壁を使った
山頭火俳句ライトアップを同時開催。

闇夜に浮かび上がる御神木！ 下関

かわ たな

083-774-3855

お問い
合せ先

〒759-6301 山口県下関市豊浦町川棚5180 川棚温泉交流センター内
FAX：083-774-3856
10:00 ～ 20:00（年末年始休業）
http://www.kawatananomori.com/

〒

営

川棚温泉まちづくり
株式会社

期間/日時 通年 10：00～ 20：00（年末年始休館）
場　所 川棚温泉交流センター川棚の杜（下関市豊浦町川棚5180）
料　金 入館無料

■

■
■
■

アクセス

駐車場
ガイドサービス
注意事項

①JR川棚温泉駅から川棚温泉行きバス約3分「川棚温泉」下車、徒歩5分／ JR川棚温泉駅からタクシー約5分
②中国自動車道小月ICから20分／下関ICから30分
一般・大型バス：下関市川棚温泉交流センター（無料） 
川棚温泉交流センター川棚の杜スタッフが館内ガイド
温泉街ガイドは川棚温泉観光ボランティアガイドの会が対応可（要申込／団体バス1台につき1,000円）

設計は隈研吾 
川棚の杜建築探訪
川棚温泉のど真ん中、不思議なカタチの川
棚の杜。設計した隈さんが目指したのは山
頭火やコルトーの愛した川棚温泉の物語と
自然の豊かさを伝える有機的(オーガニッ
ク)な建築。ちょっとマニアックな建築探訪
の楽しみ方をわかりやすくご案内します。
（平日限定、1週間前までに要予約)

平日限定！スタッフが解説ご案内 下関

かわ

くま けん ご

たな もり

083-966-0 045
お問い
合せ先

〒753-0056 山口県山口市湯田温泉3丁目1-12
https://www.facebook.com/yudasakematsuri

〒

営

湯田温泉酒まつり実行委員会

期間/日時 2017年10月8日（日）
場　所 山口市湯田温泉
料　金 ぐいのみチケット（おちょこ付き）1,500円予定

■

■
■

アクセス

駐車場
ガイドサービス

①JR湯田温泉駅下車 
②中国自動車道小郡ICから国道9号線で約15分／山口ICから国道262号線で約15分 
一般：無し　大型バス：要問合せ 
無し

第5回
湯田温泉酒まつり
近年全国的にも注目されている山口県の
地酒が湯田温泉に大集結！
1,500円のぐい飲みチケット（おちょこ付
き）を購入し、試飲しながら会場内の酒
蔵のブースを巡ります。詳細は「湯田温
泉酒まつり」公式facebookで検索！
（前売りチケットは夏ごろより発売開始）

山口山口の地酒が一斉に集まります！

ゆ だ

083-920-9220
お問い
合せ先

〒753-0093 山口県山口市大殿大路133-1　
FAX：083-920-9221
10:00 ～ 17:00（火曜、お盆、年末年始休業）
http://ojilobby.sblo.jp/

〒

営

大路ロビー

期間/日時 2017年10月1日（日）
場　所 柳井市～周防大島町～上関町～平生町～田布施町

（スタート・ゴール：柳井ウェルネスパーク）
料　金 9,000円（消費税込み、傷害保険料含む）予定

■

■
■

アクセス

駐車場
ガイドサービス

①JR柳井駅を利用　
②山陽自動車道玖珂ICから車で約20分
一般：有り（参加者用）　大型：要相談
無し

2017 サザンセト・
ロングライドinやまぐち
柳井市をスタート・ゴールに瀬戸内海に浮かぶ
周防大島を一周、さらに室津半島を縦断する
瀬戸内の名ルートを走るサイクリングイベント。
美しく伸びやかな海岸線や手応えのある山道
など参加者を飽きさせることのない変化のある
コースと、エイドステーションでの地元料理の
おもてなしも魅力。

柳井

周防
大島・

上関

平生・
田布
施

瀬戸内の知られざる
名ルートを走るロングライド

0833-74-3311
お問い
合せ先

〒743-0001 山口県光市大字室積村6288番地（光市観光協会）
FAX：0833-74-3312
9：00～ 17：00
http://www.kanmuriyama-park.com/

〒

営

光市冠山総合公園

期間/日時 2017年10月14日（土）
場　所 冠山総合公園（光市大字室積村6288番地）
料　金 無料

■

■
■

アクセス

駐車場
ガイドサービス

①JR光駅から室積行きバス「戸仲バス停」下車、徒歩1分 
②山陽自動車道熊毛ICから約20分
一般：約135台（無料）　大型バス：有り（無料）
無し

冠山総合公園 灯花祭
「和」をテーマに、修景池や日本庭園
周辺を「竹灯ろう」約6,000個の幻
想的な明かりで園内を彩ります。
ろうそくの灯りによる幻想的な雰囲
気の中で、一味違う光の演出をお楽
しみください。

光幻想的な灯りで彩る
かんむりやま とう か さい

0836-54-0551

お問い
合せ先

ときわ公園
まつり実行委員会事務局

期間/日時 2017年10月21日（土）～ 31日（火）予定
場　所 ときわ遊園地ほか 料　金 無料

■

■
■

アクセス

駐車場
ガイドサービス

①JR宇部線常盤駅から徒歩で15分 
②山口宇部道路宇部南ICから車で5分 
一般：約1,500台（1日200円～ 500円／時間制）　大型バス：13台（1日800円～ 2,000円／時間制）
無し

ときわハッピーハロウィン2017
遊園地スタッフによる気まぐれお菓子配
り。「トリック・オア・トリート」と言うとお
菓子をプレゼント！他にもなりきりハロ
ウィン撮影ブース、 ときわ遊園地のハロ
ウィンデコレーションなど期間中はイベン
ト盛りだくさん。
10月22日（日）【予定】はときわハロウィ
ンデーと題してコスプレイヤーによるス
テージなど各種イベントを開催！

宇部仮装して遊びにいこう！

〒755-0003 山口県宇部市則貞3丁目4番1号
FAX：0836-51-7205
9：30～ 17：00　
https://www.tokiwapark.jp/

〒

営

期間/日時 2017年11月3日（金・祝）
場　所 下松市 JR周防花岡駅周辺 料　金 無料

お問い
合せ先

■

■
■
■

アクセス

駐車場
ガイドサービス
注意事項

①JR岩徳線周防花岡駅から徒歩5分 
②山陽自動車道徳山東ICから約10分 
一般：臨時駐車場（無料）　大型バス：無し
下松市観光ボランティアガイドの会による特別ガイド
臨時駐車場から会場までシャトルバス運行

稲穂祭
～きつねの嫁入り～
白狐の伝説にちなんだ下松の奇祭です。きつ
ねの面をつけた新郎新婦が仲良く並んで人力
車に揺られ、後ろに紋付袴姿の親族やお供を
引き連れ、JR周防花岡駅までの旧街道をゆっ
くりと練り歩きます。きつねの夫婦を誰が演じ
るかは、毎年秘密とされるのが習わしです。不
思議なことに新婦役に選ばれた娘さんは、良
縁に恵まれるという言い伝えがあります。

下松外国人からも人気！
下松の奇祭へようこそ！

0833-45-1841

〒744-8585　山口県下松市大手町3－3－3
FAX：0833-45-1849
8:30 ～ 17:15　　
http://www.kudamatsu-kanko.jp/

〒

営

下松市観光協会

いな ほ まつり

つき かつら

0835-25-4547
お問い
合せ先

〒747-8501　山口県防府市寿町7-1　
FAX：0835-23-0262　　
9：00～ 17：00（平日）
http://www.city.hofu.yamaguchi.jp/site/kankou-site/

〒

営
防府市おもてなし観光課

期間/日時 2017年11月11日（土）、12日（日）予定 
9：00 ～ 16：30（最終受付16：00）

場　所 月の桂の庭（防府市大字右田1091-1）
料　金 拝観料 大人500円、小学生以下無料

■

■
■

アクセス

駐車場
ガイドサービス

①R山陽本線防府駅から「堀行き」（中山経由）で１０分、塚原バス停下車 
②山陽自動車道防府東IC・防府西ICから１０分 
一般：有り　大型バス：有り  
有り

月の桂の庭特別公開
平成20年から期間限定で一般公開され
ている枯山水の傑作「月の桂の庭」が今年
も2日間公開されます。庭の名称にある
「月の桂」とは月にちなんだ伝説、神仙説
で不老不死の意味があるとされ、この石庭
は正徳2年（1712）に桂家第4代当主桂
運平忠晴が造営したと伝えられています。
是非この機会にこの名庭をご覧ください。

防府年に2日間のみ！
西の龍安寺と呼ばれる名庭を限定公開！

0820-22-3731
お問い
合せ先

柳井商工会議所 〒742-8645 山口県柳井市中央二丁目15-1
FAX：0820－22-8811
8：30～ 17：15
http://www.yanaicci.or.jp/

〒

営
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083-231-1350
お問い
合せ先

〒750-0008 山口県下関市田中町5番6号
FAX：083-231-1853
8：30～ 17：15（平日）
http://www.city.shimonoseki.travel/

〒

営

下関市観光政策課

期間/日時 2017年9月上旬～ 12月下旬予定
場　所 唐戸地区（カモンワーフから海響館横のボードウォーク周辺）
料　金 無料

■

■
■

アクセス

駐車場
ガイドサービス

①JR下関駅からバス７分「唐戸」下車すぐ 
②中国自動車道下関ICから車で10分 
一般：カモンワーフ駐車場 90台（有料）、唐戸市場駐車場 572台（有料）、海響館駐車場 395台（有料）　大型バス：唐戸市場 30台（無料）
無し

灯りのまち
イルミネーション水族館
関門海峡沿いの夜を、イルカやアシカ等
のイルミネーションで彩る人気企画が、
秋の下関にも登場。
これまでより大幅にグレードアップした演
出をお楽しみいただけます。

下関関門海峡沿いの夜を、イルカやアシカ等の
イルミネーションで彩る人気企画

0820-62-1460

お問い
合せ先

〒742-1403 山口県熊毛郡上関町大字室津904-15
FAX：0820-62-5060
8：30～ 17：15

〒

営

上関町教育委員会
（生涯学習係）

期間/日時 2018年1月中旬
場　所 上関沖の浜埋立地（上関町大字長島沖の浜）

■

■
■

アクセス

駐車場
ガイドサービス

①JR柳井駅から上関行バスで約50分、渡船場バス停下車、徒歩１0分
②山陽自動車道熊毛ICまたは玖珂ICから約45分
一般：臨時駐車場50台　大型バス：臨時駐車場内
無し

上関神明祭
小早川隆景が戦勝祈願のため御神体を
作らせ、軍神を祭り祈願したのが始まり
とされ,小早川家の重臣浦景継は１６０４
年、上関に知行地を賜り、住居を移しま
した。上関神明祭はこの頃より毎年行わ
れ、約４００年の伝統を誇ります。餅つき
や神楽の奉納のあと、高さ約10mのご
神体に点火。勢いよく燃え上がる様子は
迫力満点です。

上 関江戸時代から続く、無病息災を願
う小正月の行事
かみの せき

083-231-1350
お問い
合せ先

〒750-0008 山口県下関市田中町5-6
FAX：083-231-1853
8：30～ 17：15（平日）
http://www.city.shimonoseki.travel/

〒

営

下関市観光政策課

がん りゅう

期間/日時 2017年12月～ 2018年1月予定
場　所 はい！からっと横丁（下関市あるかぽーと１－４０）
料　金 無料（巌流島への渡航費用は別途必要）

■注意事項 期日、内容等は変更する場合有り

目指せ巌流王！
巌流島行きの渡船に乗船
した小学生以下のお子様
に、はい！からっと横丁で
使用できるコイン（または
チケット）を進呈、アトラク
ションを割引料金で１回体
験できるほか、期間中のハ
イスコア上位３名に豪華賞
品を進呈します。

下関巌流島に船で渡って、はい！からっと横丁で遊ぼう

083-925-230 0
お問い
合せ先

〒753-0086 山口県山口市中市町1-10
FAX：083-921-1555　　8：30～ 17：00
山口商工会議所  http://www.yamacci.or.jp/　
12月、山口市はクリスマス市になる専用ＨＰ  http://www.xmas-city.jp/

〒

営山口商工会議所

期間/日時 2017年12月1日（金）～ 31日（日）
場　所 山口市内 料　金 施設により異なる

■
■
■

アクセス
駐車場
ガイドサービス

施設により異なる
施設により異なる
有り（施設・会場により異なる）

12月、山口市はクリスマス市になる
室町時代、守護として山口を中心に治めてい
た大内氏は、西国一といわれるほどの個性
的なまちづくりを行いました。第31代当主
大内義隆は、フランシスコ＝ザビエルの布教
の願いを寛容な心で受入れ、翌1552年旧
暦12月9日（西暦12月24日）、山口の地で
降誕祭が行われました。これが日本で初めて
クリスマスが祝われた日と記録されています。
「12月、山口市はクリスマス市になる。」を合
言葉に、市内各所で様々なイベントが催され
ます。山口きずな音楽祭、雪舟庭のライト
アップを企画(案)として、提案します。

山口日本のクリスマスは山口から
ほう ふ

期間/日時 2018年2月2日（金）、3日（土）
場　所 防府天満宮（防府市松崎町14-1）
料　金 無料料　金 無料

■

■
■

アクセス

駐車場
ガイドサービス

①JR山陽本線防府駅から徒歩１５分 
②山陽自動車道防府東IC・防府西ICから１０分 
一般：有り　大型バス：有り  
無し

防府天満宮 
節分祭・牛替神事
生きた牛や、純金、純銀、銅製の牛置物な
ど数千点の豪華景品が当たる抽選を行う
開運招福を祈る神事です。新春の福運を
占い願う参拝客で終日賑わいます。
この他、例年3日の午後から数回、年男・
年女による開運招福豆まきが行われます。

防府生きた牛が当たる珍神事

0835-23-770 0
お問い
合せ先

防府天満宮

期間/日時 2017年11月25日（土）
場　所 防府天満宮（防府市松崎町14-1） 料　金 無料

■

■
■
■

アクセス

駐車場
ガイドサービス
注意事項

①JR防府駅から徒歩約15分 
②山陽自動車道防府東・西ICから約10分 
一般・大型バス：有り  
無し
当日は交通規制あり

防府天満宮御神幸祭
（裸坊祭）
日本最初の天神さまとして多くの参拝客で賑わ
う防府天満宮で最も大きなお祭で千年以上の
歴史があります。当日は五千人の男衆の裸坊が
「兄弟わっしょい！」のかけ声で巨大な御網代を
引き、二体のお神輿をかつぎ、菅原道真公御着
船ゆかりの地勝間の浦（御旅所）までを往復す
る西日本屈指の荒祭りです。特に、御網代を大
石段から一気に降ろす姿は圧巻です。

防府西日本屈指の荒祭り

〒747-0029　山口県防府市松崎町14-1　
FAX：0835-25-0001
8：30～17：00
http://www.hofutenmangu.or.jp

〒

営

0835-23-770 0
お問い
合せ先

防府天満宮 〒747-0029　山口県防府市松崎町14-1　
FAX：0835-25-0001
8：30～ 17：00
http://www.hofutenmangu.or.jp

〒

営

ほう ふ ほう ふ

期間/日時 2018年2月18日（日）～ 3月4日（日）予定
場　所 防府天満宮・うめてらす 料　金 無料

■

■
■

アクセス

駐車場
ガイドサービス

①JR山陽本線防府駅から徒歩１５分 
②山陽自動車道防府東IC・防府西ICから１０分 
一般：有り　大型バス：有り  
無し

防府天満宮・防府市まちの駅
うめてらす 梅まつり
菅原道真公が梅をこよなく愛したことにち
なんで境内には16種類約1100本の梅が
植えられています。その見頃に開催される
梅まつりでは稚児舞や甘酒接待、人形感謝
祭などの行事が催されます。
その他、梅まつり期間中は全国陶器市を始め、展覧会やお茶会など開催しています。
同期間中、防府市まちの駅うめてらすでは、うめの花をモチーフにしたさげもの「うめ
もん」の教室等の多数イベントが催されます。

防府菅原道真公が愛した梅を愛でる

0835-28-050 0お問い
合せ先

防府市まちの駅うめてらす 〒747-0029 山口県防府市松崎町1-20  FAX：0835-22-0808
9:00 ～ 17:00　　http://umeterasu.jp/

〒

営

0835-23-770 0
防府天満宮 〒747-0029 山口県防府市松崎町14-1  FAX：0835-25-0001

8：30～ 17：00　　http://www.hofutenmangu.or.jp
〒

営

ほう

はだか ぼう まつり

ふ ご じん こう さい

0836-54-0551

お問い
合せ先

ときわ公園
まつり実行委員会事務局

期間/日時 2017年11月26日（日）～ 2018年1月8日（月・祝） 
点灯時間17:30 ～ 21:30予定

場　所 ときわ遊園地ほか 料　金 無料
■

■
■

アクセス

駐車場
ガイドサービス

①JR宇部線常盤駅から徒歩で15分 
②山口宇部道路宇部南ICから車で5分 
一般：約1,500台（1日200円～ 500円／時間制）　大型バス：13台（1日800円～ 2,000円／時間制）　
無し

TOKIWAファンタジア2017
ときわ公園の冬を彩る中国地方最大級の
イルミネーションイベント。
参加型で企業・学校・各種団体がオリジ
ナリティあふれるイルミネーションを出展
し、コンテストを開催。
１５０万球のイルミネーションが幻想的
なときわ公園を演出します。
園内の幻想的な光は暫し時間を忘れる
ほど絶景です。

宇部遊びにおいで！
光の楽園 ときわ公園へ

〒755-0003 山口県宇部市則貞3丁目4番1号
FAX：0836-51-7205
9：30～ 17：00　
https://www.tokiwapark.jp/

〒

営

0834-31-30 0 0
お問い
合せ先

〒745-0037 山口県周南市栄町2-15　
FAX：0834-32-3303
8：30～17：00
http://tokuyama-cci.or.jp

〒

営

徳山商工会議所

期間/日時 点灯期間2017年11月下旬～ 2018年1月上旬
点灯時間17：30～ 22：00予定

場　所 周南市御幸通り、青空公園、PH通り、徳山駅からフェリーターミナルまでとその周辺広場
料　金 無料

■
■
■
■

アクセス
駐車場
ガイドサービス
注意事項

①JR徳山駅から徒歩圏内　②山陽自動車道徳山東ICから約15分
一般：有料駐車場利用　大型バス：無し
無し
点灯式及びイベント開催時にコンビナート企業の全点灯実施予定

第33回周南冬のツリーまつり
周南冬のツリーまつりは、日本夜景遺産に認定され、
ファンタジックな気分に浸らせてくれる県内でも人気
のイルミネーションイベントです。駅周辺は、数多く
のＬＥＤ電球で装飾され、街を華やかに彩りクリスマ
スムード一色になります。市街地一帯が幻想的な光
で包まれ、沿岸に広がるコンビナート夜景との共演
をお楽しみください。12月23日（祝・土）には、集
中イベント「ファンタジックナイト｝が開催されます。

周南ウィンターイルミネーション2017
しゅう なん

0827-29-5116
お問い
合せ先

〒740-8585　山口県岩国市今津町1-14-51
FAX：0827-22-2866
8：30～ 17：15（平日）
http://kankou.iwakuni-city.net/

〒

営

岩国市観光振興課

期間/日時 2017年8月中旬～ 2018年1月下旬予定
場　所 錦帯橋
料　金 大人300円、小学生150円

■

■
■

アクセス

駐車場
ガイドサービス

①ＪＲ山陽本線岩国駅から錦帯橋行きバス「錦帯橋」下車
②山陽自動車道岩国ＩＣから約10分
一般：500台（平日無料／土日祝 1日300円）　大型バス：20台（１日1,000円）
無し

錦帯橋ライトアップ
錦帯橋のライトアップが実施されます。
漆黒の中で黄金色に浮かび上がる錦帯
橋は、日中とは違った神秘的な姿をみせ
ます。
大切な人と風情漂う夜の錦帯橋をお楽し
み下さい。

岩国光と橋のコラボレーション！
神秘的な夜の人気スポット！
きん たい きょう

0838-25-1750
お問い
合せ先

〒758-0061 山口県萩市椿3537-3
FAX：0838-25-2073
9：00～ 17：45（12月～ 2月は9：00～ 17：00）
http://www.hagishi.com

〒

営

（公社）萩市観光協会

期間/日時 2018年1月10日（水）～ 3月31日（土）予定
場　所 萩市内各所
料　金 パスポート無料

■

■
■

アクセス

駐車場
ガイドサービス

①JR東萩駅またはJR萩駅を利用
②中国自動車道美祢東JCT ～絵堂ICから約20 ～ 30分
店舗により異なる
無し

萩まちじゅう味めぐり・
萩温泉郷湯めぐりキャンペーン
萩のグルメやまち歩きを楽しんで、萩温
泉であったまろう！
飲食店や日帰り温泉、イベント情報など
を紹介する『冬のぶらり萩あるきパス
ポート』（お得なクーポン付）を発行。
パスポートを片手にまち歩きをお楽しみ
ください。

萩萩のグルメや温泉、観光を
お得に楽しめます
はぎ

はぎ

期間/日時 2018年2月中旬（日）予定  8：30 ～ 16：15
場　所 笠戸島 はなぐり海水浴場（スタート・ゴール）
料　金 参加費 ロング7,000円、ショート5,000円（参加賞付）

お問い
合せ先

■

■
■

アクセス

駐車場
ガイドサービス

①ＪＲ下松駅からバスで約15分「笠戸島ハイツ」下車、徒歩5分 
②山陽自動車道徳山東ICから車で約20分 
一般：県道笠戸島線沿い駐車場　大型バス：要相談
無し

くだまつ笠戸島
アイランドトレイル2018
プロトレイルランナー奥宮俊祐氏プロデュース！
自然豊かな笠戸島を駆けるワンダートレイル！
笠戸島全域を使った本格的なロングコースと初
心者向けのショートコースから選べます。海岸
沿いの断崖絶壁や白い砂浜、ドック（造船所）な
ど、変化に富んだ景色を眺めながら走れる全国
でも珍しいコースです。

下松瀬戸内海国立公園「笠戸島」を
舞台に山を走る、海の上を走る！！

0833-41-1070

〒744-0008 山口県下松市新川2丁目1番38号
FAX：0833-44-2022
8：30～ 17：15　　
http://www.kvision.ne.jp/~k-yeg

〒

営

下松商工会議所

かさ ど
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083-231-1350
お問い
合せ先

〒750-0008 山口県下関市田中町5番6号
FAX：083-231-1853
8：30～ 17：15（平日）
http://www.city.shimonoseki.travel/

〒

営

下関市観光政策課

期間/日時 2017年9月上旬～ 12月下旬予定
場　所 唐戸地区（カモンワーフから海響館横のボードウォーク周辺）
料　金 無料

■

■
■

アクセス

駐車場
ガイドサービス

①JR下関駅からバス７分「唐戸」下車すぐ 
②中国自動車道下関ICから車で10分 
一般：カモンワーフ駐車場 90台（有料）、唐戸市場駐車場 572台（有料）、海響館駐車場 395台（有料）　大型バス：唐戸市場 30台（無料）
無し

灯りのまち
イルミネーション水族館
関門海峡沿いの夜を、イルカやアシカ等
のイルミネーションで彩る人気企画が、
秋の下関にも登場。
これまでより大幅にグレードアップした演
出をお楽しみいただけます。

下関関門海峡沿いの夜を、イルカやアシカ等の
イルミネーションで彩る人気企画

0820-62-1460

お問い
合せ先

〒742-1403 山口県熊毛郡上関町大字室津904-15
FAX：0820-62-5060
8：30～ 17：15

〒

営

上関町教育委員会
（生涯学習係）

期間/日時 2018年1月中旬
場　所 上関沖の浜埋立地（上関町大字長島沖の浜）

■

■
■

アクセス

駐車場
ガイドサービス

①JR柳井駅から上関行バスで約50分、渡船場バス停下車、徒歩１0分
②山陽自動車道熊毛ICまたは玖珂ICから約45分
一般：臨時駐車場50台　大型バス：臨時駐車場内
無し

上関神明祭
小早川隆景が戦勝祈願のため御神体を
作らせ、軍神を祭り祈願したのが始まり
とされ,小早川家の重臣浦景継は１６０４
年、上関に知行地を賜り、住居を移しま
した。上関神明祭はこの頃より毎年行わ
れ、約４００年の伝統を誇ります。餅つき
や神楽の奉納のあと、高さ約10mのご
神体に点火。勢いよく燃え上がる様子は
迫力満点です。

上関江戸時代から続く、無病息災を願
う小正月の行事
かみの せき

083-231-1350
お問い
合せ先

〒750-0008 山口県下関市田中町5-6
FAX：083-231-1853
8：30～ 17：15（平日）
http://www.city.shimonoseki.travel/

〒

営

下関市観光政策課

がん りゅう

期間/日時 2017年12月～ 2018年1月予定
場　所 はい！からっと横丁（下関市あるかぽーと１－４０）
料　金 無料（巌流島への渡航費用は別途必要）

■注意事項 期日、内容等は変更する場合有り

目指せ巌流王！
巌流島行きの渡船に乗船
した小学生以下のお子様
に、はい！からっと横丁で
使用できるコイン（または
チケット）を進呈、アトラク
ションを割引料金で１回体
験できるほか、期間中のハ
イスコア上位３名に豪華賞
品を進呈します。

下関巌流島に船で渡って、はい！からっと横丁で遊ぼう

083-925-230 0
お問い
合せ先

〒753-0086 山口県山口市中市町1-10
FAX：083-921-1555　　8：30～ 17：00
山口商工会議所  http://www.yamacci.or.jp/　
12月、山口市はクリスマス市になる専用ＨＰ  http://www.xmas-city.jp/

〒

営山口商工会議所

期間/日時 2017年12月1日（金）～ 31日（日）
場　所 山口市内 料　金 施設により異なる

■
■
■

アクセス
駐車場
ガイドサービス

施設により異なる
施設により異なる
有り（施設・会場により異なる）

12月、山口市はクリスマス市になる
室町時代、守護として山口を中心に治めてい
た大内氏は、西国一といわれるほどの個性
的なまちづくりを行いました。第31代当主
大内義隆は、フランシスコ＝ザビエルの布教
の願いを寛容な心で受入れ、翌1552年旧
暦12月9日（西暦12月24日）、山口の地で
降誕祭が行われました。これが日本で初めて
クリスマスが祝われた日と記録されています。
「12月、山口市はクリスマス市になる。」を合
言葉に、市内各所で様々なイベントが催され
ます。山口きずな音楽祭、雪舟庭のライト
アップを企画(案)として、提案します。

山口日本のクリスマスは山口から
ほう ふ

期間/日時 2018年2月2日（金）、3日（土）
場　所 防府天満宮（防府市松崎町14-1）
料　金 無料料　金 無料

■

■
■

アクセス

駐車場
ガイドサービス

①JR山陽本線防府駅から徒歩１５分 
②山陽自動車道防府東IC・防府西ICから１０分 
一般：有り　大型バス：有り  
無し

防府天満宮 
節分祭・牛替神事
生きた牛や、純金、純銀、銅製の牛置物な
ど数千点の豪華景品が当たる抽選を行う
開運招福を祈る神事です。新春の福運を
占い願う参拝客で終日賑わいます。
この他、例年3日の午後から数回、年男・
年女による開運招福豆まきが行われます。

防府生きた牛が当たる珍神事

0835-23-770 0
お問い
合せ先

防府天満宮

期間/日時 2017年11月25日（土）
場　所 防府天満宮（防府市松崎町14-1） 料　金 無料

■

■
■
■

アクセス

駐車場
ガイドサービス
注意事項

①JR防府駅から徒歩約15分 
②山陽自動車道防府東・西ICから約10分 
一般・大型バス：有り  
無し
当日は交通規制あり

防府天満宮御神幸祭
（裸坊祭）
日本最初の天神さまとして多くの参拝客で賑わ
う防府天満宮で最も大きなお祭で千年以上の
歴史があります。当日は五千人の男衆の裸坊が
「兄弟わっしょい！」のかけ声で巨大な御網代を
引き、二体のお神輿をかつぎ、菅原道真公御着
船ゆかりの地勝間の浦（御旅所）までを往復す
る西日本屈指の荒祭りです。特に、御網代を大
石段から一気に降ろす姿は圧巻です。

防府西日本屈指の荒祭り

〒747-0029　山口県防府市松崎町14-1　
FAX：0835-25-0001
8：30～17：00
http://www.hofutenmangu.or.jp

〒

営

0835-23-770 0
お問い
合せ先

防府天満宮 〒747-0029　山口県防府市松崎町14-1　
FAX：0835-25-0001
8：30～ 17：00
http://www.hofutenmangu.or.jp

〒

営

ほう ふ ほう ふ

期間/日時 2018年2月18日（日）～ 3月4日（日）予定
場　所 防府天満宮・うめてらす 料　金 無料

■

■
■

アクセス

駐車場
ガイドサービス

①JR山陽本線防府駅から徒歩１５分 
②山陽自動車道防府東IC・防府西ICから１０分 
一般：有り　大型バス：有り  
無し

防府天満宮・防府市まちの駅
うめてらす 梅まつり
菅原道真公が梅をこよなく愛したことにち
なんで境内には16種類約1100本の梅が
植えられています。その見頃に開催される
梅まつりでは稚児舞や甘酒接待、人形感謝
祭などの行事が催されます。
その他、梅まつり期間中は全国陶器市を始め、展覧会やお茶会など開催しています。
同期間中、防府市まちの駅うめてらすでは、うめの花をモチーフにしたさげもの「うめ
もん」の教室等の多数イベントが催されます。

防府菅原道真公が愛した梅を愛でる

0835-28-050 0お問い
合せ先

防府市まちの駅うめてらす 〒747-0029 山口県防府市松崎町1-20  FAX：0835-22-0808
9:00 ～ 17:00　　http://umeterasu.jp/

〒

営

0835-23-770 0
防府天満宮 〒747-0029 山口県防府市松崎町14-1  FAX：0835-25-0001

8：30～ 17：00　　http://www.hofutenmangu.or.jp
〒

営

ほう

はだか ぼう まつり

ふ ご じん こう さい

0836-54-0551

お問い
合せ先

ときわ公園
まつり実行委員会事務局

期間/日時 2017年11月26日（日）～ 2018年1月8日（月・祝） 
点灯時間17:30 ～ 21:30予定

場　所 ときわ遊園地ほか 料　金 無料
■

■
■

アクセス

駐車場
ガイドサービス

①JR宇部線常盤駅から徒歩で15分 
②山口宇部道路宇部南ICから車で5分 
一般：約1,500台（1日200円～ 500円／時間制）　大型バス：13台（1日800円～ 2,000円／時間制）　
無し

TOKIWAファンタジア2017
ときわ公園の冬を彩る中国地方最大級の
イルミネーションイベント。
参加型で企業・学校・各種団体がオリジ
ナリティあふれるイルミネーションを出展
し、コンテストを開催。
１５０万球のイルミネーションが幻想的
なときわ公園を演出します。
園内の幻想的な光は暫し時間を忘れる
ほど絶景です。

宇部遊びにおいで！
光の楽園 ときわ公園へ

〒755-0003 山口県宇部市則貞3丁目4番1号
FAX：0836-51-7205
9：30～ 17：00　
https://www.tokiwapark.jp/

〒

営

0834-31-30 0 0
お問い
合せ先

〒745-0037 山口県周南市栄町2-15　
FAX：0834-32-3303
8：30～17：00
http://tokuyama-cci.or.jp

〒

営

徳山商工会議所

期間/日時 点灯期間2017年11月下旬～ 2018年1月上旬
点灯時間17：30～ 22：00予定

場　所 周南市御幸通り、青空公園、PH通り、徳山駅からフェリーターミナルまでとその周辺広場
料　金 無料

■
■
■
■

アクセス
駐車場
ガイドサービス
注意事項

①JR徳山駅から徒歩圏内　②山陽自動車道徳山東ICから約15分
一般：有料駐車場利用　大型バス：無し
無し
点灯式及びイベント開催時にコンビナート企業の全点灯実施予定

第33回周南冬のツリーまつり
周南冬のツリーまつりは、日本夜景遺産に認定され、
ファンタジックな気分に浸らせてくれる県内でも人気
のイルミネーションイベントです。駅周辺は、数多く
のＬＥＤ電球で装飾され、街を華やかに彩りクリスマ
スムード一色になります。市街地一帯が幻想的な光
で包まれ、沿岸に広がるコンビナート夜景との共演
をお楽しみください。12月23日（祝・土）には、集
中イベント「ファンタジックナイト｝が開催されます。

周南ウィンターイルミネーション2017
しゅう なん

0827-29-5116
お問い
合せ先

〒740-8585　山口県岩国市今津町1-14-51
FAX：0827-22-2866
8：30～ 17：15（平日）
http://kankou.iwakuni-city.net/

〒

営

岩国市観光振興課

期間/日時 2017年8月中旬～ 2018年1月下旬予定
場　所 錦帯橋
料　金 大人300円、小学生150円

■

■
■

アクセス

駐車場
ガイドサービス

①ＪＲ山陽本線岩国駅から錦帯橋行きバス「錦帯橋」下車
②山陽自動車道岩国ＩＣから約10分
一般：500台（平日無料／土日祝 1日300円）　大型バス：20台（１日1,000円）
無し

錦帯橋ライトアップ
錦帯橋のライトアップが実施されます。
漆黒の中で黄金色に浮かび上がる錦帯
橋は、日中とは違った神秘的な姿をみせ
ます。
大切な人と風情漂う夜の錦帯橋をお楽し
み下さい。

岩国光と橋のコラボレーション！
神秘的な夜の人気スポット！
きん たい きょう

0838-25-1750
お問い
合せ先

〒758-0061 山口県萩市椿3537-3
FAX：0838-25-2073
9：00～ 17：45（12月～ 2月は9：00～ 17：00）
http://www.hagishi.com

〒

営

（公社）萩市観光協会

期間/日時 2018年1月10日（水）～ 3月31日（土）予定
場　所 萩市内各所
料　金 パスポート無料

■

■
■

アクセス

駐車場
ガイドサービス

①JR東萩駅またはJR萩駅を利用
②中国自動車道美祢東JCT ～絵堂ICから約20 ～ 30分
店舗により異なる
無し

萩まちじゅう味めぐり・
萩温泉郷湯めぐりキャンペーン
萩のグルメやまち歩きを楽しんで、萩温
泉であったまろう！
飲食店や日帰り温泉、イベント情報など
を紹介する『冬のぶらり萩あるきパス
ポート』（お得なクーポン付）を発行。
パスポートを片手にまち歩きをお楽しみ
ください。

萩萩のグルメや温泉、観光を
お得に楽しめます
はぎ

はぎ

期間/日時 2018年2月中旬（日）予定  8：30 ～ 16：15
場　所 笠戸島 はなぐり海水浴場（スタート・ゴール）
料　金 参加費 ロング7,000円、ショート5,000円（参加賞付）

お問い
合せ先

■

■
■

アクセス

駐車場
ガイドサービス

①ＪＲ下松駅からバスで約15分「笠戸島ハイツ」下車、徒歩5分 
②山陽自動車道徳山東ICから車で約20分 
一般：県道笠戸島線沿い駐車場　大型バス：要相談
無し

くだまつ笠戸島
アイランドトレイル2018
プロトレイルランナー奥宮俊祐氏プロデュース！
自然豊かな笠戸島を駆けるワンダートレイル！
笠戸島全域を使った本格的なロングコースと初
心者向けのショートコースから選べます。海岸
沿いの断崖絶壁や白い砂浜、ドック（造船所）な
ど、変化に富んだ景色を眺めながら走れる全国
でも珍しいコースです。

下松瀬戸内海国立公園「笠戸島」を
舞台に山を走る、海の上を走る！！

0833-41-1070

〒744-0008 山口県下松市新川2丁目1番38号
FAX：0833-44-2022
8：30～ 17：15　　
http://www.kvision.ne.jp/~k-yeg

〒

営

下松商工会議所

かさ ど

イ
ベ
ン
ト
・
サ
ー
ビ
ス

イ
ベ
ン
ト
・
サ
ー
ビ
ス

西の国から 2017 秋冬号 64



0837-23-1137
お問い
合せ先

〒759-4192 山口県長門市東深川1339-2
FAX：0837-22-6487
8：30～ 17：15（平日）
http://www.nanavi.jp/info/ticket2.php

〒

営

長門市観光課

期間/日時 通年（販売日から30日間有効）
場　所 対象施設の入館受付窓口で販売

料　金 一般700円（通常1,250円）、高校生以下300円（通常550円）
■

■
■

アクセス

駐車場
ガイドサービス

①❶JR仙崎駅から徒歩5分  ❷JR長門三隅駅から防長バス「湯免温泉」下車、徒歩5分
　❸JR長門市駅から防長バス「沢江」下車、徒歩3分  ❹JR長門市駅からサンデンバス「通漁協前」下車、徒歩1分
②❶～❸中国自動車道美祢ICから約45分、❹中国自動車道美祢ICから約1時間
一般：有り　大型バス：有り
無し

長門市4館共通入館券
長門市の下記4施設を1枚で入館できる
共通利用券を下記のとおり販売します。
料金は各施設の合計よりもおトクな設定
となっており、この1枚で長門市の文化を
まるごとご覧いただくことができます。
［対象施設］金子みすゞ 記念館・香月泰男
美術館・村田清風記念館・くじら資料館

長門長門市内の4施設を1枚で入館できる共通利用券です

❶金子みすゞ 記念館（長門市仙崎1308番地） ❷香月泰男美術館（長門市三隅中湯免226番地）
❸村田清風記念館（長門市三隅下2510-1）   ❹くじら資料館（長門市通671-17）

なが と

083-231-1350
お問い
合せ先

〒750-0008 山口県下関市田中町5番6号
FAX：083-231-1853
8：30～ 17：15（平日）
http://shimonoseki.travel/

〒

営

下関市観光政策課

期間/日時［下関とふく］2017年9月1日～ 10月31日
［高杉晋作］2017年11月1日～12月25日
お客さんが集まり次第開始

場　所 みもすそ川公園（下関市みもすそ川町）※雨天時は関門トンネル人道入口そば 料　金 無料
■

■

アクセス

駐車場

①JR下関駅からバス12分「御裳川（みもすそがわ）」下車すぐ 
②中国自動車道下関ICから車で約5分 
一般：無し　大型バス：唐戸市場 30台（無料） ■ガイドサービス 無し

歴史体感☆紙芝居 「下関とふく」
「動けば雷電のごとく 風雲児 高杉晋作」
臨場感あるパフォーマンスと迫力ある語
りで、見る人聞く人を魅了します！
公演場所のみもすそ川公園は、壇ノ浦の
合戦の地の目の前で、関門海峡を一番体
感できるビューポイントです。
紙芝居をご覧頂いた方には、もれなく下
関オリジナル絵葉書（1枚）をプレゼント！

下関昔懐かしい紙芝居で下関の歴史を楽しめます！

083-231-1350
お問い
合せ先

〒750-0008 山口県下関市田中町5-6
FAX：083-231-1853
8：30～ 17：15（平日）
http://shimonoseki.travel

〒

営

下関市観光政策課

期間/日時 2018年2月上旬～ 4月上旬予定
場　所 長府毛利邸、長府庭園等（下関市長府地区）
料　金 無料（施設入場料が別途必要）

■

■
■

アクセス

駐車場
ガイドサービス

①JR下関駅からバス23分「城下町長府」下車すぐ
②中国自動車道下関ICから約25分
一般：有り（混雑が予想されるため長府庭園駐車場利用が便利）　大型バス：有り（長府観光会館）　
無し

城下町長府ひなまつり
様々な歴史の舞台になった城下町長府
で、「ひな人形」や「つるしかざり」を数多
く展示します。
華やかなひな人形や、一つ一つに想いが
こめられたつるしかざりを観賞しながら、
情緒あふれる城下町長府を散策しませ
んか？

下関一足早い春花盛り！
ちょう ふ

0833-74-3311
お問い
合せ先

〒743-0001 山口県光市大字室積村6288番地（光市観光協会）
FAX：0833-74-3312
9：00～ 17：00
http://www.kanmuriyama-park.com/

〒

営

光市冠山総合公園

期間/日時 2018年2月10日（土）～ 3月4日（日）
場　所 冠山総合公園（光市大字室積村6288番地）
料　金 土日のみ入園料100円、中学生以下無料

■

■
■
■

アクセス

駐車場
ガイドサービス
注意事項

①JR光駅から室積行きバス「戸仲バス停」下車、徒歩1分 
②山陽自動車道熊毛ICから約20分
一般：約135台（無料）　大型バス：有り（無料）
無し
交通規制有り

冠山総合公園 梅まつり
瀬戸内海を一望できる梅園は、100
種、約2000本の梅が咲き乱れる山
口県NO.1の梅園。
毎週土・日曜日には、野点や邦楽演
奏、舞踊、特産品販売、フリーマー
ケットなどの多彩な催しで賑わいま
す。

光2000本の梅が春をつげる
かんむりやま

期間/日時 2018年2月3日（土）～4月3日（火） 9：00～ 17：00
場　所 萩博物館、菊屋家住宅、文化財施設など予定
料　金 各施設により異なる

■

■
■
■

アクセス

駐車場
ガイドサービス
注意事項

①JR萩駅または東萩駅、萩バスセンターを利用
②中国自動車道美祢東JCT～絵堂ICから約20～30分
会場により異なる
各会場には施設ガイドが常駐
施設休館日は会場により異なる

萩城下の古き雛たち
江戸から平成にわたり萩で受け継が
れてきた歴史あるお雛様や、萩ならで
はの小萩人形など約1,200体を、旧
久保田家住宅をメイン会場に一般公
開の文化財施設などで展示します。

萩家々に大切に受け継がれている
雛人形を展示

0838-25-3139
お問い
合せ先

〒758-8555　山口県萩市江向510
FAX：0838-26-0716
8：30～ 17：15　（平日）
http://www.hagishi.com

〒

営

萩市観光課

はぎ

期間/日時 2018年2月中旬～ 3月下旬頃（変更の場合あり）
場　所 白壁通り一帯 料　金 無料（一部施設入館有料）

■

■

■

アクセス

駐車場

ガイドサービス

①JR柳井駅から徒歩10分 
②山陽自動車道玖珂ICから約20分 
一般：有り　
大型バス：白壁ふれあい広場
無し

商都柳井
おひなさま巡り
白壁の町並みから麗都路通りにかけ
て、約20軒のお店や、住宅で大切に
されている雛人形が飾られます。
永い歴史のあるお人形から創作雛人
形まで様々な雛人形を楽しむことが
できます。

柳井人々を見守る優しいまなざし

0820-23-3655
お問い
合せ先

〒742-0021 山口県柳井市3714-1
FAX：0820-23-5411
9:00 ～ 17:00
http://www.kanko-yanai.com

〒

営

柳井市観光協会

やな い

083-774-3855

お問い
合せ先

川棚温泉まちづくり
株式会社

期間/日時 2018年3月2日（金）～3月7日（水）お雛茶屋は3月4日（日）のみ
場　所 川棚温泉交流センター川棚の杜（下関市豊浦町川棚5180）
料　金 無料

■

■

■

アクセス

駐車場

ガイドサービス

①JR川棚温泉駅から川棚温泉行きバス約3分「川棚温泉」下車、徒歩5分／ JR川棚温泉駅からタクシー約5分
②中国自動車道小月ICから20分／下関ICから30分
一般：下関市川棚温泉交流センター駐車場（無料）　
大型バス：下関市川棚温泉交流センター駐車場 杜の広場（無料） 
川棚温泉観光ボランティアガイドの会（団体バス1台につき1,000円／要申込）

川棚温泉ひなまつり
会場の川棚の杜は世界的建築家隈研吾
氏の設計。鉄骨とコンクリートのシンプ
ルな現代建築空間に、手作りの吊るし
雛の組み合わせが不思議と調和します。
期間中の日曜日は「お雛茶屋」も開催。
お茶会に、和風フラワーアレンジメント
体験教室、地元作家の工芸品の展示販
売などを行います。

早春を彩るちりめん細工の
吊るし雛たち

下関

〒759-6301 山口県下関市豊浦町川棚5180 
川棚温泉交流センター内　FAX：083-774-3856　　
10：00～ 20：00（年末年始休業）　　
http://www.kawatananomori.com/

〒

営

かわ たな

期間/日時 2018年3月上旬～中旬
場　所 厚狭駅前商店街周辺
料　金 無料

■

■
■

アクセス

駐車場
ガイドサービス

①JR山陽本線厚狭駅在来線口からすぐ
②山陽自動車道小野田ICから車で11分
一般：厚狭図書館等の駐車場　大型バス：無し
無し

厚狭寝太郎の里 
おひなさまめぐり
厚狭駅前商店街周辺で、昭和の初期
から平成までのおひなさまが各所に展
示されます。
期間中は、酒蔵開き、スタンプラリー
など様々なイベントが開催されます。

昭和の初期から平成までのおひな
さまが厚狭駅前商店街各所に展示

0836-73-2525

お問い
合せ先

〒757-0001 山陽小野田市大字鴨庄101-29　
FAX：0836-73-2526
9：00～ 17：00　　
http://www7.ocn.ne.jp/~sanyocci

〒

営

おひなさまめぐり実行委員会
(山陽商工会議所内）

山陽
小野

田

ねあ さ た ろう

083-231-1350
お問い
合せ先

〒750-0008 山口県下関市田中町5-6
FAX：083-231-1853
8：30～ 17：15（平日）
http://shimonoseki.travel/

〒

営

下関市観光政策課

期間/日時 2017年9月～ 12月
場　所 JR下関駅周辺地区 他
料　金 無料

■

■
■

アクセス

駐車場
ガイドサービス

①JR下関駅下車
②中国自動車道下関ICから車で20分
有り
無し

ふくちょうちん飾りつけ
“ふく”のシーズン到来を前に、９月から
12月の間、JR下関駅・新下関駅で、合
わせて約1,000個のちょうちんが皆様を
お迎えします。

下関「下関と言えばふく」
「ふくといえば下関」

期間/日時 2017年4月～ 2018年3月（9～ 12月除く）
場　所 益田駅前ビルEAGA 3階 大ホール
料　金 500円（400円）、中学生以下無料 （ ）内は10名以上の団体

■

■
■
■

アクセス

駐車場
ガイドサービス
注意事項

①JR益田駅から徒歩1分 
②中国自動車道戸河内ICから約70分／六日市ICから約70分  
一般：有り　大型バス：有り
無し
期間・場所は変更の可能性有り

「石見の夜神楽」
益田公演
石見神楽を代表する演目はスサノオの八
岐大蛇退治を描いた「大蛇」。
勇壮華麗な舞です。
豪華絢爛の衣装と併せてご堪能くださ
い。

益田島根県西部に伝わる伝統芸能
「石見神楽」を満喫

お問い
合せ先 0856-22-7120

〒698-0024　島根県益田市駅前町17-2
FAX：0856-23-1232
9：00～ 17：30
http://masudashi.sub.jp/index.php

〒

営

益田市観光協会

いわ

たか すぎ

しもの せき

しん さく

み

ます だ

083-925-7788
お問い
合せ先

〒753-0089 山口県山口市亀山町3-1
FAX：083-925-7790　　
9：00～ 17：00（入館は16：30まで）
http://www.yma-web.jp/

〒

営

山口県立美術館

期間/日時 コレクション展開催中の毎週土曜14：00～（30分程度）
場　所 山口県立美術館 展示室（山口市亀山町3-1）
料　金 ［コレクション展］一般300円（240円）学生200円（160円）

（　）内は20名以上の団体料金、18歳以下および70歳以上は無料
■

■
■

アクセス

駐車場
注意事項

①JR新山口駅から山口線に乗り換え山口駅下車、徒歩約15分／
　JR新山口駅から防長バス山口方面行きで約3０分、JRバス山口方面行きで約40分
②山陽自動車道防府東ICから車で約25分／中国自動車道（広島方面から）山口ICから車で約15分／
　中国自動車道（九州方面から）小郡ICから車で約25分
一般：200台（無料）　大型バス：要事前予約
イベント開催時は休止の場合あり、HPをご覧いただくかお問合せください

■ガイドサービス 要相談・無料

学芸員によるギャラリートーク
山口県立美術館 コレクション展　

当館の収蔵品を中心に、テーマごとに作品
をご紹介するコレクション展では、展示作
品を見ながら、わかりやすく解説するギャラ
リートークを毎週土曜日に開催しています。
このほか、特別展のギャラリートークなど、その他イベントはHPをご覧いただく
か、お電話にてお問合せください。イベント開催時はお休みすることがあります。

山口展示作品をわかりやすく解説します

0838-24-240 0

お問い
合せ先

〒758-0074 山口県萩市平安古町586-1
FAX：0838-24-2401　　
9：00～ 17：00（入場は16：30まで）
http://www.hum.pref.yamaguchi.lg.jp/

〒

営

山口県立萩美術館
浦上記念館

期間/日時 展覧会開催中の土曜もしくは日曜（詳細はホームページ等でご確認下さい）
場　所 山口県立萩美術館・浦上記念館 展示室（萩市平安古町586-1）
料　金 ［普通展示］一般300円（240円）学生200円（160円）

（　）内は20名以上の団体料金、18歳以下および70歳以上は無料
■

■
■

アクセス

駐車場
ガイドサービス

①JR新山口駅から直行バス「スーパーはぎ号」で約60分、萩・明倫センター下車、
　徒歩約5分／防長バスで約70 ～ 95分、萩バスセンター下車
②中国自動車道美祢東JCT経由、「小郡萩道路」絵堂ICから約20分／
　山陰自動車道三見ICから約10分（国道191号沿い）
一般：50台（無料）　大型バス：中央公園駐車場　10台（1回1,030円）
無し

学芸員によるギャラリー・トーク
山口県立萩美術館・浦上記念館

当館収蔵の浮世絵、東洋陶磁、陶芸の作品
をご紹介する普通展示を担当学芸員の解説
を聞きながら、鑑賞して頂きます。
このほか、特別展示の作品を解説するギャ
ラリー・ツアーやイベントなども開催します。
詳細は当館ホームページをご覧頂くか、お電話にてお問い合わせ下さい。

萩浮世絵、東洋陶磁、陶芸をより深く鑑賞する

イ
ベ
ン
ト
・
サ
ー
ビ
ス

イ
ベ
ン
ト
・
サ
ー
ビ
ス
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0837-23-1137
お問い
合せ先

〒759-4192 山口県長門市東深川1339-2
FAX：0837-22-6487
8：30～ 17：15（平日）
http://www.nanavi.jp/info/ticket2.php

〒

営

長門市観光課

期間/日時 通年（販売日から30日間有効）
場　所 対象施設の入館受付窓口で販売

料　金 一般700円（通常1,250円）、高校生以下300円（通常550円）
■

■
■

アクセス

駐車場
ガイドサービス

①❶JR仙崎駅から徒歩5分  ❷JR長門三隅駅から防長バス「湯免温泉」下車、徒歩5分
　❸JR長門市駅から防長バス「沢江」下車、徒歩3分  ❹JR長門市駅からサンデンバス「通漁協前」下車、徒歩1分
②❶～❸中国自動車道美祢ICから約45分、❹中国自動車道美祢ICから約1時間
一般：有り　大型バス：有り
無し

長門市4館共通入館券
長門市の下記4施設を1枚で入館できる
共通利用券を下記のとおり販売します。
料金は各施設の合計よりもおトクな設定
となっており、この1枚で長門市の文化を
まるごとご覧いただくことができます。
［対象施設］金子みすゞ 記念館・香月泰男
美術館・村田清風記念館・くじら資料館

長門長門市内の4施設を1枚で入館できる共通利用券です

❶金子みすゞ 記念館（長門市仙崎1308番地） ❷香月泰男美術館（長門市三隅中湯免226番地）
❸村田清風記念館（長門市三隅下2510-1）   ❹くじら資料館（長門市通671-17）

なが と

083-231-1350
お問い
合せ先

〒750-0008 山口県下関市田中町5番6号
FAX：083-231-1853
8：30～ 17：15（平日）
http://shimonoseki.travel/

〒

営

下関市観光政策課

期間/日時［下関とふく］2017年9月1日～ 10月31日
［高杉晋作］2017年11月1日～12月25日
お客さんが集まり次第開始

場　所 みもすそ川公園（下関市みもすそ川町）※雨天時は関門トンネル人道入口そば 料　金 無料
■

■

アクセス

駐車場

①JR下関駅からバス12分「御裳川（みもすそがわ）」下車すぐ 
②中国自動車道下関ICから車で約5分 
一般：無し　大型バス：唐戸市場 30台（無料） ■ガイドサービス 無し

歴史体感☆紙芝居 「下関とふく」
「動けば雷電のごとく 風雲児 高杉晋作」
臨場感あるパフォーマンスと迫力ある語
りで、見る人聞く人を魅了します！
公演場所のみもすそ川公園は、壇ノ浦の
合戦の地の目の前で、関門海峡を一番体
感できるビューポイントです。
紙芝居をご覧頂いた方には、もれなく下
関オリジナル絵葉書（1枚）をプレゼント！

下関昔懐かしい紙芝居で下関の歴史を楽しめます！

083-231-1350
お問い
合せ先

〒750-0008 山口県下関市田中町5-6
FAX：083-231-1853
8：30～ 17：15（平日）
http://shimonoseki.travel

〒

営

下関市観光政策課

期間/日時 2018年2月上旬～ 4月上旬予定
場　所 長府毛利邸、長府庭園等（下関市長府地区）
料　金 無料（施設入場料が別途必要）

■

■
■

アクセス

駐車場
ガイドサービス

①JR下関駅からバス23分「城下町長府」下車すぐ
②中国自動車道下関ICから約25分
一般：有り（混雑が予想されるため長府庭園駐車場利用が便利）　大型バス：有り（長府観光会館）　
無し

城下町長府ひなまつり
様々な歴史の舞台になった城下町長府
で、「ひな人形」や「つるしかざり」を数多
く展示します。
華やかなひな人形や、一つ一つに想いが
こめられたつるしかざりを観賞しながら、
情緒あふれる城下町長府を散策しませ
んか？

下関一足早い春花盛り！
ちょう ふ

0833-74-3311
お問い
合せ先

〒743-0001 山口県光市大字室積村6288番地（光市観光協会）
FAX：0833-74-3312
9：00～ 17：00
http://www.kanmuriyama-park.com/

〒

営

光市冠山総合公園

期間/日時 2018年2月10日（土）～ 3月4日（日）
場　所 冠山総合公園（光市大字室積村6288番地）
料　金 土日のみ入園料100円、中学生以下無料

■

■
■
■

アクセス

駐車場
ガイドサービス
注意事項

①JR光駅から室積行きバス「戸仲バス停」下車、徒歩1分 
②山陽自動車道熊毛ICから約20分
一般：約135台（無料）　大型バス：有り（無料）
無し
交通規制有り

冠山総合公園 梅まつり
瀬戸内海を一望できる梅園は、100
種、約2000本の梅が咲き乱れる山
口県NO.1の梅園。
毎週土・日曜日には、野点や邦楽演
奏、舞踊、特産品販売、フリーマー
ケットなどの多彩な催しで賑わいま
す。

光2000本の梅が春をつげる
かんむりやま

期間/日時 2018年2月3日（土）～4月3日（火） 9：00～ 17：00
場　所 萩博物館、菊屋家住宅、文化財施設など予定
料　金 各施設により異なる

■

■
■
■

アクセス

駐車場
ガイドサービス
注意事項

①JR萩駅または東萩駅、萩バスセンターを利用
②中国自動車道美祢東JCT～絵堂ICから約20～30分
会場により異なる
各会場には施設ガイドが常駐
施設休館日は会場により異なる

萩城下の古き雛たち
江戸から平成にわたり萩で受け継が
れてきた歴史あるお雛様や、萩ならで
はの小萩人形など約1,200体を、旧
久保田家住宅をメイン会場に一般公
開の文化財施設などで展示します。

萩家々に大切に受け継がれている
雛人形を展示

0838-25-3139
お問い
合せ先

〒758-8555　山口県萩市江向510
FAX：0838-26-0716
8：30～ 17：15　（平日）
http://www.hagishi.com

〒

営

萩市観光課

はぎ

期間/日時 2018年2月中旬～ 3月下旬頃（変更の場合あり）
場　所 白壁通り一帯 料　金 無料（一部施設入館有料）

■

■

■

アクセス

駐車場

ガイドサービス

①JR柳井駅から徒歩10分 
②山陽自動車道玖珂ICから約20分 
一般：有り　
大型バス：白壁ふれあい広場
無し

商都柳井
おひなさま巡り
白壁の町並みから麗都路通りにかけ
て、約20軒のお店や、住宅で大切に
されている雛人形が飾られます。
永い歴史のあるお人形から創作雛人
形まで様々な雛人形を楽しむことが
できます。

柳井人々を見守る優しいまなざし

0820-23-3655
お問い
合せ先

〒742-0021 山口県柳井市3714-1
FAX：0820-23-5411
9:00 ～ 17:00
http://www.kanko-yanai.com

〒

営

柳井市観光協会

やな い

083-774-3855

お問い
合せ先

川棚温泉まちづくり
株式会社

期間/日時 2018年3月2日（金）～3月7日（水）お雛茶屋は3月4日（日）のみ
場　所 川棚温泉交流センター川棚の杜（下関市豊浦町川棚5180）
料　金 無料

■

■

■

アクセス

駐車場

ガイドサービス

①JR川棚温泉駅から川棚温泉行きバス約3分「川棚温泉」下車、徒歩5分／ JR川棚温泉駅からタクシー約5分
②中国自動車道小月ICから20分／下関ICから30分
一般：下関市川棚温泉交流センター駐車場（無料）　
大型バス：下関市川棚温泉交流センター駐車場 杜の広場（無料） 
川棚温泉観光ボランティアガイドの会（団体バス1台につき1,000円／要申込）

川棚温泉ひなまつり
会場の川棚の杜は世界的建築家隈研吾
氏の設計。鉄骨とコンクリートのシンプ
ルな現代建築空間に、手作りの吊るし
雛の組み合わせが不思議と調和します。
期間中の日曜日は「お雛茶屋」も開催。
お茶会に、和風フラワーアレンジメント
体験教室、地元作家の工芸品の展示販
売などを行います。

早春を彩るちりめん細工の
吊るし雛たち

下関

〒759-6301 山口県下関市豊浦町川棚5180 
川棚温泉交流センター内　FAX：083-774-3856　　
10：00～ 20：00（年末年始休業）　　
http://www.kawatananomori.com/

〒

営

かわ たな

期間/日時 2018年3月上旬～中旬
場　所 厚狭駅前商店街周辺
料　金 無料

■

■
■

アクセス

駐車場
ガイドサービス

①JR山陽本線厚狭駅在来線口からすぐ
②山陽自動車道小野田ICから車で11分
一般：厚狭図書館等の駐車場　大型バス：無し
無し

厚狭寝太郎の里 
おひなさまめぐり
厚狭駅前商店街周辺で、昭和の初期
から平成までのおひなさまが各所に展
示されます。
期間中は、酒蔵開き、スタンプラリー
など様々なイベントが開催されます。

昭和の初期から平成までのおひな
さまが厚狭駅前商店街各所に展示

0836-73-2525

お問い
合せ先

〒757-0001 山陽小野田市大字鴨庄101-29　
FAX：0836-73-2526
9：00～ 17：00　　
http://www7.ocn.ne.jp/~sanyocci

〒

営

おひなさまめぐり実行委員会
(山陽商工会議所内）

山陽
小野

田

ねあ さ た ろう

083-231-1350
お問い
合せ先

〒750-0008 山口県下関市田中町5-6
FAX：083-231-1853
8：30～ 17：15（平日）
http://shimonoseki.travel/

〒

営

下関市観光政策課

期間/日時 2017年9月～ 12月
場　所 JR下関駅周辺地区 他
料　金 無料

■

■
■

アクセス

駐車場
ガイドサービス

①JR下関駅下車
②中国自動車道下関ICから車で20分
有り
無し

ふくちょうちん飾りつけ
“ふく”のシーズン到来を前に、９月から
12月の間、JR下関駅・新下関駅で、合
わせて約1,000個のちょうちんが皆様を
お迎えします。

下関「下関と言えばふく」
「ふくといえば下関」

期間/日時 2017年4月～ 2018年3月（9～ 12月除く）
場　所 益田駅前ビルEAGA 3階 大ホール
料　金 500円（400円）、中学生以下無料 （ ）内は10名以上の団体

■

■
■
■

アクセス

駐車場
ガイドサービス
注意事項

①JR益田駅から徒歩1分 
②中国自動車道戸河内ICから約70分／六日市ICから約70分  
一般：有り　大型バス：有り
無し
期間・場所は変更の可能性有り

「石見の夜神楽」
益田公演
石見神楽を代表する演目はスサノオの八
岐大蛇退治を描いた「大蛇」。
勇壮華麗な舞です。
豪華絢爛の衣装と併せてご堪能くださ
い。

益田島根県西部に伝わる伝統芸能
「石見神楽」を満喫

お問い
合せ先 0856-22-7120

〒698-0024　島根県益田市駅前町17-2
FAX：0856-23-1232
9：00～ 17：30
http://masudashi.sub.jp/index.php

〒

営

益田市観光協会

いわ

たか すぎ

しもの せき

しん さく

み

ます だ

083-925-7788
お問い
合せ先

〒753-0089 山口県山口市亀山町3-1
FAX：083-925-7790　　
9：00～ 17：00（入館は16：30まで）
http://www.yma-web.jp/

〒

営

山口県立美術館

期間/日時 コレクション展開催中の毎週土曜14：00～（30分程度）
場　所 山口県立美術館 展示室（山口市亀山町3-1）
料　金 ［コレクション展］一般300円（240円）学生200円（160円）

（　）内は20名以上の団体料金、18歳以下および70歳以上は無料
■

■
■

アクセス

駐車場
注意事項

①JR新山口駅から山口線に乗り換え山口駅下車、徒歩約15分／
　JR新山口駅から防長バス山口方面行きで約3０分、JRバス山口方面行きで約40分
②山陽自動車道防府東ICから車で約25分／中国自動車道（広島方面から）山口ICから車で約15分／
　中国自動車道（九州方面から）小郡ICから車で約25分
一般：200台（無料）　大型バス：要事前予約
イベント開催時は休止の場合あり、HPをご覧いただくかお問合せください

■ガイドサービス 要相談・無料

学芸員によるギャラリートーク
山口県立美術館 コレクション展　

当館の収蔵品を中心に、テーマごとに作品
をご紹介するコレクション展では、展示作
品を見ながら、わかりやすく解説するギャラ
リートークを毎週土曜日に開催しています。
このほか、特別展のギャラリートークなど、その他イベントはHPをご覧いただく
か、お電話にてお問合せください。イベント開催時はお休みすることがあります。

山口展示作品をわかりやすく解説します

0838-24-240 0

お問い
合せ先

〒758-0074 山口県萩市平安古町586-1
FAX：0838-24-2401　　
9：00～ 17：00（入場は16：30まで）
http://www.hum.pref.yamaguchi.lg.jp/

〒

営

山口県立萩美術館
浦上記念館

期間/日時 展覧会開催中の土曜もしくは日曜（詳細はホームページ等でご確認下さい）
場　所 山口県立萩美術館・浦上記念館 展示室（萩市平安古町586-1）
料　金 ［普通展示］一般300円（240円）学生200円（160円）

（　）内は20名以上の団体料金、18歳以下および70歳以上は無料
■

■
■

アクセス

駐車場
ガイドサービス

①JR新山口駅から直行バス「スーパーはぎ号」で約60分、萩・明倫センター下車、
　徒歩約5分／防長バスで約70 ～ 95分、萩バスセンター下車
②中国自動車道美祢東JCT経由、「小郡萩道路」絵堂ICから約20分／
　山陰自動車道三見ICから約10分（国道191号沿い）
一般：50台（無料）　大型バス：中央公園駐車場　10台（1回1,030円）
無し

学芸員によるギャラリー・トーク
山口県立萩美術館・浦上記念館

当館収蔵の浮世絵、東洋陶磁、陶芸の作品
をご紹介する普通展示を担当学芸員の解説
を聞きながら、鑑賞して頂きます。
このほか、特別展示の作品を解説するギャ
ラリー・ツアーやイベントなども開催します。
詳細は当館ホームページをご覧頂くか、お電話にてお問い合わせ下さい。

萩浮世絵、東洋陶磁、陶芸をより深く鑑賞する
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オープン時期 2017年3月30日（木）
場　所 岩国市横山2丁目 料　金 無料

■
■

■

営業時間
アクセス

駐車場

9：00 ～ 17：00 
①JR山陽本線岩国駅からバスで約20分「錦帯橋」下車、徒歩約10分　
②山陽自動車道岩国ICから車で約10分
無し

■休日 無し（予定）

■予約 不要 ■予約 不要

平成28年3月に完成した「岩国シロヘビの館」に隣接して建設された施設です。
「錦帯橋のう飼」で活躍している鵜を近くで見ることができるほか、う飼の歴史な
どについても学ぶことができます。

鵜飼育施設「吉香 鵜の里」オープン
「鵜」をそっとのぞいてみてごらん

岩国

期間/日時 通年 場　所 下関市大字吉母字御崎
料　金 1枚100円（切手代込） JR下関駅・新下関駅観光案内所で発行

本州最西端到達証明書
海抜120メートル、本州最西端の地から望む、水平線に沈む日本海
の夕暮れはとてもロマンチック！岬の夢届け人（下関市長）が皆様の
本州最西端「「毘沙ノ鼻（びしゃのはな）」到達を証明します。本州最
後の夕日が見れる場所、「毘沙ノ鼻」に来られた旅の思い出に是非。

下関 日本海の荒波にさらされた、
まさに本州の最西端の地「毘沙ノ鼻」

083-934-2810
お問い
合せ先

〒753-8650 山口県山口市亀山町２番１号
FAX：083-934-2649　
8：30～ 17：15（平日）

〒

営

山口市観光交流課

期間/日時 2017年9月～ 12月 場　所 山口市湯田温泉
■
■
アクセス
注意事項

JR山口線湯田温泉駅利用
SL乗車、湯田温泉宿泊者限定

ＳＬ乗車＆湯田温泉宿泊者限定サービス

ＤＣ期間限定で、ＳＬに乗車した湯田温泉宿泊の旅行商品の利用者に対して、昭
和レトロ調ＳＬ手ぬぐいをプレゼント。
あったかい温泉につかって流した汗を、ＳＬ手ぬぐいで拭ってください。

山口湯田温泉宿泊特典
ゆ

かん しもの

がん りゅう じま

せきもん

だ

期間/日時 通年 場　所 山口市菜香亭ほか
料　金 ［普通自転車］4h未満200円、4h以上410円

［電動自転車］4h未満300円、4h以上510円　
※乗り捨て可能施設の料金

■

■
■

アクセス

駐車場
ガイドサービス

①JR山口駅からバスで野田学園前バス停下車、徒歩2分　
②中国自動車道山口ICから車で15分／小郡ICから車で20分
一般：70台（無料）　大型バス：6台（無料）
無し

山口

山口市内 レンタサイクル
室町時代、大内氏が京を模して築いたやまぐち
には、瑠璃光寺五重塔をはじめ華やかな大内
文化の面影を色濃く残す史跡が点在していま
す。自転車巡りが可能な距離に点在しており、レンタサイクルが便利。歴史ある街並みの雰囲
気を感じながら史跡などを巡ることができます。
古い街並みを残す一の坂川・竪小路周辺の菜香亭、山口ふるさと伝承総合センター、クリエイ
ティブ・スペース赤れんがでは、相互施設で乗り捨て可能なレンタサイクルを実施しています。
福武貸自転車（山口駅前）、湯田温泉旅館組合でもレンタサイクルが可能です（乗捨不可）。

レンタサイクルで大内文化の
香りを感じよう

083-934-3312
お問い
合せ先

〒753-0091 山口県山口市天花1-2-7　
FAX：083-934-3360
9：00～ 17：00（火曜・年末年始休館）
https://www.c-able.ne.jp/~saikou/index.htm

〒

営

山口市菜香亭

お問い
合せ先 0827-29-5116

〒740-0017 岩国市今津町1丁目14-51　
FAX：0827-22-2866
8：30～17：15　　
http://kankou.iwakuni-city.net/

〒

営

岩国市観光振興課

オープン時期 2017年3月25日（土）
場　所 岩国市岩国一丁目7番3号（登録有形文化財國安家住宅内）

料　金 無料

■
■

■

営業時間
アクセス

駐車場

9：00～ 17：00（４月～１０月は18：00）
①ＪＲ山陽本線岩国駅からバスで約20分、錦帯橋から徒歩約５分　
②山陽自動車道岩国ＩＣから車で約10分
無し

■休日 無し（予定）

登録有形文化財建造物が、観光・物産
情報発信、交流・体験イベント拠点とし
てリニューアル！ 

江戸時代の商家で岩国の古家を味わう 岩国

お問い
合せ先 0827-28-660 0

〒741-0062 山口県岩国市岩国一丁目７番３号　
9：00～17：00（４月～１０月は18：00）　　

〒

営

岩国市観光交流所「本家 松がね」

■アクセス／JR吉見駅から車で25分　■駐車場／一般：30台、バス：数台（大型不可）
■ガイドサービス／無し　■注意事項／郵送でも発行しています
■お問い合せ先／（一社)下関観光コンベンション協会 tel.083-223-1144 ［HP］http://www.stca-kanko.or.jp/

期間/日時 通年 場　所 下関市みもすそ川町22番
料　金 無料 （進呈場所：下関・新下関・門司港駅観光案内所、カモンワーフ、長府観光会館、旧門司三井倶楽部）

世界的にも珍しい歩行者用海底トンネル、関門トンネル人道の踏破記
念に「関門ＴＯＰＰＡ！記念証」を用意しました。下関側・門司側のエレ
ベーターホールそれぞれに設置してある記念スタンプを押して、下記の
進呈場所に持参すると、「関門ＴＯＰＰＡ！記念証」をプレゼントします。

下関

■アクセス／①JR下関駅からバス12分「御裳川（みもすそがわ）」下車すぐ ②中国自動車道下関ICから車で約5分　
■駐車場／一般：有り、バス：1台（唐戸市場にも駐車可）　■ガイドサービス／無し　
■注意事項／関門トンネル人道 通行時間6:00～22:00（歩行者無料、自転車･原付20円）
■お問い合せ先／下関市観光政策課 tel.083-231-1350 ［HP］http://shimonoseki.travel

期間/日時 通年 場　所 下関市あるかぽーと（唐戸桟橋） 料　金 1枚100円（切手代込）

巌流島上陸認定証
巌流島に上陸した記念に[巌流島上陸認定証」をご用意いたしました。
巌流島奉行が皆様の上陸を認定いたします。現在の巌流島は、誰でも
気軽に訪れることができる海上公園として親しまれています。二人の英
雄に想いを馳せ、海峡に浮かぶ巌流島からの景観を楽しんでください。

関門汽船下関発券所（唐戸桟橋）で「巌流島上陸認定証」を購入、住所氏名を記入し受付へ。後日、巌流島
奉行（下関市長）から、認定印の押された認定証が郵送されます。

下関 武蔵と小次郎の決闘の聖地、巌流島の上陸を認定します

■アクセス／①ＪＲ下関駅からバス7分「唐戸」バス停下車、徒歩2分（唐戸桟橋まで）
　　　　　　②中国自動車道下関ICから車で15分（唐戸桟橋まで）　
■駐車場／一般：有り、バス：有り（唐戸市場に駐車可）　■ガイドサービス／無し　
■お問い合せ先／関門汽船㈱ tel.083-222-1488 ［HP］http://www.kanmon-kisen.co.jp/

道 踏破記
関門TOPPA!記念証
海底を歩いて関門海峡を横断しよう！

場　所 下関駅・新下関観光案内所（プレミアム記念証進呈箇所） 料　金 無料

既存の「本州最西端到達証明書」
「巌流島上陸認定証」「関門ＴＯＰ
ＰＡ！記念証」の3つを制覇した
方にプレミアムな記念証を進呈。
また、3つを制覇した方の中から
毎月抽選で3名様に下関の特産
品をプレゼント。

下関

■ガイドサービス／無し　
■お問い合せ先／下関市観光政策課 tel.083-231-1350 ［HP］http://shimonoseki.travel

目指せ！下関の記念証3冠王
プレミアムな記念証＆下関の特産品プレゼント！

岩国市観光交流所「本家 松がね」オープン
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J
R
美
祢
線

J
R
宇
部
線

JR山陽
新幹線

JR山陽
新幹線

小
野
田
線

新山口

新下関

厚狭

徳山

新岩国

491

491

435

435

435

489

376

376

188

188

434

437

437

434

187

315

262

262

490

490

316

191

191

191

315

190

9

9

9

9

2

2

2

32
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玖珂I.C

岩国I.C

大田I.C

秋吉台I.C

十文字I.C

美祢I.C
美祢東JCT

山口JCT

絵堂I.C

三隅I.C
明石I.C

三見I.C 萩I.C

美祢西I.C

小月I.C

鹿野I.C

六日市I.C

朝田
I.C

小郡・萩
道路

山
口
宇
部
道
路

山口市

青海島

柱島

平郡島

大津島向島

野島

田布施町

周防大島町

阿武町

美祢市

巌流島

山口宇部空港
東京/羽田空港

岩国錦帯橋空港
東京/羽田空港
沖縄/那覇空港（2017.3.26～）

萩・石見空港
（益田市）

（東京）

下関～釜山

下関～青島

徳山～竹田津

スオーナダフェリー（徳山～竹田津）

柳井～三津浜

高速道路・有料道路
自動車専用道路（無料）
新幹線
JR・錦川清流線
一般道路

凡 例

防府市

下関市

長門市

萩　市

柳井市山陽
小野田市

角島

蓋井島

六連島

津和野町

益田市

周南市

下松市

和木町

平生町

上関町

笠戸島

見島

祝島

広島県

島根県

宇部市

光市

岩国市 防予フェリー
周防大島松山フェリー
（柳井～三津浜）

岩国市観光振興課
平生町経済課
光市商工観光課
周南市観光交流課
宇部市観光推進課
下関市観光政策課
阿武町経済課

☎ 0827-29-5116
☎ 0820-56-7117
☎ 0833-72-1532
☎ 0834-22-8372
☎ 0836-34-8353
☎ 083-231-1350
☎ 08388-2-3114

和木町企画総務課
上関町産業観光課
下松市産業観光課
防府市おもてなし観光課
山陽小野田市観光課
長門市観光課
津和野町商工観光課

☎ 0827-52-2136
☎ 0820-62-0360
☎ 0833-45-1841
☎ 0835-25-4547
☎ 0836-82-1151
☎ 0837-23-1137
☎ 0856-72-0652

柳井市商工観光課
周防大島町商工観光課
田布施町経済課
山口市観光交流課
美祢市観光振興課
萩市観光課
益田市観光交流課

☎ 0820-22-2111
☎ 0820-79-1003
☎ 0820-52-5805
☎ 083-934-2810
☎ 0837-52-1532
☎ 0838-25-3139
☎ 0856-31-0331

山口県観光政策課
☎ 083-933-3175

山口県観光プロジェクト推進室
☎ 083-933-3170

〒753-8501 山口市滝町1番1号  FAX 083-933-3179
〈URL〉http://www.pref.yamaguchi.lg.jp
〈E-mail〉a16200@pref.yamaguchi.lg.jp

（一社）山口県観光連盟
〒753-8501 山口市滝町1番1号
☎ 083-924-0462　FAX 083-928-5577
〈URL〉http://www.oidemase.or.jp
〈E-mail〉info@oidemse.or.jp

山口県大阪営業本部
〒530-0001 大阪市北区梅田2丁目4番13号
阪神産経桜橋ビル2階
☎ 06-6341-0755　FAX 06-6341-0769
〈E-mail〉a16101@pref.yamaguchi.lg.jp

山口県東京営業本部
〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-3-1 尚友会館4階
☎ 03-3502-3355　FAX 03-3502-5470
〈URL〉http://www.oidemase-t.jp
〈E-mail〉a10001@pref.yamaguchi.lg.jp

（一社）山口県物産協会
〒753-8501 山口市滝町1番1号 
☎ 083-932-2740　FAX 083-928-5577
〈URL〉http://www.yamaguchi-bussan.jp
〈E-mail〉info@yamaguchi-bussan.jp

「おいでませ山口館」山口県東京観光物産センター
〒103-0027 東京都中央区日本橋2-3-4 日本橋プラザビル1階
☎ 03-3231-1863　FAX 03-5205-3387
〈URL〉http://oidemase-t.jp
〈E-mail〉oidemase@opal.ocn.ne.jp

県
関
係

市
町
観
光
担
当
課

観
光
協
会

旅
館
組
合

マップ・お問合せ先

（一社）岩国市観光協会 錦川観光協会 由宇町観光協会
周東町観光協会 美和町観光協会 柳井市観光協会
大畠観光協会 （一社）周防大島観光協会 上関町観光協会
平生町観光協会 （一財）周南観光コンベンション協会 下松市観光協会
光市観光協会 田布施町観光協会 （一財）山口観光コンベンション協会
（一財）山口観光コンベンション協会 秋穂支部 （一財）山口観光コンベンション協会 徳地支部 あとう観光協会
（一社）防府市観光協会 （一社）宇部観光コンベンション協会 山陽小野田観光協会
（一社）美祢市観光協会 （一社）下関観光コンベンション協会 菊川町観光協会
豊田町観光協会 豊北町観光協会 豊浦町観光協会
川棚温泉観光協会 （一社）長門市観光コンベンション協会 （公社）萩市観光協会
旭観光協会 （一社）須佐おもてなし協会
（一社）津和野町観光協会 益田市観光協会

☎ 0827-41-2037 ☎ 0827-72-2354 ☎ 0827-63-0753
☎ 0827-84-0183 ☎ 0827-96-0132 ☎ 0820-23-3655
☎ 0820-45-2414 ☎ 0820-72-2134 ☎ 080-2898-2014
☎ 0820-56-5050 ☎ 0834-33-8424 ☎ 0833-45-1841
☎ 0833-48-8686 ☎ 0820-25-3527 ☎ 083-933-0088
☎ 083-984-3741 ☎ 080-2916-8878 ☎ 083-956-2526
☎ 0835-25-2148 ☎ 0836-34-2050 ☎ 0836-82-1313
☎ 0837-62-0115 ☎ 083-223-1144 ☎ 083-287-1114
☎ 083-766-0031 ☎ 083-786-0234 ☎ 083-774-1211
☎ 083-772-0296 ☎ 0837-22-8404 ☎ 0838-25-1750
☎ 0838-56-0137 ☎ 08387-6-2219
☎ 0856-72-1771 ☎ 0856-22-7120

山口県旅館ホテル生活衛生同業組合 湯野温泉旅館組合 湯田温泉旅館協同組合
湯本温泉旅館協同組合 俵山温泉合名会社 萩温泉旅館協同組合
宇部旅館組合 小野田旅館組合 下関旅館ホテル協同組合

☎ 083-920-3002 ☎ 0834-83-2345 ☎ 083-920-3000
☎ 0837-25-3611 ☎ 0837-29-0001 ☎ 0838-22-7599
☎ 0836-32-7788 ☎ 0836-83-5888 ☎ 083-222-0756
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自動車

鉄 道

9 3

幕末維新やまぐちデスティネーションキャンペーン特別企画・・・・・・・・ P5～P31
●巻頭特集

ときわ公園

小郡
JCT

10時間52分～14時間34分

岩国・徳山
防府・山口・萩

岩国・徳山
山口・萩

1日1往復（萩エクスプレス） 東　京

7時間14分～13時間15分1日1往復（カルスト号）

京都・大阪
神戸

高速バス

約30分

1日10往復

約1時間52分
約1時間14分

約2時間2分

約2時間42分

約4時間18分

約34分

（オレンジライン）

34

27

37 71 33

31

50

310
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121

1310
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24
18
17 26

34 34

68
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29

9 6

4

熊　

本

鹿
児
島
中
央

（一社）山口県観光連盟
〒753-8501 山口市滝町1-1

TEL 083-924-0462 FAX 083-928-5577
公式サイト  http://www.oidemase.or.jp

山口県観光政策課
〒753-8501 山口市滝町1-1

TEL 083-933-3175 FAX 083-933-3179

山口県観光
プロジェクト推進室

〒753-8501 山口市滝町1-1
TEL 083-933-3170 FAX 083-933-3179

山口県大阪営業本部
〒530-0001 大阪市北区梅田2-4-13

阪神産経桜橋ビル2F
TEL 06-6341-0755 FAX 06-6341-0769

おいでませ山口館
（山口県東京観光物産センター）

〒103-0027 東京都中央区日本橋2-3-4
日本橋プラザビル1F

TEL 03-3231-1863 FAX 03-5205-3387

山口県東京営業本部
〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-3-1

尚友会館4F
TEL 03-3502-3355 FAX 03-3502-5470

1日2往復 約1時間30分

約2時間24時間運航

約2時間30分24時間運航

約1時間30分
東　京

1日5往復 約1時間35分
東　京

東　京

おいでませ山口 検索

発行　（一社）山口県観光連盟
旅行商品の造成、取材等にご活用下さい。
掲載内容は2017年２月末日現在の情報です。

平成29年9月1日（金）～12月31日（日）

岩国錦帯橋空港
（岩国市）

※数字は東海道・山陽新幹
線「のぞみ」、九州新幹線
「さくら」による最速時分

※数字はおおよその目安の
所要時間

※数字はおおよその目安の
所要時間

※数字はおおよその目安の
所要時間

美　

祢

※JR山陰本線（益田～松江）・JR山口線は特急のおおよその目安の所要時間（分）
※JR山陽本線・JR山陰本線・JR岩徳線・JR宇部線・JR美祢線は在来線のおおよその
　目安の所要時間（分）


