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平成30年は、明治改元から150年の記念すべき１年。
維新胎動の地 山口県では、明治150年プロジェクトの
中核イベントである「山口ゆめ花博」をはじめ、明治
150年記念企画「幕末維新回廊」、幕末維新をテーマ
とした食・温泉・歴史文化など本県の魅力をまるごと
体感できる観光キャンペーン「やまぐち幕末ISHIN祭」
を全県で展開し、明治150年ならではの旅をご提案し
ます。

山口まるごとISHIN祭
今しかない！明治維新150年特別イベントが満載！

◆山口ゆめ花博 3～4ページ

◆明治150年記念企画 
　幕末維新回廊 5～6ページ

明治150年特別企画展 7～9ページ
古地図を片手にまちを歩こう 19～23ページ
長州街道ガイドウォーク 24ページ

ISHIN満喫キャンペーン
おいでませパスポートで山口の旅をもっと楽しく！お得に！

おいでませパスポート特別企画 10～11ページ
・ぐる得編　・薩長土肥会席編　・長州こだわりグルメ編

やまぐちISHINツーリズム
日本の近代化に尽くした山口県の偉人と観光素材を結びつける
新たなツーリズム！

偉人ゆかりの地 17～18ページ
モデルコース 13～16ページ
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41 ▶ 44

王道グルメ、地元おすすめソウルフード
下関満関善席／活きいき馬関街（唐戸市場お寿司街）／車えび養殖発祥の地「秋穂」で車えび食べ放題／宇部 ワタリガニ料理 41
周南のふぐ料理／萩の真ふぐ料理／萩のあまだい料理／仙崎イカの活き造り 42
太刀魚の鏡盛り／笠戸ひらめ料理／周防大島みかん鍋／一の俣温泉名物・しし鍋（牡丹鍋） 43
長州黒かしわ料理／瓦そば／ほうふ玉子かけごはん／ごぼう麺御膳 44

体験メニュー
45 ▶ 47

ものづくりや収穫体験、探検コースなど
金魚ちょうちん製作体験・柳井縞機織体験／ガラス制作体験／萩市内窯元 萩焼体験／萩ガラス体験
大内塗の箸づくり体験／山口外郎手作り体験 45

萩の語り部 歴史講座／龍蔵寺 修行体験／甲冑・官女衣装着付体験／三田尻塩田記念産業公園 塩作り体験
景清洞・探検コース／笠戸ひらめの餌やり体験 46

長門市通 地引網体験／魚のさばき方体験／花の海 １度で３度おいしい！石釜ピッツァ作り体験
あとう観光果樹園（りんご・なし・ぶどう園）／下関市豊田町の観光りんご園／田布施町 いちご狩り 47

交通情報
48 ▶ 50

二次交通、遊覧船、タクシープランなど
萩八景遊覧船／萩・長門峡観光遊覧船／須佐湾遊覧船《ジオクルージング》／青海島観光汽船 48
秋の遊覧船「もみじ舟」／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）
長門市ー新山口駅直行便／長門市タクシー観光コース 49

山口観光貸切タクシープラン／湯田温泉乗合観光タクシー
秋吉台かるすとタクシー／周南観光タクシー（Aコース）（Bコース）／益田観光タクシー 50

着地型ツアー
51 ▶ 54

地元旅行会社主催ツアー
藩主の旅／石川先生と歩く山口市内「毛利歴史探訪」／君は「村田清風」を知っているか 51
みすゞ の課外授業／青海島南海岸クルーズと仙崎イカ漬け膳／青海島の味覚“うにさざえ釜飯”コバルトブルーの海とみすゞ の世界
コバルトブルーの海と元乃隅稲成神社をめぐる「長門の地産・食感・体感」バスツアー 52

宇部・美祢・山陽小野田産業観光バスツアー／タク酒ー／周南周遊！サンセット＆ナイトクルージング
周南工場夜景エキサイトクルージングツアー 53

萩ガラス工房と萩湾波止場釣り体験ツアー／秋吉台「龍護峰」新春トレッキング 54

企画展
54

博物館等施設の企画展情報
第28回UBEビエンナーレ（現代日本彫刻展）応募作品展／平成30年度企画展Ⅱ「文士の肖像――林忠彦写真展」 54

イベント
55 ▶ 58

2018年秋冬のイベント情報
着物ウィークin萩／萩･竹灯路物語／山口お宝展／山口ゆらめき回廊／源平night in 赤間神宮 55
冠山総合公園 梅まつり／防府天満宮・防府市まちの駅うめてらす 梅まつり／萩・椿まつり／萩城下の古き雛たち
商都柳井おひなさま巡り／川棚温泉ひなまつり 56

灯りのまちイルミネーション水族館／第34回周南冬のツリーまつり／TOKIWAファンタジア2018
「石見の夜神楽」益田公演／オリジナル柳井縞グッズ製作／テント屋さんが創った帆布かばん 57

萩まちじゅう味めぐり・萩温泉郷湯めぐりキャンペーン／やない悠々買遊帳／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 58

オープン
58

施設のオープン・リニューアル情報
十朋亭維新館オープン／山頭火ふるさと館オープン 58

カテゴリー 項  目 ページ

カテゴリー 項  目 ページ

vol. 53contents 山口発 2018 秋冬号 vol. 53contents 山口発 2018 秋冬号

平成30年は、明治改元から150年の記念すべき１年。
維新胎動の地 山口県では、明治150年プロジェクトの
中核イベントである「山口ゆめ花博」をはじめ、明治
150年記念企画「幕末維新回廊」、幕末維新をテーマ
とした食・温泉・歴史文化など本県の魅力をまるごと
体感できる観光キャンペーン「やまぐち幕末ISHIN祭」
を全県で展開し、明治150年ならではの旅をご提案し
ます。

山口まるごとISHIN祭
今しかない！明治維新150年特別イベントが満載！

◆山口ゆめ花博 3～4ページ

◆明治150年記念企画 
　幕末維新回廊 5～6ページ

明治150年特別企画展 7～9ページ
古地図を片手にまちを歩こう 19～23ページ
長州街道ガイドウォーク 24ページ

ISHIN満喫キャンペーン
おいでませパスポートで山口の旅をもっと楽しく！お得に！

おいでませパスポート特別企画 10～11ページ
・ぐる得編　・薩長土肥会席編　・長州こだわりグルメ編

やまぐちISHINツーリズム
日本の近代化に尽くした山口県の偉人と観光素材を結びつける
新たなツーリズム！

偉人ゆかりの地 17～18ページ
モデルコース 13～16ページ
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8 つ のゾーン

　明治150年プロジェクトの中核イベントとして開催！「花の谷ゾーン」のシンボル大花壇を中心に1,000万の花で彩る
圧倒的な花景観を提供します。日本一長い竹のコースターを初めとした「山の外遊びゾーン」、海上、浜辺のアクティビテ
ィが充実した「海の外遊びゾーン」、新しい公園の使い方を体感しグルメストリートで山口のグルメを味わう「森のピクニック
ゾーン」など、家族3世代でお楽しみいただけます。

花のガイドによる「花の谷」ツアーガイドを実施。県育成オリジナル品種を始めとして、希少品種な
どをご紹介します。暮らしを彩る５つの庭を巡り、五感で楽しむ体験が出来ます。

（花博滞在時間は1時間３０分を想定）

会場での主な体験プログラム

観光モデルコース例

入 場 料 金

ア ク セ ス

花の谷ツアープログラム （所要時間：３０分程度　受付時間：９時～１6時30分　料金：無料）

自然の環境・山の傾斜を利用して山の頂上から海に向かって一気にすべり落ちる日本一
長い竹のコースターつくりに挑戦!県内の森林ボランティアによる手作りで他に類がない
新しい体感型の遊びを提供します。

日本一長い竹のコースター

花のコンシェルジュの指導の下、鉢に様々な種を使って装飾し、自分だけのオリジナル植木
鉢を作成します。作成した鉢に「プチシリーズ」の球根を根付け、お持ち帰りいただけます。

花のコンシェルジュによるワークショップ 
（所要時間：３０分程度　受付時間：13時～15時　料金：無料）

※団体8名以上、夜間割引16時以降　※70歳以上、障害者等の方が前売券を購入される場合は、普通入場券の前売券をご購入下さい。
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8 つ のゾーン

　明治150年プロジェクトの中核イベントとして開催！「花の谷ゾーン」のシンボル大花壇を中心に1,000万の花で彩る
圧倒的な花景観を提供します。日本一長い竹のコースターを初めとした「山の外遊びゾーン」、海上、浜辺のアクティビテ
ィが充実した「海の外遊びゾーン」、新しい公園の使い方を体感しグルメストリートで山口のグルメを味わう「森のピクニック
ゾーン」など、家族3世代でお楽しみいただけます。

花のガイドによる「花の谷」ツアーガイドを実施。県育成オリジナル品種を始めとして、希少品種な
どをご紹介します。暮らしを彩る５つの庭を巡り、五感で楽しむ体験が出来ます。

（花博滞在時間は1時間３０分を想定）

会場での主な体験プログラム

観光モデルコース例

入 場 料 金

ア ク セ ス

花の谷ツアープログラム （所要時間：３０分程度　受付時間：９時～１6時30分　料金：無料）

自然の環境・山の傾斜を利用して山の頂上から海に向かって一気にすべり落ちる日本一
長い竹のコースターつくりに挑戦!県内の森林ボランティアによる手作りで他に類がない
新しい体感型の遊びを提供します。

日本一長い竹のコースター

花のコンシェルジュの指導の下、鉢に様々な種を使って装飾し、自分だけのオリジナル植木
鉢を作成します。作成した鉢に「プチシリーズ」の球根を根付け、お持ち帰りいただけます。

花のコンシェルジュによるワークショップ 
（所要時間：３０分程度　受付時間：13時～15時　料金：無料）

※団体8名以上、夜間割引16時以降　※70歳以上、障害者等の方が前売券を購入される場合は、普通入場券の前売券をご購入下さい。
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毛利敬親肖像
（山口県立山口博物館蔵）

木戸孝允書簡 
坂本龍馬筆薩長同盟裏書
（宮内庁書陵部蔵）

龍馬が記した薩長同盟の証！

五箇条御誓文木戸修正案
（宮内庁書陵部蔵）

明治新政府の基本方針！

山口県には、幕末・明治期の貴重な資料を持つ博物館や美術館
などが点在しています。
明治150年を記念し、これらの施設で開催される企画展を中心に、
各地を「めぐり」、維新胎動の地山口県を「体感」していただく
「幕末維新回廊」を展開します。

山口県立美術館及び山口県立山口博物館の特別展と連携し、観光イベントを開
催します。美術館と博物館を結ぶパークロードを「ISHINロード」に見立て、明治
維新150年を彩る観光素材として皆様にお楽しみいただきます。

幕末・明治期の未知の時代を切り拓いた郷土の先人たちの「志」や「行動力」を楽しみながら学び、維新を体感するとともに、
時代を切り拓く力を受け継ぐことを目的としたテーマ館です。

自分を取り囲む360度の異次元空間。
幕末の長州にタイムスリップ!松下村塾に入って維新の志士と共に学ぶなど、
衝撃の臨場感で維新の名シーンをたどる時空の旅。

幕末維新回廊の詳細については、http://meiji150.net/で御確認下さい。

○参加施設をめぐる共通入館券機能（全館１回の来場可能）とプ
レミアム特典を付けた「明治１５０年オリジナルデザインＩＣ
カード」を発行します。
○カードを活用したポイントラリーを実施します。
※山口ゆめ花博を応援する、ふるさと納税サイト「さとめぐり」で返礼品として発行。
※ポイントラリーにのみ参加できる「レギュラーカード」（共通入館券・プレミアム特典無し）も発行
※ＷＡＯＮカードとしても使用可能

期間
平成３０年５月１２日（土）
　　　　  ～１２月３１日（月）

維新胎動の地 「山口県」 をめぐる。

幕末維新回廊をめぐるICカード! 「山口めぐりっとカード」

メイン会場Ａ

メイン
会場Ａ

山口ゆめ花博 維新体験館（山口市）

メイン会場B パークロード周辺8施設（山口市）

地域エリア会場 県内各地４エリア25施設

プレミアム
特典例

●学芸員による限定プライベートガイド
●山口ゆめ花博の維新体験館ファストパスなど

明治維新150年メモリアルフェス「ISHINロード」

山口ゆめ花博 維新体験館
「山口ゆめ花博」開催期間中、山口ゆめ花博会場内に限定設置

幕末に毛利敬親が築いた山口城があった場所に建っている山口県庁から山口駅に向かってのびるパークロードは、
明治150年関連展示等を行う文化施設などが立ち並ぶ、重要発信拠点です。

志士たちが出入りした史跡「十朋亭」を中心に、プロジェ
クションマッピングなどで山口市の幕末維新を楽しく学ん
で体感できる施設がニューオープン！

メイン
会場B パークロード周辺

十朋亭維新館

見所コンテンツ（抜粋）

維新体感ＶＲ（バーチャルリアリティ）

見所コンテンツ（抜粋）

場　所 山口きらら博記念公園  多目的ドーム内
料　金 山口ゆめ花博の料金に含む

期　間 平成30年7月13日（金）～ 8月26日（日） 
月曜休館（7月16日、8月6日、13日は開館）

問合せ 山口県立美術館 ☎083-925-7788

問合せ 山口県明治150年プロジェクト推進室 ☎083-933-2425

料　金 一般1,300円（1,100円）、
シニア・学生1,100円（900円）
※シニアは70歳以上。（  ）内は前売り及び20名以上の団体料金。
　18才以下無料。

期　間 平成30年7月～ 8月（3回程度開催） 場　所 山口市パークロード周辺
内　容 ステージイベント、物販、ワークショップ等
主　催 （一社）山口県観光連盟
問合せ 山口県観光プロジェクト推進室 ☎083-933-3170

問合せ

時代は、武士の世から近代国家へ
日本史の一級資料をその目で。
国指定重要文化財、県指定文化財を含む
約200点を一挙公開

■山口県立美術館
■山口県立山口博物館
■山口県立山口図書館

中部エリア ■毛利博物館（防府市）　■鋳銭司郷土館（山口市）

西部エリア
■下関市立歴史博物館（下関市）　　　　　　■下関市立東行記念館（下関市）
■宇部市学びの森 くすのき（宇部市）　　　　■山陽小野田市歴史民俗資料館（山陽小野田市）
■美祢市立長登銅山文化交流館（美祢市）　　■美祢市歴史民俗資料館（美祢市）

東部エリア

■岩国徴古館（岩国市）　■吉川史料館（岩国市）　　　　■岩国美術館（岩国市）
■伊藤公資料館（光市）　■周南市美術博物館（周南市）　■月性展示館（柳井市）
■しらかべ学遊館（柳井市）　　　　　　　　 ■日本ハワイ移民資料館（周防大島町）　
■八幡生涯学習のむら（周防大島町）　　　　 ■和木町歴史資料館（和木町）　
■田布施町郷土館（田布施町）　　　　　　　■平生町歴史民俗資料館（平生町）

北部エリア ■萩博物館（萩市）　■萩・明倫学舎（萩市）　■松陰神社宝物殿　至誠館（萩市）
■山口県立萩美術館・浦上記念館（萩市）　　 ■村田清風記念館（長門市）

■山口県文書館
■山口県埋蔵文化財センター
■山口市菜香亭

■山口市歴史民俗資料館
■十朋亭維新館（9/29開館予定）

山口県立美術館 明治150年記念特別展

激動の幕末長州藩主 毛利敬親
激動の幕末維新期に、長州藩13代藩主として幾多の難局を
乗り越え、明治維新達成に大きく貢献した毛利敬親の生涯
と実績を、一級の歴史資料と美術工芸品で紹介します。

もう り たか ちか

9/29
開館予定

幕末の長州に
  タイムスリ

ップ!

詳細データ P58

明治150年記念企画

山口県明治150年プロジェクト推進室  ☎083-933-2425
明治150年  山口 検索

詳細データ P3、4

※イメージ図

※各特典には抽選、予約制等の条件があります
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毛利敬親肖像
（山口県立山口博物館蔵）

木戸孝允書簡 
坂本龍馬筆薩長同盟裏書
（宮内庁書陵部蔵）

龍馬が記した薩長同盟の証！

五箇条御誓文木戸修正案
（宮内庁書陵部蔵）

明治新政府の基本方針！

山口県には、幕末・明治期の貴重な資料を持つ博物館や美術館
などが点在しています。
明治150年を記念し、これらの施設で開催される企画展を中心に、
各地を「めぐり」、維新胎動の地山口県を「体感」していただく
「幕末維新回廊」を展開します。

山口県立美術館及び山口県立山口博物館の特別展と連携し、観光イベントを開
催します。美術館と博物館を結ぶパークロードを「ISHINロード」に見立て、明治
維新150年を彩る観光素材として皆様にお楽しみいただきます。

幕末・明治期の未知の時代を切り拓いた郷土の先人たちの「志」や「行動力」を楽しみながら学び、維新を体感するとともに、
時代を切り拓く力を受け継ぐことを目的としたテーマ館です。

自分を取り囲む360度の異次元空間。
幕末の長州にタイムスリップ!松下村塾に入って維新の志士と共に学ぶなど、
衝撃の臨場感で維新の名シーンをたどる時空の旅。

幕末維新回廊の詳細については、http://meiji150.net/で御確認下さい。

○参加施設をめぐる共通入館券機能（全館１回の来場可能）とプ
レミアム特典を付けた「明治１５０年オリジナルデザインＩＣ
カード」を発行します。
○カードを活用したポイントラリーを実施します。
※山口ゆめ花博を応援する、ふるさと納税サイト「さとめぐり」で返礼品として発行。
※ポイントラリーにのみ参加できる「レギュラーカード」（共通入館券・プレミアム特典無し）も発行
※ＷＡＯＮカードとしても使用可能

期間
平成３０年５月１２日（土）
　　　　  ～１２月３１日（月）

維新胎動の地 「山口県」 をめぐる。

幕末維新回廊をめぐるICカード! 「山口めぐりっとカード」

メイン会場Ａ

メイン
会場Ａ

山口ゆめ花博 維新体験館（山口市）

メイン会場B パークロード周辺8施設（山口市）

地域エリア会場 県内各地４エリア25施設

プレミアム
特典例

●学芸員による限定プライベートガイド
●山口ゆめ花博の維新体験館ファストパスなど

明治維新150年メモリアルフェス「ISHINロード」

山口ゆめ花博 維新体験館
「山口ゆめ花博」開催期間中、山口ゆめ花博会場内に限定設置

幕末に毛利敬親が築いた山口城があった場所に建っている山口県庁から山口駅に向かってのびるパークロードは、
明治150年関連展示等を行う文化施設などが立ち並ぶ、重要発信拠点です。

志士たちが出入りした史跡「十朋亭」を中心に、プロジェ
クションマッピングなどで山口市の幕末維新を楽しく学ん
で体感できる施設がニューオープン！

メイン
会場B パークロード周辺

十朋亭維新館

見所コンテンツ（抜粋）

維新体感ＶＲ（バーチャルリアリティ）

見所コンテンツ（抜粋）

場　所 山口きらら博記念公園  多目的ドーム内
料　金 山口ゆめ花博の料金に含む

期　間 平成30年7月13日（金）～ 8月26日（日） 
月曜休館（7月16日、8月6日、13日は開館）

問合せ 山口県立美術館 ☎083-925-7788

問合せ 山口県明治150年プロジェクト推進室 ☎083-933-2425

料　金 一般1,300円（1,100円）、
シニア・学生1,100円（900円）
※シニアは70歳以上。（  ）内は前売り及び20名以上の団体料金。
　18才以下無料。

期　間 平成30年7月～ 8月（3回程度開催） 場　所 山口市パークロード周辺
内　容 ステージイベント、物販、ワークショップ等
主　催 （一社）山口県観光連盟
問合せ 山口県観光プロジェクト推進室 ☎083-933-3170

問合せ

時代は、武士の世から近代国家へ
日本史の一級資料をその目で。
国指定重要文化財、県指定文化財を含む
約200点を一挙公開

■山口県立美術館
■山口県立山口博物館
■山口県立山口図書館

中部エリア ■毛利博物館（防府市）　■鋳銭司郷土館（山口市）

西部エリア
■下関市立歴史博物館（下関市）　　　　　　■下関市立東行記念館（下関市）
■宇部市学びの森 くすのき（宇部市）　　　　■山陽小野田市歴史民俗資料館（山陽小野田市）
■美祢市立長登銅山文化交流館（美祢市）　　■美祢市歴史民俗資料館（美祢市）

東部エリア

■岩国徴古館（岩国市）　■吉川史料館（岩国市）　　　　■岩国美術館（岩国市）
■伊藤公資料館（光市）　■周南市美術博物館（周南市）　■月性展示館（柳井市）
■しらかべ学遊館（柳井市）　　　　　　　　 ■日本ハワイ移民資料館（周防大島町）　
■八幡生涯学習のむら（周防大島町）　　　　 ■和木町歴史資料館（和木町）　
■田布施町郷土館（田布施町）　　　　　　　■平生町歴史民俗資料館（平生町）

北部エリア ■萩博物館（萩市）　■萩・明倫学舎（萩市）　■松陰神社宝物殿　至誠館（萩市）
■山口県立萩美術館・浦上記念館（萩市）　　 ■村田清風記念館（長門市）

■山口県文書館
■山口県埋蔵文化財センター
■山口市菜香亭

■山口市歴史民俗資料館
■十朋亭維新館（9/29開館予定）

山口県立美術館 明治150年記念特別展

激動の幕末長州藩主 毛利敬親
激動の幕末維新期に、長州藩13代藩主として幾多の難局を
乗り越え、明治維新達成に大きく貢献した毛利敬親の生涯
と実績を、一級の歴史資料と美術工芸品で紹介します。

もう り たか ちか

9/29
開館予定

幕末の長州に
  タイムスリ

ップ!

詳細データ P58

明治150年記念企画

山口県明治150年プロジェクト推進室  ☎083-933-2425
明治150年  山口 検索

詳細データ P3、4

※イメージ図

※各特典には抽選、予約制等の条件があります
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期　間 2018年12月8日（土）～2019年3月3日（日）

期　間 2018年10月1日（月）～11月30日（金）

期　間

2018年10月27日（土）
～11月25日（日）

料　金 大人510円、高校・大学生310円、小・中学生100円 団体割引（20名以上）20％、障がい者割引20％
施設名 萩博物館（萩市堀内355）

料　金 大人500円、大学・高校生300円、小中学生200円、身障者半額施設名 吉川史料館（岩国市横山2-7-3）

お問合せ ［所在地］〒758-0057 萩市大字堀内355番地　［営業時間］9：00 ～ 17：00（入館は16：30まで）　［休館日］無し　
［FAX］0838-25-3142　［HP］http://www.city.hagi.lg.jp/hagihaku/0838-25-6447萩博物館

お問合せ ［所在地］〒741-0081 岩国市横山2-7-3　［営業時間］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

ちょう しゅう

長州ファイブ 
－幕末・海外留学生の軌跡－

きっ かわ

吉川史料館 国宝・狐ヶ崎太刀の展示

ペリー来航を機に国際社会
へ乗り出す日本。
吉田松陰はアメリカ密航に失
敗するが、その後長州藩か
ら伊藤博文・井上馨・山尾
庸三・井上勝・遠藤謹助の
５人が海外渡航を果たす。
何故彼らは危険を顧みず海
外へ渡ったのか。
関連資料を一堂に集めて紹
介します。

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。

明治維新150年記念特別展 第2弾

はぎ

萩 防府

岩国

萩博 美のイッピン！（第2期）
開館14年目を迎える萩博物館は多くの方々から寄託・寄贈頂いた膨大な資料
を収めるため、このたび新収蔵庫を建設しました。
これを記念し、収蔵されてきた資料の中から「美」をテーマとして、美術品・軍
装品など様 な々資料を紹介します。

新収蔵庫完成記念企画展

期　間 2018 年9月8日（土）～ 10月21日（日）

もう り

もう り

もと のり
毛利博物館企画展
「毛利元徳と版籍奉還・廃藩置県」

版籍奉還と続く廃藩置県は、江戸時代の幕引きともいえる一大事業でした。
この大事業に山口藩の藩主・藩知事を務めた毛利元徳がいかに臨んだのか、
伝来の史料から紹介します。

版籍奉還と続く廃藩置県に
毛利元徳がいかに臨んだのか、伝来の史料から紹介

期　間 2018年10月27日（土）～ 12月2日（日）

もう り

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。

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

期　間 2018年12月8日（土）～ 2019年1月27日（日）

もう り

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 を々展示します。

正月にちなみ毛利家伝来のめでたい品々を展示

期　間 2019年2月9日（土）～ 4月7日（日）

もう り

毛利博物館企画展 「お雛さま」

“ひなまつり”にちなみ、豪華な「有職雛」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。

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

歴史に触れ「和」のアートを楽しむ! 国宝を展示

期　間 2019年1月2日（水）～ 3月17日（日）

きっ かわ

吉川史料館企画展 茶道具展
旧岩国藩主吉川家に伝来した歴史資料や美術工芸品を収蔵している吉川史料館の収蔵
品より、茶道具や雛人形を展示します。

史料館収蔵品より茶道具を展示

期　間 2018年9月22日（土）～ 12月24日（月・祝）

きっ かわ つね まさ

明治維新150年記念 吉川経幹展（後期）
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、尽力しました。
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!

■アクセス／①萩バスセンターからタクシー 5分/萩バスセンターから萩循環まぁーるバス西回り「萩博物館前」下車徒歩1分　②中国自動車道美祢東JCTから小郡萩道路（無料）
経由で絵堂ICから車で25分　■駐車場／一般：93台（1回310円）、大型バス：8台（1回1,030円）　■ガイドサービス／館内無料ボランティアガイド　
■注意事項／「萩博 美のイッピン！（第2期）」では、2018年4月14日～6月3日開催の新収蔵庫完成記念企画展「萩博 美のイッピン！」と同じ資料が並びます。（一部展示品の変更有り）

■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：10台（無料）、大型バス：無し　
■ガイドサービス／無し

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

施設名 毛利博物館（防府市多々良一丁目15-1）

お問合せ ［所在地］〒747-0023 山口県防府市多々良一丁目15-1　［営業時間］9：00～17：00（入館・入園は16：30まで）　
［休館日］12月22日～31日（庭園は無休）　［FAX］0835-24-2039　［HP］http://www.c-able.ne.jp/̃mouri-m/0835-22-0001毛利博物館

■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IC・西ＩＣから車で約10分　
■駐車場／一般：116台（無料）、大型バス：8台（無料）■ガイドサービス／要問合せ

やまぐち幕末 ISHIN祭やまぐち幕末 ISHIN祭
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期　間 2018年12月8日（土）～2019年3月3日（日）

期　間 2018年10月1日（月）～11月30日（金）

期　間

2018年10月27日（土）
～11月25日（日）

料　金 大人510円、高校・大学生310円、小・中学生100円 団体割引（20名以上）20％、障がい者割引20％
施設名 萩博物館（萩市堀内355）

料　金 大人500円、大学・高校生300円、小中学生200円、身障者半額施設名 吉川史料館（岩国市横山2-7-3）

お問合せ ［所在地］〒758-0057 萩市大字堀内355番地　［営業時間］9：00 ～ 17：00（入館は16：30まで）　［休館日］無し　
［FAX］0838-25-3142　［HP］http://www.city.hagi.lg.jp/hagihaku/0838-25-6447萩博物館

お問合せ ［所在地］〒741-0081 岩国市横山2-7-3　［営業時間］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

ちょう しゅう

長州ファイブ 
－幕末・海外留学生の軌跡－

きっ かわ

吉川史料館 国宝・狐ヶ崎太刀の展示

ペリー来航を機に国際社会
へ乗り出す日本。
吉田松陰はアメリカ密航に失
敗するが、その後長州藩か
ら伊藤博文・井上馨・山尾
庸三・井上勝・遠藤謹助の
５人が海外渡航を果たす。
何故彼らは危険を顧みず海
外へ渡ったのか。
関連資料を一堂に集めて紹
介します。

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。

明治維新150年記念特別展 第2弾

はぎ

萩 防府

岩国

萩博 美のイッピン！（第2期）
開館14年目を迎える萩博物館は多くの方々から寄託・寄贈頂いた膨大な資料
を収めるため、このたび新収蔵庫を建設しました。
これを記念し、収蔵されてきた資料の中から「美」をテーマとして、美術品・軍
装品など様 な々資料を紹介します。

新収蔵庫完成記念企画展

期　間 2018 年9月8日（土）～ 10月21日（日）

もう り

もう り

もと のり
毛利博物館企画展
「毛利元徳と版籍奉還・廃藩置県」

版籍奉還と続く廃藩置県は、江戸時代の幕引きともいえる一大事業でした。
この大事業に山口藩の藩主・藩知事を務めた毛利元徳がいかに臨んだのか、
伝来の史料から紹介します。

版籍奉還と続く廃藩置県に
毛利元徳がいかに臨んだのか、伝来の史料から紹介

期　間 2018年10月27日（土）～ 12月2日（日）

もう り

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。

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

期　間 2018年12月8日（土）～ 2019年1月27日（日）

もう り

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 を々展示します。

正月にちなみ毛利家伝来のめでたい品々を展示

期　間 2019年2月9日（土）～ 4月7日（日）

もう り

毛利博物館企画展 「お雛さま」

“ひなまつり”にちなみ、豪華な「有職雛」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。

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

歴史に触れ「和」のアートを楽しむ! 国宝を展示

期　間 2019年1月2日（水）～ 3月17日（日）

きっ かわ

吉川史料館企画展 茶道具展
旧岩国藩主吉川家に伝来した歴史資料や美術工芸品を収蔵している吉川史料館の収蔵
品より、茶道具や雛人形を展示します。

史料館収蔵品より茶道具を展示

期　間 2018年9月22日（土）～ 12月24日（月・祝）

きっ かわ つね まさ

明治維新150年記念 吉川経幹展（後期）
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、尽力しました。
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!

■アクセス／①萩バスセンターからタクシー 5分/萩バスセンターから萩循環まぁーるバス西回り「萩博物館前」下車徒歩1分　②中国自動車道美祢東JCTから小郡萩道路（無料）
経由で絵堂ICから車で25分　■駐車場／一般：93台（1回310円）、大型バス：8台（1回1,030円）　■ガイドサービス／館内無料ボランティアガイド　
■注意事項／「萩博 美のイッピン！（第2期）」では、2018年4月14日～6月3日開催の新収蔵庫完成記念企画展「萩博 美のイッピン！」と同じ資料が並びます。（一部展示品の変更有り）

■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：10台（無料）、大型バス：無し　
■ガイドサービス／無し

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

施設名 毛利博物館（防府市多々良一丁目15-1）

お問合せ ［所在地］〒747-0023 山口県防府市多々良一丁目15-1　［営業時間］9：00～17：00（入館・入園は16：30まで）　
［休館日］12月22日～31日（庭園は無休）　［FAX］0835-24-2039　［HP］http://www.c-able.ne.jp/̃mouri-m/0835-22-0001毛利博物館

■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IC・西ＩＣから車で約10分　
■駐車場／一般：116台（無料）、大型バス：8台（無料）■ガイドサービス／要問合せ

やまぐち幕末 ISHIN祭やまぐち幕末 ISHIN祭
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期　間 2018年10月20日（土）～ 12月9日（日）

しもの せき

下関市立歴史博物館特別展
「大内氏の興亡と毛利氏の隆盛－海峡の戦国史 第1章」
中世後期に下関を治めた大内氏・毛利氏と、当地を舞台とした両氏の交替劇
を紹介します。

西日本を代表する戦国大名たちと下関の関係を紹介

期　間 2018年12月15日（土）～ 2019年2月17日（日）

しもの せき

下関市立歴史博物館企画展
「海峡往来－海道・街道の十字路」
地図や絵図などを通して、交通・流通の要衝として発展してきた港町下関を紹
介します。

下関を交通や経済の面から紹介

期　間 2019年2月23日（土）～ 4月21日（日）

しもの せき

なが と こく ふ ちょう ふ

下関市立歴史博物館企画展
「長門国府から長府へ－城下町誕生前史」
長門国の政治的中心地や忌宮神社の門前町など、さまざまな顔をもつ長府の
古代～中世の変遷について紹介します。

古代～中世の長府の変遷を紹介

料　金 250円（200円）、高校生以下無料、障害者手帳をお持ちの方及び付き添いの方無料（　）内は団体料金
施設名 伊藤公資料館（光市大字束荷2250番地1）期　間 2018年9月2日（日）～ 11月下旬

お問合せ ［所在地］〒743-0105 山口県光市大字束荷2250番地1　［営業時間］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

明治維新150年 カウントダウン記念企画展
「伊藤ドラマ第4編」

「伊藤の決意」をテーマに、これまで行われた第1編～第3編までの総集編として、激動の幕
末から明治期にかけて近代国家を目指した伊藤博文の生き様を紹介します。

伊藤博文の生き様を紹介

■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　■ガイドサービス／展示解説（受付にて要依頼）

料　金 ［企画展］一般１００円／大学生など８０円  ［特別展］一般５００円／大学生など３００円  ※団体割引あり
施設名 下関市立歴史博物館（下関市長府川端2-2-27）

お問合せ ［所在地］〒７５２-０９７９ 山口県下関市長府川端2-2-27　［営業時間］9：30～17：00（入館は16：30まで）
［休館日］月曜（祝日の場合開館し、翌平日休館）、年末年始　［FAX］０８３-２４５-３３１０　［HP］http://www.shimohaku.jp/ ０８３-２４１-１０８０下関市立歴史博物館

■アクセス／①JR下関駅（JR新下関駅）下車、長府方面行きバス約２５分で城下町長府下車、徒歩で約１０分　②中国自動車道下関ICから約２０分　
■駐車場／一般：26台（有料）、身障者：２台、大型バス：無し　■ガイドサービス／要予約　■注意事項／展示タイトル・会期等は変更することがあります。

光

下関

もう りおおうち

期　間 2018年9月8日（土）～ 10月14日（日）
長府藩の茶の湯と能楽を紹介します。
長府藩の茶の湯と能楽を紹介

しもの せき

ちょう ふ
下関市立歴史博物館企画展
「長府藩の能と茶」

やまぐち幕末 ISHIN祭

ランクアップの例（★ステージ） １泊２日の行程でパスポートを使って宿泊施設で1泊し、３か所の施設を利用。（２エリア以上の地域をまわる）

例１ 長府毛利邸（下関市） ⇒ ときわミュージアム（宇部市） ⇒
長門湯本温泉泊（おいでませ施設泊） ⇒ 萩焼会館(萩市）

例2 錦帯橋（岩国市） ⇒ やない西蔵(柳井市） ⇒ 
湯田温泉泊（おいでませ施設泊） ⇒ 秋芳洞（美祢市）

「やまぐち幕末ISHIN祭」では県内周遊をお楽しみいただく
ツールとして、全県周遊型のパスポートブック「おいでませパ
スポート」を発行しています。
「歴史」「文化」「グルメ」「温泉」など、山口県の魅力をまるごと
体感していただき、スタンプを集めてランクアップすると、素
敵なプレゼントが当たります。
パスポートが使える施設は、県内外500施設以上。さらに平
成30年限定の特別キャンペーンも実施中です。
ぜひ、旅行商品にご活用ください。

「おいでませパスポート」とは
◎ご利用いただける施設

施設ごとにさまざまな「おもてなし」を設定しています
■レンタカー料金を基本料金から40％割引
■ソフトドリンク、デザート等サービス

■施設利用料の割引
■絵葉書ほか記念品の進呈 など

お問合せ おいでませパスポートの詳細はこちら▶

［所在地］〒753-8501 山口県山口市滝町1-1　［FAX］083-933-3179
［HP］https://www.ishin150.jp/event/passport083-933-3170おいでませパスポート事務局

（山口県観光プロジェクト推進室内）

やまぐちの旅をお得にする
「おいでませパスポート」

パスポートは、観光案内所等に設定した発行所や、やまぐち幕末ISHIN祭ホームページから申し込みできます。
ランクアップ可能な行程の旅行商品に組み込んでいただけるのであれば、直接旅行会社様へお送りすることも
可能です。詳しくは事務局にお問い合わせください。

山口県内外の宿泊施設や、飲食店、観光地やお土産店など５００箇所以上の施設で、提示す
るだけで料金割引や一品サービス、グッズプレゼントなど、さまざまな「おもてなし」が受けら
れます。発行無料。
さらに、「おもてなし」とあわせてもらえるスタンプを集めると、抽選で山口県の特産品や、豪
華な旅のプレゼントが当たる特典もあります。

ランクアップされた方の中から抽選で、山口県の特産品や宿泊補助券などのプレゼントが当たります。

スタンプを集めるとパスポートが3段階にランクアップ！

施設種類 施設数

観光施設

体験施設

道の駅

宿泊施設

立ち寄り湯

アウトドア施設

飲食店

観光土産店

レンタカー

67
8
11
98
26
15
205
106
28

やまぐち幕末 ISHIN祭
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ランクアップの例（★ステージ） １泊２日の行程でパスポートを使って宿泊施設で1泊し、３か所の施設を利用。（２エリア以上の地域をまわる）

例１ 長府毛利邸（下関市） ⇒ ときわミュージアム（宇部市） ⇒
長門湯本温泉泊（おいでませ施設泊） ⇒ 萩焼会館(萩市）

例2 錦帯橋（岩国市） ⇒ やない西蔵(柳井市） ⇒ 
湯田温泉泊（おいでませ施設泊） ⇒ 秋芳洞（美祢市）

「やまぐち幕末ISHIN祭」では県内周遊をお楽しみいただく
ツールとして、全県周遊型のパスポートブック「おいでませパ
スポート」を発行しています。
「歴史」「文化」「グルメ」「温泉」など、山口県の魅力をまるごと
体感していただき、スタンプを集めてランクアップすると、素
敵なプレゼントが当たります。
パスポートが使える施設は、県内外500施設以上。さらに平
成30年限定の特別キャンペーンも実施中です。
ぜひ、旅行商品にご活用ください。

「おいでませパスポート」とは
◎ご利用いただける施設

施設ごとにさまざまな「おもてなし」を設定しています
■レンタカー料金を基本料金から40％割引
■ソフトドリンク、デザート等サービス

■施設利用料の割引
■絵葉書ほか記念品の進呈 など

お問合せ おいでませパスポートの詳細はこちら▶

［所在地］〒753-8501 山口県山口市滝町1-1　［FAX］083-933-3179
［HP］https://www.ishin150.jp/event/passport083-933-3170おいでませパスポート事務局

（山口県観光プロジェクト推進室内）

やまぐちの旅をお得にする
「おいでませパスポート」

パスポートは、観光案内所等に設定した発行所や、やまぐち幕末ISHIN祭ホームページから申し込みできます。
ランクアップ可能な行程の旅行商品に組み込んでいただけるのであれば、直接旅行会社様へお送りすることも
可能です。詳しくは事務局にお問い合わせください。

山口県内外の宿泊施設や、飲食店、観光地やお土産店など５００箇所以上の施設で、提示す
るだけで料金割引や一品サービス、グッズプレゼントなど、さまざまな「おもてなし」が受けら
れます。発行無料。
さらに、「おもてなし」とあわせてもらえるスタンプを集めると、抽選で山口県の特産品や、豪
華な旅のプレゼントが当たる特典もあります。

ランクアップされた方の中から抽選で、山口県の特産品や宿泊補助券などのプレゼントが当たります。

スタンプを集めるとパスポートが3段階にランクアップ！

施設種類 施設数

観光施設

体験施設

道の駅

宿泊施設

立ち寄り湯

アウトドア施設

飲食店

観光土産店

レンタカー

67
8
11
98
26
15
205
106
28

やまぐち幕末 ISHIN祭

西の国から 2018 秋冬号 10



① ぐる得編

明治維新150年特別企画　
おいでませパスポート「ISHIN満喫キャンペーン」　

博物館・史料館・美術館などの「おいでませ施設」で明治維新
150年を記念して開催される特別企画（展覧会・企画展・イベン
ト）に「おいでませパスポート」を使って参加すると、各地域の魅
力や季節感を美しいイラストで表現した特製の「やまぐち幕末
ISHIN祭トレーディングカード」がもらえます。
カードは全部で17種類。さらにカードを4種類集めた方には、抽
選で「幕末ちょるる」ぬいぐるみをプレゼント。

県内外６０以上の飲食店の「おいでませ施設」で、明治維新１５０年を記念して、幕末維新の
歴史や人物にちなんだ料理をご提供。長州ならではの「食」で山口県の明治維新150年を
満喫ください。さらにその料理画像をinstagramに投稿すると、季節ごとに山口県の旬の
フルーツが抽選で当たります。

「おいでませパスポート」は、明治維新150年特別企画として、「ISHIN満喫キャンペーン」を展開中です。

山口県は、明治維新を強力に推進した偉人を数多く輩
出し、県内各地に幕末・維新期の史跡や町並み、ゆか
りの地など、当時の歴史に触れることのできる観光素
材に恵まれています。
やまぐちＩＳＨＩＮツーリズムでは、本県ゆかりの偉人や
歴史に関連する観光素材と、絶景、グルメ、温泉などを
融合させた新たなテーマツーリズムをご提案します。

※ （一社）山口県観光連盟では、観光素材の情報提供や補助
金などにより、特別な県内周遊プランの開発についての旅
行商品造成を支援いたします。

　 詳しくは下記にお問い合わせください。

やまぐち
ISHINツーリズム期間：平成３０年１月１日（月）～１２月２８日（金）

期間中、3本の特別キャンペーンを展開します

各地域の魅力や季節感を美しいイラストで表現した
特製の「やまぐち幕末ISHIN祭トレーディングカード」がもらえます

② 薩長土肥会席編

県内１６の宿泊施設で、山口県、鹿児島県、高知県、佐賀県４県の特産品や郷土料理、幕末の志士ゆかり
の食材などを用いた特別メニュー『薩長土肥会席』をセットにした特別宿泊プランを提供します。さらに「お
いでませパスポート」を使って特別宿泊プランをご利用のお客様には、お得な特典をご用意しています。

国民宿舎大城（下松市）、翠山荘（山口市）、西の雅 常盤（山口市）、山口グランドホテル（山口市）、宇部
７２アジススパホテル（山口市）、海峡ビューしものせき（下関市）、ホテル西長門リゾート（下関市）、割烹
旅館寿美礼（下関市）、プラザホテル下関（下関市）、美人の湯の宿 平田旅館（下関市）、下関グランドホ
テル（下関市）、COCOLAND（宇部市）、ナチュラルグリーンパークホテル（山陽小野田市）、萩焼の宿 
千春楽（萩市）、油谷湾温泉ホテル楊貴館(長門市）、ホテル長門はらだ（長門市）　

薩長土肥4県の食材などを用いた特別メニュー
『薩長土肥会席』をセットにして「明治維新１５０年」にちなみ、
“１”“５”“０”を当てた価格設定（10,500円又は15,000円）の
特別宿泊プラン登場

③ 長州こだわりグルメ編
メニューのネーミングに「長州」や幕末維新の偉人名を
使ったり、幕末維新期の歴史にゆかりのある料理等、
工夫を凝らした山口ならではの“食”をご提供

https://www.ishin150.jp/special
「ISHIN満喫キャンペーン」の詳細はこちら

参
加
施
設

※施設毎に特別宿泊プランの内容や提供時期が異なります。

問合わせ先

一般社団法人 山口県観光連盟

［所在地］〒753-8501 山口県山口市滝町1-1

083-924-0462

● ●
 ● やま

ぐち幕末ISHIN祭 ● ● ●
おい
でませ

パスポート特別企画

やまぐち幕末 ISHIN祭やまぐち幕末 ISHIN祭
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① ぐる得編

明治維新150年特別企画　
おいでませパスポート「ISHIN満喫キャンペーン」　

博物館・史料館・美術館などの「おいでませ施設」で明治維新
150年を記念して開催される特別企画（展覧会・企画展・イベン
ト）に「おいでませパスポート」を使って参加すると、各地域の魅
力や季節感を美しいイラストで表現した特製の「やまぐち幕末
ISHIN祭トレーディングカード」がもらえます。
カードは全部で17種類。さらにカードを4種類集めた方には、抽
選で「幕末ちょるる」ぬいぐるみをプレゼント。

県内外６０以上の飲食店の「おいでませ施設」で、明治維新１５０年を記念して、幕末維新の
歴史や人物にちなんだ料理をご提供。長州ならではの「食」で山口県の明治維新150年を
満喫ください。さらにその料理画像をinstagramに投稿すると、季節ごとに山口県の旬の
フルーツが抽選で当たります。

「おいでませパスポート」は、明治維新150年特別企画として、「ISHIN満喫キャンペーン」を展開中です。

山口県は、明治維新を強力に推進した偉人を数多く輩
出し、県内各地に幕末・維新期の史跡や町並み、ゆか
りの地など、当時の歴史に触れることのできる観光素
材に恵まれています。
やまぐちＩＳＨＩＮツーリズムでは、本県ゆかりの偉人や
歴史に関連する観光素材と、絶景、グルメ、温泉などを
融合させた新たなテーマツーリズムをご提案します。

※ （一社）山口県観光連盟では、観光素材の情報提供や補助
金などにより、特別な県内周遊プランの開発についての旅
行商品造成を支援いたします。

　 詳しくは下記にお問い合わせください。

やまぐち
ISHINツーリズム期間：平成３０年１月１日（月）～１２月２８日（金）

期間中、3本の特別キャンペーンを展開します

各地域の魅力や季節感を美しいイラストで表現した
特製の「やまぐち幕末ISHIN祭トレーディングカード」がもらえます

② 薩長土肥会席編

県内１６の宿泊施設で、山口県、鹿児島県、高知県、佐賀県４県の特産品や郷土料理、幕末の志士ゆかり
の食材などを用いた特別メニュー『薩長土肥会席』をセットにした特別宿泊プランを提供します。さらに「お
いでませパスポート」を使って特別宿泊プランをご利用のお客様には、お得な特典をご用意しています。

国民宿舎大城（下松市）、翠山荘（山口市）、西の雅 常盤（山口市）、山口グランドホテル（山口市）、宇部
７２アジススパホテル（山口市）、海峡ビューしものせき（下関市）、ホテル西長門リゾート（下関市）、割烹
旅館寿美礼（下関市）、プラザホテル下関（下関市）、美人の湯の宿 平田旅館（下関市）、下関グランドホ
テル（下関市）、COCOLAND（宇部市）、ナチュラルグリーンパークホテル（山陽小野田市）、萩焼の宿 
千春楽（萩市）、油谷湾温泉ホテル楊貴館(長門市）、ホテル長門はらだ（長門市）　

薩長土肥4県の食材などを用いた特別メニュー
『薩長土肥会席』をセットにして「明治維新１５０年」にちなみ、
“１”“５”“０”を当てた価格設定（10,500円又は15,000円）の
特別宿泊プラン登場

③ 長州こだわりグルメ編
メニューのネーミングに「長州」や幕末維新の偉人名を
使ったり、幕末維新期の歴史にゆかりのある料理等、
工夫を凝らした山口ならではの“食”をご提供

https://www.ishin150.jp/special
「ISHIN満喫キャンペーン」の詳細はこちら

参
加
施
設

※施設毎に特別宿泊プランの内容や提供時期が異なります。

問合わせ先

一般社団法人 山口県観光連盟

［所在地］〒753-8501 山口県山口市滝町1-1

083-924-0462

● ●
 ● やま

ぐち幕末ISHIN祭 ● ● ●
おい
でませ

パスポート特別企画

やまぐち幕末 ISHIN祭やまぐち幕末 ISHIN祭
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遺言によって奇兵隊の陣屋があった吉田の清水山
に葬られた高杉晋作の菩提を弔うために、愛人・
おうのは梅処尼となって庵を結び、生涯、晋作の
墓を守って暮らしました。
「東行」は晋作の号。高杉晋作の墓は国指定史跡
です。境内一帯は、早春は梅、初夏は菖蒲、秋は
紅葉に彩られます。《所要時間 50分》

やまぐちISHINツーリズム-アクティブコース

高杉晋作
「動けば雷電の如く 発すれば風雨の如し」
の言葉どおり、時代を動かした幕末の
風雲児。奇兵隊を創設。

行程1日
目

東行庵 下関市立東行記念館

たかすぎ しんさく

おいでませパスポート

おいでませパスポート
おいでませパスポート

薩長土肥スタンプラリー

おいでませパスポート 薩長土肥スタンプラリー

世界遺産世界遺産

高杉晋作×
ス

動
下
関

長
門

東行庵 
下関市立東行記念館

車で約25分

01

長府庭園・功山寺
車で約90分

02

青海島観光汽船
車で約10分

03

村田清風記念館04

行程2日
目

美
祢

萩

秋吉台・秋芳洞
車で約35分

05

秋吉DAIサイクリング

萩・明倫学舎
車で約5分

06

萩城下町
車で約10分

07

萩反射炉08

長府庭園は長府毛利藩の家老格であった西運長の屋敷
跡で、小高い山を背にした約31,000平米の敷地には、
池を中心に書院・茶屋・あずまやがあり、かつての静かな
たたずまいが今日まで残されています。園内には蔵が点
在しており、一の蔵では１階が下関の銘菓や小物を扱う
売店、２階では市内で活躍されている作家さんの作品を
展示即売しています。二の蔵は観光資料のコーナー、三
の蔵は無料ギャラリーです。
功山寺は、二重二階門の山門や、わが国最古の禅寺様式
を残した仏殿（国宝）が嘉歴2年（1327年）創建の由緒
を誇ります。桜と紅葉の名所で、高杉晋作が挙兵した寺
としても知られ、境内には馬上姿の晋作の銅像も置かれ
ています。長府は、古代から中世にかけて政治・文化の
中心地として栄え、近世に入ると毛利秀元が初代長府藩
主となり城下町が誕生しました。今も残る長屋門や土塀
は年輪の重みを伝えています。《所要時間 120分》

長府庭園・功山寺・城下町長府

平成30年1月にリニューアルオープン。
幕末の激動する政治情勢の中にあって、藩政改革
の中心人物として手腕を揮った郷土の先賢村田清
風と周布正之助の功績と人柄を、漫画を交えなが
ら分かりやすく紹介しています。《所要時間 40分》

村田清風記念館

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し、新たな観光施設として
オープンしました。館内には観光案内をはじめ萩の食を楽しめるレストランやお土産ショップ、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」や幕末の歴史に関する貴重な
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。《所要時間 60分》

萩・明倫学舎

反射炉は、鉄製大砲の鋳造に必要な金属溶解炉。
萩反射炉は、西洋式の鉄製大砲鋳造を目指した萩
（長州）藩が、安政３年（1856年）に試作的に築いた
炉の遺跡です。
高さ約10.5mの煙突にあたる部分が残り、反射炉の
遺構が現存するのは、萩のほか韮山（静岡県）と旧集
成館（鹿児島県）にあるだけで大変貴重な遺跡です。
《所要時間 20分》

萩反射炉

「海上アルプス」と呼ばれる大自然が造り上げた
断崖絶壁や洞門や石柱などが連なる自然が作り
出した数々の芸術作品を遊覧船に乗ってたっぷ
りとご覧いただけます。
《所要時間 60分》

秋吉台は日本最大級のカルスト台地。大草原に白い石灰岩が並ぶ雄大な景色が広がり、四季を通じて
見どころ満載です。秋芳洞は、日本屈指の大鍾乳洞。何億年という長い年月をかけてつくられた壮大
な自然の造形美は圧巻です。《所要時間 90分》

山口県の自然や町並みをゆっくり満喫できるサイクリ
ング体験。車とは違う自転車からの景色を体感しませ
んか？幕末維新ゆかりの地巡りにもおすすめです。

秋吉台・秋芳洞

とうぎょうあん

青海島観光汽船
おおみじまかんこうきせん

ちょうふていえん じょうかまちちょうふこうざ んじ

あきよしだい  ・  あきよしどう

むらたせいふうきねんかん

はぎ  ・  めいりんがくしゃ

は ぎ は ん し ゃ ろ

しものせきしりつとうぎょうきねんかん

問 下関市立東行記念館 ☎083-284-0212
●入館料（2階）／大人300円、大学生等200円、18歳以下無料
（20名以上2割引き） ●開館時間／ 9：30～17：00（入館は16：
30まで） ●休館日／月曜日（祝日の場合は開館）、祝日の翌日、
12/28～1/4 ●駐車場／一般：51台、大型バス：有り

問 長府庭園 ☎083-246-4120
●入館料／大人200円、小・中学生100円（30名以上2割引き） ●開館時間／ 9：00～17：00（入園は16：30まで） 
●休館日／ 12/28～1/4 ●駐車場／一般：235台、大型バス：有り

問 功山寺 ☎083-245-0258
●書院見学料／大人300円、中・高校生100円 ●拝観時間／ 9：00～17：00 ●定休日／無休 
●駐車場／一般：18台、大型バス：長府観光会館へ要連絡

問 美祢市観光協会 ☎0837-62-0115（要予約）

着物体験
萩の古い街並みを着物姿で歩いてみませんか？
城下町・江戸屋横町にあるカフェで着物レンタ
ルができます。

問 Kimono Style Café
☎0838-21-7000（要予約）

問 村田清風記念館 ☎0837-43-2818
●入館料／大人200円、小・中・高校生100円（20名以上2割
引き） ●開館時間／ 9：00～17：00（入園は16：30まで）※年
末年始は短縮営業 ●休館日／火曜日（祝日の場合は翌日） ●駐
車場／一般：10台、大型バス：有り

問 萩市観光協会 ☎0838-25-1750
●駐車場／一般：21台、大型バス：3台 
●備考／ガイドが常駐しています（9：00～17：00）

問 詳細データ ▶ P32・P39

問 詳細データ ▶ P48

問 詳細データ ▶ P25

萩城下町は、城跡、旧上級武家地、旧町人地の
３つの区域からなり、平成27年7月に「明治日
本の産業革命遺産」に登録されました。
城跡をはじめ、武家屋敷跡や幕末の志士ゆかり
の地などが残り、風情ある町並みが続きます。
白壁となまこ壁が続く「菊屋横町」は“日本の道
百選”に選定されており、高杉晋作の誕生地が
あります。
《所要時間 90分》

萩城下町
はぎ じょうかまち

問 詳細データ ▶ P55

やまぐち幕末 ISHIN祭
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遺言によって奇兵隊の陣屋があった吉田の清水山
に葬られた高杉晋作の菩提を弔うために、愛人・
おうのは梅処尼となって庵を結び、生涯、晋作の
墓を守って暮らしました。
「東行」は晋作の号。高杉晋作の墓は国指定史跡
です。境内一帯は、早春は梅、初夏は菖蒲、秋は
紅葉に彩られます。《所要時間 50分》

やまぐちISHINツーリズム-アクティブコース

高杉晋作
「動けば雷電の如く 発すれば風雨の如し」
の言葉どおり、時代を動かした幕末の
風雲児。奇兵隊を創設。

行程1日
目

東行庵 下関市立東行記念館

たかすぎ しんさく

おいでませパスポート

おいでませパスポート
おいでませパスポート

薩長土肥スタンプラリー

おいでませパスポート 薩長土肥スタンプラリー

世界遺産世界遺産

高杉晋作×
ス

動
下
関

長
門

東行庵 
下関市立東行記念館

車で約25分

01

長府庭園・功山寺
車で約90分

02

青海島観光汽船
車で約10分

03

村田清風記念館04

行程2日
目

美
祢

萩

秋吉台・秋芳洞
車で約35分

05

秋吉DAIサイクリング

萩・明倫学舎
車で約5分

06

萩城下町
車で約10分

07

萩反射炉08

長府庭園は長府毛利藩の家老格であった西運長の屋敷
跡で、小高い山を背にした約31,000平米の敷地には、
池を中心に書院・茶屋・あずまやがあり、かつての静かな
たたずまいが今日まで残されています。園内には蔵が点
在しており、一の蔵では１階が下関の銘菓や小物を扱う
売店、２階では市内で活躍されている作家さんの作品を
展示即売しています。二の蔵は観光資料のコーナー、三
の蔵は無料ギャラリーです。
功山寺は、二重二階門の山門や、わが国最古の禅寺様式
を残した仏殿（国宝）が嘉歴2年（1327年）創建の由緒
を誇ります。桜と紅葉の名所で、高杉晋作が挙兵した寺
としても知られ、境内には馬上姿の晋作の銅像も置かれ
ています。長府は、古代から中世にかけて政治・文化の
中心地として栄え、近世に入ると毛利秀元が初代長府藩
主となり城下町が誕生しました。今も残る長屋門や土塀
は年輪の重みを伝えています。《所要時間 120分》

長府庭園・功山寺・城下町長府

平成30年1月にリニューアルオープン。
幕末の激動する政治情勢の中にあって、藩政改革
の中心人物として手腕を揮った郷土の先賢村田清
風と周布正之助の功績と人柄を、漫画を交えなが
ら分かりやすく紹介しています。《所要時間 40分》

村田清風記念館

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し、新たな観光施設として
オープンしました。館内には観光案内をはじめ萩の食を楽しめるレストランやお土産ショップ、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」や幕末の歴史に関する貴重な
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。《所要時間 60分》

萩・明倫学舎

反射炉は、鉄製大砲の鋳造に必要な金属溶解炉。
萩反射炉は、西洋式の鉄製大砲鋳造を目指した萩
（長州）藩が、安政３年（1856年）に試作的に築いた
炉の遺跡です。
高さ約10.5mの煙突にあたる部分が残り、反射炉の
遺構が現存するのは、萩のほか韮山（静岡県）と旧集
成館（鹿児島県）にあるだけで大変貴重な遺跡です。
《所要時間 20分》

萩反射炉

「海上アルプス」と呼ばれる大自然が造り上げた
断崖絶壁や洞門や石柱などが連なる自然が作り
出した数々の芸術作品を遊覧船に乗ってたっぷ
りとご覧いただけます。
《所要時間 60分》

秋吉台は日本最大級のカルスト台地。大草原に白い石灰岩が並ぶ雄大な景色が広がり、四季を通じて
見どころ満載です。秋芳洞は、日本屈指の大鍾乳洞。何億年という長い年月をかけてつくられた壮大
な自然の造形美は圧巻です。《所要時間 90分》

山口県の自然や町並みをゆっくり満喫できるサイクリ
ング体験。車とは違う自転車からの景色を体感しませ
んか？幕末維新ゆかりの地巡りにもおすすめです。

秋吉台・秋芳洞

とうぎょうあん

青海島観光汽船
おおみじまかんこうきせん

ちょうふていえん じょうかまちちょうふこうざ んじ

あきよしだい  ・  あきよしどう

むらたせいふうきねんかん

はぎ  ・  めいりんがくしゃ

は ぎ は ん し ゃ ろ

しものせきしりつとうぎょうきねんかん

問 下関市立東行記念館 ☎083-284-0212
●入館料（2階）／大人300円、大学生等200円、18歳以下無料
（20名以上2割引き） ●開館時間／ 9：30～17：00（入館は16：
30まで） ●休館日／月曜日（祝日の場合は開館）、祝日の翌日、
12/28～1/4 ●駐車場／一般：51台、大型バス：有り

問 長府庭園 ☎083-246-4120
●入館料／大人200円、小・中学生100円（30名以上2割引き） ●開館時間／ 9：00～17：00（入園は16：30まで） 
●休館日／ 12/28～1/4 ●駐車場／一般：235台、大型バス：有り

問 功山寺 ☎083-245-0258
●書院見学料／大人300円、中・高校生100円 ●拝観時間／ 9：00～17：00 ●定休日／無休 
●駐車場／一般：18台、大型バス：長府観光会館へ要連絡

問 美祢市観光協会 ☎0837-62-0115（要予約）

着物体験
萩の古い街並みを着物姿で歩いてみませんか？
城下町・江戸屋横町にあるカフェで着物レンタ
ルができます。

問 Kimono Style Café
☎0838-21-7000（要予約）

問 村田清風記念館 ☎0837-43-2818
●入館料／大人200円、小・中・高校生100円（20名以上2割
引き） ●開館時間／ 9：00～17：00（入園は16：30まで）※年
末年始は短縮営業 ●休館日／火曜日（祝日の場合は翌日） ●駐
車場／一般：10台、大型バス：有り

問 萩市観光協会 ☎0838-25-1750
●駐車場／一般：21台、大型バス：3台 
●備考／ガイドが常駐しています（9：00～17：00）

問 詳細データ ▶ P32・P39

問 詳細データ ▶ P48

問 詳細データ ▶ P25

萩城下町は、城跡、旧上級武家地、旧町人地の
３つの区域からなり、平成27年7月に「明治日
本の産業革命遺産」に登録されました。
城跡をはじめ、武家屋敷跡や幕末の志士ゆかり
の地などが残り、風情ある町並みが続きます。
白壁となまこ壁が続く「菊屋横町」は“日本の道
百選”に選定されており、高杉晋作の誕生地が
あります。
《所要時間 90分》

萩城下町
はぎ じょうかまち

問 詳細データ ▶ P55

やまぐち幕末 ISHIN祭

西の国から 2018 秋冬号 14



様々な絶景ランキングで常に上位にランクインす
る角島・角島大橋は、今や日本を代表する絶景ス
ポット。白い砂浜とエメラルドグリーンの海からな
る抜群のロケーションは、極上の美しさです。
《所要時間 30分》

やまぐちISHINツーリズム-グルメ満喫コース

行程1日
目

伊藤博文×
ス

食

下
関

長
門

車で約2分

01

春帆楼

唐戸市場
活きいき馬関街

車で約15分

02

下関市立歴史博物館
車で約80分

03

角島・角島大橋
車で約40分

04

下
松

光

柳
井

行程2日
目

萩

山
口

岩
国

松下村塾 
松陰神社宝物殿 至誠館

車で約50分

07

山口市菜香亭
車で約70分

08

国民宿舎 大城
車で約30分

09

伊藤公資料館
車で約25分

10

毎週末（金・土・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、唐揚
げなど品数も実に豊富です。
もちろんふく刺しもお手ごろな値段で楽しめます。まるでお
祭りのようなその賑わいは下関の名物となっています。
《所要時間 40分》

唐戸市場 活きいき馬関街

下関と周辺地域にか
かわる歴史資料の収
集・調査研究および
展示活動を行ってい
た長府博物館を継承
する博物館。「海峡
に育まれた下関の歴
史と文化」をテーマ
とし、長府毛利家遺
品や幕末維新関係資料を用いた江戸・幕末維新期の展
示を中心としています。坂本龍馬資料の収蔵数は日本一
を誇ります。また、下関市内の文化財や観光等の情報を
提供するガイダンス交流室展示や、下関に関する特定の
テーマを抽出した特別展示も行います。
《所要時間 30分》

下関市立歴史博物館

初代内閣総理大臣をはじめ多くの要職を
歴任し、日本の近代国家建設の礎を築い
た伊藤博文の生誕地です。
幼少期を過ごしたこの地は、伊藤公記念
公園として整備され、資料館のほか、産
湯の井戸や復元された生家、さらには伊
藤自身が基本設計した旧伊藤博文邸のほ
か、銅像などが建ち並んでいます。
《所要時間 30分》

伊藤公資料館

ふぐ料理公許第一号店として広く知られる春帆楼。歴史刻
まれる日清講和会議の舞台としても有名です。
実は、「春帆楼」という名は伊藤博文公の命名でもあります。
《所要時間 60分》

春帆楼
山口の迎賓館として伊藤博文をはじめ、名付け親の井上馨など時代を担った政財界人が集まり交友し
た料亭。平成１６年、観光や市民交流の場として生まれ変わり、料亭時代の所蔵品の公開や、館内の部
屋の貸出を行っています。大広間には伊藤公の揮毫が掲げられており日本の歴史が刻まれています。
《所要時間 30分》

山口市菜香亭

港町仙崎に新たにオープンした道の駅「センザキッチン」。長門の新鮮な魚介や野菜を
購入できる農水産物等直売所をはじめ、レストラン、バーベキュー小屋等が併設。さら
に2018年４月には木育交流館なども整備され、グランドオープン。買い物はもちろ
ん、海を見ながらのランチタイムや休憩に最適です。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。《所要時間 30分》

吉田松陰が主宰した私塾。松陰は身分や階級にと
らわれずに塾生を受け入れ、儒学、兵学、史学など
広範な学問を教授しました。書物の解釈に止まるこ
となく、時事問題を題材にした活発な議論も行わ
れ、久坂玄瑞、高杉晋作、伊藤博文ら幕末維新期
に活躍し、近代日本の原動力となった数多くの逸材
を輩出しました。松下村塾が所在する松陰神社境
内には、松陰の遺墨や遺品類などを展示する「松陰
神社宝物殿 至誠館」などもあります。
松下村塾は平成27年7月、世界遺産に登録されま
した。《所要時間 40分》

センザキッチン

松下村塾/松陰神社宝物殿 至誠館

瀬戸内海国立公園「笠戸島」に全室オーシャン
ビューの絶景温泉宿がグランドオープン！モダン
テイストで落ち着きのある客室、海との一体感
を味わえる「インフィニティ風呂」や「岩風呂」が
新登場した大城温泉「潮騒の湯」、名物「笠戸ひ
らめ」を中心とした海の幸で美味なるおもてな

し。笠戸湾に沈む夕日
を望みながら癒しのひ
とときをお過ごしくだ
さい。
《所要時間 60分》

国民宿舎 大城

中世の町割りがそのまま今日も生きており、約２００ｍ
の街路に面した両側に江戸時代の商家の家並みが続
いています。藩政時代に岩国藩のお納戸と呼ばれ、産
物を満載した大八車が往来してにぎわった町筋です。
昭和５９年に国の重要伝統的建造物群保存地区に選定
されました。往時の面影をしのばせる町並みで、心安ら
ぐひとときを味わえます。柳井の特産品として有名な
「甘露醤油」。再仕込みという独特の製法で作られま
す。天明年間に時
の岩国のお殿様
吉川公に献上した
ところ「甘露、甘
露」とほめたたえ
られたのがその名
の由来と言われて
います。
《所要時間 30分》

柳井白壁の町並み

延宝元年（1673）に創建された世界的にも珍しい五連の木造アーチ橋は、匠の技の結晶。その伝統は橋の架け替え
を経て今も引き継がれています。慶長13年（1608）に築城され、昭和37年に再建された岩国城は、桃山風南蛮づ
くりの全国でも珍しい山城で、四階の展望台からは、古い街並みや錦川に架かる錦帯橋、瀬戸内海に浮かぶ島々、遠
くは四国の山並みを望むことができます。岩国での祝い事に欠かせない郷土料理「岩国寿司」は、3段から5段も重ね
て作られる華やかな押し寿司で、別名「殿様寿司」とも呼ばれています。《所要時間 50分》

錦帯橋・岩国城

柳井白壁の町並み
車で約45分

11

錦帯橋・岩国城12

薩長土肥スタンプラリー

薩長土肥スタンプラリー

世界遺産

おいでませパスポート

おいでませパスポート

おいでませパスポート

薩長土肥スタンプラリー

おいでませパスポート （柳井市観光協会）

伊藤博文
新しい国を切り拓いた初代内閣総理大臣。
下関で出されたフグの味に感心し、フグ食を
解禁したといわれる。
〈2018年はフグ食解禁130年〉

いとう ひろぶみ

からといちば   いきいきば か ん が い

しゅんぱんろう

いとうこうしりょうかん

きんたいきょう  ・  いわくにじょう

こくみんしゅくしゃ　おおじょう

や な い し ら か べ の ま ち な み

やまぐちしさいこうて い

しものせきしりつれきしはくぶつかん

角島・角島大橋
つのしま ・ つ のしまおおはし

せ ん ざ き っ ち ん

しょうかそんじゅく しょういんじんじゃほうもつでん  し せ い か ん

問 岩国市観光振興課
☎0827-29-5116

●入場料／大人300円（250円）、小学生150円（120円） ※（ ） 内は15名以上 ●営業時間／ 8：00～17：00 ※観
光シーズンは18：00、夏期は19：00まで ●定休日／無休 ※川の増水時や台風等雨の強い日は入橋禁止になる事があ
ります。 ●駐車場／下河原駐車場 一般：500台（300円）、大型バス：20台（1,000円）

問 柳井市観光協会 ☎0820-23-3655
●駐車場／一般：周辺観光駐車場 大型バス：白壁ふれあい広場6台（無料/要予約）

問 春帆楼 ☎083-223-7181

問 詳細データ ▶ P36

問 詳細データ ▶ P41

問 詳細データ ▶ P26

問 詳細データ ▶ P43

問 関連データ ▶ P26

関連データ ▶ P29、P49

問 詳細データ ▶ P9 問 詳細データ ▶ P9

問 詳細データ ▶ P25

問 センザキッチン ☎0837-27-0300 ●営業時間／9：00～18：00（店舗によって異なる） 
●定休日／年中無休（臨時休業あり）

元乃隅稲成神社
車で約40分

05

06 センザキッチン

ＣＮＮがウェブで発表した“日本の最も美しい場所３１選（2015
年）”に選ばれました。日本海の大パノラマを背に、赤い鳥居が
123基連なっており、赤い鳥居のトンネルが紺碧の海に向かっ
ていく鮮やかな色彩の美しさは、まさに世界が認めた絶景です。
《所要時間 30分》

元乃隅稲成神社
もとの す み い なりじんじゃ

問 詳細データ ▶ P35

お抹茶セットも!

やまぐち幕末 ISHIN祭
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様々な絶景ランキングで常に上位にランクインす
る角島・角島大橋は、今や日本を代表する絶景ス
ポット。白い砂浜とエメラルドグリーンの海からな
る抜群のロケーションは、極上の美しさです。
《所要時間 30分》

やまぐちISHINツーリズム-グルメ満喫コース

行程1日
目

伊藤博文×
ス

食

下
関

長
門

車で約2分

01

春帆楼

唐戸市場
活きいき馬関街

車で約15分

02

下関市立歴史博物館
車で約80分

03

角島・角島大橋
車で約40分

04

下
松

光

柳
井

行程2日
目

萩

山
口

岩
国

松下村塾 
松陰神社宝物殿 至誠館

車で約50分

07

山口市菜香亭
車で約70分

08

国民宿舎 大城
車で約30分

09

伊藤公資料館
車で約25分

10

毎週末（金・土・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、唐揚
げなど品数も実に豊富です。
もちろんふく刺しもお手ごろな値段で楽しめます。まるでお
祭りのようなその賑わいは下関の名物となっています。
《所要時間 40分》

唐戸市場 活きいき馬関街

下関と周辺地域にか
かわる歴史資料の収
集・調査研究および
展示活動を行ってい
た長府博物館を継承
する博物館。「海峡
に育まれた下関の歴
史と文化」をテーマ
とし、長府毛利家遺
品や幕末維新関係資料を用いた江戸・幕末維新期の展
示を中心としています。坂本龍馬資料の収蔵数は日本一
を誇ります。また、下関市内の文化財や観光等の情報を
提供するガイダンス交流室展示や、下関に関する特定の
テーマを抽出した特別展示も行います。
《所要時間 30分》

下関市立歴史博物館

初代内閣総理大臣をはじめ多くの要職を
歴任し、日本の近代国家建設の礎を築い
た伊藤博文の生誕地です。
幼少期を過ごしたこの地は、伊藤公記念
公園として整備され、資料館のほか、産
湯の井戸や復元された生家、さらには伊
藤自身が基本設計した旧伊藤博文邸のほ
か、銅像などが建ち並んでいます。
《所要時間 30分》

伊藤公資料館

ふぐ料理公許第一号店として広く知られる春帆楼。歴史刻
まれる日清講和会議の舞台としても有名です。
実は、「春帆楼」という名は伊藤博文公の命名でもあります。
《所要時間 60分》

春帆楼
山口の迎賓館として伊藤博文をはじめ、名付け親の井上馨など時代を担った政財界人が集まり交友し
た料亭。平成１６年、観光や市民交流の場として生まれ変わり、料亭時代の所蔵品の公開や、館内の部
屋の貸出を行っています。大広間には伊藤公の揮毫が掲げられており日本の歴史が刻まれています。
《所要時間 30分》

山口市菜香亭

港町仙崎に新たにオープンした道の駅「センザキッチン」。長門の新鮮な魚介や野菜を
購入できる農水産物等直売所をはじめ、レストラン、バーベキュー小屋等が併設。さら
に2018年４月には木育交流館なども整備され、グランドオープン。買い物はもちろ
ん、海を見ながらのランチタイムや休憩に最適です。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。《所要時間 30分》

吉田松陰が主宰した私塾。松陰は身分や階級にと
らわれずに塾生を受け入れ、儒学、兵学、史学など
広範な学問を教授しました。書物の解釈に止まるこ
となく、時事問題を題材にした活発な議論も行わ
れ、久坂玄瑞、高杉晋作、伊藤博文ら幕末維新期
に活躍し、近代日本の原動力となった数多くの逸材
を輩出しました。松下村塾が所在する松陰神社境
内には、松陰の遺墨や遺品類などを展示する「松陰
神社宝物殿 至誠館」などもあります。
松下村塾は平成27年7月、世界遺産に登録されま
した。《所要時間 40分》

センザキッチン

松下村塾/松陰神社宝物殿 至誠館

瀬戸内海国立公園「笠戸島」に全室オーシャン
ビューの絶景温泉宿がグランドオープン！モダン
テイストで落ち着きのある客室、海との一体感
を味わえる「インフィニティ風呂」や「岩風呂」が
新登場した大城温泉「潮騒の湯」、名物「笠戸ひ
らめ」を中心とした海の幸で美味なるおもてな

し。笠戸湾に沈む夕日
を望みながら癒しのひ
とときをお過ごしくだ
さい。
《所要時間 60分》

国民宿舎 大城

中世の町割りがそのまま今日も生きており、約２００ｍ
の街路に面した両側に江戸時代の商家の家並みが続
いています。藩政時代に岩国藩のお納戸と呼ばれ、産
物を満載した大八車が往来してにぎわった町筋です。
昭和５９年に国の重要伝統的建造物群保存地区に選定
されました。往時の面影をしのばせる町並みで、心安ら
ぐひとときを味わえます。柳井の特産品として有名な
「甘露醤油」。再仕込みという独特の製法で作られま
す。天明年間に時
の岩国のお殿様
吉川公に献上した
ところ「甘露、甘
露」とほめたたえ
られたのがその名
の由来と言われて
います。
《所要時間 30分》

柳井白壁の町並み

延宝元年（1673）に創建された世界的にも珍しい五連の木造アーチ橋は、匠の技の結晶。その伝統は橋の架け替え
を経て今も引き継がれています。慶長13年（1608）に築城され、昭和37年に再建された岩国城は、桃山風南蛮づ
くりの全国でも珍しい山城で、四階の展望台からは、古い街並みや錦川に架かる錦帯橋、瀬戸内海に浮かぶ島々、遠
くは四国の山並みを望むことができます。岩国での祝い事に欠かせない郷土料理「岩国寿司」は、3段から5段も重ね
て作られる華やかな押し寿司で、別名「殿様寿司」とも呼ばれています。《所要時間 50分》

錦帯橋・岩国城

柳井白壁の町並み
車で約45分

11

錦帯橋・岩国城12

薩長土肥スタンプラリー

薩長土肥スタンプラリー

世界遺産

おいでませパスポート

おいでませパスポート

おいでませパスポート

薩長土肥スタンプラリー

おいでませパスポート （柳井市観光協会）

伊藤博文
新しい国を切り拓いた初代内閣総理大臣。
下関で出されたフグの味に感心し、フグ食を
解禁したといわれる。
〈2018年はフグ食解禁130年〉

いとう ひろぶみ

からといちば   いきいきば か ん が い

しゅんぱんろう

いとうこうしりょうかん

きんたいきょう  ・  いわくにじょう

こくみんしゅくしゃ　おおじょう

や な い し ら か べ の ま ち な み

やまぐちしさいこうて い

しものせきしりつれきしはくぶつかん

角島・角島大橋
つのしま ・ つ のしまおおはし

せ ん ざ き っ ち ん

しょうかそんじゅく しょういんじんじゃほうもつでん  し せ い か ん

問 岩国市観光振興課
☎0827-29-5116

●入場料／大人300円（250円）、小学生150円（120円） ※（ ） 内は15名以上 ●営業時間／ 8：00～17：00 ※観
光シーズンは18：00、夏期は19：00まで ●定休日／無休 ※川の増水時や台風等雨の強い日は入橋禁止になる事があ
ります。 ●駐車場／下河原駐車場 一般：500台（300円）、大型バス：20台（1,000円）

問 柳井市観光協会 ☎0820-23-3655
●駐車場／一般：周辺観光駐車場 大型バス：白壁ふれあい広場6台（無料/要予約）

問 春帆楼 ☎083-223-7181

問 詳細データ ▶ P36

問 詳細データ ▶ P41

問 詳細データ ▶ P26

問 詳細データ ▶ P43

問 関連データ ▶ P26

関連データ ▶ P29、P49

問 詳細データ ▶ P9 問 詳細データ ▶ P9

問 詳細データ ▶ P25

問 センザキッチン ☎0837-27-0300 ●営業時間／9：00～18：00（店舗によって異なる） 
●定休日／年中無休（臨時休業あり）

元乃隅稲成神社
車で約40分

05

06 センザキッチン

ＣＮＮがウェブで発表した“日本の最も美しい場所３１選（2015
年）”に選ばれました。日本海の大パノラマを背に、赤い鳥居が
123基連なっており、赤い鳥居のトンネルが紺碧の海に向かっ
ていく鮮やかな色彩の美しさは、まさに世界が認めた絶景です。
《所要時間 30分》

元乃隅稲成神社
もとの す み い なりじんじゃ

問 詳細データ ▶ P35

お抹茶セットも!

やまぐち幕末 ISHIN祭

西の国から 2018 秋冬号 16



香山公園（香山墓所、露山堂、枕流亭）
香山墓所には、13代藩主毛利敬親夫妻、敬親の養子元徳夫妻、孫の元昭夫妻、さらに毛利本家
歴代諸霊の墓などがあります。また、園内には、藩主敬親が藩庁を萩から山口へ移した際、敬親が
茶事にことよせ、家来らと討幕の密議をこらした茶室露山堂、西郷隆盛、大久保利通らが訪れ、
木戸孝允らと薩長連合の密議が行われていたと伝えられる枕流亭があります。

代々醤油製造を業とする萬代家の離れ座敷。萬代
家は、藩主毛利敬親が、萩から山口へ藩庁を移した
際、藩の役人たちの宿泊所となっていました。
当主の萬代利兵衛が志士の活動を援護したことから、桂小五郎、高杉晋作、久坂玄
瑞、伊藤博文、大村益次郎ら多くの維新の志士が訪れました。
※平成30年秋頃まで十朋亭と杉私塾の公開を中止しています

幕末維新の偉人ゆかりの地
幕末から明治へ　新たな国づくりは、山口県から始まった。

幕末を駆け抜けた革命児たちゆかりの県内のスポットを紹介します。

お問合せ 083-934-6630香山公園前観光案内所

■アクセス／①JR「山口駅」から徒歩20分 ②中国自動車道山口ICから15分　
■駐車場／一般：約100台（無料）、大型バス：有り　

香山墓所

露山堂 枕流亭

期  間 通年 場  所 山口市香山町 香山公園内 料  金 無料

お問合せ 083-934-2717山口市文化交流課

■アクセス／①JR「山口駅」から徒歩15分 ②中国自動車道山口ICから15分　■駐車場／無し

期  間 通年 場  所 山口市大殿大路110番 料  金 無料

じっ ぽう てい

こう
こう ざん ぼ しょ ろ どうざん ちん ていりゅう

ざん こう

史跡 十朋亭

えん01

山口

伊藤博文 旧宅、別邸
17歳で松下村塾に入塾、木戸孝允、高杉晋作、久坂玄端らと交わり、尊皇攘夷の志士として活躍
した伊藤博文の旧宅と別邸。伊藤は、熊毛郡束荷村（光市）に生まれ、9歳のとき萩に移ります。安
政元年（1854）に一家をあげて伊藤家に入家、明治元年（1868）に兵庫県知事に赴任するまでこ
こを本拠としました。別邸は、伊藤が明治40年（1907）に東京で建てたもので、往時の面影をよく
残す3棟を旧宅のそばに移築しています。

お問合せ 0838-25-3139萩市観光課

■アクセス／①JR山陰本線東萩駅から徒歩12分 ②中国自動車道美祢東JCTから小郡萩道路経由、絵堂ICから20分
■駐車場／有り　

伊藤博文旧宅

伊藤博文別宅

期  間 通年（外観のみ自由に見学可能） 場  所 萩市椿東1511-1
料  金 旧宅は無料、別邸は小学生以上100円

い とう ひろ ぶみ10

萩

02

山口

湯田温泉中心部のこの地は、長州ファイブの1人で
明治の元勲井上馨の生家があったところで、幕末の
政変で都をおわれた三条実美ら七卿の宿舎にもなっ
ていました。 
公園内には井上馨の銅像や、七卿の碑などがあります。 足湯も整備されています。

■アクセス／①JR新山口駅からJR山口線で20分、湯田温泉駅から徒歩5分／ JR新山口駅からバ
スで20分、湯田温泉バス停から徒歩3分 ②中国自動車道小郡ICから車で15分　■駐車場／無し

期  間 通年 場  所 山口市湯田温泉2丁目 料  金 無料

いの うえ

井上公園
04

山口

維新の三傑木戸孝允は、山口の木戸家の旧宅・田畑・
山林を地元に寄付し、師弟の学資に充当するよう遺言、
これに 感謝した住民たちが社を建立し御霊を祀ったとい
われています。境内には、額束を３つ持つ珍しい鳥居が建てられています。神社の先は旧邸
跡で、木戸は慶応年間にここに本邸を新築し山口藩庁政事堂に通っていました。

お問合せ 083-933-0090山口観光案内所

■アクセス／①バス停「市保健センター」から徒歩5分 ②中国自動車道山口ICから15分 　
■駐車場／10台（無料）

期  間 通年 場  所 山口市糸米2-9 料  金 無料

き ど き ど たかよし

木戸神社・木戸孝允旧邸跡
03

山口

お問合せ 083-901-0151湯田温泉観光案内所

萩城下を一望できる「団子岩」と呼ばれる高台にあ
り、風光明媚なこの場所で吉田松陰は生まれまし
た。松陰は、吉田家を継いだ後も両親とともにこの
場所で暮らし、のちに現在の松陰神社境内に生活を移しました。現在は、産湯の井
戸と建物の間取りを示す敷石が残っています。誕生地には、松陰と同志の金子重輔
の銅像が建っています。

■アクセス／①JR東萩駅からタクシー 10分／ JR東萩駅から萩循環まぁーるバス東回り「松陰誕生地前」下
車徒歩１分 ②中国自動車道美祢東JCTから小郡萩道路経由、絵堂ICから20分　■駐車場／40台（無料）

期  間 通年 場  所 萩市椿東1433-1 料  金 無料

吉田松陰 誕生地
07

萩

お問合せ 0838-25-1750（一社）萩市観光協会

禁門の変敗北後、藩主毛利敬親が支藩主や重臣たちと
今後の対応を話し合ったり、この地を警護する諸隊の屯
所として使われていました。伊藤博文が9歳の頃、防府
天満宮の社坊のひとつ大専坊の住職だった親戚を頼り、そこで学んだと記されています
（「藤候実歴」）。明治維新での神仏分離政策により、寺院としての機能は失われています
が、伊藤が過ごした当時の建物は現在でも防府天満宮参道脇に残っています。

■アクセス／①JR防府駅からバスで約4分「防府天満宮」下車 ②山陽自動車道防府東IC・西
ICから約10分　■駐車場／一般：1,000台（無料）　大型バス：有り

期  間 通年 場  所 防府市松崎町14-1防府天満宮 大石段横
料  金 無料

ほう ふ だい せん ぼう

防府天満宮 大専坊
06

防府

お問合せ 0835-23-7700防府天満宮

大村益次郎の出身地である山口市鋳銭司地区に
は、益次郎夫婦の墓、益次郎を祀る大村神社があ
ります。すぐ近くの 鋳銭司郷土館では、自筆の木戸
孝允宛の手紙や作戦図、愛用の洋書など、益次郎の遺品や遺墨などが展示されて
います。 鋳銭司は地名どおり平安時代貨幣を作る役所が置かれた地で、周防鋳銭司
跡から出土した遺物や日本の貨幣の変遷を紹介しています。

■アクセス／①JR山陽本線四辻駅から徒歩20分 ②中国自動車道小郡ICから車で15分／山
陽自動車道山口南ICから車で5分　■駐車場／大村神社、郷土館に有り

期  間 通年（郷土館は9：00～17：00、月曜休館）
場  所 山口市鋳銭司

料  金 無料（郷土館は大人100円、小中学生50円）

おお むら ます じ ろう す ぜん じ

大村益次郎の墓、大村神社、鋳銭司郷土館
05

山口

お問合せ 083-986-2368鋳銭司郷土館

よし だ しょう いん

幕末の風雲児 高杉晋作の誕生地。晋作ゆかりの品
や東行と号した句碑、産湯の井戸などがあります。
晋作は、この家から藩校明倫館に通う一方、父の目
を盗んで松下村塾に通い吉田松陰の薫陶を受けま
した。すぐそばの晋作広場には20歳頃の凛 し々い姿をした「高杉晋作立志像」が建
てられています。

ゆかりの偉人：高杉晋作
■アクセス／①萩循環まぁーるバス西回り「萩美術館 浦上記念館・萩城城下町入口」下車徒歩
3分 ②中国自動車道美祢東JCTから小郡萩道路経由、絵堂ICから20分　■駐車場／中央公
園駐車場利用　一般：146台（有料）　大型バス：10台（有料）

期  間 通年 場  所 萩市南古萩町23 
料  金 大人・大学生：100（90）円、中・高校生50（45）円、小学生以下無料

高杉晋作 誕生地・立志像
08

萩

お問合せ 0838-22-3078高杉晋作誕生地

※（　）内は30名以上の団体

※（　）内は30名以上の団体

世界遺産「萩城下町」旧町人地エリア内にある、維
新の三傑と詠われた木戸孝允（桂小五郎）の旧宅。
生まれてから江戸に出るまでの約20年間を過ごし
た木造瓦葺の2階建ての家は、木戸誕生の部屋や
庭園、木戸の幼少時代の手習いの書を表装した掛け軸や写真などが展示されてい
ます。 
建物内にはボランティアガイドが常駐し詳しい説明を聞くこともできます。

■アクセス／①萩循環まぁーるバス西回り「萩美術館 浦上記念館・萩城城下町入口」下車徒歩
3分 ②中国自動車道美祢東JCTから小郡萩道路経由、絵堂ICから20分　■駐車場／中央公
園駐車場利用　一般：146台（有料）　大型バス：10台（有料）

期  間 通年 場  所 萩市呉服町2丁目37
料  金 小学生以上100円

木戸孝允 旧宅
09

萩

お問合せ 0838-25-3139萩市観光課

き ど たか よし

高杉晋作と共に松下村塾の双璧といわれ、吉田松
陰から「防長年少第一流の才気ある男」と絶賛され
た久坂玄瑞は、18歳のときに松陰の妹、文と結婚
しました。のちに薩摩・土佐・水戸の同志と尊王攘
夷運動を推進するも、禁門の変で敗れ自刃。
生家は現存していませんが、跡地には追悼の和歌を刻んだ石碑が立っています。

■アクセス／①萩バスセンターからタクシー 5分／萩循環まぁーるバス西回り「久坂玄瑞誕生地
前」下車 ②中国自動車道美祢東JCTから小郡萩道路経由、絵堂ICから20分　■駐車場／無し

期  間 通年 場  所 萩市平安古町537-2
料  金 無料

12

萩

お問合せ 0838-25-1750（一社）萩市観光協会

慶長9年（1604）、毛利輝元が指月山麓に築城した
ことから別名指月城とも呼ばれ、山麓の平城と山頂
の山城とを合わせた平山城でした。吉田松陰は、11
歳のときに萩藩13代藩主毛利敬親の前で立派に
講義を行いました。現在は石垣と堀の一部が昔の姿
を留めています。

■アクセス／①萩バスセンターからタクシー 10分／萩循環まぁーるバス西回り「萩城跡・指月
公園入口 北門屋敷入口」下車徒歩5分 ②中国自動車道美祢東JCTから小郡萩道路経由、絵堂
ICから20分　■駐車場／一般：51台（有料）、大型バス：2台（有料）

期  間 通年 場  所 萩市堀内1-1
料  金 大人・大学・高校生210円（120円）、小・中学生100円（60円）

萩城跡（指月公園）
11

萩

お問合せ 0838-25-1750（一社）萩市観光協会

はぎ じょう あと
し づき

たかすぎしん さく

久坂玄瑞 誕生地
く さか げん ずい

「大田・絵堂の戦い」で奇兵隊など諸隊の本陣がお
かれ、10日間の戦闘の本部となりました。
高杉晋作、山県狂介（有朋）、伊藤俊輔(博文）たち
が作戦会議をし、戦勝祈願した地。
境内には「大田邑碑」「殉難十七士之碑」「奇兵隊燈籠」などがあります。

■アクセス／①JR新山口駅からバスで40分「大田新町」から徒歩で1分 ②小郡萩道路大田IC
から3分　■駐車場／一般：20台（無料）　大型バス：1台（無料）

期  間 通年
場  所 美祢市美東町大田
料  金 無料

13

美祢

お問合せ 0837-53-0189美祢市教育委員会 文化財保護課

金麗社
きん れい しゃ

慶応元年（1865）落成、高杉晋作らの発議によって
創建された日本で初めての招魂場。
境内には吉田松陰、高杉晋作、久坂玄瑞をはじめ、
維新に散った志士たち約400柱の霊標が、当時の
身分制度に関わらず平等に祀られています。

■アクセス／①JR下関駅から車で5分／ JR新下関駅から車で17分 ②中国自動車道下関IC
から車で15分　■駐車場／有り

期  間 通年
場  所 下関市上新地町2-6-22
料  金 無料

14

下関

お問合せ 083-222-6735桜山神社

桜山神社（招魂社）
さくら やま

世界遺産

ゆかりの偉人：木戸孝允

ゆかりの偉人：伊藤博文

ゆかりの偉人：久坂玄瑞

ゆかりの偉人：毛利敬親、吉田松陰
ゆかりの偉人：高杉晋作、山県有朋、伊藤博文

ゆかりの偉人：高杉晋作、吉田松陰、久坂玄瑞ゆかりの偉人：吉田松陰ゆかりの偉人：井上馨

ゆかりの偉人：木戸孝允 ゆかりの偉人：毛利敬親、伊藤博文

ゆかりの偉人：大村益次郎
ゆかりの偉人：木戸孝允、高杉晋作

ゆかりの偉人：毛利敬親、木戸孝允、西郷隆盛、大久保利通

つかりむら

たかちか

ふみ

やまぐち幕末 ISHIN祭やまぐち幕末 ISHIN祭
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香山公園（香山墓所、露山堂、枕流亭）
香山墓所には、13代藩主毛利敬親夫妻、敬親の養子元徳夫妻、孫の元昭夫妻、さらに毛利本家
歴代諸霊の墓などがあります。また、園内には、藩主敬親が藩庁を萩から山口へ移した際、敬親が
茶事にことよせ、家来らと討幕の密議をこらした茶室露山堂、西郷隆盛、大久保利通らが訪れ、
木戸孝允らと薩長連合の密議が行われていたと伝えられる枕流亭があります。

代々醤油製造を業とする萬代家の離れ座敷。萬代
家は、藩主毛利敬親が、萩から山口へ藩庁を移した
際、藩の役人たちの宿泊所となっていました。
当主の萬代利兵衛が志士の活動を援護したことから、桂小五郎、高杉晋作、久坂玄
瑞、伊藤博文、大村益次郎ら多くの維新の志士が訪れました。
※平成30年秋頃まで十朋亭と杉私塾の公開を中止しています

幕末維新の偉人ゆかりの地
幕末から明治へ　新たな国づくりは、山口県から始まった。

幕末を駆け抜けた革命児たちゆかりの県内のスポットを紹介します。

お問合せ 083-934-6630香山公園前観光案内所

■アクセス／①JR「山口駅」から徒歩20分 ②中国自動車道山口ICから15分　
■駐車場／一般：約100台（無料）、大型バス：有り　

香山墓所

露山堂 枕流亭

期  間 通年 場  所 山口市香山町 香山公園内 料  金 無料

お問合せ 083-934-2717山口市文化交流課

■アクセス／①JR「山口駅」から徒歩15分 ②中国自動車道山口ICから15分　■駐車場／無し

期  間 通年 場  所 山口市大殿大路110番 料  金 無料

じっ ぽう てい

こう
こう ざん ぼ しょ ろ どうざん ちん ていりゅう

ざん こう

史跡 十朋亭

えん01

山口

伊藤博文 旧宅、別邸
17歳で松下村塾に入塾、木戸孝允、高杉晋作、久坂玄端らと交わり、尊皇攘夷の志士として活躍
した伊藤博文の旧宅と別邸。伊藤は、熊毛郡束荷村（光市）に生まれ、9歳のとき萩に移ります。安
政元年（1854）に一家をあげて伊藤家に入家、明治元年（1868）に兵庫県知事に赴任するまでこ
こを本拠としました。別邸は、伊藤が明治40年（1907）に東京で建てたもので、往時の面影をよく
残す3棟を旧宅のそばに移築しています。

お問合せ 0838-25-3139萩市観光課

■アクセス／①JR山陰本線東萩駅から徒歩12分 ②中国自動車道美祢東JCTから小郡萩道路経由、絵堂ICから20分
■駐車場／有り　

伊藤博文旧宅

伊藤博文別宅

期  間 通年（外観のみ自由に見学可能） 場  所 萩市椿東1511-1
料  金 旧宅は無料、別邸は小学生以上100円

い とう ひろ ぶみ10

萩

02

山口

湯田温泉中心部のこの地は、長州ファイブの1人で
明治の元勲井上馨の生家があったところで、幕末の
政変で都をおわれた三条実美ら七卿の宿舎にもなっ
ていました。 
公園内には井上馨の銅像や、七卿の碑などがあります。 足湯も整備されています。

■アクセス／①JR新山口駅からJR山口線で20分、湯田温泉駅から徒歩5分／ JR新山口駅からバ
スで20分、湯田温泉バス停から徒歩3分 ②中国自動車道小郡ICから車で15分　■駐車場／無し

期  間 通年 場  所 山口市湯田温泉2丁目 料  金 無料

いの うえ

井上公園
04

山口

維新の三傑木戸孝允は、山口の木戸家の旧宅・田畑・
山林を地元に寄付し、師弟の学資に充当するよう遺言、
これに 感謝した住民たちが社を建立し御霊を祀ったとい
われています。境内には、額束を３つ持つ珍しい鳥居が建てられています。神社の先は旧邸
跡で、木戸は慶応年間にここに本邸を新築し山口藩庁政事堂に通っていました。

お問合せ 083-933-0090山口観光案内所

■アクセス／①バス停「市保健センター」から徒歩5分 ②中国自動車道山口ICから15分 　
■駐車場／10台（無料）

期  間 通年 場  所 山口市糸米2-9 料  金 無料

き ど き ど たかよし

木戸神社・木戸孝允旧邸跡
03

山口

お問合せ 083-901-0151湯田温泉観光案内所

萩城下を一望できる「団子岩」と呼ばれる高台にあ
り、風光明媚なこの場所で吉田松陰は生まれまし
た。松陰は、吉田家を継いだ後も両親とともにこの
場所で暮らし、のちに現在の松陰神社境内に生活を移しました。現在は、産湯の井
戸と建物の間取りを示す敷石が残っています。誕生地には、松陰と同志の金子重輔
の銅像が建っています。

■アクセス／①JR東萩駅からタクシー 10分／ JR東萩駅から萩循環まぁーるバス東回り「松陰誕生地前」下
車徒歩１分 ②中国自動車道美祢東JCTから小郡萩道路経由、絵堂ICから20分　■駐車場／40台（無料）

期  間 通年 場  所 萩市椿東1433-1 料  金 無料

吉田松陰 誕生地
07

萩

お問合せ 0838-25-1750（一社）萩市観光協会

禁門の変敗北後、藩主毛利敬親が支藩主や重臣たちと
今後の対応を話し合ったり、この地を警護する諸隊の屯
所として使われていました。伊藤博文が9歳の頃、防府
天満宮の社坊のひとつ大専坊の住職だった親戚を頼り、そこで学んだと記されています
（「藤候実歴」）。明治維新での神仏分離政策により、寺院としての機能は失われています
が、伊藤が過ごした当時の建物は現在でも防府天満宮参道脇に残っています。

■アクセス／①JR防府駅からバスで約4分「防府天満宮」下車 ②山陽自動車道防府東IC・西
ICから約10分　■駐車場／一般：1,000台（無料）　大型バス：有り

期  間 通年 場  所 防府市松崎町14-1防府天満宮 大石段横
料  金 無料

ほう ふ だい せん ぼう

防府天満宮 大専坊
06

防府

お問合せ 0835-23-7700防府天満宮

大村益次郎の出身地である山口市鋳銭司地区に
は、益次郎夫婦の墓、益次郎を祀る大村神社があ
ります。すぐ近くの 鋳銭司郷土館では、自筆の木戸
孝允宛の手紙や作戦図、愛用の洋書など、益次郎の遺品や遺墨などが展示されて
います。 鋳銭司は地名どおり平安時代貨幣を作る役所が置かれた地で、周防鋳銭司
跡から出土した遺物や日本の貨幣の変遷を紹介しています。

■アクセス／①JR山陽本線四辻駅から徒歩20分 ②中国自動車道小郡ICから車で15分／山
陽自動車道山口南ICから車で5分　■駐車場／大村神社、郷土館に有り

期  間 通年（郷土館は9：00～17：00、月曜休館）
場  所 山口市鋳銭司

料  金 無料（郷土館は大人100円、小中学生50円）

おお むら ます じ ろう す ぜん じ

大村益次郎の墓、大村神社、鋳銭司郷土館
05

山口

お問合せ 083-986-2368鋳銭司郷土館

よし だ しょう いん

幕末の風雲児 高杉晋作の誕生地。晋作ゆかりの品
や東行と号した句碑、産湯の井戸などがあります。
晋作は、この家から藩校明倫館に通う一方、父の目
を盗んで松下村塾に通い吉田松陰の薫陶を受けま
した。すぐそばの晋作広場には20歳頃の凛 し々い姿をした「高杉晋作立志像」が建
てられています。

ゆかりの偉人：高杉晋作
■アクセス／①萩循環まぁーるバス西回り「萩美術館 浦上記念館・萩城城下町入口」下車徒歩
3分 ②中国自動車道美祢東JCTから小郡萩道路経由、絵堂ICから20分　■駐車場／中央公
園駐車場利用　一般：146台（有料）　大型バス：10台（有料）

期  間 通年 場  所 萩市南古萩町23 
料  金 大人・大学生：100（90）円、中・高校生50（45）円、小学生以下無料

高杉晋作 誕生地・立志像
08

萩

お問合せ 0838-22-3078高杉晋作誕生地

※（　）内は30名以上の団体

※（　）内は30名以上の団体

世界遺産「萩城下町」旧町人地エリア内にある、維
新の三傑と詠われた木戸孝允（桂小五郎）の旧宅。
生まれてから江戸に出るまでの約20年間を過ごし
た木造瓦葺の2階建ての家は、木戸誕生の部屋や
庭園、木戸の幼少時代の手習いの書を表装した掛け軸や写真などが展示されてい
ます。 
建物内にはボランティアガイドが常駐し詳しい説明を聞くこともできます。

■アクセス／①萩循環まぁーるバス西回り「萩美術館 浦上記念館・萩城城下町入口」下車徒歩
3分 ②中国自動車道美祢東JCTから小郡萩道路経由、絵堂ICから20分　■駐車場／中央公
園駐車場利用　一般：146台（有料）　大型バス：10台（有料）

期  間 通年 場  所 萩市呉服町2丁目37
料  金 小学生以上100円

木戸孝允 旧宅
09

萩

お問合せ 0838-25-3139萩市観光課

き ど たか よし

高杉晋作と共に松下村塾の双璧といわれ、吉田松
陰から「防長年少第一流の才気ある男」と絶賛され
た久坂玄瑞は、18歳のときに松陰の妹、文と結婚
しました。のちに薩摩・土佐・水戸の同志と尊王攘
夷運動を推進するも、禁門の変で敗れ自刃。
生家は現存していませんが、跡地には追悼の和歌を刻んだ石碑が立っています。

■アクセス／①萩バスセンターからタクシー 5分／萩循環まぁーるバス西回り「久坂玄瑞誕生地
前」下車 ②中国自動車道美祢東JCTから小郡萩道路経由、絵堂ICから20分　■駐車場／無し

期  間 通年 場  所 萩市平安古町537-2
料  金 無料

12

萩

お問合せ 0838-25-1750（一社）萩市観光協会

慶長9年（1604）、毛利輝元が指月山麓に築城した
ことから別名指月城とも呼ばれ、山麓の平城と山頂
の山城とを合わせた平山城でした。吉田松陰は、11
歳のときに萩藩13代藩主毛利敬親の前で立派に
講義を行いました。現在は石垣と堀の一部が昔の姿
を留めています。

■アクセス／①萩バスセンターからタクシー 10分／萩循環まぁーるバス西回り「萩城跡・指月
公園入口 北門屋敷入口」下車徒歩5分 ②中国自動車道美祢東JCTから小郡萩道路経由、絵堂
ICから20分　■駐車場／一般：51台（有料）、大型バス：2台（有料）

期  間 通年 場  所 萩市堀内1-1
料  金 大人・大学・高校生210円（120円）、小・中学生100円（60円）

萩城跡（指月公園）
11

萩

お問合せ 0838-25-1750（一社）萩市観光協会

はぎ じょう あと
し づき

たかすぎしん さく

久坂玄瑞 誕生地
く さか げん ずい

「大田・絵堂の戦い」で奇兵隊など諸隊の本陣がお
かれ、10日間の戦闘の本部となりました。
高杉晋作、山県狂介（有朋）、伊藤俊輔(博文）たち
が作戦会議をし、戦勝祈願した地。
境内には「大田邑碑」「殉難十七士之碑」「奇兵隊燈籠」などがあります。

■アクセス／①JR新山口駅からバスで40分「大田新町」から徒歩で1分 ②小郡萩道路大田IC
から3分　■駐車場／一般：20台（無料）　大型バス：1台（無料）

期  間 通年
場  所 美祢市美東町大田
料  金 無料

13

美祢

お問合せ 0837-53-0189美祢市教育委員会 文化財保護課

金麗社
きん れい しゃ

慶応元年（1865）落成、高杉晋作らの発議によって
創建された日本で初めての招魂場。
境内には吉田松陰、高杉晋作、久坂玄瑞をはじめ、
維新に散った志士たち約400柱の霊標が、当時の
身分制度に関わらず平等に祀られています。

■アクセス／①JR下関駅から車で5分／ JR新下関駅から車で17分 ②中国自動車道下関IC
から車で15分　■駐車場／有り

期  間 通年
場  所 下関市上新地町2-6-22
料  金 無料

14

下関

お問合せ 083-222-6735桜山神社

桜山神社（招魂社）
さくら やま

世界遺産

ゆかりの偉人：木戸孝允

ゆかりの偉人：伊藤博文

ゆかりの偉人：久坂玄瑞

ゆかりの偉人：毛利敬親、吉田松陰
ゆかりの偉人：高杉晋作、山県有朋、伊藤博文

ゆかりの偉人：高杉晋作、吉田松陰、久坂玄瑞ゆかりの偉人：吉田松陰ゆかりの偉人：井上馨

ゆかりの偉人：木戸孝允 ゆかりの偉人：毛利敬親、伊藤博文

ゆかりの偉人：大村益次郎
ゆかりの偉人：木戸孝允、高杉晋作

ゆかりの偉人：毛利敬親、木戸孝允、西郷隆盛、大久保利通

つかりむら

たかちか

ふみ

やまぐち幕末 ISHIN祭やまぐち幕末 ISHIN祭
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岩国市 柳井市

江戸時代の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れば、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。
古地図を片手に、さあ、あなたも江戸時代のまちへ。

地図を眺めながら、地元ガイドの案内でまち歩きを楽しめるガイドウォークを、
山口県内各地で実施します。

古地図を片手に、まちを歩こう。

江戸後期の岩国城下図を片手
に旧城下を散策します。
山麓の岩国城や各お役所・お
殿様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／
■集合場所／
■開始時間／
■料　　金／
■予　　約／
■最少催行人員／
■問合せ先／

開催中～2018年12月の日曜
錦帯橋横山側料金所横の広場（岩国市横山）
10：00
無料
5日前までに要予約
1名
岩国観光ガイドボランティア協会　tel.090-9419-3105

1 殿様気分で旧城下を散策

コース JR柳井駅 → 麗都路通り → 白壁の町並み（JR柳井駅から約500m） → 
JR柳井駅（約1Km／ 1時間）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（2.5Km ／約2時間）

岩国の歴史的景観を
古地図を通して楽しもう

中世の町割りが残り、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／
■集合場所／
■開始時間／
■料　　金／
■予　　約／
■最少催行人員／
■問合せ先／

開催中～2018年12月の日曜・祝日（年末年始除く）
JR柳井駅
10:30
無料（国森家・むろやの園に入館した場合は別途入館料必要）
10日前までに要予約
1名
柳井市観光協会　tel.0820-23-3655

2 古地図を片手にまちを歩こう
（白壁の町並み・柳井編）

中世の町割りが残る
白壁の町並みを散策

上関町

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
御茶屋跡及び関連施設・阿弥
陀寺、港の警備などを行った上
関番所、御茶屋の門が移設され
ている超専寺などの史跡や遺構
を、古地図を見ながら地元ガイド
の案内で巡ります。

■開催時期／
■集合場所／
■開始時間／
■料　　金／
■予　　約／
■最少催行人員／
■問合せ先／

開催中～2018年12月の火曜・木曜・土曜（年末年始除く）
上関町特産物センター（上関町長島617-10）
応相談
無料
3日前までに要予約
4名
上関町観光協会　tel.080-2898-2014

3 古地図で巡る
上関の朝鮮通信使

朝鮮通信使寄港の地、
上関を歩きます

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（約1Km ／ 1時間 ※相談により変更可）

コース 防府駅 → 岡本三右衛門墓 → 楫取夫妻終焉の地 → 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（約4.5Km ／ 2時間）

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（約２.５km ／約２時間）（花岡八幡宮にて石段２００段あり）

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（約3Km／約3時間 ※応相談）

防府市

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。その
昔、天満宮参道にあった九つの
社坊の一つで、来島又兵衛と高
杉晋作が激論を交わした所でも
ある大専坊が今に残っています。

■開催時期／

■集合場所／
■開始時間／
■料　　金／
■予　　約／
■問合せ先／

2018年4月9日(月)、4月19日(木)、5月14日(月)、5月24日(木)、
6月11日(月)、6月21日(木)、7月9日(月)、7月19日(木)、
8月20日(月)、8月30日(木)、9月10日(月)、9月20日(木)、
10月8日(月)、10月18日(木)、11月12日(月)、11月22日(木)、
12月10日(月)、12月20日(木)
防府天満宮石鳥居前（防府市松崎町14-1）
10：00
大人1,000円、高中小学生500円（ガイド料、保険料、入館料、資料代）
3日前までに要予約
防府市観光ボランティアガイドの会　tel.090-7128-6568

8 古地図で巡る志士闊歩の地
「防府」宮市コース

「萩往還」終点の地を
訪ねて

上関町

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。
古地図を片手に地元ガイドと幕
末維新ゆかりの地を歩きます。

■開催時期／
■集合場所／
■開始時間／
■料　　金／
■予　　約／
■最少催行人員／
■問合せ先／

開催中～2018年12月の火曜・木曜・土曜（年末年始除く）
道の駅「上関海峡」（上関町室津904番地15）
応相談
無料
3日前までに要予約
4名
上関町観光協会　tel.080-2898-2014

4 古地図で巡る
上関町の幕末維新ゆかりの地

海上交通の要衝から見た、
幕末維新の地を巡ります

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（約2Km／約3時間 ※応相談）

光　市

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
つわる様々なスポットを散策して
みませんか。

■開催時期／
■集合場所／
■開始時間／
■料　　金／
■予　　約／
■最少催行人員／
■問合せ先／

開催中～2018年12月の水曜～日曜
室積観光案内所（ささ乃や）（光市室積5丁目8-14）
10：00
無料（有料施設入館の場合は入館料が必要）
3日前までに要予約
1名
室積観光案内所（ささ乃や）　tel.0833-79-3308

5 古地図で探訪「幕末の室積」
明治維新にまつわる
スポットを巡る

下松市

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4m65cm
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。

■開催時期／
■集合場所／
■開始時間／
■料　　金／
■予　　約／
■問合せ先／

開催中～2018年12月の第1・3日曜（4月・7月・8月除く）
JR岩徳線 周防花岡駅前（下松市末武上1900）
１１：３０（出発） ～ １３：３０（解散）予定【雨天中止】
４００円（資料代・保険代）
7日前までに要予約（定員になり次第締切）
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

6 古地図を片手に花岡を歩こう
門前宿場町として栄えた
花岡を訪ねます。
幕末維新のお宝も満載！

コース
児玉神社 → 徳山藩御家中屋敷絵図 → 旧藩学館跡 → 江村彦之進・本城清生誕地 → 国司信濃幽閉賜剣の地 
→ 徳山毛利家墓所 → 浅見安之丞・児玉次郎彦生誕地 → 益田親施幽閉賜剣の地 → 鳴鳳館跡 → 
北の関門礎石 → 武方・作事方跡 → 徳山藩藩邸跡 → 児玉源太郎生家跡（約5km ／約3時間30分）

周南市

毛利輝元の次男、就隆を初代
藩主とする徳山藩。幕末期には
萩藩の三人の家老の幽閉を引き
受けました。徳山の町は戦後新
しく生まれ変わりましたが、その
道筋は藩政時代の面影を残して
います。古地図を片手に幕末期
の徳山の町を巡ります。

■開催時期／
■集合場所／
■開始時間／
■料　　金／
■予　　約／
■問合せ先／

2018年4月～6月及び10月～11月の第1・3土曜、9月の第3土曜、12月の第1土曜
JR徳山駅みゆき口
9：0０
300円（資料代・保険代）
2日前までに要予約
周南市観光ボランティアガイドの会 （周南観光コンベンション協会 まちのポート）
tel.0834-22-8691

7 古地図で巡る城下町徳山
藩政時代の面影を残す
道筋を歩く

おいでませ山口観光キャンペーン推進協議会（事務局 山口県観光連盟）　
tel.083-924-0462　 〈http://www.oidemase.or.jp/kochizu〉〈〈

古地図を片手にまちを歩こう で検索

▶「古地図を片手に、まちを歩こう。」とは？

▶「古地図を片手に、まちを歩こう。」の参加特典

コース 天満宮石鳥居 → 大専坊 → 暁天楼 → 本殿 → 楫取夫妻の像 → 
野村望東尼・高杉晋作との連歌碑 → 春風楼 → 歴史館（約1Km ／ 2時間）

防府市

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、
所郁太郎、御堀耕助の墓碑、
山田顕義撰文の碑等をまわり、
明治維新に思いを巡らせます。

■開催時期／

■集合場所／
■開始時間／
■料　　金／
■予　　約／
■問合せ先／

2018年4月3日(火)、4月13日(金)、5月8日(火)、5月18日(金)、
6月5日(火)、6月15日(金)、7月3日(火)、7月13日(金)、
8月7日(火)、8月17日(金)、9月14日(金)、9月25日(火)、
10月2日(火)、10月12日(金)、11月6日(火)、11月16日(金)、
12月4日(火)、12月14日(金)
大楽寺駐車場（防府市桑山1丁目5-10）
10：00
500円（ガイド料、保険料、資料代）
3日前までに要予約
防府市観光ボランティアガイドの会　tel.090-7128-6568

9 古地図で巡る志士闊歩の地
「防府」桑山コース

「萩往還」終点の地を
訪ねて

コース 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)（約2Km ／ 2時間）

防府市

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。文久3年「海軍局」とな
り、楫取素彦の実兄松島剛蔵が
初代管轄者として就任、長州藩
洋式海軍の拠点とした所です。

■開催時期／

■集合場所／
■開始時間／
■料　　金／
■予　　約／
■最少催行人員／
■問合せ先／

2018年4月7日(土)、4月25日(水)、5月12日(水)、5月30日(土)、
6月2日(水)、6月27日(土)、7月7日(土)、7月25日(水)、8月4日(水)、
8月22日(土)、9月5日(水)、9月29日(土)、10月6日(土)、10月24日(水)、
11月10日(土)、11月28日(水)、12月1日(土)、12月12日(水)
JR防府駅（防府市戎町1丁目1番）
10：00
大人800円、小中学生650円（ガイド料、保険料、入館料、資料代）
3日前までに要予約
5名
防府市観光ボランティアガイドの会　tel.090-7128-6568

10 古地図で巡る志士闊歩の地「防府」三田尻コース
「萩往還」終点の地を
訪ねて

明治維新150年特別企画

■最少催行人員／ 5名

■最少催行人員／ 5名

■最少催行人員／ 1名

■最少催行人員／ 1名
問合せ先 詳細は

1コース参加ごとに
スタンプ1個押印

コンプリートボックスがすっぽ
り入るオリジナルトートバッグ
をプレゼント!

全コース参加で
古地図リーフレット全種が
セットになったコンプリート
ボックスをプレゼント!

スタンプ15個以上で参加特典②
ご参加いただいた方に
は、参加特典として参
加コースの「古地図リー
フレット」をプレゼント!

参加特典①

かみの せき かみの せき

むろ づみ はな おか

とく やま

みや

くわの み た じりやま

いち
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岩国市 柳井市

江戸時代の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れば、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。
古地図を片手に、さあ、あなたも江戸時代のまちへ。

地図を眺めながら、地元ガイドの案内でまち歩きを楽しめるガイドウォークを、
山口県内各地で実施します。

古地図を片手に、まちを歩こう。

江戸後期の岩国城下図を片手
に旧城下を散策します。
山麓の岩国城や各お役所・お
殿様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／
■集合場所／
■開始時間／
■料　　金／
■予　　約／
■最少催行人員／
■問合せ先／

開催中～2018年12月の日曜
錦帯橋横山側料金所横の広場（岩国市横山）
10：00
無料
5日前までに要予約
1名
岩国観光ガイドボランティア協会　tel.090-9419-3105

1 殿様気分で旧城下を散策

コース JR柳井駅 → 麗都路通り → 白壁の町並み（JR柳井駅から約500m） → 
JR柳井駅（約1Km／ 1時間）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（2.5Km ／約2時間）

岩国の歴史的景観を
古地図を通して楽しもう

中世の町割りが残り、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／
■集合場所／
■開始時間／
■料　　金／
■予　　約／
■最少催行人員／
■問合せ先／

開催中～2018年12月の日曜・祝日（年末年始除く）
JR柳井駅
10:30
無料（国森家・むろやの園に入館した場合は別途入館料必要）
10日前までに要予約
1名
柳井市観光協会　tel.0820-23-3655

2 古地図を片手にまちを歩こう
（白壁の町並み・柳井編）

中世の町割りが残る
白壁の町並みを散策

上関町

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
御茶屋跡及び関連施設・阿弥
陀寺、港の警備などを行った上
関番所、御茶屋の門が移設され
ている超専寺などの史跡や遺構
を、古地図を見ながら地元ガイド
の案内で巡ります。

■開催時期／
■集合場所／
■開始時間／
■料　　金／
■予　　約／
■最少催行人員／
■問合せ先／

開催中～2018年12月の火曜・木曜・土曜（年末年始除く）
上関町特産物センター（上関町長島617-10）
応相談
無料
3日前までに要予約
4名
上関町観光協会　tel.080-2898-2014

3 古地図で巡る
上関の朝鮮通信使

朝鮮通信使寄港の地、
上関を歩きます

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（約1Km ／ 1時間 ※相談により変更可）

コース 防府駅 → 岡本三右衛門墓 → 楫取夫妻終焉の地 → 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（約4.5Km ／ 2時間）

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（約２.５km ／約２時間）（花岡八幡宮にて石段２００段あり）

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（約3Km／約3時間 ※応相談）

防府市

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。その
昔、天満宮参道にあった九つの
社坊の一つで、来島又兵衛と高
杉晋作が激論を交わした所でも
ある大専坊が今に残っています。

■開催時期／

■集合場所／
■開始時間／
■料　　金／
■予　　約／
■問合せ先／

2018年4月9日(月)、4月19日(木)、5月14日(月)、5月24日(木)、
6月11日(月)、6月21日(木)、7月9日(月)、7月19日(木)、
8月20日(月)、8月30日(木)、9月10日(月)、9月20日(木)、
10月8日(月)、10月18日(木)、11月12日(月)、11月22日(木)、
12月10日(月)、12月20日(木)
防府天満宮石鳥居前（防府市松崎町14-1）
10：00
大人1,000円、高中小学生500円（ガイド料、保険料、入館料、資料代）
3日前までに要予約
防府市観光ボランティアガイドの会　tel.090-7128-6568

8 古地図で巡る志士闊歩の地
「防府」宮市コース

「萩往還」終点の地を
訪ねて

上関町

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。
古地図を片手に地元ガイドと幕
末維新ゆかりの地を歩きます。

■開催時期／
■集合場所／
■開始時間／
■料　　金／
■予　　約／
■最少催行人員／
■問合せ先／

開催中～2018年12月の火曜・木曜・土曜（年末年始除く）
道の駅「上関海峡」（上関町室津904番地15）
応相談
無料
3日前までに要予約
4名
上関町観光協会　tel.080-2898-2014

4 古地図で巡る
上関町の幕末維新ゆかりの地

海上交通の要衝から見た、
幕末維新の地を巡ります

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（約2Km／約3時間 ※応相談）

光　市

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
つわる様々なスポットを散策して
みませんか。

■開催時期／
■集合場所／
■開始時間／
■料　　金／
■予　　約／
■最少催行人員／
■問合せ先／

開催中～2018年12月の水曜～日曜
室積観光案内所（ささ乃や）（光市室積5丁目8-14）
10：00
無料（有料施設入館の場合は入館料が必要）
3日前までに要予約
1名
室積観光案内所（ささ乃や）　tel.0833-79-3308

5 古地図で探訪「幕末の室積」
明治維新にまつわる
スポットを巡る

下松市

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4m65cm
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。

■開催時期／
■集合場所／
■開始時間／
■料　　金／
■予　　約／
■問合せ先／

開催中～2018年12月の第1・3日曜（4月・7月・8月除く）
JR岩徳線 周防花岡駅前（下松市末武上1900）
１１：３０（出発） ～ １３：３０（解散）予定【雨天中止】
４００円（資料代・保険代）
7日前までに要予約（定員になり次第締切）
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

6 古地図を片手に花岡を歩こう
門前宿場町として栄えた
花岡を訪ねます。
幕末維新のお宝も満載！

コース
児玉神社 → 徳山藩御家中屋敷絵図 → 旧藩学館跡 → 江村彦之進・本城清生誕地 → 国司信濃幽閉賜剣の地 
→ 徳山毛利家墓所 → 浅見安之丞・児玉次郎彦生誕地 → 益田親施幽閉賜剣の地 → 鳴鳳館跡 → 
北の関門礎石 → 武方・作事方跡 → 徳山藩藩邸跡 → 児玉源太郎生家跡（約5km ／約3時間30分）

周南市

毛利輝元の次男、就隆を初代
藩主とする徳山藩。幕末期には
萩藩の三人の家老の幽閉を引き
受けました。徳山の町は戦後新
しく生まれ変わりましたが、その
道筋は藩政時代の面影を残して
います。古地図を片手に幕末期
の徳山の町を巡ります。

■開催時期／
■集合場所／
■開始時間／
■料　　金／
■予　　約／
■問合せ先／

2018年4月～6月及び10月～11月の第1・3土曜、9月の第3土曜、12月の第1土曜
JR徳山駅みゆき口
9：0０
300円（資料代・保険代）
2日前までに要予約
周南市観光ボランティアガイドの会 （周南観光コンベンション協会 まちのポート）
tel.0834-22-8691

7 古地図で巡る城下町徳山
藩政時代の面影を残す
道筋を歩く

おいでませ山口観光キャンペーン推進協議会（事務局 山口県観光連盟）　
tel.083-924-0462　 〈http://www.oidemase.or.jp/kochizu〉〈〈

古地図を片手にまちを歩こう で検索

▶「古地図を片手に、まちを歩こう。」とは？

▶「古地図を片手に、まちを歩こう。」の参加特典

コース 天満宮石鳥居 → 大専坊 → 暁天楼 → 本殿 → 楫取夫妻の像 → 
野村望東尼・高杉晋作との連歌碑 → 春風楼 → 歴史館（約1Km ／ 2時間）

防府市

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、
所郁太郎、御堀耕助の墓碑、
山田顕義撰文の碑等をまわり、
明治維新に思いを巡らせます。

■開催時期／

■集合場所／
■開始時間／
■料　　金／
■予　　約／
■問合せ先／

2018年4月3日(火)、4月13日(金)、5月8日(火)、5月18日(金)、
6月5日(火)、6月15日(金)、7月3日(火)、7月13日(金)、
8月7日(火)、8月17日(金)、9月14日(金)、9月25日(火)、
10月2日(火)、10月12日(金)、11月6日(火)、11月16日(金)、
12月4日(火)、12月14日(金)
大楽寺駐車場（防府市桑山1丁目5-10）
10：00
500円（ガイド料、保険料、資料代）
3日前までに要予約
防府市観光ボランティアガイドの会　tel.090-7128-6568

9 古地図で巡る志士闊歩の地
「防府」桑山コース

「萩往還」終点の地を
訪ねて

コース 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)（約2Km ／ 2時間）

防府市

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。文久3年「海軍局」とな
り、楫取素彦の実兄松島剛蔵が
初代管轄者として就任、長州藩
洋式海軍の拠点とした所です。

■開催時期／

■集合場所／
■開始時間／
■料　　金／
■予　　約／
■最少催行人員／
■問合せ先／

2018年4月7日(土)、4月25日(水)、5月12日(水)、5月30日(土)、
6月2日(水)、6月27日(土)、7月7日(土)、7月25日(水)、8月4日(水)、
8月22日(土)、9月5日(水)、9月29日(土)、10月6日(土)、10月24日(水)、
11月10日(土)、11月28日(水)、12月1日(土)、12月12日(水)
JR防府駅（防府市戎町1丁目1番）
10：00
大人800円、小中学生650円（ガイド料、保険料、入館料、資料代）
3日前までに要予約
5名
防府市観光ボランティアガイドの会　tel.090-7128-6568

10 古地図で巡る志士闊歩の地「防府」三田尻コース
「萩往還」終点の地を
訪ねて

明治維新150年特別企画

■最少催行人員／ 5名

■最少催行人員／ 5名

■最少催行人員／ 1名

■最少催行人員／ 1名
問合せ先 詳細は

1コース参加ごとに
スタンプ1個押印

コンプリートボックスがすっぽ
り入るオリジナルトートバッグ
をプレゼント!

全コース参加で
古地図リーフレット全種が
セットになったコンプリート
ボックスをプレゼント!

スタンプ15個以上で参加特典②
ご参加いただいた方に
は、参加特典として参
加コースの「古地図リー
フレット」をプレゼント!

参加特典①
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山口市

幕末の山口町村図を片手に維
新策源地山口を巡ります。
この山口町村図には、当時の長
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
ており、幕末の有事に備えた策
源地づくりの計画も追記されてい
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／
■集合場所／
■開始時間／
■料　　金／
■予　　約／
■最少催行人員／
■問合せ先／

開催中～2018年12月の第1・4土曜（その他の日も応相談）
香山公園入口の東屋（山口市香山町7-1） 又はJR山口駅
13：00～（応相談）
無料
1週間前までに要予約
1名
山口市観光ボランティアガイドの会　tel.083-928-2000

12 古地図を片手にまちを歩こう（山口編）
気分は維新志士！
維新策源地山口街路巡り

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 → 大和屋政助船蔵 → 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（約2.5km ／ 2時間） 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（約5km ／約2時間30分）

コース

＜偶数月・東コース＞
　琴崎八幡宮 → 御田屋（福原邸跡） → 大歳神社跡 → 申田彦 → 教念寺 → 松月庵（院） 
　→ 一里塚跡 → 清水寺跡 → 渡りの石橋 → 渦橋 → 琴崎八幡宮（約4ｋｍ／ 2時間）
＜奇数月・西コース＞
　琴崎八幡宮 → 渦橋 → 道標 → 大歳神社跡 → 御田屋（福原邸跡） → 鎌田橋 → 信行寺跡 
　→ 講堂の地蔵様 → 宇部小学校跡 → 琴崎八幡宮（約4ｋｍ／ 2時間）

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
（約3km ／約3時間 ※応相談）

下関市

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／

■集合場所／
■開始時間／
■予　　約／
■最少催行人員／
■問合せ先／

2018年9月9・16・30日、10月28日、11月18・25日、12月2・9日
（いずれも日曜日）
下関市長府地区一帯
9：30
3日前までに要予約
1名
下関市観光政策課　tel.083-231-1350

18 古地図を片手にまちを歩こう（城下町長府編）
古地図とともに歩く
下関観光ガイド

コース 串崎城跡 → 豊功神社 → 敬業館 → 壇具川 → 下関市立歴史博物館 → 功山寺 → 
古江小路 → 三吉慎蔵旧邸宅跡 → 長府観光会館（約3km ／約2時間30分）

山陽
小野田市

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。
コースの中では、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を
巡るなど歴史についてもガイドし
ます。

■開催時期／
■集合場所／
■開始時間／
■料　　金／
■予　　約／
■最少催行人員／
■問合せ先／

開催中～2018年12月の第1・3土曜
ＪＲ厚狭駅在来線口（山陽小野田市大字厚狭沖田8-3）
9：00
500円
1週間前までに要予約
2名
山陽小野田観光協会　tel.0836-82-1313

177 古地図を片手に厚狭地区を巡るガイドウォーク
古地図を片手に厚狭の
歴史に触れるガイドウォーク

宇部市

「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
社仏閣が集まっています。宇部
市ふるさとコンパニオンと一緒に、
江戸時代からの道を確認しなが
ら巡ってみましょう。

■開催時期／
■集合場所／
■開始時間／
■最少催行人員／
■問合せ先／

開催中～2018年12月の第1・3日曜（7月・8月除く）
琴崎八幡宮バス停前（宇部市大字上宇部大小路）
9：50
1名
宇部市観光・グローバル推進課　tel.0836-34-8353

16 古地図を片手にまちを歩こう（宇部編）
神仏に護られていた
宇部発祥の地

山口市

田園風景に赤瓦の街並みが続く
山口市阿東地区はかつて石州
街道が縦断しており、多くの旅人
が行き交っていました。
旧街道沿いを古地図を片手に歩
くと歴史を五感で感じることがで
きるでしょう。
帰路はJR山口線のローカル車
両（キハ40系）に乗車します。

■開催時期／
■集合場所／
■開始時間／
■料　　金／
■予　　約／
■最少催行人員／
■問合せ先／

開催中～2018年12月の第2・4土曜（7月・8月除く）
JR山口線篠目駅
10：20（JR山口線と連絡、ダイヤ改正により変更有り）
1,500円（あとう路弁当、資料代、帰路JR山口線長門峡～篠目間運賃含む）
1週間前までに要予約
10名
ＮＰＯあとう　tel.083-956-2526

13 古地図で田園ウォーク
石州街道の風情たたずむ
田舎道を鉄道に沿って歩く旅

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 → 下湯跡 → 
湯明神 → 薬師院 → 青龍権現 → 妙青寺 → 川棚温泉交流センター（約1.5ｋｍ／ 1時間）

コース 熊野神社 → 温泉街（御茶屋道筋・町の湯） → 温泉閣 → 薬師寺 → 涼風荘・白猿の湯 → 河内湯源泉 → 
旅館街裏通路 → 正川橋 → 熊野神社駐車場（約1.2ｋｍ／日曜約1時間30分、土曜約1時間）

コース センザキッチン → 本町通り（八坂神社 → 円究寺〉 → 堀の跡 → 船究所跡 → 洲崎神社 → 新町（みすず通り）
〈日本近代捕鯨発祥の地 → 極楽寺 → 普門寺 → 金子みすゞ 記念館〉 → センザキッチン（約3.7km ／約2時間） コース くじら資料館前（集合） → 住吉神社 → 小浦黒地蔵 → 御魂神社 → くじら資料館（見学） → 鯨墓 → 段町弘法堂 

→ 段町防波堤 → 向岸寺 → 正福庵 → 早川家住宅 → くじら資料館前（解散）（約3.3km ／約2時間）

防府市

近世山陽道の宿場町の面影を
残す町並みと、飛船（とびふね）
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／

■集合場所／
■開始時間／
■料　　金／
■予　　約／
■最少催行人員／
■問合せ先／

2018年4月4日(水)、4月15日(日)、5月2日(水)、5月20日(日)、
6月6日(水)、6月17日(日)、9月5日(水)、9月16日(日)、
10月3日(水)、10月21日(日)、11月7日(水)、11月18日(日)、
12月5日(水)、12月16日(日)
JR富海駅前（防府市大字富海1990番）
10：00
500円（ガイド料、保険料、資料代）
2日前までに要予約
1名
アライグマ隊 吉瀬勝康　tel.0835-38-3210

11 近世山陽道 富海宿を歩く
宿場の面影を残す街道と
飛船（とびふね）の基地

コース 篠目駅 → 細野神社 → 阿弥陀堂 → 伝町野隆安の墓 → 台ヶ原城址 → 一里塚跡 → 城平城址 → 名勝長門峡
（道の駅） → 長門峡駅 → 篠目駅 → 長門峡自然休養村（昼食） → 龍宮（龍淵）関門（関所）跡（約6km/約4時間）

山口市

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／

■集合場所／
■料　　金／
■予　　約／
■最少催行人員／
■問合せ先／

2018年4月28・29日、5月19・20日、6月9・10日、7月28・29日、8月19・25日、
9月29・30日、10月27・28日、11月24・25日、12月15・16日（その他の日も応相談）
鋳銭司郷土館（山口市鋳銭司1422番地）
無料（別途鋳銭司郷土館入館料一般100円）
１週間前までに要予約（その他の日も２週間前までの予約で対応可（月曜（祝日の場合翌日）除く））
1名
鋳銭司郷土館　tel.083-986-2368

144 古地図散歩～大村家の足跡～
この地に立つと、大村公の
魂が神国日本を護っている
ように感じられる。
～大村公神道碑から～。

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（約4.5km/約2時間）

山口市

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／
■集合場所／
■開始時間／
■料　　金／
■予　　約／
■最少催行人員／
■問合せ先／

開催中～2018年12月の第1水曜、第3土曜（その他の日も対応可）
小郡ふれあいセンター（JR山口線周防下郷駅前）
応相談
無料
2週間前までに要予約
5名
おごおり地域づくり協議会　tel.０８３-９７６-８５８８

15 古地図散歩～明治維新と小郡～
高杉晋作ゆかりの場所など
明治維新関連地巡り

コース 小郡宰判勘場・御茶屋跡（高杉晋作ゆかりの地）、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）などを巡るコース（約2.5km ／約2時間）

■料　　金／ 無料

■開始時間／ 予約時に打合せ

■予　　約／ 3日前までに要予約

■料　　金／無料

下関市

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／

■集合場所／
■開始時間／
■予　　約／
■最少催行人員／
■問合せ先／

開催中～2018年12月の第1・3土曜（7月・8月除く／その他の日も応相談）
※11月3日（土）は、クリーンハイキングの為、11月4日（日）に実施
川棚温泉交流センター（下関市豊浦町川棚5180）
10：00
1週間前までに要予約
1名
川棚温泉観光ボランティアガイドの会 事務局　tel.083-774-3855

19 古地図を片手にまちを歩こう（川棚編）
毛利侯の御殿湯、
川棚温泉を古地図で巡ります

■料　　金／無料（ただし団体バス1台に付き1,000円）

長門市

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、古地図を片手
に巡ります。

■開催時期／
■集合場所／
■開始時間／
■料　　金／
■予　　約／
■最少催行人員／
■問合せ先／

開催中～2018年12月の第1日曜・第3土曜
熊野神社前駐車場（長門市俵山5069）
日曜10：00、土曜15：00
1,000円（温泉入浴料含む）
1週間前までに要予約
2名
長門市観光コンベンション協会　tel.0837-26-0708

202 古地図で巡る長門市俵山
温泉番付西の横綱俵山温泉
殿様の湯治場めぐり

長門市

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／
■集合場所／
■開始時間／
■料　　金／
■予　　約／
■最少催行人員／
■問合せ先／

開催中～2018年12月の第1・第3土曜
くじら資料館（長門市通671-17）
10：00
500円（くじら資料館入館料含む）
1週間前までに要予約
2名
長門市観光コンベンション協会　tel.0837-26-0708

22 古地図で巡る長門市通
くじらと共に生きた
優しさと人情の漁師町
通めぐり

長門市

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／
■集合場所／
■開始時間／
■料　　金／
■予　　約／
■最少催行人員／
■問合せ先／

開催中～2018年12月の第2日曜、第4土曜
センザキッチン（長門市仙崎4297-1）
土曜13：30、日曜10：00
500円（金子みすゞ 記念館入館料含む）
1週間前までに要予約
2名
長門市観光コンベンション協会　tel.0837-26-0708

212 古地図で巡る長門市仙崎
長州・北浦捕鯨と
北前船寄港地として栄えた
港町仙崎めぐり
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山口市

幕末の山口町村図を片手に維
新策源地山口を巡ります。
この山口町村図には、当時の長
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
ており、幕末の有事に備えた策
源地づくりの計画も追記されてい
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／
■集合場所／
■開始時間／
■料　　金／
■予　　約／
■最少催行人員／
■問合せ先／

開催中～2018年12月の第1・4土曜（その他の日も応相談）
香山公園入口の東屋（山口市香山町7-1） 又はJR山口駅
13：00～（応相談）
無料
1週間前までに要予約
1名
山口市観光ボランティアガイドの会　tel.083-928-2000

12 古地図を片手にまちを歩こう（山口編）
気分は維新志士！
維新策源地山口街路巡り

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 → 大和屋政助船蔵 → 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（約2.5km ／ 2時間） 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（約5km ／約2時間30分）

コース

＜偶数月・東コース＞
　琴崎八幡宮 → 御田屋（福原邸跡） → 大歳神社跡 → 申田彦 → 教念寺 → 松月庵（院） 
　→ 一里塚跡 → 清水寺跡 → 渡りの石橋 → 渦橋 → 琴崎八幡宮（約4ｋｍ／ 2時間）
＜奇数月・西コース＞
　琴崎八幡宮 → 渦橋 → 道標 → 大歳神社跡 → 御田屋（福原邸跡） → 鎌田橋 → 信行寺跡 
　→ 講堂の地蔵様 → 宇部小学校跡 → 琴崎八幡宮（約4ｋｍ／ 2時間）

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
（約3km ／約3時間 ※応相談）

下関市

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／

■集合場所／
■開始時間／
■予　　約／
■最少催行人員／
■問合せ先／

2018年9月9・16・30日、10月28日、11月18・25日、12月2・9日
（いずれも日曜日）
下関市長府地区一帯
9：30
3日前までに要予約
1名
下関市観光政策課　tel.083-231-1350

18 古地図を片手にまちを歩こう（城下町長府編）
古地図とともに歩く
下関観光ガイド

コース 串崎城跡 → 豊功神社 → 敬業館 → 壇具川 → 下関市立歴史博物館 → 功山寺 → 
古江小路 → 三吉慎蔵旧邸宅跡 → 長府観光会館（約3km ／約2時間30分）

山陽
小野田市

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。
コースの中では、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を
巡るなど歴史についてもガイドし
ます。

■開催時期／
■集合場所／
■開始時間／
■料　　金／
■予　　約／
■最少催行人員／
■問合せ先／

開催中～2018年12月の第1・3土曜
ＪＲ厚狭駅在来線口（山陽小野田市大字厚狭沖田8-3）
9：00
500円
1週間前までに要予約
2名
山陽小野田観光協会　tel.0836-82-1313

177 古地図を片手に厚狭地区を巡るガイドウォーク
古地図を片手に厚狭の
歴史に触れるガイドウォーク

宇部市

「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
社仏閣が集まっています。宇部
市ふるさとコンパニオンと一緒に、
江戸時代からの道を確認しなが
ら巡ってみましょう。

■開催時期／
■集合場所／
■開始時間／
■最少催行人員／
■問合せ先／

開催中～2018年12月の第1・3日曜（7月・8月除く）
琴崎八幡宮バス停前（宇部市大字上宇部大小路）
9：50
1名
宇部市観光・グローバル推進課　tel.0836-34-8353

16 古地図を片手にまちを歩こう（宇部編）
神仏に護られていた
宇部発祥の地

山口市

田園風景に赤瓦の街並みが続く
山口市阿東地区はかつて石州
街道が縦断しており、多くの旅人
が行き交っていました。
旧街道沿いを古地図を片手に歩
くと歴史を五感で感じることがで
きるでしょう。
帰路はJR山口線のローカル車
両（キハ40系）に乗車します。

■開催時期／
■集合場所／
■開始時間／
■料　　金／
■予　　約／
■最少催行人員／
■問合せ先／

開催中～2018年12月の第2・4土曜（7月・8月除く）
JR山口線篠目駅
10：20（JR山口線と連絡、ダイヤ改正により変更有り）
1,500円（あとう路弁当、資料代、帰路JR山口線長門峡～篠目間運賃含む）
1週間前までに要予約
10名
ＮＰＯあとう　tel.083-956-2526

13 古地図で田園ウォーク
石州街道の風情たたずむ
田舎道を鉄道に沿って歩く旅

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 → 下湯跡 → 
湯明神 → 薬師院 → 青龍権現 → 妙青寺 → 川棚温泉交流センター（約1.5ｋｍ／ 1時間）

コース 熊野神社 → 温泉街（御茶屋道筋・町の湯） → 温泉閣 → 薬師寺 → 涼風荘・白猿の湯 → 河内湯源泉 → 
旅館街裏通路 → 正川橋 → 熊野神社駐車場（約1.2ｋｍ／日曜約1時間30分、土曜約1時間）

コース センザキッチン → 本町通り（八坂神社 → 円究寺〉 → 堀の跡 → 船究所跡 → 洲崎神社 → 新町（みすず通り）
〈日本近代捕鯨発祥の地 → 極楽寺 → 普門寺 → 金子みすゞ 記念館〉 → センザキッチン（約3.7km ／約2時間） コース くじら資料館前（集合） → 住吉神社 → 小浦黒地蔵 → 御魂神社 → くじら資料館（見学） → 鯨墓 → 段町弘法堂 

→ 段町防波堤 → 向岸寺 → 正福庵 → 早川家住宅 → くじら資料館前（解散）（約3.3km ／約2時間）

防府市

近世山陽道の宿場町の面影を
残す町並みと、飛船（とびふね）
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／

■集合場所／
■開始時間／
■料　　金／
■予　　約／
■最少催行人員／
■問合せ先／

2018年4月4日(水)、4月15日(日)、5月2日(水)、5月20日(日)、
6月6日(水)、6月17日(日)、9月5日(水)、9月16日(日)、
10月3日(水)、10月21日(日)、11月7日(水)、11月18日(日)、
12月5日(水)、12月16日(日)
JR富海駅前（防府市大字富海1990番）
10：00
500円（ガイド料、保険料、資料代）
2日前までに要予約
1名
アライグマ隊 吉瀬勝康　tel.0835-38-3210

11 近世山陽道 富海宿を歩く
宿場の面影を残す街道と
飛船（とびふね）の基地

コース 篠目駅 → 細野神社 → 阿弥陀堂 → 伝町野隆安の墓 → 台ヶ原城址 → 一里塚跡 → 城平城址 → 名勝長門峡
（道の駅） → 長門峡駅 → 篠目駅 → 長門峡自然休養村（昼食） → 龍宮（龍淵）関門（関所）跡（約6km/約4時間）

山口市

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／

■集合場所／
■料　　金／
■予　　約／
■最少催行人員／
■問合せ先／

2018年4月28・29日、5月19・20日、6月9・10日、7月28・29日、8月19・25日、
9月29・30日、10月27・28日、11月24・25日、12月15・16日（その他の日も応相談）
鋳銭司郷土館（山口市鋳銭司1422番地）
無料（別途鋳銭司郷土館入館料一般100円）
１週間前までに要予約（その他の日も２週間前までの予約で対応可（月曜（祝日の場合翌日）除く））
1名
鋳銭司郷土館　tel.083-986-2368

144 古地図散歩～大村家の足跡～
この地に立つと、大村公の
魂が神国日本を護っている
ように感じられる。
～大村公神道碑から～。

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（約4.5km/約2時間）

山口市

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／
■集合場所／
■開始時間／
■料　　金／
■予　　約／
■最少催行人員／
■問合せ先／

開催中～2018年12月の第1水曜、第3土曜（その他の日も対応可）
小郡ふれあいセンター（JR山口線周防下郷駅前）
応相談
無料
2週間前までに要予約
5名
おごおり地域づくり協議会　tel.０８３-９７６-８５８８

15 古地図散歩～明治維新と小郡～
高杉晋作ゆかりの場所など
明治維新関連地巡り

コース 小郡宰判勘場・御茶屋跡（高杉晋作ゆかりの地）、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）などを巡るコース（約2.5km ／約2時間）

■料　　金／ 無料

■開始時間／ 予約時に打合せ

■予　　約／ 3日前までに要予約

■料　　金／無料

下関市

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／

■集合場所／
■開始時間／
■予　　約／
■最少催行人員／
■問合せ先／

開催中～2018年12月の第1・3土曜（7月・8月除く／その他の日も応相談）
※11月3日（土）は、クリーンハイキングの為、11月4日（日）に実施
川棚温泉交流センター（下関市豊浦町川棚5180）
10：00
1週間前までに要予約
1名
川棚温泉観光ボランティアガイドの会 事務局　tel.083-774-3855

19 古地図を片手にまちを歩こう（川棚編）
毛利侯の御殿湯、
川棚温泉を古地図で巡ります

■料　　金／無料（ただし団体バス1台に付き1,000円）

長門市

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、古地図を片手
に巡ります。

■開催時期／
■集合場所／
■開始時間／
■料　　金／
■予　　約／
■最少催行人員／
■問合せ先／

開催中～2018年12月の第1日曜・第3土曜
熊野神社前駐車場（長門市俵山5069）
日曜10：00、土曜15：00
1,000円（温泉入浴料含む）
1週間前までに要予約
2名
長門市観光コンベンション協会　tel.0837-26-0708

202 古地図で巡る長門市俵山
温泉番付西の横綱俵山温泉
殿様の湯治場めぐり

長門市

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／
■集合場所／
■開始時間／
■料　　金／
■予　　約／
■最少催行人員／
■問合せ先／

開催中～2018年12月の第1・第3土曜
くじら資料館（長門市通671-17）
10：00
500円（くじら資料館入館料含む）
1週間前までに要予約
2名
長門市観光コンベンション協会　tel.0837-26-0708

22 古地図で巡る長門市通
くじらと共に生きた
優しさと人情の漁師町
通めぐり

長門市

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／
■集合場所／
■開始時間／
■料　　金／
■予　　約／
■最少催行人員／
■問合せ先／

開催中～2018年12月の第2日曜、第4土曜
センザキッチン（長門市仙崎4297-1）
土曜13：30、日曜10：00
500円（金子みすゞ 記念館入館料含む）
1週間前までに要予約
2名
長門市観光コンベンション協会　tel.0837-26-0708

212 古地図で巡る長門市仙崎
長州・北浦捕鯨と
北前船寄港地として栄えた
港町仙崎めぐり

との み

う べ

あ さ ちょう

たわら

かよいせん ざき

やま

ふ

かわ たな
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コース 中央公園 → 萩城城下町（江戸屋横町、木戸孝允旧宅、菊屋横町、高杉晋作誕生地など） 
→ 中央公園（約1km ／約1時間30分）

コース 萩博物館 → 堀内伝建地区（児玉家長屋門、堀内鍵曲、口羽家住宅、問田益田氏旧宅土塀など） 
→ 萩博物館（約2km ／約2時間）

コース 須佐歴史民俗資料館 → 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 → 須佐歴史民俗資料館（約3km ／約2時間）

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（約1km ／約1時間）

■最少催行人員／ 1名

長門市

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／
■集合場所／
■開始時間／
■料　　金／
■予　　約／
■最少催行人員／
■問合せ先／

開催中～2018年12月の第1・第3土曜
村田清風記念館（長門市三隅下2510-1）
10：00
500円（村田清風記念館入館料含む）
1週間前までに要予約
2名
長門市観光コンベンション協会　tel.0837-26-0708

23 古地図で巡る長門市三隅
明治維新の礎を築いた
村田清風と周布政之助
原点ウォーク

コース 村田清風記念館・三隅山荘 → 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（約4km ／約2時間）

萩　市

萩城城下町は、江戸屋横町・
伊勢屋横町・菊屋横町など、江
戸時代の町割りと武士や豪商の
屋敷がよく保存され、国の史跡
に指定されています。
平成27年には「明治日本の産
業革命遺産」として世界遺産に
に登録されました。
往時の面影をとどめる高杉晋作
や木戸孝允ゆかりの地などがあ
る町並みを巡ります。■開催時期／

■集合場所／
■開始時間／
■料　　金／
■予　　約／
■最少催行人員／
■問合せ先／

開催中～2019年3月の毎日
中央公園（萩市江向4区593）
10：00
500円（各文化財施設観覧料含む）
1週間前までに要予約
1名
NPO萩観光ガイド協会　tel.0838-25-3527

244 古地図を片手に萩を歩こう～萩城城下町～
武士や豪商の屋敷が
立ち並ぶ町並みをめぐる

萩　市

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
家老などの上級武士が居住した
広大な武家屋敷跡で、平成27年
に「明治日本の産業革命遺産」と
して世界遺産に登録されました。
古地図を片手に「土塀と夏みか
ん」が代名詞の町並みがなぜ残っ
たのか、ガイドと一緒に謎解きしな
がら歩きます。ゴール後は夏みか
んスイーツもお楽しみください。

■開催時期／
■集合場所／
■開始時間／
■料　　金／

■予　　約／
■問合せ先／

開催中～2019年3月の土曜・日曜・祝日（予定）
萩博物館 正面玄関（萩市堀内355）
10：30、13：00（その他応相談）
2名まで1,000円、3～5名700円、6名以上500円
（1名あたり／口羽家住宅観覧料、ミニ夏みかんソフトクリーム等含む）
3日前までに要予約
NPO萩まちじゅう博物館 　tel.0838-25-3177

25 古地図を片手に萩を歩こう～堀内伝建地区～
土塀と夏みかんの謎解きウォーク

萩　市

萩城下の港町として栄えてきた
浜崎。日本海に面することから、
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ました。
江戸時代から昭和初期までの昔
ながらの町並みを巡ります。

■開催時期／
■集合場所／
■開始時間／
■料　　金／
■予　　約／
■最少催行人員／
■問合せ先／

開催中～2019年3月の毎日（水曜除く）
旧山村家住宅（萩市浜崎77）
14：00
1名1,000円、2名以上500円（1名あたり／お茶・お菓子代等含む）
1週間前までに要予約
1名
浜崎しっちょる会 　tel.0838-22-0133

266 古地図を片手に萩を歩こう～浜崎伝建地区～
港で栄えた商家の
町並みをめぐる

萩　市

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。
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
残る武家町です。
石州街道や日本海航路の要衝
でもあった須佐の町を巡ります。

■開催時期／
■集合場所／
■開始時間／
■料　　金／
■予　　約／
■最少催行人員／
■問合せ先／

開催中～2019年3月の毎日
須佐歴史民俗資料館「みこと館」（萩市須佐4441-10）
10：00～
500円（須佐歴史民俗資料館観覧料含む）
1週間前までに要予約
2名
須佐公民館　tel.08387-6-2310

277 古地図を片手に萩を歩こう～須佐武家町～
萩藩永代家老 益田家の
本領地 須佐をめぐる

益田市

中世、石見国西部最大の国人領
主・益田氏の城下町・益田。江
戸時代には浜田藩領となり、幕末
には幕長戦争の舞台となりまし
た。江戸時代の益田の古地図か
らは当時の町の姿だけでなく、中
世の城下町の姿も浮かび上がっ
てきます。古地図を片手に、さあ、
あなたも江戸時代のまちへ。

■開催時期／
■集合場所／
■開始時間／
■料　　金／
■予　　約／
■最少催行人員／
■問合せ先／

開催中～2018年12月の第1・3土曜日
医光寺（益田市染羽町4－29）
13：00
1,000円（ただし9名以下は無料）
1週間前までに要予約
1名
益田市観光協会　tel.0856-22-7120

28 古地図を片手にまち歩き（益田編）
中世の城下町と
幕長戦争の舞台

コース

み すみ

す さ

〈標準散策コース〉医光寺 → 天石勝神社 → 萬福寺 → 三宅御土居 → 住吉神社 → 
医光寺（約2km ／約1時間40分）

萩・山
口

防府萩往還ガイドウォーキング
はぎ おう かん

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！

設定期間 随時
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

集合場所 コースにより異なる

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

■開始時間／応相談　■定員／ガイド1人につき10名程度　■最少催行人員／ 2名　■予約／ 1週間前までに要
予約　■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　■ガイドサー
ビス／有り　■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）

「…」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

涙松跡　…　明木市　（エリア萩市／約4.3km／約2時間）
佐々並市　…　明木市　（エリア萩市／約9km／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3km／約2時間）
防府天満宮　…　三田尻英雲荘　（エリア防府市／約2.5km／約2時間）

［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

※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

赤間関街道・北浦道筋（川棚地区）
ガイドウォーク

あか まが せき かい どう きた うら みち すじ
かわたな

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

設定期間 ［コース1］2018年11月11日（日）
［コース2］2018年10月28日（日）、
　　　　 11月25日（日）、12月23日（日）
［コース3］2018年10月14日（日）、
　　　　 12月9日（日）

料　金 1名あたり500 円（ガイド料、保険料、資料代）

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

お問合せ
［所在地］〒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　
［営業時間］10：00 ～ 20：00（年末年始休業）　［FAX］０８３-７７４-３８５６
［HP］http://www.toyoura.net/volunteer/index.html

083-774-3855川棚温泉観光ボランティアガイドの会

■開始時間／ 9：45　■定員／各コース50名　■最少催行人員／各コース10名　■予約／一週間前までに要予
約　■アクセス／①JR山陰本線利用　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
■ガイドサービス／川棚温泉観光ボランティアガイドがご案内　■注意事項／解散場所からの回送は各自で対応、食
事・飲み物は各自用意

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／2時間30分）
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／3時間30分）
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／6時間）

下関

山陽道・赤間関街道中道筋（吉田地区）
ガイドウォーク

あか かいまがせき どうなかみちすじ
よし だ

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

設定期間 開催中～ 2018年11月の第3土曜
（1週間前までに要予約）

料　金 無料（東行記念館入館の場合は入場料が必要）
集合場所 下関市吉田支所（下関市大字吉田地方2499番地）

お問合せ ［所在地］〒750-1102 山口県下関市大字吉田地方2499番地　
［営業時間］13：00 ～ 17：00（平日）　083-284-0125吉田まちづくり協議会事務局（吉田支所）

■開始時間／ 10：00　■定員／ 20名　■最少催行人員／ 5名　■予約／一週間前までに要予約　■アクセス／①
JR山陽本線利用　②山陽自動車道小月ICから約15分　■駐車場／有り（下関市吉田支所）　■ガイドサービス／吉田
宿観光ボランティアガイドがご案内　■注意事項／解散場所からの回送は各自で対応

コース
吉田支所　…　奇兵隊陣屋跡　…　御旅所　…　お茶屋敷　…　東行庵　…　法専寺　…　高札場　…
吉田支所解散　（約5.3km／1時間30分）

下関

長州街道ガイドウォーク
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コース 中央公園 → 萩城城下町（江戸屋横町、木戸孝允旧宅、菊屋横町、高杉晋作誕生地など） 
→ 中央公園（約1km ／約1時間30分）

コース 萩博物館 → 堀内伝建地区（児玉家長屋門、堀内鍵曲、口羽家住宅、問田益田氏旧宅土塀など） 
→ 萩博物館（約2km ／約2時間）

コース 須佐歴史民俗資料館 → 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 → 須佐歴史民俗資料館（約3km ／約2時間）

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（約1km ／約1時間）

■最少催行人員／ 1名

長門市

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／
■集合場所／
■開始時間／
■料　　金／
■予　　約／
■最少催行人員／
■問合せ先／

開催中～2018年12月の第1・第3土曜
村田清風記念館（長門市三隅下2510-1）
10：00
500円（村田清風記念館入館料含む）
1週間前までに要予約
2名
長門市観光コンベンション協会　tel.0837-26-0708

23 古地図で巡る長門市三隅
明治維新の礎を築いた
村田清風と周布政之助
原点ウォーク

コース 村田清風記念館・三隅山荘 → 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（約4km ／約2時間）

萩　市

萩城城下町は、江戸屋横町・
伊勢屋横町・菊屋横町など、江
戸時代の町割りと武士や豪商の
屋敷がよく保存され、国の史跡
に指定されています。
平成27年には「明治日本の産
業革命遺産」として世界遺産に
に登録されました。
往時の面影をとどめる高杉晋作
や木戸孝允ゆかりの地などがあ
る町並みを巡ります。■開催時期／

■集合場所／
■開始時間／
■料　　金／
■予　　約／
■最少催行人員／
■問合せ先／

開催中～2019年3月の毎日
中央公園（萩市江向4区593）
10：00
500円（各文化財施設観覧料含む）
1週間前までに要予約
1名
NPO萩観光ガイド協会　tel.0838-25-3527

244 古地図を片手に萩を歩こう～萩城城下町～
武士や豪商の屋敷が
立ち並ぶ町並みをめぐる

萩　市

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
家老などの上級武士が居住した
広大な武家屋敷跡で、平成27年
に「明治日本の産業革命遺産」と
して世界遺産に登録されました。
古地図を片手に「土塀と夏みか
ん」が代名詞の町並みがなぜ残っ
たのか、ガイドと一緒に謎解きしな
がら歩きます。ゴール後は夏みか
んスイーツもお楽しみください。

■開催時期／
■集合場所／
■開始時間／
■料　　金／

■予　　約／
■問合せ先／

開催中～2019年3月の土曜・日曜・祝日（予定）
萩博物館 正面玄関（萩市堀内355）
10：30、13：00（その他応相談）
2名まで1,000円、3～5名700円、6名以上500円
（1名あたり／口羽家住宅観覧料、ミニ夏みかんソフトクリーム等含む）
3日前までに要予約
NPO萩まちじゅう博物館 　tel.0838-25-3177

25 古地図を片手に萩を歩こう～堀内伝建地区～
土塀と夏みかんの謎解きウォーク

萩　市

萩城下の港町として栄えてきた
浜崎。日本海に面することから、
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ました。
江戸時代から昭和初期までの昔
ながらの町並みを巡ります。

■開催時期／
■集合場所／
■開始時間／
■料　　金／
■予　　約／
■最少催行人員／
■問合せ先／

開催中～2019年3月の毎日（水曜除く）
旧山村家住宅（萩市浜崎77）
14：00
1名1,000円、2名以上500円（1名あたり／お茶・お菓子代等含む）
1週間前までに要予約
1名
浜崎しっちょる会 　tel.0838-22-0133

266 古地図を片手に萩を歩こう～浜崎伝建地区～
港で栄えた商家の
町並みをめぐる

萩　市

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。
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
残る武家町です。
石州街道や日本海航路の要衝
でもあった須佐の町を巡ります。

■開催時期／
■集合場所／
■開始時間／
■料　　金／
■予　　約／
■最少催行人員／
■問合せ先／

開催中～2019年3月の毎日
須佐歴史民俗資料館「みこと館」（萩市須佐4441-10）
10：00～
500円（須佐歴史民俗資料館観覧料含む）
1週間前までに要予約
2名
須佐公民館　tel.08387-6-2310

277 古地図を片手に萩を歩こう～須佐武家町～
萩藩永代家老 益田家の
本領地 須佐をめぐる

益田市

中世、石見国西部最大の国人領
主・益田氏の城下町・益田。江
戸時代には浜田藩領となり、幕末
には幕長戦争の舞台となりまし
た。江戸時代の益田の古地図か
らは当時の町の姿だけでなく、中
世の城下町の姿も浮かび上がっ
てきます。古地図を片手に、さあ、
あなたも江戸時代のまちへ。

■開催時期／
■集合場所／
■開始時間／
■料　　金／
■予　　約／
■最少催行人員／
■問合せ先／

開催中～2018年12月の第1・3土曜日
医光寺（益田市染羽町4－29）
13：00
1,000円（ただし9名以下は無料）
1週間前までに要予約
1名
益田市観光協会　tel.0856-22-7120

28 古地図を片手にまち歩き（益田編）
中世の城下町と
幕長戦争の舞台

コース

み すみ

す さ

〈標準散策コース〉医光寺 → 天石勝神社 → 萬福寺 → 三宅御土居 → 住吉神社 → 
医光寺（約2km ／約1時間40分）

萩・山
口

防府萩往還ガイドウォーキング
はぎ おう かん

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！

設定期間 随時
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

集合場所 コースにより異なる

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

■開始時間／応相談　■定員／ガイド1人につき10名程度　■最少催行人員／ 2名　■予約／ 1週間前までに要
予約　■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　■ガイドサー
ビス／有り　■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）

「…」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

涙松跡　…　明木市　（エリア萩市／約4.3km／約2時間）
佐々並市　…　明木市　（エリア萩市／約9km／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3km／約2時間）
防府天満宮　…　三田尻英雲荘　（エリア防府市／約2.5km／約2時間）

［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

※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

赤間関街道・北浦道筋（川棚地区）
ガイドウォーク

あか まが せき かい どう きた うら みち すじ
かわたな

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

設定期間 ［コース1］2018年11月11日（日）
［コース2］2018年10月28日（日）、
　　　　 11月25日（日）、12月23日（日）
［コース3］2018年10月14日（日）、
　　　　 12月9日（日）

料　金 1名あたり500 円（ガイド料、保険料、資料代）

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

お問合せ
［所在地］〒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　
［営業時間］10：00 ～ 20：00（年末年始休業）　［FAX］０８３-７７４-３８５６
［HP］http://www.toyoura.net/volunteer/index.html

083-774-3855川棚温泉観光ボランティアガイドの会

■開始時間／ 9：45　■定員／各コース50名　■最少催行人員／各コース10名　■予約／一週間前までに要予
約　■アクセス／①JR山陰本線利用　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
■ガイドサービス／川棚温泉観光ボランティアガイドがご案内　■注意事項／解散場所からの回送は各自で対応、食
事・飲み物は各自用意

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／2時間30分）
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／3時間30分）
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／6時間）

下関

山陽道・赤間関街道中道筋（吉田地区）
ガイドウォーク

あか かいまがせき どうなかみちすじ
よし だ

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

設定期間 開催中～ 2018年11月の第3土曜
（1週間前までに要予約）

料　金 無料（東行記念館入館の場合は入場料が必要）
集合場所 下関市吉田支所（下関市大字吉田地方2499番地）

お問合せ ［所在地］〒750-1102 山口県下関市大字吉田地方2499番地　
［営業時間］13：00 ～ 17：00（平日）　083-284-0125吉田まちづくり協議会事務局（吉田支所）

■開始時間／ 10：00　■定員／ 20名　■最少催行人員／ 5名　■予約／一週間前までに要予約　■アクセス／①
JR山陽本線利用　②山陽自動車道小月ICから約15分　■駐車場／有り（下関市吉田支所）　■ガイドサービス／吉田
宿観光ボランティアガイドがご案内　■注意事項／解散場所からの回送は各自で対応

コース
吉田支所　…　奇兵隊陣屋跡　…　御旅所　…　お茶屋敷　…　東行庵　…　法専寺　…　高札場　…
吉田支所解散　（約5.3km／1時間30分）

下関

長州街道ガイドウォーク
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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（本
館棟）に登録された木造学校建築としては日本最 大
級の旧明倫小学校の校舎を改修整備。
本館には、観光インフォメーションセンターをはじめ、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、2号館
には、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」と、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」があります。

萩・明倫学舎 萩
はぎ めい りん がく しゃ

萩の観光はここから！
旧萩藩校明倫館跡地に建つ観光起点

期　間 通年

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2割引）

場　所 萩・明倫学舎（萩市江向602番地）

お問合せ ［所在地］〒758-0041 萩市江向602　［営業時間］9：00～17：00　
［FAX］0838-21-0305　［HP］http://www.city.hagi.lg.jp/site/meiringakusha/0838-21-0304萩・明倫学舎

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「祇園菜香亭」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、歴史の歩みを感じることができます。
また、大広間ではお抹茶セット（お抹茶とポルボロン１個（フランシスコ・ザビエルが山口の地で布教
活動を行ったことにちなみ作られたお菓子））をゆったり味わうことができます。
なお、ケイタリングによる食事（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「山口大内御膳弁当」も利用
可能/原則セルフサービス）も可能
※平成29年4月、山口市が「明治維新策源地」と呼ばれる所以を、長州藩主毛利敬親公ゆかり
　の史跡に関する説明板で辿る「歴史巡りの庭」もオープンしました。

山口山口市菜香亭で
歴史体験 

山口の街並みを着物で歩こう

さい こう てい

かつての歴史ある料亭で
ゆったりお抹茶や食事が楽しめる

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

「岩国藩のお納戸」と言われた柳井の白壁の町並みの中で、着物での散策や利き茶体験、金魚
ちょうちん製作体験などの各種体験ができます。
体験に加え、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!男性の参加も大歓迎です。
〈内容〉Ⓐ着物で散策＆利き茶体験（着付け後から写真撮影付き、外国語（英語）対応可）
　　　Ⓑマリアージュ体験（日本茶と意外なお菓子の相性を知る）
　　　Ⓒ湘江庵法話＆般若心経勤行体験
　　　Ⓓオリジナル金魚ちょうちんで冬の宵の町並み散策（食事なし）

柳井おなんどtrip
白壁の町並みを日本文化体験で堪能

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。

山口夫婦円満の漆人形「Ouchi 夫婦」、オーダーメイドでつくる「大内塗」
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」

設定期間 ⒶⒷ2018年10月21日 Ⓒ2018年10月～ 12月の第3日曜 Ⓓ2018年12月8日、15日

料　金 Ⓐ7,000円（着物レンタル、体験料、入館料、食事代を含む） Ⓑ4,000円（体験料、入館料、食事代を含む）
Ⓒ2,000円（入館料、ご芳志料、湘江庵オリジナルにほひ袋、食事代を含む） Ⓓ1,200円（体験料、入館料を含む）

集合場所 JR柳井駅

設定期間 通年（火曜休館）

料　金 ［お抹茶セット］410円（別に大広間・展示室入館料が必要）
［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］山口大内御膳弁当3,600円、弁当仕出し432円～

場　所 山口市菜香亭（山口市天花1丁目2-7）

設定期間 通年（12月30日～ 1月5日を除く）
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

場　所 大内塗漆器振興協同組合（山口市大内御堀4138番地 中村民芸社内）

おお うち

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。

松陰神社宮司による
松陰講話

萩
しょう いん じん しゃ

しょう いん こう わ

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

期　間 開催中～2018年12月
旅行会社の希望日を受け検討

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

場　所 松陰神社（萩市椿東1537）

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

0838-25-1750（一社）萩市観光協会

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

■開始時間／応相談　■所要時間／ 60分　■定員／最大40名程度　■最少催行人員／
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：約108
台（無料）、大型バス：13台（1回500円）　■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）　■ガイドサービス／有り　■注意事項／萩市内に宿泊される方が対象と
なります。松陰神社内集合・販売手数料なし

■開館時間／ 9：00～17：00（レストランは、①11：00～15：00、②18：00～21：00
（②は予約での営業のみ）カフェは11：00～17：00）　■休 館 日／無休　■アクセス／①
JR新山口駅よりスーパーはぎ号（直行バス）約60分「萩・明倫センター」下車、徒歩すぐ　②
中国自動車道美祢東JCTから小郡萩道路（無料）経由で絵堂ICから車で20分　■駐車場／
一般：約180台（1回310円）、大型バス：10台（1回1,030円）　■ガイドサービス／館内
無料ボランティアガイド

コース

Ⓐ JR柳井駅　…　むろやの園（着付け、見学）　…　白壁の町並み　…　國森家　

…　おなんどランチ（蔵や）　…　むろやの園（利き茶）　…　JR柳井駅

Ⓑ JR柳井駅　…　麗都路通り　…　むろやの園（マリアージュ体験、見学）　…　

おなんどランチ（蔵や）　…　白壁の町並み　…　國森家　…　JR柳井駅

Ⓒ JR柳井駅　…　麗都路通り　…　白壁の町並み　…　國森家　

…　おなんどランチ（蔵や）　…　湘江庵（法話等）　…　JR柳井駅

Ⓓ JR柳井駅　…　麗都路通り　…　やない西蔵　…　白壁の町並み　…　JR柳井駅

「…」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

▶関連情報 P46

■ガイドサービス／無し　
■注意事項／お抹茶セットは、平日及び第４・５土日の場合、前日までの予約が必要

料　金 ［着　物］2時間未満2,800円、1日中3,600円
［浴　衣］1日中2,570円
［幕末志士］2時間未満3,800円、1日中4,600円

■開始時間／ 9：00 ～15：00　■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　■予約／前日午前中までに要予約 　■ガイドサービ
ス／着付け師による着付け 　

■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：70台（無料）、大型
バス：3台（無料）　■予約／入館のみの場合不要　

お問合せ ［所在地］〒753-0214 山口県山口市大内御堀4138番地（中村民芸社 内）
［HP］http://www.ouchifufu.com083-927-0619大内塗漆器振興協同組合事務局

■アクセス／①JR山口線山口駅から徒歩15分　②中国自動車道山口IC から車で5分　■駐車場／一般：10 台、大型バス：無し
■ガイドサービス／無し　■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 ［所在地］〒742-0021 山口県柳井市3714-1（古市）　［営業時間］9：00～17：00　
［FAX］0820-23-5411　［HP］https://www.kanko-yanai.com0820-23-3655柳井市観光協会

■開始時間／Ⓐ9：30、ⒷⒸ10：30、Ⓓ15：00　■所要時間／Ⓐ6時間、ⒷⒸ4時間30分、Ⓓ3時間　■定員／ⒶⒷ8名、ⒸⒹ15名　■最少催行人員／ 3名　■予約／原
則10日前までに要予約 　■アクセス／①JR柳井駅下車すぐ　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　■駐車場／一般：白壁の町並み周辺の公
共の駐車場を利用、大型バス：柳井市観光協会前白壁ふれあい広場（要予約）　■ガイドサービス／白壁の町並みを中心にご案内 　■注意事項／持参物あり〈全コース飲み物、Ⓐ
足袋（足袋仕様の靴下不可）、Ⓒ御朱印は別途300円必要〉

山口DCアフターキャンペーン［女子旅］山口DCアフターキャンペーン［歴史］
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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（本
館棟）に登録された木造学校建築としては日本最 大
級の旧明倫小学校の校舎を改修整備。
本館には、観光インフォメーションセンターをはじめ、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、2号館
には、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」と、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」があります。

萩・明倫学舎 萩
はぎ めい りん がく しゃ

萩の観光はここから！
旧萩藩校明倫館跡地に建つ観光起点

期　間 通年

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2割引）

場　所 萩・明倫学舎（萩市江向602番地）

お問合せ ［所在地］〒758-0041 萩市江向602　［営業時間］9：00～17：00　
［FAX］0838-21-0305　［HP］http://www.city.hagi.lg.jp/site/meiringakusha/0838-21-0304萩・明倫学舎

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「祇園菜香亭」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、歴史の歩みを感じることができます。
また、大広間ではお抹茶セット（お抹茶とポルボロン１個（フランシスコ・ザビエルが山口の地で布教
活動を行ったことにちなみ作られたお菓子））をゆったり味わうことができます。
なお、ケイタリングによる食事（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「山口大内御膳弁当」も利用
可能/原則セルフサービス）も可能
※平成29年4月、山口市が「明治維新策源地」と呼ばれる所以を、長州藩主毛利敬親公ゆかり
　の史跡に関する説明板で辿る「歴史巡りの庭」もオープンしました。

山口山口市菜香亭で
歴史体験 

山口の街並みを着物で歩こう

さい こう てい

かつての歴史ある料亭で
ゆったりお抹茶や食事が楽しめる

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

「岩国藩のお納戸」と言われた柳井の白壁の町並みの中で、着物での散策や利き茶体験、金魚
ちょうちん製作体験などの各種体験ができます。
体験に加え、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!男性の参加も大歓迎です。
〈内容〉Ⓐ着物で散策＆利き茶体験（着付け後から写真撮影付き、外国語（英語）対応可）
　　　Ⓑマリアージュ体験（日本茶と意外なお菓子の相性を知る）
　　　Ⓒ湘江庵法話＆般若心経勤行体験
　　　Ⓓオリジナル金魚ちょうちんで冬の宵の町並み散策（食事なし）

柳井おなんどtrip
白壁の町並みを日本文化体験で堪能

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。

山口夫婦円満の漆人形「Ouchi 夫婦」、オーダーメイドでつくる「大内塗」
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」

設定期間 ⒶⒷ2018年10月21日 Ⓒ2018年10月～ 12月の第3日曜 Ⓓ2018年12月8日、15日

料　金 Ⓐ7,000円（着物レンタル、体験料、入館料、食事代を含む） Ⓑ4,000円（体験料、入館料、食事代を含む）
Ⓒ2,000円（入館料、ご芳志料、湘江庵オリジナルにほひ袋、食事代を含む） Ⓓ1,200円（体験料、入館料を含む）

集合場所 JR柳井駅

設定期間 通年（火曜休館）

料　金 ［お抹茶セット］410円（別に大広間・展示室入館料が必要）
［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］山口大内御膳弁当3,600円、弁当仕出し432円～

場　所 山口市菜香亭（山口市天花1丁目2-7）

設定期間 通年（12月30日～ 1月5日を除く）
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

場　所 大内塗漆器振興協同組合（山口市大内御堀4138番地 中村民芸社内）

おお うち

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。

松陰神社宮司による
松陰講話

萩
しょう いん じん しゃ

しょう いん こう わ

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

期　間 開催中～2018年12月
旅行会社の希望日を受け検討

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

場　所 松陰神社（萩市椿東1537）

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

0838-25-1750（一社）萩市観光協会

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

■開始時間／応相談　■所要時間／ 60分　■定員／最大40名程度　■最少催行人員／
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：約108
台（無料）、大型バス：13台（1回500円）　■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）　■ガイドサービス／有り　■注意事項／萩市内に宿泊される方が対象と
なります。松陰神社内集合・販売手数料なし

■開館時間／ 9：00～17：00（レストランは、①11：00～15：00、②18：00～21：00
（②は予約での営業のみ）カフェは11：00～17：00）　■休 館 日／無休　■アクセス／①
JR新山口駅よりスーパーはぎ号（直行バス）約60分「萩・明倫センター」下車、徒歩すぐ　②
中国自動車道美祢東JCTから小郡萩道路（無料）経由で絵堂ICから車で20分　■駐車場／
一般：約180台（1回310円）、大型バス：10台（1回1,030円）　■ガイドサービス／館内
無料ボランティアガイド

コース

Ⓐ JR柳井駅　…　むろやの園（着付け、見学）　…　白壁の町並み　…　國森家　

…　おなんどランチ（蔵や）　…　むろやの園（利き茶）　…　JR柳井駅

Ⓑ JR柳井駅　…　麗都路通り　…　むろやの園（マリアージュ体験、見学）　…　

おなんどランチ（蔵や）　…　白壁の町並み　…　國森家　…　JR柳井駅

Ⓒ JR柳井駅　…　麗都路通り　…　白壁の町並み　…　國森家　

…　おなんどランチ（蔵や）　…　湘江庵（法話等）　…　JR柳井駅

Ⓓ JR柳井駅　…　麗都路通り　…　やない西蔵　…　白壁の町並み　…　JR柳井駅

「…」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

▶関連情報 P46

■ガイドサービス／無し　
■注意事項／お抹茶セットは、平日及び第４・５土日の場合、前日までの予約が必要

料　金 ［着　物］2時間未満2,800円、1日中3,600円
［浴　衣］1日中2,570円
［幕末志士］2時間未満3,800円、1日中4,600円

■開始時間／ 9：00 ～15：00　■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　■予約／前日午前中までに要予約 　■ガイドサービ
ス／着付け師による着付け 　

■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：70台（無料）、大型
バス：3台（無料）　■予約／入館のみの場合不要　

お問合せ ［所在地］〒753-0214 山口県山口市大内御堀4138番地（中村民芸社 内）
［HP］http://www.ouchifufu.com083-927-0619大内塗漆器振興協同組合事務局

■アクセス／①JR山口線山口駅から徒歩15分　②中国自動車道山口IC から車で5分　■駐車場／一般：10 台、大型バス：無し
■ガイドサービス／無し　■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 ［所在地］〒742-0021 山口県柳井市3714-1（古市）　［営業時間］9：00～17：00　
［FAX］0820-23-5411　［HP］https://www.kanko-yanai.com0820-23-3655柳井市観光協会

■開始時間／Ⓐ9：30、ⒷⒸ10：30、Ⓓ15：00　■所要時間／Ⓐ6時間、ⒷⒸ4時間30分、Ⓓ3時間　■定員／ⒶⒷ8名、ⒸⒹ15名　■最少催行人員／ 3名　■予約／原
則10日前までに要予約 　■アクセス／①JR柳井駅下車すぐ　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　■駐車場／一般：白壁の町並み周辺の公
共の駐車場を利用、大型バス：柳井市観光協会前白壁ふれあい広場（要予約）　■ガイドサービス／白壁の町並みを中心にご案内 　■注意事項／持参物あり〈全コース飲み物、Ⓐ
足袋（足袋仕様の靴下不可）、Ⓒ御朱印は別途300円必要〉

山口DCアフターキャンペーン［女子旅］山口DCアフターキャンペーン［歴史］
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日本夜景遺産に認定されている「晴海親水公園」をお楽しみいただける他、周南工場
夜景の知られざるベストスポットを、夜景鑑賞士のドライバーがご案内します。個人向
けプランになるため、お迎え場所や時間は、ご希望に沿って応じることが可能です。

周南周南工場夜景観光タクシー
しゅう なん

かん もん

夜景鑑賞士のドライバーがご案内するベストスポット巡り

運行日 通年
料　金 ［Aコース］1台5,120円（1,280円）［Bコース］1台7,680円（1,920円）

［Cコース］1台10,240円（2,560円）
旅行代金に含まれているもの：乗車料、保険料、その他諸経費（ ）内は4名で利用時の1名当たりの料金

■出発時間／要相談　■所要時間／Aコース60 分、Bコース90 分、Cコース120 分　■定員／4名（最
少催行人員1名）　■予約／必要 　■ガイドサービス／有り　■注意事項／①旅程：道路の混雑状況等によ
り変更となる場合があります。また、到着が前後する場合がございます。②服装：各自暑さ・寒さ対策をお願い
いたします。旅程中のけが等につきましては、十分ご注意ください。 ③撮影：撮影マナーを守り、行ってくださ
い。④天候：荒天時は催行中止となる場合があります。

コース

Aコース 指定場所　ー　三笹町　ー　福川漁港　ー　周南大橋　ー　徳山港　ー　
晴海埠頭（９号岸壁付近）　ー　晴海親水公園＜日本夜景遺産＞　ー　指定場所

Bコース 指定場所　ー　金剛山（夜景）　ー　バイパス２号線経由　ー　福川漁港　ー　周南大橋　ー　
三笹町　ー　徳山港　ー　晴海埠頭（９号岸壁付近）　ー　晴海親水公園＜日本夜景遺産＞　ー　指定場所

Cコース 指定場所　ー　金剛山　ー　バイパス２号線経由　ー　福川漁港　ー　周南大橋　ー　三笹町　ー　
徳山港　ー　晴海埠頭（９号岸壁付近）　ー　晴海親水公園＜日本夜景遺産＞　ー　金剛山（夜景）　ー　指定場所

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
から出発し観賞するツアーです。
徳山港から出発し、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。

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

運行日 月一回程度開催予定
集合場所 徳山港（周南市築港町9-1）
料　金 大人（中学生以上）3,900円、小人2,900円、小学生未満無料

■開始時間／要問合せ 　■所要時間／約90分　■定員／ 70名（最少催行人員25名）　■予
約／催行日の10日前まで（定員になり次第締切） 　■アクセス／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　■駐車場／一般：有り（要事前連絡）、大
型バス：有り（要事前連絡）　■ガイドサービス／有り 　■注意事項／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

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

壇之浦や巌流島などの関門海峡周辺のほか、人気の小倉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。当日下関市内宿泊者通常価格の５０％ＯＦＦ。

下関関門海峡夜景クルージング
関門海峡両岸の夜景を、 ベストポジションから満喫

運行日 2018年9月21日（金）～ 10月26日（金）の金曜、18：00～ 19：00、荒天中止
集合場所 乗船場所 唐戸桟橋（下関市唐戸町２）
料　金 市内宿泊者：大人1,000円、小学生500円、大人1人につき未就学児1人無料

　　　一般：大人2,000円、小学生1,000円

かん もん

夜景100選にも選ばれた関門海峡の夜景を楽しんでいただくために、観光バスを運行します。
観光ガイドの解説を聞きながら、夜景スポットを楽しく巡っていただけます。

下関関門海峡夜景観光バス
夜景100選に選ばれた絶品の夜景にご招待！

運行日 2018 年9月1日（土）～ 2019 年3月23日（土）の土曜予定
集合場所 関門海峡エリア周辺 料　金 当日下関市に宿泊の方限定、無料
■予約／必要　■ガイドサービス／観光ガイドがご案内　■注意事項／当日に下関にご宿泊の方限定、要予約、先着40名

コース
新下関駅　≫　下関駅　≫　長門市駅　≫　東萩駅

東萩駅　≫　仙崎駅　≫　長門市駅　≫　下関駅　≫　新下関駅

ゆ　き

かえり

心奪われる美しい海岸線に沿って、萩（は）、長門（な）、下
関（し）を結ぶ観光列車。日本と西洋を引き合わせた志士達
の歴史や文化、美しい海の幸やお酒など、見て、聞いて、感
じてみたい「はなし」に出会えることでしょう。
1号車は「和」2号車は「洋」をイメージし、車内には沿線の自
慢の品 を々お買い求めいただける販売カウンターやイベントス
ペースも。また、事前予約制でこだわりのお弁当なども堪能い
ただけます。ぜひお楽しみください。
※2018年2月現在の情報です

山陰線観光列車
「○○のはなし」 萩・長

門
下関

絶景を駆ける！山陰線の新しい観光列車

運行日 2018年1月6日～2019年2月24日の土曜・日曜・祝日運転（1日1往復）

料　金 乗車区間により異なる
（全車指定席/ 乗車券のほかに座席指定券が必要）

お問合せ ［所在地］〒732-0057 広島県広島市東区二葉の里3丁目8番21号
［営業時間］9：00～17：45（平日）　［FAX］082-264-7421　［HP］http://www.westjr.co.jp082-264-7420JR西日本 広島支社

■出発時間／新下関駅9：59発　下関駅10：21発　■所要時間／新下関駅発東萩駅
行き：約3時間   東萩駅発新下関駅行き：約3時間40分　■定員／ 60名（1号車（和）
28名、2号車(洋)32名）　■予約／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　■ガイドサービス／無し

コース
湯田温泉　＝　新山口駅　＝　道の駅北浦街道ほうほく　＝　角島　＝　

元乃隅稲成神社　＝　長門市駅　＝　長門湯本温泉　＝　新山口駅　＝　湯田温泉

［予定コース］

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。

やまぐち絶景満喫バス 山口・
長門

下関

人気の絶景スポット元乃隅稲成神社と角島を巡る

運行日

2018年4月～ 2019年3月の
土曜・日曜・祝日

料　金 大人6,000円
小人3,000円

お問合せ ［所在地］〒753-0086 山口県山口市中市町1-18
［営業時間］9：30 ～ 17：30（平日）　083-922-3343（株）JTB山口支店 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）　［FAX］083-231-1853　
［HP］https://shimonoseki.travel/083-231-1350

下関市観光政策課

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　
［営業時間］8：30～17：15（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］〒745-0033 山口県周南市みなみ銀座1-12 徳山セマディオビル2階　
［営業時間］9：30 ～17：30（平日）　［FAX］0834-22-0899
［登録旅行業番号］観光庁長官登録旅行業64号

0834-22-0808ＪＴＢ徳山営業所

お問合せ
［所在地］〒745-0033 山口県周南市みなみ銀座1-8　
［営業時間］8：30～17：30（平日）　［FAX］0834-33-8425
［HP］http://www.kanko-shunan.com/

0834-33-8424（一財）周南観光コンベンション協会

■出発時間／湯田温泉9：30発、新山口駅
10：05発（予定）　■所要時間／約9時間
（予定）　■最少催行人員／ 1名　■予約／
必要　■ガイドサービス／有り　■注意事
項／コース等は変更の場合有り

「…」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「…」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

■アクセス／①JR下関駅からバス7分「唐戸」下車、徒歩2分　②中国自動車道下関ICから車で15分　■駐車場／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）、大型バス：唐戸市場30台（無料）　■ガイドサービス／無し　■注意
事項／乗船予約は乗船希望日の１週間前までに関門汽船株式会社のホームページもしくは関門汽船株式会社下関支店（０８３-２２２-１
４８８）へ電話（先着70名様限定）

▶関連情報 P35 P36

▶関連情報 P36

▶関連情報 P36

※2018年3月21日、12月29・30日、2019年1月1日除く
※2019年3月以降の運転日・時刻は別途お知らせ

（4月28日～5月6日、12月29日～1月3日除く）

山口DCアフターキャンペーン［絶景］山口DCアフターキャンペーン［絶景］
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日本夜景遺産に認定されている「晴海親水公園」をお楽しみいただける他、周南工場
夜景の知られざるベストスポットを、夜景鑑賞士のドライバーがご案内します。個人向
けプランになるため、お迎え場所や時間は、ご希望に沿って応じることが可能です。

周南周南工場夜景観光タクシー
しゅう なん

かん もん

夜景鑑賞士のドライバーがご案内するベストスポット巡り

運行日 通年
料　金 ［Aコース］1台5,120円（1,280円）［Bコース］1台7,680円（1,920円）

［Cコース］1台10,240円（2,560円）
旅行代金に含まれているもの：乗車料、保険料、その他諸経費（ ）内は4名で利用時の1名当たりの料金

■出発時間／要相談　■所要時間／Aコース60 分、Bコース90 分、Cコース120 分　■定員／4名（最
少催行人員1名）　■予約／必要 　■ガイドサービス／有り　■注意事項／①旅程：道路の混雑状況等によ
り変更となる場合があります。また、到着が前後する場合がございます。②服装：各自暑さ・寒さ対策をお願い
いたします。旅程中のけが等につきましては、十分ご注意ください。 ③撮影：撮影マナーを守り、行ってくださ
い。④天候：荒天時は催行中止となる場合があります。

コース

Aコース 指定場所　ー　三笹町　ー　福川漁港　ー　周南大橋　ー　徳山港　ー　
晴海埠頭（９号岸壁付近）　ー　晴海親水公園＜日本夜景遺産＞　ー　指定場所

Bコース 指定場所　ー　金剛山（夜景）　ー　バイパス２号線経由　ー　福川漁港　ー　周南大橋　ー　
三笹町　ー　徳山港　ー　晴海埠頭（９号岸壁付近）　ー　晴海親水公園＜日本夜景遺産＞　ー　指定場所

Cコース 指定場所　ー　金剛山　ー　バイパス２号線経由　ー　福川漁港　ー　周南大橋　ー　三笹町　ー　
徳山港　ー　晴海埠頭（９号岸壁付近）　ー　晴海親水公園＜日本夜景遺産＞　ー　金剛山（夜景）　ー　指定場所

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
から出発し観賞するツアーです。
徳山港から出発し、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。

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

運行日 月一回程度開催予定
集合場所 徳山港（周南市築港町9-1）
料　金 大人（中学生以上）3,900円、小人2,900円、小学生未満無料

■開始時間／要問合せ 　■所要時間／約90分　■定員／ 70名（最少催行人員25名）　■予
約／催行日の10日前まで（定員になり次第締切） 　■アクセス／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　■駐車場／一般：有り（要事前連絡）、大
型バス：有り（要事前連絡）　■ガイドサービス／有り 　■注意事項／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

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

壇之浦や巌流島などの関門海峡周辺のほか、人気の小倉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。当日下関市内宿泊者通常価格の５０％ＯＦＦ。

下関関門海峡夜景クルージング
関門海峡両岸の夜景を、 ベストポジションから満喫

運行日 2018年9月21日（金）～ 10月26日（金）の金曜、18：00～ 19：00、荒天中止
集合場所 乗船場所 唐戸桟橋（下関市唐戸町２）
料　金 市内宿泊者：大人1,000円、小学生500円、大人1人につき未就学児1人無料

　　　一般：大人2,000円、小学生1,000円

かん もん

夜景100選にも選ばれた関門海峡の夜景を楽しんでいただくために、観光バスを運行します。
観光ガイドの解説を聞きながら、夜景スポットを楽しく巡っていただけます。

下関関門海峡夜景観光バス
夜景100選に選ばれた絶品の夜景にご招待！

運行日 2018 年9月1日（土）～ 2019 年3月23日（土）の土曜予定
集合場所 関門海峡エリア周辺 料　金 当日下関市に宿泊の方限定、無料
■予約／必要　■ガイドサービス／観光ガイドがご案内　■注意事項／当日に下関にご宿泊の方限定、要予約、先着40名

コース
新下関駅　≫　下関駅　≫　長門市駅　≫　東萩駅

東萩駅　≫　仙崎駅　≫　長門市駅　≫　下関駅　≫　新下関駅

ゆ　き

かえり

心奪われる美しい海岸線に沿って、萩（は）、長門（な）、下
関（し）を結ぶ観光列車。日本と西洋を引き合わせた志士達
の歴史や文化、美しい海の幸やお酒など、見て、聞いて、感
じてみたい「はなし」に出会えることでしょう。
1号車は「和」2号車は「洋」をイメージし、車内には沿線の自
慢の品 を々お買い求めいただける販売カウンターやイベントス
ペースも。また、事前予約制でこだわりのお弁当なども堪能い
ただけます。ぜひお楽しみください。
※2018年2月現在の情報です

山陰線観光列車
「○○のはなし」 萩・長

門
下関

絶景を駆ける！山陰線の新しい観光列車

運行日 2018年1月6日～2019年2月24日の土曜・日曜・祝日運転（1日1往復）

料　金 乗車区間により異なる
（全車指定席/ 乗車券のほかに座席指定券が必要）

お問合せ ［所在地］〒732-0057 広島県広島市東区二葉の里3丁目8番21号
［営業時間］9：00～17：45（平日）　［FAX］082-264-7421　［HP］http://www.westjr.co.jp082-264-7420JR西日本 広島支社

■出発時間／新下関駅9：59発　下関駅10：21発　■所要時間／新下関駅発東萩駅
行き：約3時間   東萩駅発新下関駅行き：約3時間40分　■定員／ 60名（1号車（和）
28名、2号車(洋)32名）　■予約／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　■ガイドサービス／無し

コース
湯田温泉　＝　新山口駅　＝　道の駅北浦街道ほうほく　＝　角島　＝　

元乃隅稲成神社　＝　長門市駅　＝　長門湯本温泉　＝　新山口駅　＝　湯田温泉

［予定コース］

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。

やまぐち絶景満喫バス 山口・
長門

下関

人気の絶景スポット元乃隅稲成神社と角島を巡る

運行日

2018年4月～ 2019年3月の
土曜・日曜・祝日

料　金 大人6,000円
小人3,000円

お問合せ ［所在地］〒753-0086 山口県山口市中市町1-18
［営業時間］9：30 ～ 17：30（平日）　083-922-3343（株）JTB山口支店 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）　［FAX］083-231-1853　
［HP］https://shimonoseki.travel/083-231-1350

下関市観光政策課

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　
［営業時間］8：30～17：15（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］〒745-0033 山口県周南市みなみ銀座1-12 徳山セマディオビル2階　
［営業時間］9：30 ～17：30（平日）　［FAX］0834-22-0899
［登録旅行業番号］観光庁長官登録旅行業64号

0834-22-0808ＪＴＢ徳山営業所

お問合せ
［所在地］〒745-0033 山口県周南市みなみ銀座1-8　
［営業時間］8：30～17：30（平日）　［FAX］0834-33-8425
［HP］http://www.kanko-shunan.com/

0834-33-8424（一財）周南観光コンベンション協会

■出発時間／湯田温泉9：30発、新山口駅
10：05発（予定）　■所要時間／約9時間
（予定）　■最少催行人員／ 1名　■予約／
必要　■ガイドサービス／有り　■注意事
項／コース等は変更の場合有り

「…」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「…」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

■アクセス／①JR下関駅からバス7分「唐戸」下車、徒歩2分　②中国自動車道下関ICから車で15分　■駐車場／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）、大型バス：唐戸市場30台（無料）　■ガイドサービス／無し　■注意
事項／乗船予約は乗船希望日の１週間前までに関門汽船株式会社のホームページもしくは関門汽船株式会社下関支店（０８３-２２２-１
４８８）へ電話（先着70名様限定）

▶関連情報 P35 P36

▶関連情報 P36

▶関連情報 P36

※2018年3月21日、12月29・30日、2019年1月1日除く
※2019年3月以降の運転日・時刻は別途お知らせ

（4月28日～5月6日、12月29日～1月3日除く）

山口DCアフターキャンペーン［絶景］山口DCアフターキャンペーン［絶景］
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山口 金光酒造蔵元見学
かね みつ

期　間 2018年1月～ 2019年3月の事前予約による実施可能日
料　金 無料場　所 金光酒造（山口市嘉川5031番地）

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1,000円（税込）から地
酒の飲み比べができるお得な
セットです。

全県やまぐちの地酒・ぶちうま！セット
県内各地の宿泊施設等で、お得に地酒を飲み比べ

期　間 2018年9月～ 12月予定
料　金 1セット1,000円（税込）～場　所 山口県全域

■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　
■収容人数／施設により異なる　■予約／一部要予約 

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

田永山酒造酒蔵、山口ワイナリーで
試飲・見学!!

なが やま

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

期　間 通年 料　金 見学試飲費用無料
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） 

■開始時間／予約時に応相談　■所要時間／ー　■定員／ 80名　■予約／必要 　■アクセス／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　■駐車場／一般：［永山酒造］5台（無料）／［山口ワイナリー］10台（無料）、大型バス：［永山酒造］本町バス停下車徒歩
2分／［山口ワイナリー］駐車可能　■ガイドサービス／有り

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。

秋の錦帯橋「地酒舟」 岩国
きん たい きょう

清流錦川に遊覧船を浮かべ岩国の地酒を堪能!

期　間 ［乗合舟］2018年9月16日～ 11月30日の土曜 12：00～13：00　［貸切舟］2018年9月11日～ 11月30日 11：00～14：00の内60分
料　金 3,000円～（お弁当・お酒代・税込）

お問合せ
［所在地］〒741-0081 山口県岩国市横山2-7-28
［営業時間］8：30～17：00
［FAX］0827-28-2878　［HP］http://ukai.iwakuni-city.net/

0827-28-2877（一社）岩国市観光協会 鵜飼事務所

お問合せ
［所在地］〒757-0001 山口県山陽小野田市大字厚狭367-1　
［営業時間］9：30～19：00 ／第1・第3日曜休業（山口ワイナリー 9：00～17：00 ／水曜休業）
［FAX］0836-72-0012　［HP］http://www.yamanosake.com/index.html

0836-73-1234永山酒造

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。

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／予約時に打合せ　■所要時間／ 30分～ 1時間　■定員／ 40名　■最少催行人員／ 1名　■予約／ 2週間前までに要予約 　■アクセス／ JR新山口駅から宇部線で上嘉川駅下車　
■駐車場／一般：有り、大型バス：有り　■ガイドサービス／有り

お問合せ ［所在地］〒754-0897 山口県山口市嘉川5031番地　［営業時間］8：00～17：00
［FAX］083-989-2021　［HP］http://www.santouka.com083-989-2020金光酒造株式会社

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

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」
「鮮度ある仕事」を徹底し、産地だからこそできる鮮度の良い素材を生かし、
萩の旬と日本らしい四季の移ろいをお楽しみいただけます。

萩萩のプレミアム料理「はぎ御膳・はぎ弁当」
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

期　間 通年

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
場　所 萩市内各所［はぎ御膳 6店舗］ ［はぎ弁当 5店舗］

■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、マス内にこだわらず枠中におさめる、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）　■アクセス／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　■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／必要（一部不要な店舗も有り） 

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

0838-25-1750（一社）萩市観光協会

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。

全県幸せを呼ぶ
やまぐち福（ふく）キャンペーン
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 2018年12月～ 2019年3月予定
料　金 施設により異なる場　所 山口県全域

■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　■収容人数／施設により異なる　
■予約／必要　■注意事項／提供される「ふく料理」は施設により異なる

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

■開始時間／［乗合舟］［貸切］11：00～ 12：00　■所要時間／ 60分　■定員／ 150 名程度　■アクセス／①JR岩国駅からバスで15分「錦帯橋」下車　②山陽自動車道
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）　■予約／貸切は8 名以上で要予約　■ガイドサービス／無し　
■注意事項／乗合舟は参加者が2 名に満たない場合運航中止、荒天時・河川の増水時には運休となる場合あり

はぎ

はぎ御膳イメージ はぎ弁当イメージ
店
舗
名

［はぎ御膳］
割烹千代
萩の御厨 高大
萩の宿 常茂恵
庭園カフェ 畔亭
萩観光ホテル
カフェ・レストラン 萩暦

TEL.0838-22-1128
TEL.0838-22-0065
TEL.0838-22-0150
TEL.0838-22-1755
TEL.0838-25-0211
TEL.0838-25-8543

［はぎ弁当］
御食事処 わらじ
仕出し料理 きたむら
シズキ
みどりや
見蘭牛ダイニング 玄

TEL.0838-22-6100
TEL.0838-25-1596
TEL.0838-22-0660
TEL.0838-25-1232
TEL.0838-25-1113

▶関連情報 P49
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山口 金光酒造蔵元見学
かね みつ

期　間 2018年1月～ 2019年3月の事前予約による実施可能日
料　金 無料場　所 金光酒造（山口市嘉川5031番地）

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1,000円（税込）から地
酒の飲み比べができるお得な
セットです。

全県やまぐちの地酒・ぶちうま！セット
県内各地の宿泊施設等で、お得に地酒を飲み比べ

期　間 2018年9月～ 12月予定
料　金 1セット1,000円（税込）～場　所 山口県全域

■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　
■収容人数／施設により異なる　■予約／一部要予約 

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

田永山酒造酒蔵、山口ワイナリーで
試飲・見学!!

なが やま

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

期　間 通年 料　金 見学試飲費用無料
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） 

■開始時間／予約時に応相談　■所要時間／ー　■定員／ 80名　■予約／必要 　■アクセス／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　■駐車場／一般：［永山酒造］5台（無料）／［山口ワイナリー］10台（無料）、大型バス：［永山酒造］本町バス停下車徒歩
2分／［山口ワイナリー］駐車可能　■ガイドサービス／有り

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。

秋の錦帯橋「地酒舟」 岩国
きん たい きょう

清流錦川に遊覧船を浮かべ岩国の地酒を堪能!

期　間 ［乗合舟］2018年9月16日～ 11月30日の土曜 12：00～13：00　［貸切舟］2018年9月11日～ 11月30日 11：00～14：00の内60分
料　金 3,000円～（お弁当・お酒代・税込）

お問合せ
［所在地］〒741-0081 山口県岩国市横山2-7-28
［営業時間］8：30～17：00
［FAX］0827-28-2878　［HP］http://ukai.iwakuni-city.net/

0827-28-2877（一社）岩国市観光協会 鵜飼事務所

お問合せ
［所在地］〒757-0001 山口県山陽小野田市大字厚狭367-1　
［営業時間］9：30～19：00 ／第1・第3日曜休業（山口ワイナリー 9：00～17：00 ／水曜休業）
［FAX］0836-72-0012　［HP］http://www.yamanosake.com/index.html

0836-73-1234永山酒造

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。

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／予約時に打合せ　■所要時間／ 30分～ 1時間　■定員／ 40名　■最少催行人員／ 1名　■予約／ 2週間前までに要予約 　■アクセス／ JR新山口駅から宇部線で上嘉川駅下車　
■駐車場／一般：有り、大型バス：有り　■ガイドサービス／有り

お問合せ ［所在地］〒754-0897 山口県山口市嘉川5031番地　［営業時間］8：00～17：00
［FAX］083-989-2021　［HP］http://www.santouka.com083-989-2020金光酒造株式会社

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

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」
「鮮度ある仕事」を徹底し、産地だからこそできる鮮度の良い素材を生かし、
萩の旬と日本らしい四季の移ろいをお楽しみいただけます。

萩萩のプレミアム料理「はぎ御膳・はぎ弁当」
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

期　間 通年

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
場　所 萩市内各所［はぎ御膳 6店舗］ ［はぎ弁当 5店舗］

■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、マス内にこだわらず枠中におさめる、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）　■アクセス／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　■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／必要（一部不要な店舗も有り） 

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

0838-25-1750（一社）萩市観光協会

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。

全県幸せを呼ぶ
やまぐち福（ふく）キャンペーン
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 2018年12月～ 2019年3月予定
料　金 施設により異なる場　所 山口県全域

■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　■収容人数／施設により異なる　
■予約／必要　■注意事項／提供される「ふく料理」は施設により異なる

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

■開始時間／［乗合舟］［貸切］11：00～ 12：00　■所要時間／ 60分　■定員／ 150 名程度　■アクセス／①JR岩国駅からバスで15分「錦帯橋」下車　②山陽自動車道
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）　■予約／貸切は8 名以上で要予約　■ガイドサービス／無し　
■注意事項／乗合舟は参加者が2 名に満たない場合運航中止、荒天時・河川の増水時には運休となる場合あり

はぎ

はぎ御膳イメージ はぎ弁当イメージ
店
舗
名

［はぎ御膳］
割烹千代
萩の御厨 高大
萩の宿 常茂恵
庭園カフェ 畔亭
萩観光ホテル
カフェ・レストラン 萩暦

TEL.0838-22-1128
TEL.0838-22-0065
TEL.0838-22-0150
TEL.0838-22-1755
TEL.0838-25-0211
TEL.0838-25-8543

［はぎ弁当］
御食事処 わらじ
仕出し料理 きたむら
シズキ
みどりや
見蘭牛ダイニング 玄

TEL.0838-22-6100
TEL.0838-25-1596
TEL.0838-22-0660
TEL.0838-25-1232
TEL.0838-25-1113
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あき よし どう

動物園のスペシャリスト宮下園長によるガイドは、普段見ることができない飼
育棟や診療施設の見学など、「生息環境展示」の魅力をよりディープに体
感することができます。
「世界一受けたい授業」で講師を務めたときわ動物園宮下園長が動物園
の見所をガイドするとともに、普段入ることができない動物園の寝室、調理
室、繁殖棟、診察室などを案内します!

「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
ルを間近で見ることができます。「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！

宇部
ときわ動物園長
ドクター宮下の動物園ガイド
あなたの知らない動物園がココにあります

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

場　所 ときわ動物園（宇部市則貞三丁目4番1号） ■予約／不要 　■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）　■ガイドサービス／有り

■開始時間／ 9：35（受付9：30 ～）　■所要時間／ 40分程度　■定員／先着20名程度
■注意事項／火曜定休

■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）　■注意事項／悪天候時・冬季は中止の場合あり

ときわ動物園スペシャル体験
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

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

一般入洞時間が終了した１９時から、洞内の照明を消した暗闇の秋芳洞を懐中電灯
１本で歩く夜の探検コースです。
ガイドの先導で洞くつを歩き、昼間より一層神秘的な眺めに感動します。
帰路は照明を照らし、通常のコースを楽しめます。

美祢秋芳洞・闇のロマン体験
異空間の入口へようこそ!

期　間 通年
料　金 秋芳洞入洞料 大人1,200円、中学生950円、小学生600円

場　所 秋芳洞（美祢市秋芳町秋吉）

■開始時間／19：00　■所要時間／約1時間　■定員／無し　■最少催行人員／20名　
■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／一般、大型バス：有り　■予約／1週間前まで要予約　
■ガイド／洞内の観光ガイドが必要な場合は別途1,500円

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。

美祢大理石クラフト体験
世界で一つだけのオリジナル大理石作品を作ろう

期　間 通年
料　金 ［材料代］500～1,500円　［指導料］1団体につき5,000円

場　所 道の駅あとう（美祢市美東町大田近光5480-1）

■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■最少催行人員／ 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

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、藍染
め、そば打ちや紙漉きなど様 な々体験を楽しむことができます。
また、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。
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）

山口

コース 新山口駅　≫　津和野駅間　（約62.9km）

大自然の爽やかな風、機関車から漂う石炭のかおり。
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、津和野散策など魅力的な観光地がたくさん。また、2017年
9月に導入された新製客車には、SLの運転体験ができる運転シ
ミュレータなど「SLを体験・学べるスペース」も設けられています。
※2018年2月現在の情報です

ＳＬ「やまぐち」号 山口・

津和
野

SL全盛期の客車が復刻！
レトロな客車で記憶に残る汽車旅へ！

運行日 2018年3月24日～12月24日の
土曜・日曜・祝日運転（1日1往復）

料　金 乗車区間により異なる
（全車指定席/ 乗車券のほかに座席指定券が必要）

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
［営業時間］9：00～17：00（平日）　［FAX］083-933-3179　［HP］http://www.c571.jp/083-933-3204山口線SL運行対策協議会事務局

■出発時間／新山口駅10：50発　■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／ 245名　■予約／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■ガイドサービス／無し

ひ わだ ぶき

桧の皮から精製された材料を竹釘を使って打ちとめていく日本伝統の屋根建築工法である桧皮葺。
清水寺や厳島神社など重要文化財に多く取り入れられています。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。
Ｈ２９年オープンの「コミュニティスペースひわだや」で、桧皮葺のクラフト体験（コースター作り等）や、
模型展示によるショールーム、歴史資料、工場見学により様々な視点から桧皮葺の素晴らしさを間近
に触れるとともに、桧皮葺のある和モダン空間でくつろぎのひとときをすごし旅の疲れを癒します。

山口桧皮葺クラフト体験
桧皮葺にスポットを当てた「コミュニティスペースひわだや」

期　間 開催中～ 2019年3月

料　金 コミュニティスペースひわだや
利用料1,000円

場　所 ひわだや（山口市円政寺町5-4）

お問合せ ［所在地］〒753-0036 山口県山口市円政寺町5-4　［営業時間］10:00～15:00（平日）
［FAX］083-922-1800　［HP］http://www.hiwadaya.com083-922-1651ひわだや お問合せ ［所在地］〒759-2211 山口県美祢市大嶺町北分671　［営業時間］9：00～17：00

［FAX］0837-52-4658　［HP］http://www.mine-stone.com/2013/02/post-1.html0837-52-0912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
［営業時間］8：30 ～ 17：15　［FAX］0837-62-1422　［HP］http://www.karusuto.com/0837-62-0305秋吉台観光交流センター

■開始時間／ー　■所要時間／約１時間　■定員／ー　■アクセス／①JR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　■駐車場
／一般：有り、大型バス：八坂神社前観光駐車場を利用　■予約／個人の方はHP予約サイト(https://reserva.be/hiwadayayoyaku)で１週間前
までに申込み　■ガイドサービス／有り　

ちょう げん

重源の郷の民芸細工体験
ボンネットバス送迎
懐かしの山村風景の中で、民芸細工など田舎体験

期　間 通年（水曜定休）

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）
［体験料］藍染ハンカチ864円、機織り540円～、
　　　　和紙漉き540円～、そば打ち1,000円、
　　　　石風呂無料、マッサージ30分1,500円など

場　所 重源の郷（山口市徳地深谷1137）

お問合せ ［所在地］〒747-0235 山口県山口市徳地深谷1137　［営業時間］5月～10月 9：30～17：00、11月～4月 9：30～16：30
［FAX］0835-52-1025　［HP］http://www.chogen.co.jp/0835-52-1250重源の郷

■開始時間／ 9：30～　■所要時間／ 1 時間程度（作品により異なる）　■定員／藍染15 名、紙漉き15 名、機織り2～ 3 名、そば打ち10 名　■アクセス／①JR 防府駅から車又は防長バスで約40 分／ 
JR 徳山駅から車又は防長バスで約50 分　②中国自動車道徳地ICから約10 分　■駐車場／一般：有り（無料）、大型バス：有り（無料）　■予約／体験は10名以上の場合に限り要予約、石風呂は2日前までに
要予約（石風呂マッサージは1週間前までに要予約）　■ガイドサービス／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

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

クラフト体験・お茶付
同施設でのケータリングも可能（要予約）

※8月1、13、14、15日も運転 ※11月23日除く

※グリーン車利用の場合は乗車券のほかにグリーン券が必要

山口DCアフターキャンペーン［体験］山口DCアフターキャンペーン［体験］
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あき よし どう

動物園のスペシャリスト宮下園長によるガイドは、普段見ることができない飼
育棟や診療施設の見学など、「生息環境展示」の魅力をよりディープに体
感することができます。
「世界一受けたい授業」で講師を務めたときわ動物園宮下園長が動物園
の見所をガイドするとともに、普段入ることができない動物園の寝室、調理
室、繁殖棟、診察室などを案内します!

「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
ルを間近で見ることができます。「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！

宇部
ときわ動物園長
ドクター宮下の動物園ガイド
あなたの知らない動物園がココにあります

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

場　所 ときわ動物園（宇部市則貞三丁目4番1号） ■予約／不要 　■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）　■ガイドサービス／有り

■開始時間／ 9：35（受付9：30 ～）　■所要時間／ 40分程度　■定員／先着20名程度
■注意事項／火曜定休

■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）　■注意事項／悪天候時・冬季は中止の場合あり

ときわ動物園スペシャル体験
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

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

一般入洞時間が終了した１９時から、洞内の照明を消した暗闇の秋芳洞を懐中電灯
１本で歩く夜の探検コースです。
ガイドの先導で洞くつを歩き、昼間より一層神秘的な眺めに感動します。
帰路は照明を照らし、通常のコースを楽しめます。

美祢秋芳洞・闇のロマン体験
異空間の入口へようこそ!

期　間 通年
料　金 秋芳洞入洞料 大人1,200円、中学生950円、小学生600円

場　所 秋芳洞（美祢市秋芳町秋吉）

■開始時間／19：00　■所要時間／約1時間　■定員／無し　■最少催行人員／20名　
■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／一般、大型バス：有り　■予約／1週間前まで要予約　
■ガイド／洞内の観光ガイドが必要な場合は別途1,500円

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。

美祢大理石クラフト体験
世界で一つだけのオリジナル大理石作品を作ろう

期　間 通年
料　金 ［材料代］500～1,500円　［指導料］1団体につき5,000円

場　所 道の駅あとう（美祢市美東町大田近光5480-1）

■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■最少催行人員／ 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

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、藍染
め、そば打ちや紙漉きなど様 な々体験を楽しむことができます。
また、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。
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）

山口

コース 新山口駅　≫　津和野駅間　（約62.9km）

大自然の爽やかな風、機関車から漂う石炭のかおり。
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、津和野散策など魅力的な観光地がたくさん。また、2017年
9月に導入された新製客車には、SLの運転体験ができる運転シ
ミュレータなど「SLを体験・学べるスペース」も設けられています。
※2018年2月現在の情報です

ＳＬ「やまぐち」号 山口・

津和
野

SL全盛期の客車が復刻！
レトロな客車で記憶に残る汽車旅へ！

運行日 2018年3月24日～12月24日の
土曜・日曜・祝日運転（1日1往復）

料　金 乗車区間により異なる
（全車指定席/ 乗車券のほかに座席指定券が必要）

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
［営業時間］9：00～17：00（平日）　［FAX］083-933-3179　［HP］http://www.c571.jp/083-933-3204山口線SL運行対策協議会事務局

■出発時間／新山口駅10：50発　■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／ 245名　■予約／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■ガイドサービス／無し

ひ わだ ぶき

桧の皮から精製された材料を竹釘を使って打ちとめていく日本伝統の屋根建築工法である桧皮葺。
清水寺や厳島神社など重要文化財に多く取り入れられています。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。
Ｈ２９年オープンの「コミュニティスペースひわだや」で、桧皮葺のクラフト体験（コースター作り等）や、
模型展示によるショールーム、歴史資料、工場見学により様々な視点から桧皮葺の素晴らしさを間近
に触れるとともに、桧皮葺のある和モダン空間でくつろぎのひとときをすごし旅の疲れを癒します。

山口桧皮葺クラフト体験
桧皮葺にスポットを当てた「コミュニティスペースひわだや」

期　間 開催中～ 2019年3月

料　金 コミュニティスペースひわだや
利用料1,000円

場　所 ひわだや（山口市円政寺町5-4）

お問合せ ［所在地］〒753-0036 山口県山口市円政寺町5-4　［営業時間］10:00～15:00（平日）
［FAX］083-922-1800　［HP］http://www.hiwadaya.com083-922-1651ひわだや お問合せ ［所在地］〒759-2211 山口県美祢市大嶺町北分671　［営業時間］9：00～17：00

［FAX］0837-52-4658　［HP］http://www.mine-stone.com/2013/02/post-1.html0837-52-0912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
［営業時間］8：30 ～ 17：15　［FAX］0837-62-1422　［HP］http://www.karusuto.com/0837-62-0305秋吉台観光交流センター

■開始時間／ー　■所要時間／約１時間　■定員／ー　■アクセス／①JR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　■駐車場
／一般：有り、大型バス：八坂神社前観光駐車場を利用　■予約／個人の方はHP予約サイト(https://reserva.be/hiwadayayoyaku)で１週間前
までに申込み　■ガイドサービス／有り　

ちょう げん

重源の郷の民芸細工体験
ボンネットバス送迎
懐かしの山村風景の中で、民芸細工など田舎体験

期　間 通年（水曜定休）

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）
［体験料］藍染ハンカチ864円、機織り540円～、
　　　　和紙漉き540円～、そば打ち1,000円、
　　　　石風呂無料、マッサージ30分1,500円など

場　所 重源の郷（山口市徳地深谷1137）

お問合せ ［所在地］〒747-0235 山口県山口市徳地深谷1137　［営業時間］5月～10月 9：30～17：00、11月～4月 9：30～16：30
［FAX］0835-52-1025　［HP］http://www.chogen.co.jp/0835-52-1250重源の郷

■開始時間／ 9：30～　■所要時間／ 1 時間程度（作品により異なる）　■定員／藍染15 名、紙漉き15 名、機織り2～ 3 名、そば打ち10 名　■アクセス／①JR 防府駅から車又は防長バスで約40 分／ 
JR 徳山駅から車又は防長バスで約50 分　②中国自動車道徳地ICから約10 分　■駐車場／一般：有り（無料）、大型バス：有り（無料）　■予約／体験は10名以上の場合に限り要予約、石風呂は2日前までに
要予約（石風呂マッサージは1週間前までに要予約）　■ガイドサービス／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

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

クラフト体験・お茶付
同施設でのケータリングも可能（要予約）

※8月1、13、14、15日も運転 ※11月23日除く

※グリーン車利用の場合は乗車券のほかにグリーン券が必要

山口DCアフターキャンペーン［体験］山口DCアフターキャンペーン［体験］
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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。

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

期　間 月曜～金曜（特日を除く）

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

■開始時間／ 7：00～　■所要時間／ 1時間　■定員／ 30名程度　■最少催行人員／
2名　■アクセス／①JR美祢線長門湯本駅から徒歩10分　②中国自動車道美祢ICから約
25分　■駐車場／一般：80台、大型バス：可　■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

お問合せ ［所在地］〒759-4103 山口県長門市湯本温泉　［営業時間］9：00～17：00（旅館組合）
［FAX］0837-25-3612　［HP］http://yumotoonsen.com/zazen/0837-25-3611各宿泊施設及び、湯本温泉旅館協同組合

たい ねい じ

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。
【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。

山口洞春寺 住職による
案内ツアー・座禅体験
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

期　間 開催中～ 2019月3月
料　金 500円場　所 洞春寺（山口市水の上町5-27）

■開始時間／ 9：00～　■所要時間／ 1時間　■定員／ 50名　■最少催行人員／ 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　

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］8：00～17：00083-922-1028洞春寺

とう しゅん じ

漢陽寺は、周防・長門などの守護大名だった大内盛見によって、
1374年（応安7年）に創建されました。
「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？

周南漢陽寺 写経・座禅体験
県内屈指の名刹・漢陽寺で写経・座禅体験

期　間 通年

料　金 要相談
場　所 漢陽寺（周南市大字鹿野上2872）

■開始時間／要相談　■所要時間／ 60分程度（ご要望に応じ調整可能）　■定員／ 40～
50名　■最少催行人員／ 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

お問合せ ［所在地］〒745-0302 山口県周南市大字鹿野上28720834-68-2010漢陽寺

かん よう じ

山口県は全国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。

全県やまぐち・
おもてなし竹灯楼
幽玄かつ幻想的な灯りで宿泊の皆様をお迎えします

期　間 2018年9月～ 12月の土曜・日曜・祝日予定

料　金 無料
場　所 山口県全域

■アクセス／施設により異なる　■駐車場／施設により異なる　■ガイド／無し

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

対象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。

全県オリジナル萩焼豆皿
プレゼント
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

期　間 2018年9月～ 12月予定

料　金 無料

場　所 引換場所：JR新山口駅観光案内所
　　　　  JR新下関駅観光案内所

■アクセス／ JR新山口駅、JR新下関駅　■駐車場／施設により異なる　■ガイド／無し　
■注意事項／豆皿のデザインは選べません

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

山口県内にある温泉は、肌のクレンジング効果（肌をオフ）の高い美人湯が多いこと
から、「美人湯遭遇率日本一！？オフ泉県やまぐち」として売り出しています。
そんな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。
山口県に来訪し、「オフ」になれた瞬間をＳＮＳに投稿した方を対象にして、抽選で県
特産品等をプレゼントします。
さらに、湯めぐりに併せて本県のグルメや体験等も楽しんでい
ただくため、お得な特典・サービスを提供する「オフ泉店」情
報を提供します。

全県美人湯遭遇率日本一！？
オフ泉県やまぐちキャンペーン
やまぐちの温泉で、肌も心も「オン」から「オフ」へ

期　間 2018年9月～ 2019年3月

料　金 無料
場　所 山口県全域

■アクセス／施設により異なる　■駐車場／施設により異なる　■ガイド／無し

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

山口DCアフターキャンペーン［おもてなし］山口DCアフターキャンペーン［体験］
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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。

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

期　間 月曜～金曜（特日を除く）

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

■開始時間／ 7：00～　■所要時間／ 1時間　■定員／ 30名程度　■最少催行人員／
2名　■アクセス／①JR美祢線長門湯本駅から徒歩10分　②中国自動車道美祢ICから約
25分　■駐車場／一般：80台、大型バス：可　■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

お問合せ ［所在地］〒759-4103 山口県長門市湯本温泉　［営業時間］9：00～17：00（旅館組合）
［FAX］0837-25-3612　［HP］http://yumotoonsen.com/zazen/0837-25-3611各宿泊施設及び、湯本温泉旅館協同組合

たい ねい じ

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。
【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。

山口洞春寺 住職による
案内ツアー・座禅体験
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

期　間 開催中～ 2019月3月
料　金 500円場　所 洞春寺（山口市水の上町5-27）

■開始時間／ 9：00～　■所要時間／ 1時間　■定員／ 50名　■最少催行人員／ 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　

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］8：00～17：00083-922-1028洞春寺

とう しゅん じ

漢陽寺は、周防・長門などの守護大名だった大内盛見によって、
1374年（応安7年）に創建されました。
「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？

周南漢陽寺 写経・座禅体験
県内屈指の名刹・漢陽寺で写経・座禅体験

期　間 通年

料　金 要相談
場　所 漢陽寺（周南市大字鹿野上2872）

■開始時間／要相談　■所要時間／ 60分程度（ご要望に応じ調整可能）　■定員／ 40～
50名　■最少催行人員／ 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

お問合せ ［所在地］〒745-0302 山口県周南市大字鹿野上28720834-68-2010漢陽寺

かん よう じ

山口県は全国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。

全県やまぐち・
おもてなし竹灯楼
幽玄かつ幻想的な灯りで宿泊の皆様をお迎えします

期　間 2018年9月～ 12月の土曜・日曜・祝日予定

料　金 無料
場　所 山口県全域

■アクセス／施設により異なる　■駐車場／施設により異なる　■ガイド／無し

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

対象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。

全県オリジナル萩焼豆皿
プレゼント
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

期　間 2018年9月～ 12月予定

料　金 無料

場　所 引換場所：JR新山口駅観光案内所
　　　　  JR新下関駅観光案内所

■アクセス／ JR新山口駅、JR新下関駅　■駐車場／施設により異なる　■ガイド／無し　
■注意事項／豆皿のデザインは選べません

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

山口県内にある温泉は、肌のクレンジング効果（肌をオフ）の高い美人湯が多いこと
から、「美人湯遭遇率日本一！？オフ泉県やまぐち」として売り出しています。
そんな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。
山口県に来訪し、「オフ」になれた瞬間をＳＮＳに投稿した方を対象にして、抽選で県
特産品等をプレゼントします。
さらに、湯めぐりに併せて本県のグルメや体験等も楽しんでい
ただくため、お得な特典・サービスを提供する「オフ泉店」情
報を提供します。

全県美人湯遭遇率日本一！？
オフ泉県やまぐちキャンペーン
やまぐちの温泉で、肌も心も「オン」から「オフ」へ

期　間 2018年9月～ 2019年3月

料　金 無料
場　所 山口県全域

■アクセス／施設により異なる　■駐車場／施設により異なる　■ガイド／無し

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

山口DCアフターキャンペーン［おもてなし］山口DCアフターキャンペーン［体験］
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ふく とく

お問い
合せ先

083-776-0125
〒759-6303 山口県下関市豊浦町宇賀2960-1　
社務所8：00～ 17：00

〒

営

福徳稲荷神社

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

福徳稲荷神社
朱の大鳥居と青い海、青い空、流れる白
い雲、緑の島 と々水面に煌めく太陽、それ
らのあざやかなコントラストが美しく映え
ます。境内から木漏れ日の中へ連なる千
本鳥居のトンネルを抜けると、眼下に広が
る響灘の絶景が待っています。

時　期 通年 場　所 下関市豊浦町宇賀2960-1
料　金 拝観無料

■

■

■

アクセス

駐車場

ガイドサービス

①ブルーライン交通バス「福徳稲荷前」バス停下車
②中国自動車道小月IC・下関ICから各40分
一般：30台程度（無料／臨時駐車場の増設あり）　
大型バス：5台程度（無料／臨時駐車場の増設あり）
川棚温泉観光ボランティアガイドの会がご案内（要申込／団体バス1台につき1,000円）

■夜間ライトアップ 無し

まさに風光明媚。
千本鳥居の絶景スポット

お問い合せ先
0837-26-0708

（一社）長門市観光コンベンション協会 〒759-4106 長門市仙崎4297-1
9：00～18：00
http://www.nanavi.jp/

〒

営

元乃隅稲成神社
白狐のお告げにより、昭和30年に建てられた神社です。
参道出口に建つ大鳥居をよく見ると・・・なんと賽銭箱が頭上に！
見事、賽銭を投げ入れると願いが叶うと言われています。

時　期 通年
場　所 長門市油谷津黄498
料　金 無料

123基の赤い鳥居が印象的な絶景スポット

アクセス
駐車場
ガイドサービス
夜間ライトアップ

■
■
■
■

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
一般：115台（有料）　大型バス：6台（有料）
無し
無し

長門

0837-26-0708
お問い
合せ先

〒759-4106 長門市仙崎4297-1　
9：00～18：00
http://www.nanavi.jp/

〒
営

（一社）長門市観光コンベンション協会

千畳敷
眼下には日本海に浮かぶ島々。
果てしなく広がる海と空の一大パノラマ
が展開し、海をわたる爽やかな風が、波
のざわめきを伝えます。
まさに「日本海を望む大広間」です。

長門

時　期 通年
場　所 長門市日置中1138-1
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長門古市駅からタクシーで約10分
②中国自動車道美祢ICから約50分
一般：約200台（無料）　大型バス：有り
無し
無し

標高333ｍの高台に広がる
草原の地

もと の すみ い なり

角島大橋
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。 2000年の
完成以来、市内外から多くの観光客が訪れています。

時　期 通年 場　所 下関市豊北町角島・神田
料　金 通行料無料

絶景の観光スポット！CMや映画のロケ地でも有名

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（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
一般：海士ヶ瀬公園内50台（無料）　大型バス：無し
無し
無し

下関
つの しま

せん じょう じき

0820-56-7117
お問い
合せ先

〒742-1195 山口県熊毛郡平生町大字平生町210-1　
FAX：0820-56-7123　　8：30～17：15（平日）
http://www.town.hirao.lg.jp/

〒
営

平生町 産業課

大星山展望台
東西南を島々に囲まれた室津半島の中
心に大星山がそびえ、山稜づたいに風
力発電用の風車7基が立っています。 
大星山展望台からは、平生町・柳井市・
田布施町・上関町の街並みや瀬戸内の
島 と々風車が織りなす大パノラマの風景
を堪能することができます。
天候がよければ、九州国東半島や四国
まで見渡すことができます。

平生

時　期 通年
場　所 熊毛郡平生町大字佐賀807-1 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

山陽自動車道熊毛IC・玖珂ICから約50分
一般：有り　
大型バス：通行不可（中型バスは可）
ボランティアガイド（TEL：0820-56-5050）によるご案内も可能
無し

360°パノラマの風景です
おお ほし やま

08387-6-2219
お問い
合せ先

〒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　　8：30～17：15
http://kanko.susa.in

〒
営

（一社）須佐おもてなし協会

須佐ホルンフェルス
日本海の荒波を受けながら、海底から
くっきりと浮かび上がるストライプの断
崖は、マグマの熱変成作用を受けた白と
黒の層が織り成す自然の造形美！
これほど大規模なものは全国でも類を
見ない、地質学的にも貴重なもので、日
本ジオパーク登録を目指しています。

萩

時　期 通年
場　所 萩市須佐高山北 料　金 無料

■

■
■
■

アクセス

駐車場
ガイドサービス
注意事項

①JR須佐駅から車で約10分
②中国道美祢東JCT ～絵堂ICから約80分
一般：30台（無料）　大型バス：3台（無料）
現地案内・周遊ガイド（要事前予約）
断崖の見学は、足元に注意してください

■夜間ライトアップ 無し

日本地質百選に選定！
高さ約15mのストライプの断崖
す さ

0856-72-0652
お問い
合せ先

〒699-5605 島根県鹿足郡津和野町後田ロ64-6
FAX：0856-72-1650　　8：30～17：15
http://www.tsuwano.net/www/toppage/0000000000000/APM03000.html

〒
営

津和野町役場 商工観光課

津和野城跡 朝霧
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。
運がよければ天空の城を観賞することが
できます。朝霧が出現しやすい10月下
旬から11月にかけての土日祝日に城跡
に通じる観光リフトを早朝運行します。
ぜひ雲の上を体感できる城跡へ早朝散
歩はいかがですか？

津和
野

時　期 10月中旬～11月末日
場　所 島根県鹿足郡津和野町後田津和野城跡
料　金 リフト往復料金：中学生以上450円（400円）小学生以下400円（350円）

（　）は20名以上割引価格

■
■
■
■

アクセス
駐車場
ガイドサービス
注意事項

JR津和野駅から徒歩30分
一般：有り
無し
天候に伴い運行中止もあります

■夜間ライトアップ 無し

観光リフトの早朝運行
つ わ の

え び す

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

宮ヶ島 衣毘須神社
小浜海岸の海は碧く美しく、日本画の巨
匠・東山魁夷が皇居の障壁画「朝明けの
潮」のモデルとしたことで有名な場所。出
雲の国美保神社事代(ことしろ)主命(ぬ
しのみこと)が分祀。白浜でつながる参道
は、潮の満ち引きにより姿を変え、大潮の
時は参道が消え渡れないこともあります。
「トラベル.jp＜たびねす＞」ナビゲーター
が選ぶ“夏休み、お出かけする前に！「絶景過ぎる」国内観光スポット30選”にも
選ばれました。

益田

時　期 通年 場　所 益田市小浜町 料　金 無料
■

■
■

アクセス

駐車場
ガイドサービス

①JR戸田小浜駅から徒歩15分
②中国自動車道戸河内ICから国道191号線で約70分
　六日市ICから国道187号～ 9号で約70分／浜田自動車道浜田ICから約50分
一般・大型バス：要問合せ
無し ■夜間ライトアップ 無し

日本画の巨匠・東山魁夷が描いた
碧く美しい海岸に浮かぶ

お問い合せ先
083-786-0234

豊北町観光協会観光案内所 〒759-6121 山口県下関市豊北町大字神田上314-1
8：30～ 17：00

〒

営

関連情報 P27

関連情報 P28

下関

かさ ど じま

笠戸島 夕日岬
笠戸島から見る瀬戸内海の島々の間に
沈む夕日の美しさは、西日本有数の名所
として知られています。特に夕日岬から
の、海水の浸食により自然に穴の開いた
奇岩「はなぐり岩」へ流れる夕日の道筋
は絶景で、多くの写真家が訪れます。
冬場は、夕焼け空から海面まで全てが茜
色に染まり、息をのむ美しさとなります。

下松

時　期 通年（日没頃）
場　所 下松市大字笠戸島 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
注意事項

①JR下松駅から深浦行きバスで10分「瀬戸」下車、徒歩5分
②山陽自動車道徳山東ICから約20分
一般：有り（無料）　大型バス：県道沿い駐車場有り（無料）
無し
無し
冬場は16：30～17：30前後が見ごろ

奇岩へ流れる夕日の道筋

0833-45-1841
お問い
合せ先

〒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

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/site/kanko/11483.html

〒

営
周南市観光交流課

周南工場夜景
周南市は、東西に広がる周南コンビナートに
沿って市街地が広がっており、ＪＲ徳山駅か
らのアクセスが良く、徒歩で気軽に向かえる
ビュースポットがいくつかあります。また、工
場が臨海部に集約していることから、車で工
場夜景スポットを巡る場合、複数のスポット
を見て楽しむことができます。その他、工場
夜景を鑑賞するクルージングやホテルの宿泊
プランなどもあります。

周南

時　期 通年
場　所 周南市内鑑賞スポット

料　金 無料

■
■
■

アクセス
駐車場
注意事項

スポットにより異なる
一般：有り（無料）　大型バス：無し
ビューポイントは複数あるため、交通アクセスは場所により異なる

■ガイドサービス 無し

日本10大工場夜景の一つ
しゅう なん

関連情報 P27

（福川漁港、周南大橋、永源山公園、三笹町、徳山港町、
 晴海親水公園、金剛山、太華山）

風
景
・
絶
景

風
景
・
絶
景
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ふく とく

お問い
合せ先

083-776-0125
〒759-6303 山口県下関市豊浦町宇賀2960-1　
社務所8：00～ 17：00

〒

営

福徳稲荷神社

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

福徳稲荷神社
朱の大鳥居と青い海、青い空、流れる白
い雲、緑の島 と々水面に煌めく太陽、それ
らのあざやかなコントラストが美しく映え
ます。境内から木漏れ日の中へ連なる千
本鳥居のトンネルを抜けると、眼下に広が
る響灘の絶景が待っています。

時　期 通年 場　所 下関市豊浦町宇賀2960-1
料　金 拝観無料

■

■

■

アクセス

駐車場

ガイドサービス

①ブルーライン交通バス「福徳稲荷前」バス停下車
②中国自動車道小月IC・下関ICから各40分
一般：30台程度（無料／臨時駐車場の増設あり）　
大型バス：5台程度（無料／臨時駐車場の増設あり）
川棚温泉観光ボランティアガイドの会がご案内（要申込／団体バス1台につき1,000円）

■夜間ライトアップ 無し

まさに風光明媚。
千本鳥居の絶景スポット

お問い合せ先
0837-26-0708

（一社）長門市観光コンベンション協会 〒759-4106 長門市仙崎4297-1
9：00～18：00
http://www.nanavi.jp/

〒

営

元乃隅稲成神社
白狐のお告げにより、昭和30年に建てられた神社です。
参道出口に建つ大鳥居をよく見ると・・・なんと賽銭箱が頭上に！
見事、賽銭を投げ入れると願いが叶うと言われています。

時　期 通年
場　所 長門市油谷津黄498
料　金 無料

123基の赤い鳥居が印象的な絶景スポット

アクセス
駐車場
ガイドサービス
夜間ライトアップ

■
■
■
■

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
一般：115台（有料）　大型バス：6台（有料）
無し
無し

長門

0837-26-0708
お問い
合せ先

〒759-4106 長門市仙崎4297-1　
9：00～18：00
http://www.nanavi.jp/

〒
営

（一社）長門市観光コンベンション協会

千畳敷
眼下には日本海に浮かぶ島々。
果てしなく広がる海と空の一大パノラマ
が展開し、海をわたる爽やかな風が、波
のざわめきを伝えます。
まさに「日本海を望む大広間」です。

長門

時　期 通年
場　所 長門市日置中1138-1
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長門古市駅からタクシーで約10分
②中国自動車道美祢ICから約50分
一般：約200台（無料）　大型バス：有り
無し
無し

標高333ｍの高台に広がる
草原の地

もと の すみ い なり

角島大橋
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。 2000年の
完成以来、市内外から多くの観光客が訪れています。

時　期 通年 場　所 下関市豊北町角島・神田
料　金 通行料無料

絶景の観光スポット！CMや映画のロケ地でも有名

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（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
一般：海士ヶ瀬公園内50台（無料）　大型バス：無し
無し
無し

下関
つの しま

せん じょう じき

0820-56-7117
お問い
合せ先

〒742-1195 山口県熊毛郡平生町大字平生町210-1　
FAX：0820-56-7123　　8：30～17：15（平日）
http://www.town.hirao.lg.jp/

〒
営

平生町 産業課

大星山展望台
東西南を島々に囲まれた室津半島の中
心に大星山がそびえ、山稜づたいに風
力発電用の風車7基が立っています。 
大星山展望台からは、平生町・柳井市・
田布施町・上関町の街並みや瀬戸内の
島 と々風車が織りなす大パノラマの風景
を堪能することができます。
天候がよければ、九州国東半島や四国
まで見渡すことができます。

平生

時　期 通年
場　所 熊毛郡平生町大字佐賀807-1 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

山陽自動車道熊毛IC・玖珂ICから約50分
一般：有り　
大型バス：通行不可（中型バスは可）
ボランティアガイド（TEL：0820-56-5050）によるご案内も可能
無し

360°パノラマの風景です
おお ほし やま

08387-6-2219
お問い
合せ先

〒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　　8：30～17：15
http://kanko.susa.in

〒
営

（一社）須佐おもてなし協会

須佐ホルンフェルス
日本海の荒波を受けながら、海底から
くっきりと浮かび上がるストライプの断
崖は、マグマの熱変成作用を受けた白と
黒の層が織り成す自然の造形美！
これほど大規模なものは全国でも類を
見ない、地質学的にも貴重なもので、日
本ジオパーク登録を目指しています。

萩

時　期 通年
場　所 萩市須佐高山北 料　金 無料

■

■
■
■

アクセス

駐車場
ガイドサービス
注意事項

①JR須佐駅から車で約10分
②中国道美祢東JCT ～絵堂ICから約80分
一般：30台（無料）　大型バス：3台（無料）
現地案内・周遊ガイド（要事前予約）
断崖の見学は、足元に注意してください

■夜間ライトアップ 無し

日本地質百選に選定！
高さ約15mのストライプの断崖
す さ

0856-72-0652
お問い
合せ先

〒699-5605 島根県鹿足郡津和野町後田ロ64-6
FAX：0856-72-1650　　8：30～17：15
http://www.tsuwano.net/www/toppage/0000000000000/APM03000.html

〒
営

津和野町役場 商工観光課

津和野城跡 朝霧
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。
運がよければ天空の城を観賞することが
できます。朝霧が出現しやすい10月下
旬から11月にかけての土日祝日に城跡
に通じる観光リフトを早朝運行します。
ぜひ雲の上を体感できる城跡へ早朝散
歩はいかがですか？

津和
野

時　期 10月中旬～11月末日
場　所 島根県鹿足郡津和野町後田津和野城跡
料　金 リフト往復料金：中学生以上450円（400円）小学生以下400円（350円）

（　）は20名以上割引価格

■
■
■
■

アクセス
駐車場
ガイドサービス
注意事項

JR津和野駅から徒歩30分
一般：有り
無し
天候に伴い運行中止もあります

■夜間ライトアップ 無し

観光リフトの早朝運行
つ わ の

え び す

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

宮ヶ島 衣毘須神社
小浜海岸の海は碧く美しく、日本画の巨
匠・東山魁夷が皇居の障壁画「朝明けの
潮」のモデルとしたことで有名な場所。出
雲の国美保神社事代(ことしろ)主命(ぬ
しのみこと)が分祀。白浜でつながる参道
は、潮の満ち引きにより姿を変え、大潮の
時は参道が消え渡れないこともあります。
「トラベル.jp＜たびねす＞」ナビゲーター
が選ぶ“夏休み、お出かけする前に！「絶景過ぎる」国内観光スポット30選”にも
選ばれました。

益田

時　期 通年 場　所 益田市小浜町 料　金 無料
■

■
■

アクセス

駐車場
ガイドサービス

①JR戸田小浜駅から徒歩15分
②中国自動車道戸河内ICから国道191号線で約70分
　六日市ICから国道187号～ 9号で約70分／浜田自動車道浜田ICから約50分
一般・大型バス：要問合せ
無し ■夜間ライトアップ 無し

日本画の巨匠・東山魁夷が描いた
碧く美しい海岸に浮かぶ

お問い合せ先
083-786-0234

豊北町観光協会観光案内所 〒759-6121 山口県下関市豊北町大字神田上314-1
8：30～ 17：00

〒

営

関連情報 P27

関連情報 P28

下関

かさ ど じま

笠戸島 夕日岬
笠戸島から見る瀬戸内海の島々の間に
沈む夕日の美しさは、西日本有数の名所
として知られています。特に夕日岬から
の、海水の浸食により自然に穴の開いた
奇岩「はなぐり岩」へ流れる夕日の道筋
は絶景で、多くの写真家が訪れます。
冬場は、夕焼け空から海面まで全てが茜
色に染まり、息をのむ美しさとなります。

下松

時　期 通年（日没頃）
場　所 下松市大字笠戸島 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
注意事項

①JR下松駅から深浦行きバスで10分「瀬戸」下車、徒歩5分
②山陽自動車道徳山東ICから約20分
一般：有り（無料）　大型バス：県道沿い駐車場有り（無料）
無し
無し
冬場は16：30～17：30前後が見ごろ

奇岩へ流れる夕日の道筋

0833-45-1841
お問い
合せ先

〒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

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/site/kanko/11483.html

〒

営
周南市観光交流課

周南工場夜景
周南市は、東西に広がる周南コンビナートに
沿って市街地が広がっており、ＪＲ徳山駅か
らのアクセスが良く、徒歩で気軽に向かえる
ビュースポットがいくつかあります。また、工
場が臨海部に集約していることから、車で工
場夜景スポットを巡る場合、複数のスポット
を見て楽しむことができます。その他、工場
夜景を鑑賞するクルージングやホテルの宿泊
プランなどもあります。

周南

時　期 通年
場　所 周南市内鑑賞スポット

料　金 無料

■
■
■

アクセス
駐車場
注意事項

スポットにより異なる
一般：有り（無料）　大型バス：無し
ビューポイントは複数あるため、交通アクセスは場所により異なる

■ガイドサービス 無し

日本10大工場夜景の一つ
しゅう なん

関連情報 P27

（福川漁港、周南大橋、永源山公園、三笹町、徳山港町、
 晴海親水公園、金剛山、太華山）

風
景
・
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景

風
景
・
絶
景
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から おと

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://hagishi.com/

〒

営
（一社）萩市観光協会

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
60種 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（見頃は 2月中旬～3月下旬頃）
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

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：約100台（無料／椿まつり期間中の土日祝日は有料（300円）） ※椿まつり期間中は、臨時駐車場有（400台）
大型バス：約13台（1回1,030円／越ケ浜市営駐車場）
※椿まつり期間中は越ヶ浜市営駐車場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

一面に咲き誇る25,000本のヤブツバキ
かさ やま

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

萩城跡指月公園 
ミドリヨシノ
ミドリヨシノは、ソメイヨシノに似ています
が、ガクが緑色であることからミドリヨシノ
と名付けられました。花びらは純白色で、例
年ソメイヨシノよりも少し早く咲き始めます。
ミドリヨシノは、日本では萩でしか見ること
のできない貴重な桜で、山口県の天然記念
物に指定されています。

萩

時　期 3月中旬～下旬 場　所 萩城跡指月公園（萩市堀内）
料　金 萩城跡指月公園入園料／高校生以上210円（120円）、小中学生100円（60円） （ ）は30名以上の団体料金

■

■
■
■

アクセス

駐車場
ガイドサービス
夜間ライトアップ

①萩循環まぁーるバス「萩城跡・指月公園入口 北門屋敷入口」下車、徒歩約8分
②中国道美祢東JCT ～絵堂ICから約25分
一般：51台（1回310円）　大型バス：2台（1回1,030円）
無し
有り

日本で唯一！
萩のみに現存する純白の桜
はぎ あと し づきじょう

0838-25-1750
（一社）萩市観光協会

■夜間ライトアップ 無し

■注意事項 大型バスは群生林近くまで乗り入れ不可

かさ ど じま かわ づ ざくら

笠戸島に咲き誇る「河津桜」
2006年から笠戸島全域への植樹を開始し、
現在、約500本の河津桜が大きく育ち、笠戸
島の春の風物詩となっています。笠戸島家族
旅行村では、約100本の河津桜が咲き誇り、
標高約150mから望む笠戸湾の眺望ととも
に楽しめます。河津桜と青空・海・島々の自然
が織りなす芸術的なコントラストは一見の価
値があります。2月下旬頃には、笠戸島家族
旅行村にて「河津桜まつり」も開催されます。

下松

時　期 2月中旬～ 3月中旬
場　所 笠戸島家族旅行村（下松市笠戸島14-1）、

国民宿舎大城前、県道笠戸島線沿い

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下松駅から深浦行きバスで20分「国民宿舎前」下車、徒歩20分
②山陽自動車道徳山東ICから車で約25分
一般：有り（無料）　大型バス：県道沿い駐車場有り（無料）
無し
無し

自然が織りなすコントラストが美しい

0833-52-10 01
お問い
合せ先

〒744-8585 山口県下松市大字笠戸島14-1
FAX：0833-52-1002　　8：30～ 17：00
http://www.oojou.jp/camp/

〒

営
笠戸島家族旅行村

花の海 コスモス畑
2ヘクタールの畑に約40万本のコスモ
スが見事に咲き誇る景色は、まさに圧巻
です。青空とのコントラストもお楽しみく
ださい。
畑の中には散歩道が設けてあり、ピンク
や白、オレンジのコスモスの中を散策で
きます。

山陽
小野
田

時　期 10月下旬～ 11月下旬
場　所 株式会社 花の海（山陽小野田市埴生3392）
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厚狭駅または小野田駅から下関方面「青年の家前」バス停下車徒歩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
無し
無し

秋の風物詩40万本のコスモス畑

0836-79-0130
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
株式会社 花の海

0834-22-8402
お問い
合せ先

〒745-8655　山口県周南市岐山通１丁目１番地
FAX：0834-22-8432　　
8：30～ 17：15
http://www.city.shunan.lg.jp/soshiki/42/

〒

営

周南市公園花とみどり課

周南緑地 梅の里
周南緑地の東に位置する東緑地は、庭
球場、サッカー広場などの運動施設のほ
か、約3,500㎡ほどの敷地に赤や白の花
を咲かせる約90本のウメの木が植栽さ
れています。
赤白の花が同じ木に咲く「源平咲き」の
ウメがあるので、探してみてください。

周南

■

■
■
■

アクセス

駐車場
ガイドサービス
夜間ライトアップ

①JR櫛ケ浜駅から徒歩約20分
②山陽自動車道徳山東ICから約10分
一般：有り（無料）　大型バス：無し
無し
無し

「梅の里」で香りを満喫
しゅう なん

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

唐音水仙公園 
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（益田市西平原町）
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

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2343-2）

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

かみの せき じょう やま

0820-62-0 069
お問い
合せ先

〒742-1402 山口県熊毛郡上関町大字長島503
FAX：0820-62-0869
8：30～ 17：15（平日）

〒

営

上関町教育委員会

上関城山歴史公園 
河津桜
公園には物見台や東屋が設置され、美
しい瀬戸内海を展望することができ、園
内全域に植えられた約150本の河津桜
が3月に見ごろを迎え、桜のピンク色と
海の青色がきれいです。

上関

時　期 2月下旬～ 3 月上旬
場　所 上関城山歴史公園（熊毛郡上関町長島10044番地1）
料　金 無料

■

■
■

アクセス

駐車場
ガイドサービス

①JR山陽本線柳井駅から上関行防長バスで上関バス停下車、徒歩10分
②山陽自動車道熊毛ICまたは玖珂ICから約50分
一般：20台（土日は臨時駐車場100台有り）　大型バス：無し
無し

早咲きの河津桜のピンク色と
瀬戸内海の青色がきれい

かわ づ ざくら

はぎ おう かん

萩往還梅林園 梅
歴史の道 萩往還そばにある「萩往還梅
林園」では、例年1月下旬～3月中旬頃
にかけて、11種類300本の色とりどりの
梅が咲き誇ります。
紅梅系（緋梅）で最も早く開花する八重
咲きの「蓮久」が1月下旬から咲き始め、
一重の「豊後」、八重の「白難波」、枝垂
れ梅の「玉垣枝垂れ」など、3月中旬頃ま
で楽しめます。

萩

時　期 1月下旬～ 3月中旬頃
場　所 萩往還梅林園（萩市椿1125） 料　金 無料

時　期 2月～ 3月上旬頃
場　所 周南緑地内（周南市大字徳山） 料　金 無料

■

■
■
■

アクセス

駐車場
ガイドサービス
注意事項

①JR萩駅からタクシーで約5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：13台（無料）　大型バス：4台（無料）
無し
梅の開花時期にあわせて「萩往還梅林園まつり」を開催

11種類300本の梅の花が
咲き誇ります

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0838-25-1750
（一社）萩市観光協会

■夜間ライトアップ 無し

ほう ふ てん まん ぐう

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

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。

防府

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

■

■
■
■

アクセス

駐車場
ガイドサービス
夜間ライトアップ

①JR防府駅から徒歩約20分
②山陽自動車道防府東IC・西ICから約10分
一般：有り　大型バス：有り　
無し
無し

菅原道真公が愛でた梅

ときわ公園 梅・ツバキ・皇帝ダリア
梅については２月中旬から３月中旬にかけて、ツバキについては１２月中旬から４月上
旬にかけて、皇帝ダリアについては、１１月上旬から１２月上旬にかけて、ときわ公園
の随所にてご覧いただけます。

時　期 皇帝ダリア：11月上旬～ 12月上旬
ツバキ：12月中旬～ 4月上旬
梅：2月中旬～ 3月中旬

場　所 ときわ公園（宇部市大字沖宇部254）ほか 料　金 無料（駐車場は有料）

秋から早春を彩る花々

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15分　②山口宇部道路宇部南ICから5分
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）
無し

宇部

お問い合せ先
0836-54-0551

宇部市 ときわ公園課 〒755-0001 山口県宇部市大字沖宇部254番地ときわ湖水ホール内
FAX：0836-51-7205
8：30～ 17：15　　https://www.tokiwapark.jp

〒

営

花
の
み
ど
こ
ろ

花
の
み
ど
こ
ろ
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から おと

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://hagishi.com/

〒

営
（一社）萩市観光協会

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
60種 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（見頃は 2月中旬～3月下旬頃）
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

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：約100台（無料／椿まつり期間中の土日祝日は有料（300円）） ※椿まつり期間中は、臨時駐車場有（400台）
大型バス：約13台（1回1,030円／越ケ浜市営駐車場）
※椿まつり期間中は越ヶ浜市営駐車場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

一面に咲き誇る25,000本のヤブツバキ
かさ やま

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

萩城跡指月公園 
ミドリヨシノ
ミドリヨシノは、ソメイヨシノに似ています
が、ガクが緑色であることからミドリヨシノ
と名付けられました。花びらは純白色で、例
年ソメイヨシノよりも少し早く咲き始めます。
ミドリヨシノは、日本では萩でしか見ること
のできない貴重な桜で、山口県の天然記念
物に指定されています。

萩

時　期 3月中旬～下旬 場　所 萩城跡指月公園（萩市堀内）
料　金 萩城跡指月公園入園料／高校生以上210円（120円）、小中学生100円（60円） （ ）は30名以上の団体料金

■

■
■
■

アクセス

駐車場
ガイドサービス
夜間ライトアップ

①萩循環まぁーるバス「萩城跡・指月公園入口 北門屋敷入口」下車、徒歩約8分
②中国道美祢東JCT ～絵堂ICから約25分
一般：51台（1回310円）　大型バス：2台（1回1,030円）
無し
有り

日本で唯一！
萩のみに現存する純白の桜
はぎ あと し づきじょう

0838-25-1750
（一社）萩市観光協会

■夜間ライトアップ 無し

■注意事項 大型バスは群生林近くまで乗り入れ不可

かさ ど じま かわ づ ざくら

笠戸島に咲き誇る「河津桜」
2006年から笠戸島全域への植樹を開始し、
現在、約500本の河津桜が大きく育ち、笠戸
島の春の風物詩となっています。笠戸島家族
旅行村では、約100本の河津桜が咲き誇り、
標高約150mから望む笠戸湾の眺望ととも
に楽しめます。河津桜と青空・海・島々の自然
が織りなす芸術的なコントラストは一見の価
値があります。2月下旬頃には、笠戸島家族
旅行村にて「河津桜まつり」も開催されます。

下松

時　期 2月中旬～ 3月中旬
場　所 笠戸島家族旅行村（下松市笠戸島14-1）、

国民宿舎大城前、県道笠戸島線沿い

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下松駅から深浦行きバスで20分「国民宿舎前」下車、徒歩20分
②山陽自動車道徳山東ICから車で約25分
一般：有り（無料）　大型バス：県道沿い駐車場有り（無料）
無し
無し

自然が織りなすコントラストが美しい

0833-52-10 01
お問い
合せ先

〒744-8585 山口県下松市大字笠戸島14-1
FAX：0833-52-1002　　8：30～ 17：00
http://www.oojou.jp/camp/

〒

営
笠戸島家族旅行村

花の海 コスモス畑
2ヘクタールの畑に約40万本のコスモ
スが見事に咲き誇る景色は、まさに圧巻
です。青空とのコントラストもお楽しみく
ださい。
畑の中には散歩道が設けてあり、ピンク
や白、オレンジのコスモスの中を散策で
きます。

山陽
小野
田

時　期 10月下旬～ 11月下旬
場　所 株式会社 花の海（山陽小野田市埴生3392）
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厚狭駅または小野田駅から下関方面「青年の家前」バス停下車徒歩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
無し
無し

秋の風物詩40万本のコスモス畑

0836-79-0130
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
株式会社 花の海

0834-22-8402
お問い
合せ先

〒745-8655　山口県周南市岐山通１丁目１番地
FAX：0834-22-8432　　
8：30～ 17：15
http://www.city.shunan.lg.jp/soshiki/42/

〒

営

周南市公園花とみどり課

周南緑地 梅の里
周南緑地の東に位置する東緑地は、庭
球場、サッカー広場などの運動施設のほ
か、約3,500㎡ほどの敷地に赤や白の花
を咲かせる約90本のウメの木が植栽さ
れています。
赤白の花が同じ木に咲く「源平咲き」の
ウメがあるので、探してみてください。

周南

■

■
■
■

アクセス

駐車場
ガイドサービス
夜間ライトアップ

①JR櫛ケ浜駅から徒歩約20分
②山陽自動車道徳山東ICから約10分
一般：有り（無料）　大型バス：無し
無し
無し

「梅の里」で香りを満喫
しゅう なん

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

唐音水仙公園 
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（益田市西平原町）
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

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2343-2）

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

かみの せき じょう やま

0820-62-0 069
お問い
合せ先

〒742-1402 山口県熊毛郡上関町大字長島503
FAX：0820-62-0869
8：30～ 17：15（平日）

〒

営

上関町教育委員会

上関城山歴史公園 
河津桜
公園には物見台や東屋が設置され、美
しい瀬戸内海を展望することができ、園
内全域に植えられた約150本の河津桜
が3月に見ごろを迎え、桜のピンク色と
海の青色がきれいです。

上関

時　期 2月下旬～ 3 月上旬
場　所 上関城山歴史公園（熊毛郡上関町長島10044番地1）
料　金 無料

■

■
■

アクセス

駐車場
ガイドサービス

①JR山陽本線柳井駅から上関行防長バスで上関バス停下車、徒歩10分
②山陽自動車道熊毛ICまたは玖珂ICから約50分
一般：20台（土日は臨時駐車場100台有り）　大型バス：無し
無し

早咲きの河津桜のピンク色と
瀬戸内海の青色がきれい

かわ づ ざくら

はぎ おう かん

萩往還梅林園 梅
歴史の道 萩往還そばにある「萩往還梅
林園」では、例年1月下旬～3月中旬頃
にかけて、11種類300本の色とりどりの
梅が咲き誇ります。
紅梅系（緋梅）で最も早く開花する八重
咲きの「蓮久」が1月下旬から咲き始め、
一重の「豊後」、八重の「白難波」、枝垂
れ梅の「玉垣枝垂れ」など、3月中旬頃ま
で楽しめます。

萩

時　期 1月下旬～ 3月中旬頃
場　所 萩往還梅林園（萩市椿1125） 料　金 無料

時　期 2月～ 3月上旬頃
場　所 周南緑地内（周南市大字徳山） 料　金 無料

■

■
■
■

アクセス

駐車場
ガイドサービス
注意事項

①JR萩駅からタクシーで約5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：13台（無料）　大型バス：4台（無料）
無し
梅の開花時期にあわせて「萩往還梅林園まつり」を開催

11種類300本の梅の花が
咲き誇ります

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0838-25-1750
（一社）萩市観光協会

■夜間ライトアップ 無し

ほう ふ てん まん ぐう

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

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。

防府

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

■

■
■
■

アクセス

駐車場
ガイドサービス
夜間ライトアップ

①JR防府駅から徒歩約20分
②山陽自動車道防府東IC・西ICから約10分
一般：有り　大型バス：有り　
無し
無し

菅原道真公が愛でた梅

ときわ公園 梅・ツバキ・皇帝ダリア
梅については２月中旬から３月中旬にかけて、ツバキについては１２月中旬から４月上
旬にかけて、皇帝ダリアについては、１１月上旬から１２月上旬にかけて、ときわ公園
の随所にてご覧いただけます。

時　期 皇帝ダリア：11月上旬～ 12月上旬
ツバキ：12月中旬～ 4月上旬
梅：2月中旬～ 3月中旬

場　所 ときわ公園（宇部市大字沖宇部254）ほか 料　金 無料（駐車場は有料）

秋から早春を彩る花々

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15分　②山口宇部道路宇部南ICから5分
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）
無し

宇部

お問い合せ先
0836-54-0551

宇部市 ときわ公園課 〒755-0001 山口県宇部市大字沖宇部254番地ときわ湖水ホール内
FAX：0836-51-7205
8：30～ 17：15　　https://www.tokiwapark.jp

〒

営

花
の
み
ど
こ
ろ

花
の
み
ど
こ
ろ
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0837-26-0708
お問い
合せ先

〒759-4106 長門市仙崎4297-1　
9：00～18：00
http://www.nanavi.jp/

〒
営

（一社）長門市観光コンベンション協会

長門峡 紅葉
長門峡は、国指定名勝の景勝地で、美しい渓谷が印
象的です。11月上旬から中旬にかけて、色あざやか
な紅葉がみられます。萩市川上から阿東へ続く約
5kmの遊歩道があり、渓谷と紅葉を楽しみながら散
策できます。
11月上旬には「長門峡もみじまつり」が開催されま
す。

萩・山
口

時　期 11月上旬～下旬
場　所 長門峡（萩市川上～山口市阿東）
料　金 無料

国指定名勝の美しい渓谷を彩る紅葉

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0838-25-1750
（一社）萩市観光協会

ちょう もん きょう

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
0838-25-8282

お問い
合せ先

〒758-0072 山口県萩市呉服町1-1
8：30～ 17：30（12/31は休館）
http://www.kikuyake.com

〒

営
菊屋家住宅

083-934-6630
お問い
合せ先

〒753-0081 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

お問い
合せ先

〒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
0835-22-0 0 01

毛利博物館
083-766-0 031

お問い
合せ先

豊田町観光協会 〒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

■アクセス／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35分　
■駐車場／一般：竜宮淵駐車場100台（無料）　大型バス：竜宮淵駐車場6台（無料）　
■ガイドサービス／無し　■夜間ライトアップ／無し

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

日の光に輝くススキの穂　
早朝には、霧が草原を覆います

お問い
合せ先

〒754-0511 山口県美祢市秋芳町秋吉3506-2
FAX：0837-62-0899
8：30～17：00　　
http://www.karusuto.com/

〒

営0837-62-0115
（一社）美祢市観光協会

あき よし だい

■アクセス／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　
■駐車場／一般：有り　大型バス：有り　
■ガイドサービス／無し　■夜間ライトアップ／有り（詳細未定）

大寧寺 紅葉
応永17年（1410年）、大内氏の氏族鷲頭弘忠創建
と伝わる曹洞宗屈指の名刹です。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
しても知られています。
境内を彩るイロハモミジやイチョウなどの紅葉を鑑賞
するため、毎年多くの観光客が訪れます。

長門

時　期 11月中旬～12月上旬
場　所 大寧寺（長門市深川湯本1074-1）
料　金 無料

室町時代に栄華を極めた、
大内氏の終焉の地を彩る紅葉
たい ねい じ

■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30分　
■駐車場／一般：約100台（無料）　大型バス：有り　
■ガイドサービス／無し　■夜間ライトアップ／有り

華山・神上寺 紅葉
西の高野山とも言われる神上寺は、高野山真言宗の
山岳霊場として、8世紀初めに開かれた古刹です。
境内には、雪舟の庭や無明橋、苔むす庭園の大モミ
ジや樹齢800年を超すイチョウのほか、カエデ数百
本や冬から春にかけては梅や桜など見どころは満載
です。

下関

時　期 11月初旬～下旬
場　所 神上寺（下関市豊田町江良624） 
料　金 無料

歴史を感じる大木が華麗に色づく古刹
げ さん じん じょう じ

■アクセス／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　■駐車場／一般：20台（無料）　大型バス：有り　■ガイドサービス／無し　■夜間ライトアップ／無
し　■注意事項／参道は、足元が悪く滑りやすい箇所もあるため足元にご注意ください

菊屋家住宅 特別公開
萩城城下町にある菊屋家住宅（国指定重要文化財）
にて、普段は一般公開されていない奥の庭園を、紅
葉の時期にあわせて特別公開されます。
色とりどりの紅葉が美しく彩る、約500坪の広 と々し
た枯山水の庭園をお楽しみください。

萩

時　期 10月中旬～11月末予定
場　所 菊屋家住宅（萩市呉服町1-1）
料　金 大人600円、中高生300円、小学生200円

普段は非公開の美しい奥庭を特別公開！
きく や け

■アクセス／①JR東萩駅より萩循環まぁーるバス東回り「萩市役所」下車、徒歩約10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：中央公園駐車場利用 146台（1回310円）　大型バ
ス：中央公園駐車場利用 10台（1回1,030円）　■ガイドサービス／施設内に常駐ガイド　■夜間ライトアップ／無し

毛利氏庭園 紅葉
毛利邸の門前から多くの紅葉が訪れる方々を出迎え
ます。庭園に入ると、国指定名勝に指定された広大
な庭が広がります。
さらにこの時期は庭を紅く染める紅葉が風情溢れる
風景を創り出します。

防府

時　期 11月中旬～下旬
場　所 毛利氏庭園（防府市多々良一丁目15-1）
料　金 毛利氏庭園入園料 大人400円、子ども200円

25000坪の庭を紅く染める紅葉
もう り

■アクセス／①JR山陽本線防府駅からバスで6分「毛利氏本邸入口」下車　②山陽自動車道防府東IC・西ICから車で約10分
■駐車場／一般：有り　大型バス：有り　
■ガイドサービス／無し　■夜間ライトアップ／無し

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

秋色に染まる山々を背景に・・・
る り こう じ

■アクセス／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　■駐車場／一般：有り（無料）　大型バス：有り（無料）　■ガイドサービス／山口市観光
ボランティアガイドによる案内も可能　■夜間ライトアップ／有り（日没～22：00）

彩りの城下町長府 紅葉
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 11月下旬
場　所 下関市城下町長府エリア

（壇具川沿い、長府庭園、長府毛利邸等）

料　金 無料

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

■アクセス／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　
■駐車場／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）　
■ガイドサービス／無し　■夜間ライトアップ／有り

紅
葉

お問い
合せ先

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

〒

営

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

「…」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
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　…　吉田稔麿誕生地　…　松陰神社

コース 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5km）

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
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 開催中～2019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）

お問い合せ先
0838-25-1750

（一社）萩市観光協会 〒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

世界遺産「松下村塾」など、幕末の志士ゆかりの地をめぐる

開始時間
所要時間
定員
最少催行人員
予約

■
■
■
■
■

9：00 ～
約3時間
15名（15名以上の団体は要相談）
2名
2週間前までに要予約

アクセス

駐車場

ガイドサービス

■

■

■

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：108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

萩

まつ もと むら

設定期間 通年 集合場所 JR徳山駅（ご希望に応じます）
料　金 300円（資料代、保険代）

お問い
合せ先

■
■
■
■

■
■

開始時間
定員
予約
アクセス

駐車場
ガイドサービス

ご希望に応じます
20 名
7日前までに要予約
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 
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

徳山藩の
歴史探訪ウォーク
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。

周南地元ガイドと徳山城下町を歩こう!!

0834-33-8424

〒745-0033 山口県周南市みなみ銀座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

とく やま

コース
コース 友善塾　…　奇兵隊宿営地　…　河原宿　…　肥中街道分岐点　…　本郷　…　秋吉宿　…　

広谷　…　大窪の石畳　…　台山　…　土地ヶ峠　…　下ノ峠　…　大田・絵堂戦役跡　（約20km）

井上公園のほか、湯田温泉の史跡　（詳細は予約時に打合せ）

設定期間 2019年3月
集合場所 赤郷ほっとステーション「ごぼ～ん」（美祢市美東町赤425）
料　金 2,500円

お問い
合せ先

■
■
■
■
■
■

開始時間
定員
予約
アクセス
駐車場
ガイドサービス

受付：8:00
40名
必要
ー 
ー
有り

■
■
所要時間
最少催行人員

7時間程度
20名

赤間関街道中道筋WALK
赤郷の里から、秋吉台を北から南へ縦断する中国
自然歩道、晩秋に彩る草花、文化的景観ドリーネ
畑、そして志士達の想いが偲ばれる赤間関街道
中道筋を歩きます。

美祢志士達の想いが偲ばれる街道を歩く

08396-2-2285

〒754-0302山口県美祢市美東町赤3043-1
FAX：08396-2-2286
http://www.c-able.ne.jp/~ukiuki/

〒
赤間関街道中道筋WALK
実行委員会事務局

あか まが せき かい どう なか みち すじ

設定期間 通年
集合場所 山口市湯田温泉
料　金 500 円

お問い
合せ先

■
■
■
■

■
■

開始時間
定員
予約
アクセス

駐車場
ガイドサービス

ご希望に応じます
ご希望に応じます
実施日の1週間前16：30までに要予約（土日祝日は受付不可）
①JR 新山口駅から山口線で約20分、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／山陽自動車道山口ICから国道262号線で約15分
無し
有り

■
■
所要時間
最少催行人数

ご希望に応じます
1名

維新策源地「湯田温泉」
ワンコインツアー
維新の策源地となった湯田温泉の史跡をガイドの
案内で巡ります。

山口温泉と維新の歴史を尋ねて

083-933-0 088

〒753-0042 山口県山口市惣太夫町2-1 
JR山口駅2階　FAX：083-933-0089
9：00～ 17：30（平日）

〒

営

山口観光コンベンション協会

ゆ だ おん せん

設定期間 ［グループガイド］通年 ［特別ガイド］ 2018年11月3日（土・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（下松市末武上400）
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
定員
予約
アクセス
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］30名　［特別ガイド］無し
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 
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

■
■
■

所要時間
最少催行人員
駐車場

［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］原則5名　［特別ガイド］1名
応相談

ガイドと巡る門前宿場町「花岡」
～破邪の御太刀 特別見学～
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。

下松尊王攘夷を願う日本一の大太刀
はなおか

は じゃ

コース
御茶屋（春雨桜の碑）　…　閼伽井坊　…　花岡八幡宮（多宝塔・破邪の御太刀）
（徒歩１ｋｍ程度）※コースはご希望により調整　※古地図を使ったガイドも可
花岡八幡宮付近　（徒歩）

［グループガイド］

［特別ガイド］
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お問い
合せ先

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

〒

営

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

「…」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
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　…　吉田稔麿誕生地　…　松陰神社

コース 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5km）

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
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 開催中～2019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）

お問い合せ先
0838-25-1750

（一社）萩市観光協会 〒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

世界遺産「松下村塾」など、幕末の志士ゆかりの地をめぐる

開始時間
所要時間
定員
最少催行人員
予約

■
■
■
■
■

9：00 ～
約3時間
15名（15名以上の団体は要相談）
2名
2週間前までに要予約

アクセス

駐車場

ガイドサービス

■

■

■

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：108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

萩

まつ もと むら

設定期間 通年 集合場所 JR徳山駅（ご希望に応じます）
料　金 300円（資料代、保険代）

お問い
合せ先

■
■
■
■

■
■

開始時間
定員
予約
アクセス

駐車場
ガイドサービス

ご希望に応じます
20 名
7日前までに要予約
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 
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

徳山藩の
歴史探訪ウォーク
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。

周南地元ガイドと徳山城下町を歩こう!!

0834-33-8424

〒745-0033 山口県周南市みなみ銀座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

とく やま

コース
コース 友善塾　…　奇兵隊宿営地　…　河原宿　…　肥中街道分岐点　…　本郷　…　秋吉宿　…　

広谷　…　大窪の石畳　…　台山　…　土地ヶ峠　…　下ノ峠　…　大田・絵堂戦役跡　（約20km）

井上公園のほか、湯田温泉の史跡　（詳細は予約時に打合せ）

設定期間 2019年3月
集合場所 赤郷ほっとステーション「ごぼ～ん」（美祢市美東町赤425）
料　金 2,500円

お問い
合せ先

■
■
■
■
■
■

開始時間
定員
予約
アクセス
駐車場
ガイドサービス

受付：8:00
40名
必要
ー 
ー
有り

■
■
所要時間
最少催行人員

7時間程度
20名

赤間関街道中道筋WALK
赤郷の里から、秋吉台を北から南へ縦断する中国
自然歩道、晩秋に彩る草花、文化的景観ドリーネ
畑、そして志士達の想いが偲ばれる赤間関街道
中道筋を歩きます。

美祢志士達の想いが偲ばれる街道を歩く

08396-2-2285

〒754-0302山口県美祢市美東町赤3043-1
FAX：08396-2-2286
http://www.c-able.ne.jp/~ukiuki/

〒
赤間関街道中道筋WALK
実行委員会事務局

あか まが せき かい どう なか みち すじ

設定期間 通年
集合場所 山口市湯田温泉
料　金 500 円

お問い
合せ先

■
■
■
■

■
■

開始時間
定員
予約
アクセス

駐車場
ガイドサービス

ご希望に応じます
ご希望に応じます
実施日の1週間前16：30までに要予約（土日祝日は受付不可）
①JR 新山口駅から山口線で約20分、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／山陽自動車道山口ICから国道262号線で約15分
無し
有り

■
■
所要時間
最少催行人数

ご希望に応じます
1名

維新策源地「湯田温泉」
ワンコインツアー
維新の策源地となった湯田温泉の史跡をガイドの
案内で巡ります。

山口温泉と維新の歴史を尋ねて

083-933-0 088

〒753-0042 山口県山口市惣太夫町2-1 
JR山口駅2階　FAX：083-933-0089
9：00～ 17：30（平日）

〒

営

山口観光コンベンション協会

ゆ だ おん せん

設定期間 ［グループガイド］通年 ［特別ガイド］ 2018年11月3日（土・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（下松市末武上400）
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
定員
予約
アクセス
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］30名　［特別ガイド］無し
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 
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

■
■
■

所要時間
最少催行人員
駐車場

［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］原則5名　［特別ガイド］1名
応相談

ガイドと巡る門前宿場町「花岡」
～破邪の御太刀 特別見学～
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。

下松尊王攘夷を願う日本一の大太刀
はなおか

は じゃ

コース
御茶屋（春雨桜の碑）　…　閼伽井坊　…　花岡八幡宮（多宝塔・破邪の御太刀）
（徒歩１ｋｍ程度）※コースはご希望により調整　※古地図を使ったガイドも可
花岡八幡宮付近　（徒歩）

［グループガイド］

［特別ガイド］
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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。主な漁法は疑似餌を
使ったイカ釣漁で、イカを傷つけず鮮度を保つこと
ができます。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

0837-26-0708
〒759-4106 長門市仙崎4297-1　
9：00～18：00
http://www.nanavi.jp/

〒
営

（一社）長門市観光コンベンション協会

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

釜めし 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

宇部

期　間 通年
場　所 うべ新鮮市場 元気一番（宇部市八王子町12番25号）

宇部 ワタリガニ料理
山口県西部の宇部市は、全国有数のワタリガニの水揚げを誇ります。
冬場が特に美味で、この時季にメスのカニがもつ内子は非常に濃厚な味わい。
豪快に茹でても、焼いても、旨みが強く独特な香りが食欲をそそります。
瀬戸内の味として人々に愛されています。
市内には、ワタリガニ料理（要事前予約）を提供する
飲食店もあります。

宇部は全国有数のワタリガニ水揚地

メニュー内容
料金
アクセス
駐車場
収容人数
予約

■
■
■
■
■
■

店舗により蒸し蟹など単品から、コースまであり
店舗、メニュー、コースにより異なる
①JR宇部岬駅から徒歩10分　②山陽自動車道宇部ICから車で20分　
一般：20台　大型バス：数台駐車可（要事前確認）
店舗により異なる
料理提供については、要事前予約

店　舗

豊後の里

かめうら苑

呑兵衛

　0836-32-1608

　0836-51-4416

　0836-31-1390

う べ

せきしもの まん かん ぜん せき

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。

大人気！新鮮な海鮮を唐戸市場で
美味しく楽しく！

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、ふく刺しなど品数は豊富
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
お盆（8月14日～ 16日）、年末年始（1月1日～ 4日）休業

ばい かん がい から と

お問い
合せ先

083-231-1350
〒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
お問い
合せ先

083-223-1144
〒750-0018 下関市豊前田町3-3-1 海峡メッセ下関６階
FAX：083-223-2443
8：30～ 17：15（平日）　　http://www.stca-kanko.or.jp

〒

営

（一社)下関観光コンベンション協会

下関

期　間 通年 場　所 認定を受けた店舗

下関満関善席
絢爛豪華な下関の食材、名産品を使った下関オリ
ジナルフルコース料理が出来上がりました。下関の
食といえば言わずと知れた取扱量日本一のふくで
すが、その他にもあんこう、くじら、ウニ、特牛イ
カ、安岡ねぎ、垢田トマト等、全国に誇れる素材が
沢山あります。これらを最高級のおもてなし素材と
して使った下関の極上グルメコース（下関満関善
席）により、全国の食通の舌を満足させます!

下関の旬の食材・名産が一度に食べられる！？そんなフルコースが登場！
店　舗

下関市営国民宿舎 海峡ビュー下関
料亭 古串屋
シーモールパレス モン・レーブ
下関グランドホテル
春帆楼本店
ふく料理・鮟鱇料理 旬楽館
割烹旅館 寿美礼
東京第一ホテル下関
下関寿司・割烹 浪花
和欧風創作料理 日和庵
平家茶屋
みもすそ川別館

083-229-0117
083-245-0051
083-232-4867
083-231-5000
083-223-7181
083-228-2452
083-222-3191
083-223-7111
083-231-0728
083-229-3388
083-222-2022
083-222-3357

メニュー内容

料金
駐車場
注意事項

■

■
■
■

ふくをはじめ、あんこう、くじら、ウニ、特牛イカ、安岡ねぎ、垢田トマト等、
全国に誇れる下関の食材、名産品を使った下関オリジナルフルコース
店舗による（1人前1万円～ 5万円）
店舗により異なる
認定を受けた店舗は随時発表

収容人数■ 店舗により異なる
アクセス■ 店舗により異なる

予約■ 必要

お問い
合せ先

0836-31-7070
山口県宇部市八王子町12番24号
毎週金・土・日および祝日の10:00～15:00
http://jf-ymg-ube.com/genkiichiban.html

〒
営

うべ新鮮市場 元気一番

※写真はイメージです

山口

期　間 ［民宿しらい］開催中～2019年3月31日の土・日・火曜
18：00～ 20：00（2名以上／ 10名以上は予約で日時問わず可） 
［あいお荘］未定

場　所 民宿しらい、あいお荘（山口市秋穂）

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

083-984-2795
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】未定
民宿しらい7,500円（税別）、あいお荘未定
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

収容人数■ ー 予約■ 必要

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
萩の酒と萩の肴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

（一社）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

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

（一社）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
萩の酒と萩の肴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
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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。主な漁法は疑似餌を
使ったイカ釣漁で、イカを傷つけず鮮度を保つこと
ができます。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

0837-26-0708
〒759-4106 長門市仙崎4297-1　
9：00～18：00
http://www.nanavi.jp/

〒
営

（一社）長門市観光コンベンション協会

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

釜めし 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

宇部

期　間 通年
場　所 うべ新鮮市場 元気一番（宇部市八王子町12番25号）

宇部 ワタリガニ料理
山口県西部の宇部市は、全国有数のワタリガニの水揚げを誇ります。
冬場が特に美味で、この時季にメスのカニがもつ内子は非常に濃厚な味わい。
豪快に茹でても、焼いても、旨みが強く独特な香りが食欲をそそります。
瀬戸内の味として人々に愛されています。
市内には、ワタリガニ料理（要事前予約）を提供する
飲食店もあります。

宇部は全国有数のワタリガニ水揚地

メニュー内容
料金
アクセス
駐車場
収容人数
予約

■
■
■
■
■
■

店舗により蒸し蟹など単品から、コースまであり
店舗、メニュー、コースにより異なる
①JR宇部岬駅から徒歩10分　②山陽自動車道宇部ICから車で20分　
一般：20台　大型バス：数台駐車可（要事前確認）
店舗により異なる
料理提供については、要事前予約

店　舗

豊後の里

かめうら苑

呑兵衛

　0836-32-1608

　0836-51-4416

　0836-31-1390

う べ

せきしもの まん かん ぜん せき

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。

大人気！新鮮な海鮮を唐戸市場で
美味しく楽しく！

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、ふく刺しなど品数は豊富
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
お盆（8月14日～ 16日）、年末年始（1月1日～ 4日）休業

ばい かん がい から と

お問い
合せ先

083-231-1350
〒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
お問い
合せ先

083-223-1144
〒750-0018 下関市豊前田町3-3-1 海峡メッセ下関６階
FAX：083-223-2443
8：30～ 17：15（平日）　　http://www.stca-kanko.or.jp

〒

営

（一社)下関観光コンベンション協会

下関

期　間 通年 場　所 認定を受けた店舗

下関満関善席
絢爛豪華な下関の食材、名産品を使った下関オリ
ジナルフルコース料理が出来上がりました。下関の
食といえば言わずと知れた取扱量日本一のふくで
すが、その他にもあんこう、くじら、ウニ、特牛イ
カ、安岡ねぎ、垢田トマト等、全国に誇れる素材が
沢山あります。これらを最高級のおもてなし素材と
して使った下関の極上グルメコース（下関満関善
席）により、全国の食通の舌を満足させます!

下関の旬の食材・名産が一度に食べられる！？そんなフルコースが登場！
店　舗

下関市営国民宿舎 海峡ビュー下関
料亭 古串屋
シーモールパレス モン・レーブ
下関グランドホテル
春帆楼本店
ふく料理・鮟鱇料理 旬楽館
割烹旅館 寿美礼
東京第一ホテル下関
下関寿司・割烹 浪花
和欧風創作料理 日和庵
平家茶屋
みもすそ川別館

083-229-0117
083-245-0051
083-232-4867
083-231-5000
083-223-7181
083-228-2452
083-222-3191
083-223-7111
083-231-0728
083-229-3388
083-222-2022
083-222-3357

メニュー内容

料金
駐車場
注意事項

■

■
■
■

ふくをはじめ、あんこう、くじら、ウニ、特牛イカ、安岡ねぎ、垢田トマト等、
全国に誇れる下関の食材、名産品を使った下関オリジナルフルコース
店舗による（1人前1万円～ 5万円）
店舗により異なる
認定を受けた店舗は随時発表

収容人数■ 店舗により異なる
アクセス■ 店舗により異なる

予約■ 必要

お問い
合せ先

0836-31-7070
山口県宇部市八王子町12番24号
毎週金・土・日および祝日の10:00～15:00
http://jf-ymg-ube.com/genkiichiban.html

〒
営

うべ新鮮市場 元気一番

※写真はイメージです

山口

期　間 ［民宿しらい］開催中～2019年3月31日の土・日・火曜
18：00～ 20：00（2名以上／ 10名以上は予約で日時問わず可） 
［あいお荘］未定

場　所 民宿しらい、あいお荘（山口市秋穂）

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

083-984-2795
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】未定
民宿しらい7,500円（税別）、あいお荘未定
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

収容人数■ ー 予約■ 必要

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
萩の酒と萩の肴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

（一社）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

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

（一社）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
萩の酒と萩の肴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
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周防
大島

太刀魚の鏡盛り
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。

お問い
合せ先

期　間 夏～冬
場　所 周防大島町内各店舗

西の鉄砲、東の刀

0820-72-2134
〒742-2301 山口県大島郡周防大島町大字久賀4316番地
FAX：0820-72-2134
8：30～17：00　　http://www.suo-oshima-kanko.net/

〒

営

(一社)周防大島観光協会

メニュー内容
料金
アクセス

駐車場
収容人数
予約

■
■
■

■
■
■

店舗により異なる
店舗により異なる
①JR大畠駅からバスで約10分～ 60分
②山陽自動車道玖珂ICから車で約30分～ 60分
一般：有り　大型バス：一部有り
店舗により異なる
必要

店　舗

お食事処慶
　0820-78-2222
竜崎温泉レストラン ちどり
　0820-77-1234
お侍茶屋彦右衛門
　0820-73-1511
グリーンステイながうら
　0820-79-0021
食在周防あらかわ
　0120-77-4870
ちどり本店
　0820-77-0321
千鳥別館粟屋
　0820-77-5959
かわい寿し
　0820-78-0011
H&Rホテルサンシャインサザンセト
　0820-78-2121

た ち うお

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

国民宿舎大城
　0833-52-0138
笠戸島ハイツ
　0833-52-0150
和食処はらだ
　0833-41-2215
割烹升吉
　0833-41-1730

かさ ど

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
焼きとりや ちくぜん
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
KULABO大正館
ちくぜん 総本店
麺宗祐気
和食処㐂楽
旬処いさ路
俵山本陣
石臼そば伊織

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

長門市自慢の山口県オリジナル
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
らもジューシーなのが特徴です。

0837-25-3221
0837-32-1234
0837-32-1597
0837-22-3372
0837-22-1668
0837-22-8433
0867-22-2885
0837-22-0601
0837-22-5626
0837-25-3731
0837-22-0019
0837-22-2930
0837-22-0735
090-7894-6459
0837-26-1235
0837-42-0130
0837-29-0515
0837-26-4084

0835-28-050 0
〒747-0029 山口県防府市松崎町1-20　
FAX：0835-22-0808
9：00～ 18：00（年中無休）　　http://ume-terrace.jp/

〒

営

うめてらすネットワーク事務局（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
楫取素彦が杉民治に宛てた手紙の中で「垂涎三尺」
というほど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が愛した玉子かけ

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山陽本線防府駅からバスで約4分「防府天満宮」下車　
②山陽自動車道 防府東IC・西ICから約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います。
店舗によっては所要時間が異なりますのでご注意ください。

収容人数■ 店舗により異なる

店　舗
　 　 
Sweet Home
　0835-68-0452
宮の蕎麦 兎屋
　0835-25-5331
中華菜館 噢快燦
　0835-22-0340
空間茶天
　0835-22-0073
U'ilani（ウイラニ）
　0835-28-2250
天とて屋かふぇ
　0835-28-8244
食事・喫茶エイト
　090-7370-2422
天満屋
　0835-22-0767
割烹料理 田中屋
　0835-22-1575
中しま
　0835-38-2004

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10年の西南戦争。薩軍の兵士たちは
瓦で野草や肉を焼いて食べていた、という古
老の昔話をヒントに作られた川棚温泉の名
物料理。熱々の瓦に、茶そば、牛肉、錦糸卵
を彩りよく盛り付けて青ネギを散らし、海苔とレモン、モミジおろしをトッピング。瓦で焼けて
パリパリになったところを特製つゆでいただきます。発祥の店「元祖瓦そばたかせ」をはじめ
「瓦そば本店お多福」で食べることができます。また旅館のご夕食でもオーダーできます。

山口県を代表するソウルフード。
川棚温泉名物瓦そば

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

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

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
083-772-0215
083-772-0215
083-772-0397

周防
大島

周防大島みかん鍋
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。

お問い
合せ先

期　間 11月～ 3月頃
場　所 周防大島町内各店舗

みかん島の名物料理

0820-72-2134
〒742-2301 山口県大島郡周防大島町大字久賀4316番地
FAX：0820-72-2134
8：30～ 17：00　　http://www.suo-oshima-kanko.net/

〒

営

(一社)周防大島観光協会

メニュー内容
アクセス

収容人数
駐車場
予約

■
■

■
■
■

店舗により異なる
①JR大畠駅からバスで10分～ 60分
②山陽自動車道玖珂ICから車で約30分～ 60分
店舗により異なる
一般：有り　大型バス：一部有り
必要

料金■ 店舗により異なる

店　舗

お食事処慶
　0820-78-2222
竜崎温泉「潮風の湯」ちどり
　0820-77-1234
お侍茶屋彦右衛門
　0820-73-1511
グリーンステイながうら
　0820-79-0021
食在周防あらかわ
　0120-77-4870
ちどり本店
　0820-77-0321
千鳥別館粟屋
　0820-77-5959
かわい寿し
　0820-78-0011
Ｈ＆Ｒサンシャインサザンセト
　0820-78-2121
大島本陣茶屋
　0820-74-1066
民宿かぎひこ
　0820-77-1229
道の駅サザンセトとうわ
　0820-78-0033

す おう おお しま

予約■ 必要

料金■ 一人前1,550円～

またいち

店　舗

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 施設により異なる

場　所 一ノ俣温泉（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）

予約■ 団体：8名様以上3日前要予約　一般：予約不要

美祢

期　間 通年 場　所 観光会館 安富屋（美祢市秋芳町秋吉秋芳洞入口）

ごぼう麺御膳
やまぐち美食コレクション西部エリア麺部門『1位』獲得のごぼう麺を中心
とした御膳。秋吉台特産の美東ごぼうを麺に練りこみ、トッピングにごぼう
のから揚げを乗せたうどんは香りが爆発、絶品です。
焼き魚には名水百選に選ばれた別府弁天池の水で育った虹鱒を使用。

秋吉台特産の絶品美東ごぼうを満喫

メニュー内容

料金

アクセス

駐車場
収容人数
注意事項

■

■

■

■
■
■

ごぼう麺御膳のほか、山口の郷土料理「瓦そば」を1人前にアレンジした「河童そば」御膳や、秋吉台の麓で育てたお米を、贅沢な
素材と共に炊き込んだ香り豊かな「ふぐ釜めし」御膳など、秋吉台を味で堪能していただけるお食事を取り揃えてお待ちしております。
（団体様向けメニュー）ごぼう麺御膳：1,000円～、河童そば御膳：1,000円～、ふぐ釜飯御膳：1,000円～
（修学旅行向けメニュー）上記団体メニューの他、800円より値段に応じてご用意できます。学生ランチ：800円、学生幕の内：800円
※上記価格は全て税別
（個人様向けメニュー）ごぼう麺：850円（税込）、河童そば：1,000円（税込）、長州どり唐揚げ定食：1,200円（税込） その他、各種メニュー多数
①JR新山口駅からバスで45分「秋芳洞バスセンター」下車徒歩5分
②小郡萩道路秋吉台ICから10分
一般：市営駐車場 他　大型バス：25台（市営無料駐車場）
800名
季節により料理内容・器等に若干の変更がございます。ご了承ください。

お問い
合せ先

0837-62-0234
〒754-0511山口県美祢市秋芳町秋吉秋芳洞入口
8：30～17：00
http://yasutomiya.co.jp/

〒

営

安富屋

グ
ル
メ

グ
ル
メ
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周防
大島

太刀魚の鏡盛り
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。

お問い
合せ先

期　間 夏～冬
場　所 周防大島町内各店舗

西の鉄砲、東の刀

0820-72-2134
〒742-2301 山口県大島郡周防大島町大字久賀4316番地
FAX：0820-72-2134
8：30～17：00　　http://www.suo-oshima-kanko.net/

〒

営

(一社)周防大島観光協会

メニュー内容
料金
アクセス

駐車場
収容人数
予約

■
■
■

■
■
■

店舗により異なる
店舗により異なる
①JR大畠駅からバスで約10分～ 60分
②山陽自動車道玖珂ICから車で約30分～ 60分
一般：有り　大型バス：一部有り
店舗により異なる
必要

店　舗

お食事処慶
　0820-78-2222
竜崎温泉レストラン ちどり
　0820-77-1234
お侍茶屋彦右衛門
　0820-73-1511
グリーンステイながうら
　0820-79-0021
食在周防あらかわ
　0120-77-4870
ちどり本店
　0820-77-0321
千鳥別館粟屋
　0820-77-5959
かわい寿し
　0820-78-0011
H&Rホテルサンシャインサザンセト
　0820-78-2121

た ち うお

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

国民宿舎大城
　0833-52-0138
笠戸島ハイツ
　0833-52-0150
和食処はらだ
　0833-41-2215
割烹升吉
　0833-41-1730

かさ ど

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
焼きとりや ちくぜん
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
KULABO大正館
ちくぜん 総本店
麺宗祐気
和食処㐂楽
旬処いさ路
俵山本陣
石臼そば伊織

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

長門市自慢の山口県オリジナル
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
らもジューシーなのが特徴です。

0837-25-3221
0837-32-1234
0837-32-1597
0837-22-3372
0837-22-1668
0837-22-8433
0867-22-2885
0837-22-0601
0837-22-5626
0837-25-3731
0837-22-0019
0837-22-2930
0837-22-0735
090-7894-6459
0837-26-1235
0837-42-0130
0837-29-0515
0837-26-4084

0835-28-050 0
〒747-0029 山口県防府市松崎町1-20　
FAX：0835-22-0808
9：00～ 18：00（年中無休）　　http://ume-terrace.jp/

〒

営

うめてらすネットワーク事務局（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
楫取素彦が杉民治に宛てた手紙の中で「垂涎三尺」
というほど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が愛した玉子かけ

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山陽本線防府駅からバスで約4分「防府天満宮」下車　
②山陽自動車道 防府東IC・西ICから約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います。
店舗によっては所要時間が異なりますのでご注意ください。

収容人数■ 店舗により異なる

店　舗
　 　 
Sweet Home
　0835-68-0452
宮の蕎麦 兎屋
　0835-25-5331
中華菜館 噢快燦
　0835-22-0340
空間茶天
　0835-22-0073
U'ilani（ウイラニ）
　0835-28-2250
天とて屋かふぇ
　0835-28-8244
食事・喫茶エイト
　090-7370-2422
天満屋
　0835-22-0767
割烹料理 田中屋
　0835-22-1575
中しま
　0835-38-2004

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10年の西南戦争。薩軍の兵士たちは
瓦で野草や肉を焼いて食べていた、という古
老の昔話をヒントに作られた川棚温泉の名
物料理。熱々の瓦に、茶そば、牛肉、錦糸卵
を彩りよく盛り付けて青ネギを散らし、海苔とレモン、モミジおろしをトッピング。瓦で焼けて
パリパリになったところを特製つゆでいただきます。発祥の店「元祖瓦そばたかせ」をはじめ
「瓦そば本店お多福」で食べることができます。また旅館のご夕食でもオーダーできます。

山口県を代表するソウルフード。
川棚温泉名物瓦そば

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

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

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
083-772-0215
083-772-0215
083-772-0397

周防
大島

周防大島みかん鍋
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。

お問い
合せ先

期　間 11月～ 3月頃
場　所 周防大島町内各店舗

みかん島の名物料理

0820-72-2134
〒742-2301 山口県大島郡周防大島町大字久賀4316番地
FAX：0820-72-2134
8：30～ 17：00　　http://www.suo-oshima-kanko.net/

〒

営

(一社)周防大島観光協会

メニュー内容
アクセス

収容人数
駐車場
予約

■
■

■
■
■

店舗により異なる
①JR大畠駅からバスで10分～ 60分
②山陽自動車道玖珂ICから車で約30分～ 60分
店舗により異なる
一般：有り　大型バス：一部有り
必要

料金■ 店舗により異なる

店　舗

お食事処慶
　0820-78-2222
竜崎温泉「潮風の湯」ちどり
　0820-77-1234
お侍茶屋彦右衛門
　0820-73-1511
グリーンステイながうら
　0820-79-0021
食在周防あらかわ
　0120-77-4870
ちどり本店
　0820-77-0321
千鳥別館粟屋
　0820-77-5959
かわい寿し
　0820-78-0011
Ｈ＆Ｒサンシャインサザンセト
　0820-78-2121
大島本陣茶屋
　0820-74-1066
民宿かぎひこ
　0820-77-1229
道の駅サザンセトとうわ
　0820-78-0033

す おう おお しま

予約■ 必要

料金■ 一人前1,550円～

またいち

店　舗

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 施設により異なる

場　所 一ノ俣温泉（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）

予約■ 団体：8名様以上3日前要予約　一般：予約不要

美祢

期　間 通年 場　所 観光会館 安富屋（美祢市秋芳町秋吉秋芳洞入口）

ごぼう麺御膳
やまぐち美食コレクション西部エリア麺部門『1位』獲得のごぼう麺を中心
とした御膳。秋吉台特産の美東ごぼうを麺に練りこみ、トッピングにごぼう
のから揚げを乗せたうどんは香りが爆発、絶品です。
焼き魚には名水百選に選ばれた別府弁天池の水で育った虹鱒を使用。

秋吉台特産の絶品美東ごぼうを満喫

メニュー内容

料金

アクセス

駐車場
収容人数
注意事項

■

■

■

■
■
■

ごぼう麺御膳のほか、山口の郷土料理「瓦そば」を1人前にアレンジした「河童そば」御膳や、秋吉台の麓で育てたお米を、贅沢な
素材と共に炊き込んだ香り豊かな「ふぐ釜めし」御膳など、秋吉台を味で堪能していただけるお食事を取り揃えてお待ちしております。
（団体様向けメニュー）ごぼう麺御膳：1,000円～、河童そば御膳：1,000円～、ふぐ釜飯御膳：1,000円～
（修学旅行向けメニュー）上記団体メニューの他、800円より値段に応じてご用意できます。学生ランチ：800円、学生幕の内：800円
※上記価格は全て税別
（個人様向けメニュー）ごぼう麺：850円（税込）、河童そば：1,000円（税込）、長州どり唐揚げ定食：1,200円（税込） その他、各種メニュー多数
①JR新山口駅からバスで45分「秋芳洞バスセンター」下車徒歩5分
②小郡萩道路秋吉台ICから10分
一般：市営駐車場 他　大型バス：25台（市営無料駐車場）
800名
季節により料理内容・器等に若干の変更がございます。ご了承ください。

お問い
合せ先

0837-62-0234
〒754-0511山口県美祢市秋芳町秋吉秋芳洞入口
8：30～17：00
http://yasutomiya.co.jp/

〒

営

安富屋

グ
ル
メ

グ
ル
メ
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■予約 必要

■所要時間 30～60分

■最少催行人員 1名 ■予約 必要

はぎはぎ やき

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？

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

10：00～15：30
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

15分～ 30分（お渡しは体験終了約1時間後）
3名

■ガイド・インストラクター 有り

お問い
合せ先

〒753-0048 山口県山口市駅通り1-4-5
9：00～ 18：00
http://www.hondaya-uiro.com/

〒
営

山口外郎手作り体験
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。

山口

期間/日時 2018年
1月9日～6月30日、
9月1日～11月30日（日曜、水曜、GWを除く）

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

オリジナルの山口外郎を作ろう

■
■
■
■
■
■

開始時間
定員
予約
アクセス
駐車場
注意事項

9：00 ～
最大7名
3日前までに要申込
JR山口駅から徒歩3分
一般：10 台　大型バス：ー
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

083-925-160 0

株式会社 本多屋 
懐古庵 本店

うい ろう

やな い じま

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

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1,080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
（一社）萩市観光協会

ぞうりゅう じ

お問い
合せ先

〒753-0811 山口県山口市吉敷1750 番地　
FAX:083-928-0780
8：00～17：00
http://www.ryuzouji.org/

〒

営

龍蔵寺 修行体験
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。

山口

期間/日時 開催中～2019年3月 場　所 龍蔵寺（山口市吉敷1750番地）
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

秘境の霊域で修行体験

■
■
■
■
■
■

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

8：00 ～ 17：00の間
100 名程度（滝行は5 名/1 回）
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
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
一般：40台　大型バス：要問合せ（道路狭小につき、要案内）
住職による案内（住職不在時は係で対応）

083-924-1357
龍蔵寺お問い

合せ先

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

〒

営

金魚ちょうちん製作体験・柳井縞機織体験
〈金魚ちょうちん〉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。体験では目や
胴体に柄をいれ、ひれやしっぽをつけます。世界で
たったひとつの柳井の民芸品を作ってみませんか？
〈柳井縞〉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。機織で10cm角
のコースターを織る体験が可能です。

柳井

期間/日時 通年（休館日除く） 場　所 やない西蔵（柳井市柳井3700-8）
料　金 金魚ちょうちん（中）900円、（小）800円、柳井縞300円

手軽で簡単！かわいい金魚ちょうちんと柳井縞コースターの製作体験

0820-23-2490
やない西蔵

■
■
■
■
■
■
■
■

開始時間
所要時間
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

金魚ちょうちん9：00 ～ 16：00、柳井縞13：00 ～ 16：00
金魚ちょうちん、柳井縞ともに約30分
金魚ちょうちん25名、柳井縞5名
金魚ちょうちん10名以上、柳井縞5名以上の場合は要予約
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：周辺観光駐車場を利用　大型バス：白壁ふれあい広場（要予約）
体験指導
金魚ちょうちん製作体験後、持ち帰り用の箱が必要な方は（中）100円、（小）50円が別途必要です

■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「越ケ浜」バス停下車、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ヶ月周期で材料が変わります（みどりの萩ガラスまたは内ヒビ貫入ガラス）

0838-26-2555
萩ガラス工房

はぎ

■
■
所要時間
予約

1時間～ 2時間
3日前までに要予約

お問い
合せ先

〒758-8555 山口県萩市江向510　
FAX：0838-25-4011
8：30～17：15（平日）
http://machinaka.city.hagi.lg.jp

〒

営

萩の語り部 歴史講座
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。藩校跡地に建つ日本
最大の木造校舎「萩・明倫学舎」ほかで、
歴史講座を開催します。

萩

期間/日時 2018年4月～ 2019年3月 場　所 萩・明倫学舎（萩市江向602）ほか
料　金 1講座につき2,000円※会場によっては使用料他実費必要（応相談）

萩・明治維新を学ぶ

■
■
■
■
■

■
■

開始時間
所要時間
定員
予約
アクセス

駐車場
ガイド・インストラクター

応相談
30分
対応可能人数2 ～ 50名程度
事前予約制
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
②中国自動車道美祢東JCT ～絵堂ICから約20分
一般：180台（1回310円）萩・明倫センター駐車場を利用　大型バス：10台（1回1,030円）
無し

0838-25-3290

萩市まちじゅう博物館
推進課

はぎ

■最少催行人員 1名
■最少催行人員 金魚ちょうちん、柳井縞ともに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
http://ｗｗｗ.onodaglass.jp 

〒

営

ガラス制作体験
日本の夕陽百選に選ばれた、焼野海岸沿いに
建つ「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。世界にひとつだけの作品を作りませんか。

山陽
小野
田

期間/日時 通年 場　所 きららガラス未来館（山陽小野田市焼野海岸）
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～、万華鏡体験1,250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
吹きガラス体験要予約（その他の体験は10名以上の場合に限り要予約）
①JR小野田駅から本山方面「焼野バス停」から徒歩3分
②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（隣接する「きららビーチ焼野」に215台）　大型バス：可
有り
吹きガラスは火のそばでの作業になるため綿素材の服装、長ズボン・運動靴等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

〒752-0970 下関市長府惣社町4-10
9：00～17：00
http://s-kanrikousha.com/mouriteitop.html

〒

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 2018年10月7日（日）～11月25日（日）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1,500円

歴史を肌で感じてみませんか

083-245-8090
長府毛利邸

■
■
■
■

■

■

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

かっちゅう かんじょ

お問い
合せ先

〒754-0302 山口県美祢市美東町赤3108　
8：30～ 17：15
http://www.karusuto.com/

〒

営

景清洞・探検コース
景清洞は、総延長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、探検することがで
きます。
予約なしでもOK。個人、小グループ、団
体でも体験できます。

美祢

期間/日時 通年 場　所 景清洞（美祢市美東町赤3108）
料　金 大人（中学生以上）1,300円、小人860円 

入洞料含む、団体割引有り

自分の手も見えない本当の真っ暗闇を体験

08396-2-2201
景清洞案内所

■
■
■
■
■
■

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

8：30 ～ 16：00
無し
団体の場合は要事前予約
①JR新山口駅からバスで60分　②小郡萩道路絵堂ICから約5分
一般・大型バス：有り
団体の場合は希望によりガイドあり

■
■
所要時間
最少催行人員

約60分
1名

かげ きよ どう

■定員 40名程度 ■最少催行人員 1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 通年（4月～10月の月曜、11月～ 3月の月・火曜、祝日の翌日、12月29日～ 1月3日休園）
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
所要時間
予約
アクセス

駐車場
ガイド・インストラクター

入園時間9：00～16：00、受付時間9：30～11：30 ／ 13：00～15：00
2時間
7日前までに要予約
①ＪＲ防府駅からバスで約18分「長平橋」下車後、徒歩約10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

■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 通年
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

関連情報 P25
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■予約 必要

■所要時間 30～60分

■最少催行人員 1名 ■予約 必要

はぎはぎ やき

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？

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

10：00～15：30
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

15分～ 30分（お渡しは体験終了約1時間後）
3名

■ガイド・インストラクター 有り

お問い
合せ先

〒753-0048 山口県山口市駅通り1-4-5
9：00～ 18：00
http://www.hondaya-uiro.com/

〒
営

山口外郎手作り体験
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。

山口

期間/日時 2018年
1月9日～6月30日、
9月1日～11月30日（日曜、水曜、GWを除く）

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

オリジナルの山口外郎を作ろう

■
■
■
■
■
■

開始時間
定員
予約
アクセス
駐車場
注意事項

9：00 ～
最大7名
3日前までに要申込
JR山口駅から徒歩3分
一般：10 台　大型バス：ー
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

083-925-160 0

株式会社 本多屋 
懐古庵 本店

うい ろう

やな い じま

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

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1,080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
（一社）萩市観光協会

ぞうりゅう じ

お問い
合せ先

〒753-0811 山口県山口市吉敷1750 番地　
FAX:083-928-0780
8：00～17：00
http://www.ryuzouji.org/

〒

営

龍蔵寺 修行体験
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。

山口

期間/日時 開催中～2019年3月 場　所 龍蔵寺（山口市吉敷1750番地）
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

秘境の霊域で修行体験

■
■
■
■
■
■

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

8：00 ～ 17：00の間
100 名程度（滝行は5 名/1 回）
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
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
一般：40台　大型バス：要問合せ（道路狭小につき、要案内）
住職による案内（住職不在時は係で対応）

083-924-1357
龍蔵寺お問い

合せ先

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

〒

営

金魚ちょうちん製作体験・柳井縞機織体験
〈金魚ちょうちん〉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。体験では目や
胴体に柄をいれ、ひれやしっぽをつけます。世界で
たったひとつの柳井の民芸品を作ってみませんか？
〈柳井縞〉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。機織で10cm角
のコースターを織る体験が可能です。

柳井

期間/日時 通年（休館日除く） 場　所 やない西蔵（柳井市柳井3700-8）
料　金 金魚ちょうちん（中）900円、（小）800円、柳井縞300円

手軽で簡単！かわいい金魚ちょうちんと柳井縞コースターの製作体験

0820-23-2490
やない西蔵

■
■
■
■
■
■
■
■

開始時間
所要時間
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

金魚ちょうちん9：00 ～ 16：00、柳井縞13：00 ～ 16：00
金魚ちょうちん、柳井縞ともに約30分
金魚ちょうちん25名、柳井縞5名
金魚ちょうちん10名以上、柳井縞5名以上の場合は要予約
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：周辺観光駐車場を利用　大型バス：白壁ふれあい広場（要予約）
体験指導
金魚ちょうちん製作体験後、持ち帰り用の箱が必要な方は（中）100円、（小）50円が別途必要です

■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「越ケ浜」バス停下車、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ヶ月周期で材料が変わります（みどりの萩ガラスまたは内ヒビ貫入ガラス）

0838-26-2555
萩ガラス工房

はぎ

■
■
所要時間
予約

1時間～ 2時間
3日前までに要予約

お問い
合せ先

〒758-8555 山口県萩市江向510　
FAX：0838-25-4011
8：30～17：15（平日）
http://machinaka.city.hagi.lg.jp

〒

営

萩の語り部 歴史講座
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。藩校跡地に建つ日本
最大の木造校舎「萩・明倫学舎」ほかで、
歴史講座を開催します。

萩

期間/日時 2018年4月～ 2019年3月 場　所 萩・明倫学舎（萩市江向602）ほか
料　金 1講座につき2,000円※会場によっては使用料他実費必要（応相談）

萩・明治維新を学ぶ

■
■
■
■
■

■
■

開始時間
所要時間
定員
予約
アクセス

駐車場
ガイド・インストラクター

応相談
30分
対応可能人数2 ～ 50名程度
事前予約制
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
②中国自動車道美祢東JCT ～絵堂ICから約20分
一般：180台（1回310円）萩・明倫センター駐車場を利用　大型バス：10台（1回1,030円）
無し

0838-25-3290

萩市まちじゅう博物館
推進課

はぎ

■最少催行人員 1名
■最少催行人員 金魚ちょうちん、柳井縞ともに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
http://ｗｗｗ.onodaglass.jp 

〒

営

ガラス制作体験
日本の夕陽百選に選ばれた、焼野海岸沿いに
建つ「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。世界にひとつだけの作品を作りませんか。

山陽
小野
田

期間/日時 通年 場　所 きららガラス未来館（山陽小野田市焼野海岸）
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～、万華鏡体験1,250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
吹きガラス体験要予約（その他の体験は10名以上の場合に限り要予約）
①JR小野田駅から本山方面「焼野バス停」から徒歩3分
②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（隣接する「きららビーチ焼野」に215台）　大型バス：可
有り
吹きガラスは火のそばでの作業になるため綿素材の服装、長ズボン・運動靴等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

〒752-0970 下関市長府惣社町4-10
9：00～17：00
http://s-kanrikousha.com/mouriteitop.html

〒

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 2018年10月7日（日）～11月25日（日）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1,500円

歴史を肌で感じてみませんか

083-245-8090
長府毛利邸

■
■
■
■

■

■

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

かっちゅう かんじょ

お問い
合せ先

〒754-0302 山口県美祢市美東町赤3108　
8：30～ 17：15
http://www.karusuto.com/

〒

営

景清洞・探検コース
景清洞は、総延長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、探検することがで
きます。
予約なしでもOK。個人、小グループ、団
体でも体験できます。

美祢

期間/日時 通年 場　所 景清洞（美祢市美東町赤3108）
料　金 大人（中学生以上）1,300円、小人860円 

入洞料含む、団体割引有り

自分の手も見えない本当の真っ暗闇を体験

08396-2-2201
景清洞案内所

■
■
■
■
■
■

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

8：30 ～ 16：00
無し
団体の場合は要事前予約
①JR新山口駅からバスで60分　②小郡萩道路絵堂ICから約5分
一般・大型バス：有り
団体の場合は希望によりガイドあり

■
■
所要時間
最少催行人員

約60分
1名

かげ きよ どう

■定員 40名程度 ■最少催行人員 1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 通年（4月～10月の月曜、11月～ 3月の月・火曜、祝日の翌日、12月29日～ 1月3日休園）
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
所要時間
予約
アクセス

駐車場
ガイド・インストラクター

入園時間9：00～16：00、受付時間9：30～11：30 ／ 13：00～15：00
2時間
7日前までに要予約
①ＪＲ防府駅からバスで約18分「長平橋」下車後、徒歩約10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

■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 通年
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

関連情報 P25

関連情報 P43
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お問い
合せ先

〒759-4107 山口県長門市通671-2
FAX：0837-28-0266　　
9：00～ 17：00
http://member.hot-cha.tv/~htc09819/tourism.html

〒

営

長門市通 地引網体験
地元の漁業従事者グループ「橘会（たち
ばなかい）」が受け入れ担当として指導
します。
合わせて、昼食では、魚介類を基本とし
た「海鮮バーベキュー」の受け入れも
行っています。

長門

期間/日時 4月～ 11月

料　金 3,150円
場　所 長門市通地区

古式捕鯨の里で地引網体験

■予約 1週間前までに要予約

■所要時間 約2時間■
■
■
■
■
■

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 ～（応相談）
20 ～ 100名
20名
①長門市駅からバスで20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

■
■
所要時間
最少催行人員

約2時間
4名 ■予約 1週間前までに要予約

■
■
■

■
■

開始時間
定員
アクセス

駐車場
ガイド・インストラクター

10：00 ～（応相談）
40名
①JR山陽本線長門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50分
一般：有り　大型バス：有り
有り

0837-28-0211

通鯨・ツーリズム推進協議会
（長門市役所通公民館内）

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）
https://www.facebook.com/atokankou30

〒

営083-956-2526
NPOあとう

■所要時間 1時間程度 ■
■
定員
予約

施設により異なる 
必要

■所要時間 ー ■
■
定員
駐車場

要確認
有り

■
■
最少催行人員
ガイド・インストラクター

1名
有り

■ガイド・インストラクター 有り

あとう観光果樹園
（りんご・なし・ぶどう園）
阿東の自然の中で育ったりんご、なし、
ぶどう。もぎたての美味しさは格別です！
ご家族で楽しくて美味しいご行楽にいか
がですか♪

山口

期間/日時 ［りんご］8月中旬～11月末  ［なし］［ぶどう］8月上旬～10月末
場　所 山口市阿東
料　金 ［りんご狩り］中学生以上430円、小学生以下320円（園内食べ放題）　

［なし狩り］中学生以上600円、小学生以下400円（園内食べ放題） 
［ぶどう園］入園無料（1kgあたり1,600円～ 3,000円、少量の試食無料）

阿東自慢の美味しいフルーツ狩り

■
■
■

■

開始時間
最少催行人員
アクセス

駐車場

施設により異なる 
1名 
①JR鍋倉駅下車（施設による）
②中国自動車道小郡ICから国道９号を島根・津和野方面へ約60分（施設による）
　もしくは中国自動車道鹿野ICから国道315号を島根・津和野方面へ国道９号を
　山口市方面に進み約60分（施設による）
一般：有り　大型バス：有り（施設により異なる）

３か所とも田布施町の中心から車で10分以内で行ける距離にあり、
いちご狩りのあとに買い物をして帰ることも簡単です。糖度が高くとっ
ても甘いいちごですので、ご家族やお友達と一緒に、お越しください！

田布施町 いちご狩り
田布

施

期間/日時 観光農園ファームランド（熊毛郡田布施町川西394-1）1月初旬～5月中旬
いちごらんど（熊毛郡田布施町宿井288）1月～5月上旬
たぶせいちごファーム（熊毛郡田布施町麻郷鳥越3059-1）12月中旬～5月上旬

場　所

料　金 観光農園ファームランド  入園料：大人540円（コーヒー＋いちごのデザート） 子ども432円（ジュース＋いちごのデザート）
※収穫されたいちごはグラム売りです。

いちごらんど  入園料：大人200円　小中学校100円　幼児無料
※収穫されたいちご量り売り100g/150円

たぶせいちごファーム  入園料：無料
食べ放題料金：大人（中学生以上）1,500円  子供（小学生）1,000円  幼児（2～5歳）500円　2歳未満無料
※グラム売りの価格は、相場によって変動します。

町内３か所でいちご狩り体験！

■
■
■

開始時間
予約
アクセス

10：00 ～
観光農園ファームランドは要予約
熊毛ICから車で15 ～ 25分／玖珂ICから車で30 ～ 35分　

た ぶ せ

お問い
合せ先

0820-52-1808観光農園ファームランド 〒742-1504 山口県熊毛郡田布施町川西394-1　
FAX：0820-52-0037　　10：00～14：00※完全予約制

〒

営

0820-52-5287フジ園芸（いちごらんど） 〒742-1511 山口県熊毛郡田布施町大字下田布施663-1　
FAX：0820-52-5287　　10：00～15：00

〒

営

0820-55-0380たぶせいちごファーム 〒742-1513 山口県熊毛郡田布施町麻郷鳥越3059-1
10：00～16：00

〒

営

りんご・なしの価格は組合加盟園の価格であり、その他のりんご園では価格が異なる

なが と かよい

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/oumijimakyowakoku

〒

営

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 3,700円（昼食代込）

日本海の新鮮な魚を
さばいて…食べて…大満足！

0837-26-1120 

青海島共和国
（旧青海島小学校）

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0836-79-0130
株式会社 花の海

■定員 10 ～ 30名 ■最少催行人員 10名

■ガイド・インストラクター 有り

西日本最大級の農場「花の海」の体験メ
ニューの一つ。畑で自分で収穫した旬の
野菜を生地にのせてオリジナルピザを作
るので学びながら体験ができます。本格
石釜で焼き上げる、出来立てあつあつの
美味しいピザをお楽しみください。

花の海 1度で3度おいしい！
石釜ピッツァ作り体験

期間/日時 通年 場　所 株式会社 花の海（山陽小野田市大字埴生3392）
料　金 中学生以上1,950円、小学生1,650円、幼児1,150円

（ドリンク＋野菜収穫体験料金＋野菜持ち帰り料金を含む）

「学び」・「収穫」・「調理」ができる観光農園ならではの体験メニュー

■

■
■
■

■
■

開始時間

所要時間
予約
アクセス

駐車場
注意事項

土・日・祝日10:30 ～、13:30 ～（1日2回開催、希望の時間帯を予約） 
※平日はピッツァを10枚以上焼く場合のみ予約可
2時間程度
体験2日前まで（当日キャンセルの場合キャンセル料発生）
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
お子様のみの参加不可、幼児の方のピザは一回り小さいサイズ、小雨決行
（悪天候時は長靴・雨具持参、大雨時は事前に収穫した野菜を使用）

山陽
小野

田

しものせき とよ た

市内でも知る人ぞ知る「東長野りんご
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円から

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～ 17：00

〒

営

豊田町観光協会

体
験
メ
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ー

体
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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122-1　FAX：0838-21-7718　
3月～10月 9：00～17：00、11月 9：00～15：30

〒

萩八景遊覧船

指月橋を始点に、お城の疎水を通って橋本川に入り、堀内・平安古伝建 
地区の武家屋敷群を川から眺める約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。桜の開花時 期
には橋本川土手の桜並木を船上から楽しむ「桜観賞コース」を特別運航！
運航日 2018年3月1日（木）～ 11月30日（金）
料　金 ［個人］大人（中学生以上）1,200円（1000円）、小人（小学生以下）600円（500円）

（ ）内は20名以上の団体料金、幼児（3才未満）大人1人につき1人まで無料、2人目からは小人料金

［貸切］12,000円（10名以内）

コース
指月橋そば（萩城跡横）　～　常盤島　～　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

■

■
■
■
■

受付時間/3月～10月 9：00～16：00
11月 9：00～15：30 ※定時便ではなく随時運航
約40分（桜観賞コースは約45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 2018年4～5月、7～8月、10～11月の運航日予定
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

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歳未満は大人1人につき1人まで無料、2人目からは小学生以下料金　（ ）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

萩

須佐湾遊覧船 《ジオクルージング》
国指定名勝「須佐湾」の絶景を船から楽しむ！

08387-6-2219お問い
合せ先 〒759-3411 山口県萩市須佐4570-5（萩市須佐総合事務所内）　

8：30～ 17：15（平日）　　 http://kanko.susa.in/
〒

（一社）須佐おもてなし協会

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。
運航日 2018年4月下旬～10月末予定
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歳以下は漁船不可）

営

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

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
夏休み期間（7月中旬～8月末）は、美しい日本海の夕陽を船上から楽しむ“サンセットクルーズ”を実施（要予約）

各コース出発時間
予約
ガイドサービス
注意事項

■
■
■
■

定時運航の出発時間（10：00～15：00） １日8便　　　 
必要
ガイドが同乗し景観をご案内
ゴールデンウィークや夏休み期間は定時運航実施
それ以外の期間は予約運航（大人5名様以上、要事前予約）
悪天候時は当日運航判断、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）

所要時間■ 約60分

す さ わん

運航日 定期便（3月1日～11月末日）、季節便（4月1日～9月末日/定期便に追加運航）、冬期便（12月1日～ 2月末日）
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　　http://www.omijimakankoukisen.jp/
〒

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
[赤瀬・みすゞ ・花津浦コース]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、25～29人迄1人1,980円、30～40人迄79,200円、41～58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、25～29人迄1人1,440円、30～40人迄57,600円、41～58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、25～29人迄1人1,170円、30～40人迄46,800円、41～58人迄1人1,170円、小児1人590円
[赤瀬・みすゞ ・花津浦コース]20人迄24,000円、21～24人迄1人1,200円、25～29人迄1人1,080円、30～40人迄43,200円、41～58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）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 [赤瀬・みす ・ゞ花津浦コース]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

「…」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122-1　FAX：0838-21-7718　
3月～10月 9：00～17：00、11月 9：00～15：30

〒

萩八景遊覧船

指月橋を始点に、お城の疎水を通って橋本川に入り、堀内・平安古伝建 
地区の武家屋敷群を川から眺める約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。桜の開花時 期
には橋本川土手の桜並木を船上から楽しむ「桜観賞コース」を特別運航！
運航日 2018年3月1日（木）～ 11月30日（金）
料　金 ［個人］大人（中学生以上）1,200円（1000円）、小人（小学生以下）600円（500円）

（ ）内は20名以上の団体料金、幼児（3才未満）大人1人につき1人まで無料、2人目からは小人料金

［貸切］12,000円（10名以内）

コース
指月橋そば（萩城跡横）　～　常盤島　～　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

■

■
■
■
■

受付時間/3月～10月 9：00～16：00
11月 9：00～15：30 ※定時便ではなく随時運航
約40分（桜観賞コースは約45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 2018年4～5月、7～8月、10～11月の運航日予定
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

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歳未満は大人1人につき1人まで無料、2人目からは小学生以下料金　（ ）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

萩

須佐湾遊覧船 《ジオクルージング》
国指定名勝「須佐湾」の絶景を船から楽しむ！

08387-6-2219お問い
合せ先 〒759-3411 山口県萩市須佐4570-5（萩市須佐総合事務所内）　

8：30～ 17：15（平日）　　 http://kanko.susa.in/
〒

（一社）須佐おもてなし協会

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。
運航日 2018年4月下旬～10月末予定
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歳以下は漁船不可）

営

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

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
夏休み期間（7月中旬～8月末）は、美しい日本海の夕陽を船上から楽しむ“サンセットクルーズ”を実施（要予約）

各コース出発時間
予約
ガイドサービス
注意事項

■
■
■
■

定時運航の出発時間（10：00～15：00） １日8便　　　 
必要
ガイドが同乗し景観をご案内
ゴールデンウィークや夏休み期間は定時運航実施
それ以外の期間は予約運航（大人5名様以上、要事前予約）
悪天候時は当日運航判断、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）

所要時間■ 約60分

す さ わん

運航日 定期便（3月1日～11月末日）、季節便（4月1日～9月末日/定期便に追加運航）、冬期便（12月1日～ 2月末日）
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　　http://www.omijimakankoukisen.jp/
〒

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
[赤瀬・みすゞ ・花津浦コース]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、25～29人迄1人1,980円、30～40人迄79,200円、41～58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、25～29人迄1人1,440円、30～40人迄57,600円、41～58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、25～29人迄1人1,170円、30～40人迄46,800円、41～58人迄1人1,170円、小児1人590円
[赤瀬・みすゞ ・花津浦コース]20人迄24,000円、21～24人迄1人1,200円、25～29人迄1人1,080円、30～40人迄43,200円、41～58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）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 [赤瀬・みす ・ゞ花津浦コース]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

「…」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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長門市－新山口駅
直行便

あき よし だい

■
■
■
■

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

予約■ 不要 ガイドサービス■ 無し

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

お問い
合せ先

0837-62-0115
〒754-0511 山口県美祢市秋芳町秋吉3506-2　FAX：0837-62-0899
8：30～ 17：15（平日）　　http://www.karusuto.com/

〒

秋吉台カルストタクシー運営協議会（一般社団法人美祢市観光協会内）

営

運行日 2018年4月～ 11月の平日運行（土日祝日は循環バスをご利用ください）
料　金 Aゾーン内 /Cゾーン内300円　Aゾーン内⇔Bゾーン内/Bゾーン内⇔Cゾーン内500円　Aゾーン内⇔Cゾーン内700円

各コース出発時間

所要時間
定員
注意事項

■

■
■
■

［1便］9:40 ［2便］10：05 ［3便］10：46 ［4便］11：33 ［5便］12：44 
［6便］13：10 ［7便］14：12 ［8便］15：00 ［9便］15：56 ［10便］16：20
観光交流センター⇔秋吉台展望台13分　観光交流センター⇔秋吉台サファリランド37分
9名（定員を超えた場合、続行便を配車） 
乗合タクシーになりますので、他のお客様と一緒のご乗車となります
4歳～小学生および障害者手帳をお持ちの方は半額

秋吉台かるすとタクシー
秋芳洞、秋吉台、大正洞、景清洞、秋吉台サ ファリランドなど、秋吉台地域の主要な観光 地８ヶ所の停留所で乗り
降りできます。観光 交流センター停留所は、秋吉台バスセンター と同じ場所にありますので、乗り継ぎにも便利です。

美祢秋吉台地域の観光地を巡る

コース

[Aゾーン]観光交流センター、黒谷口、エレベーター口、秋吉台展望台　
[Bゾーン]長者ヶ森　[Cゾーン]大正洞、景清洞、秋吉台サファリランド

［1］ ［5］ ［9］便 [A]観光交流センター　→　[A]黒谷口　→　[A]エレベーター口　→　[A]秋吉台展望台
［2］ ［6］ ［10］便 [A]秋吉台展望台　→　[A]エレベーター口　→　[A]黒谷口　→　[A]観光交流センター
［3］ ［7］便 [A]観光交流センター　→　[A]黒谷口　→　[A]エレベーター口　→　[A]秋吉台展望台　→　

[B]長者ヶ森　→　[C]大正洞　→　[C]景清洞　→　[C]秋吉台サファリランド

なんしゅう

運行日 通年
料　金 ［Aコース］ 2,000円（30分貸切） ［Bコース］ 4,000円（70分貸切）

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！

■

■
■
■

各コース出発時間

所要時間
定員
ガイドサービス

0837-22-2030お問い
合せ先 〒759-4101 長門市東深川984-1

24時間営業
〒

冨士第一交通有限会社

センザキッチン → 新山口駅　　新山口駅 → センザキッチン

１時間30分
9名（人数により調整可能）
無し

営

予約■ 不要

コース

運行日 2018年４月～2019年３月31日予定
料　金 片道大人2,000円、小人1,000円

長門市と新山口駅を結ぶ直行バスが運行開始
しました。
長門湯本温泉やセンザキッチンを回り、１日４
便（２往復）運行します。

長門新山口駅から長門市まで
直行バスで90分！

［4］ ［8］便 [C]秋吉台サファリランド　→　[C]景清洞　→　[C]大正洞　→　[B]長者ヶ森　→　
[A]秋吉台展望台　→　[A]エレベーター口　→　[A]黒谷口　→　[A]観光交流センター

JR新山口駅新バスロータリー　＝　長門湯本温泉　＝　長門市駅　＝　センザキッチン

■

■
■

各コース出発時間

所要時間
注意事項

約60分 
時刻は変更する場合があります

定員■ 無し 予約■ 不要 ガイドサービス■ 無し

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）　＝　萩バスセンター　＝　東萩駅

新山口駅新幹線口 → 東萩駅　　東萩駅 → 新山口駅新幹線口
9:35
10:50
12:15
13:15
14:15
16:15
17:15
18:25

10:43
11:58
13:23
14:23
15:23
17:23
18:23
19:33

8:20
10:20
12:25
13:15
14:00
15:00
16:15
17:45

9:30
11:30
13:35
14:25
15:10
16:10
17:25
18:55

コース

（8時間前後）

（8時間前後）

（各日7時間前後）

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
無し
湯田温泉旅館協同組合加盟旅館宿泊者限定

予約■ 出発の30分前迄可能 但し朝9：00出発は前日18：00までに要予約

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
湯田温泉旅館協同組合加盟旅館宿泊者限定。
「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

■
■
■

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

益田地区タクシー共同組合
（土日祝は益田タクシー　　　　　　　　　　）

要相談
4 名（人数によって台数調整可能）
有り

〒698-0024 島根県益田市駅前町35-6　
FAX：0856-22-4323　　9：00～ 17：00

〒
営

所要時間
予約

■
■

2時間程度
必要

コース

だます

運行日 通年 料　金 6,900 円～（4名様乗り小型）

益田
観光タクシー
益田観光パンフレット益田浪漫
に掲載した推奨コース
【嗚呼、絶景かな、日本海】【THE 
益田の歴史・自然】がオススメ！

益田益田浪漫推奨コースがオススメ！

益田駅　－　高角橋　－　高津柿本神社　－　万葉公園　－　櫛代賀姫神社　－　鴨島展望地　
－　鵜ノ鼻古墳　－　荒磯温泉   （泊）　－　土田海岸　－　唐音の蛇岩　－　益田駅

益田駅　－　高角橋　－　高津柿本神社　－　万葉公園　－　櫛代賀姫神社　－　
－　鵜ノ鼻古墳　－　荒磯温泉   （泊）　－　土田海岸　－　唐音の蛇岩　－　益田駅

［恋がテーマのコース］

山口

コース

山口観光貸切タクシープラン
各観光スポットではタクシードライバーも下車、お客様の観光ガイドも
務めます。タクシーならではのゆとりの移動、細やかな対応が魅力です。

運行日 通年（［コース4］は5・6・10・11月限定）
料　金 小型車2,560円、中型車3,080円、ジャンボ4,020円（30分/税込）

ご予約
お問い合せ先

いさむや第一交通
大隅タクシー
スミスハイヤー
中司タクシー
フラワータクシー

豊富な知識と経験を持った観光タクシードライバーがご案内！

所要時間
定員

予約
ガイドサービス

注意事項

■
■

■
■

■

2時間～8時間 
小型車4名、中型車4～5名、
ジャンボ8～9名
前日までに要予約
ドライバーから車内での
史跡等の説明有り
ご予約・お問い合わせは各タクシー会社へ

コース1：山口市内定番コース
コース2：明治維新「山口市内満喫コース」

コース3：明治維新「山口・防府満喫コース」

コース4：明治維新「奇兵隊こだわりコース」

やま ぐち

香山公園・国宝瑠璃光寺五重塔　―　常栄寺雪舟庭　―　山口市菜香亭
木戸神社　―　普門寺　―　旧山口藩庁門　―　洞春寺　―　香山公園（香山墓所・枕流亭・露山堂・勅撰銅碑）　
―　山口市菜香亭　―　豊栄神社　―　野田神社　―　井上公園
旧山口藩庁門　―　香山公園（香山墓所・枕流亭・露山堂・勅撰銅碑）　―　山口市菜香亭　―　
防府天満宮　―　旧毛利家本邸　―　英雲荘
旧山口藩庁門　―　山口市菜香亭　―　徳地奇兵隊関連史跡　―　南大門　―　仁保道の駅 （約4時間）

（約8時間）

（約4時間）

（約2時間）

083-922-1368 
083-922-0860 
083-922-1881 
083-922-0812 
083-928-2878 

山口交通・山野タクシー
湯田都タクシー
小郡交通タクシー
嘉川タクシー
新山口タクシー

0120-501-940 
083-922-0232 
083-972-5380 
083-989-2102 
083-972-3345

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］2018年9月11日～11月30日の土日祝（紅葉期は毎日） 予定
［貸切］2018年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

〒741-0081 山口県岩国市横山2-7-28　FAX：0827-28-2878
8：30～ 17：00　　http://ukai.iwakuni-city.net/

〒

営

〒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

0838-25-1750お問い
合せ先

（一社）萩市観光協会

スーパーはぎ号
JR 新山口駅～ JR東萩駅を結ぶバ ス「スーパーはぎ号」
が運行します。 新山口駅新幹線口から世界遺産の 城下
町・萩まで60 分！１日16 便（8 往復）運行します。

萩新山口駅から世界遺産に登録
された城下町・萩まで60分

運行日 運行中～2019年3月31日 予定
料　金 片道大人1,550円、小児780円 予定

〒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

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） 
ー
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　

運行日 運行中～2019 年3月31日 予定
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

0837-26-0 054お問い
合せ先 〒759-4106 山口県長門市仙崎1031-67　FAX：0837-26-3938

8：00～ 18：00（受付時間）
〒
営

長門タクシー協会

■各コース出発時間 ご希望に応じます 定員■ 4 ～ 9名 予約■ 必要 ガイドサービス■ ドライバーによる観光案内付き

運行日 通年
料　金 1台10,000円～

長門市タクシー観光コース
タクシーが旅行当日ご利用様専用のタクシーと
なり、観光スポットをタクシー で回ります。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。また、駅
発着となりますので、ご利用がとても便利です。

長門地元のタクシーで辿る旅
なが と

なが と しん やま ぐち

関連情報 P29

［みすゞの足跡をたどるコース］

［ぐるり長門まるごと満喫コース 元乃隅稲成神社］

JR仙崎駅　ー　千畳敷　ー　元乃隅稲成神社　ー　金子みすゞ記念館　ー　青海島観光船　ー　青海島　ー　湯本おとずれ足湯　ー　JR仙崎駅

JR長門市駅　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

［一日目］JR新山口駅　ー　秋吉台・秋芳洞　ー　萩世界遺産　ー　湯長門本温泉［泊］

［二日目］湯長門本温泉　ー　金子みすゞ記念館　ー　千畳敷　ー　元乃隅稲成神社　ー　角島　ー　JR長門市駅

［温泉で疲れを癒す1 泊コース］

※上記時間料金に各コースの観光時間を乗じた額が料金となります。※通行料金・拝観料・入場料・駐車場料金等は含まれておりません。

0856-22-8181

　9：30　  11：00　　　11：10　　12：35
13：35　  15：05　　　15：15　　16：40

（予定）

「…」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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次
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長門市－新山口駅
直行便

あき よし だい

■
■
■
■

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

予約■ 不要 ガイドサービス■ 無し

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

お問い
合せ先

0837-62-0115
〒754-0511 山口県美祢市秋芳町秋吉3506-2　FAX：0837-62-0899
8：30～ 17：15（平日）　　http://www.karusuto.com/

〒

秋吉台カルストタクシー運営協議会（一般社団法人美祢市観光協会内）

営

運行日 2018年4月～ 11月の平日運行（土日祝日は循環バスをご利用ください）
料　金 Aゾーン内 /Cゾーン内300円　Aゾーン内⇔Bゾーン内/Bゾーン内⇔Cゾーン内500円　Aゾーン内⇔Cゾーン内700円

各コース出発時間

所要時間
定員
注意事項

■

■
■
■

［1便］9:40 ［2便］10：05 ［3便］10：46 ［4便］11：33 ［5便］12：44 
［6便］13：10 ［7便］14：12 ［8便］15：00 ［9便］15：56 ［10便］16：20
観光交流センター⇔秋吉台展望台13分　観光交流センター⇔秋吉台サファリランド37分
9名（定員を超えた場合、続行便を配車） 
乗合タクシーになりますので、他のお客様と一緒のご乗車となります
4歳～小学生および障害者手帳をお持ちの方は半額

秋吉台かるすとタクシー
秋芳洞、秋吉台、大正洞、景清洞、秋吉台サ ファリランドなど、秋吉台地域の主要な観光 地８ヶ所の停留所で乗り
降りできます。観光 交流センター停留所は、秋吉台バスセンター と同じ場所にありますので、乗り継ぎにも便利です。

美祢秋吉台地域の観光地を巡る

コース

[Aゾーン]観光交流センター、黒谷口、エレベーター口、秋吉台展望台　
[Bゾーン]長者ヶ森　[Cゾーン]大正洞、景清洞、秋吉台サファリランド

［1］ ［5］ ［9］便 [A]観光交流センター　→　[A]黒谷口　→　[A]エレベーター口　→　[A]秋吉台展望台
［2］ ［6］ ［10］便 [A]秋吉台展望台　→　[A]エレベーター口　→　[A]黒谷口　→　[A]観光交流センター
［3］ ［7］便 [A]観光交流センター　→　[A]黒谷口　→　[A]エレベーター口　→　[A]秋吉台展望台　→　

[B]長者ヶ森　→　[C]大正洞　→　[C]景清洞　→　[C]秋吉台サファリランド

なんしゅう

運行日 通年
料　金 ［Aコース］ 2,000円（30分貸切） ［Bコース］ 4,000円（70分貸切）

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！

■

■
■
■

各コース出発時間

所要時間
定員
ガイドサービス

0837-22-2030お問い
合せ先 〒759-4101 長門市東深川984-1

24時間営業
〒

冨士第一交通有限会社

センザキッチン → 新山口駅　　新山口駅 → センザキッチン

１時間30分
9名（人数により調整可能）
無し

営

予約■ 不要

コース

運行日 2018年４月～2019年３月31日予定
料　金 片道大人2,000円、小人1,000円

長門市と新山口駅を結ぶ直行バスが運行開始
しました。
長門湯本温泉やセンザキッチンを回り、１日４
便（２往復）運行します。

長門新山口駅から長門市まで
直行バスで90分！

［4］ ［8］便 [C]秋吉台サファリランド　→　[C]景清洞　→　[C]大正洞　→　[B]長者ヶ森　→　
[A]秋吉台展望台　→　[A]エレベーター口　→　[A]黒谷口　→　[A]観光交流センター

JR新山口駅新バスロータリー　＝　長門湯本温泉　＝　長門市駅　＝　センザキッチン

■

■
■

各コース出発時間

所要時間
注意事項

約60分 
時刻は変更する場合があります

定員■ 無し 予約■ 不要 ガイドサービス■ 無し

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）　＝　萩バスセンター　＝　東萩駅

新山口駅新幹線口 → 東萩駅　　東萩駅 → 新山口駅新幹線口
9:35
10:50
12:15
13:15
14:15
16:15
17:15
18:25

10:43
11:58
13:23
14:23
15:23
17:23
18:23
19:33

8:20
10:20
12:25
13:15
14:00
15:00
16:15
17:45

9:30
11:30
13:35
14:25
15:10
16:10
17:25
18:55

コース

（8時間前後）

（8時間前後）

（各日7時間前後）

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
無し
湯田温泉旅館協同組合加盟旅館宿泊者限定

予約■ 出発の30分前迄可能 但し朝9：00出発は前日18：00までに要予約

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
湯田温泉旅館協同組合加盟旅館宿泊者限定。
「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

■
■
■

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

益田地区タクシー共同組合
（土日祝は益田タクシー　　　　　　　　　　）

要相談
4 名（人数によって台数調整可能）
有り

〒698-0024 島根県益田市駅前町35-6　
FAX：0856-22-4323　　9：00～ 17：00

〒
営

所要時間
予約

■
■

2時間程度
必要

コース

だます

運行日 通年 料　金 6,900 円～（4名様乗り小型）

益田
観光タクシー
益田観光パンフレット益田浪漫
に掲載した推奨コース
【嗚呼、絶景かな、日本海】【THE 
益田の歴史・自然】がオススメ！

益田益田浪漫推奨コースがオススメ！

益田駅　－　高角橋　－　高津柿本神社　－　万葉公園　－　櫛代賀姫神社　－　鴨島展望地　
－　鵜ノ鼻古墳　－　荒磯温泉   （泊）　－　土田海岸　－　唐音の蛇岩　－　益田駅

益田駅　－　高角橋　－　高津柿本神社　－　万葉公園　－　櫛代賀姫神社　－　
－　鵜ノ鼻古墳　－　荒磯温泉   （泊）　－　土田海岸　－　唐音の蛇岩　－　益田駅

［恋がテーマのコース］

山口

コース

山口観光貸切タクシープラン
各観光スポットではタクシードライバーも下車、お客様の観光ガイドも
務めます。タクシーならではのゆとりの移動、細やかな対応が魅力です。

運行日 通年（［コース4］は5・6・10・11月限定）
料　金 小型車2,560円、中型車3,080円、ジャンボ4,020円（30分/税込）

ご予約
お問い合せ先

いさむや第一交通
大隅タクシー
スミスハイヤー
中司タクシー
フラワータクシー

豊富な知識と経験を持った観光タクシードライバーがご案内！

所要時間
定員

予約
ガイドサービス

注意事項

■
■

■
■

■

2時間～8時間 
小型車4名、中型車4～5名、
ジャンボ8～9名
前日までに要予約
ドライバーから車内での
史跡等の説明有り
ご予約・お問い合わせは各タクシー会社へ

コース1：山口市内定番コース
コース2：明治維新「山口市内満喫コース」

コース3：明治維新「山口・防府満喫コース」

コース4：明治維新「奇兵隊こだわりコース」

やま ぐち

香山公園・国宝瑠璃光寺五重塔　―　常栄寺雪舟庭　―　山口市菜香亭
木戸神社　―　普門寺　―　旧山口藩庁門　―　洞春寺　―　香山公園（香山墓所・枕流亭・露山堂・勅撰銅碑）　
―　山口市菜香亭　―　豊栄神社　―　野田神社　―　井上公園
旧山口藩庁門　―　香山公園（香山墓所・枕流亭・露山堂・勅撰銅碑）　―　山口市菜香亭　―　
防府天満宮　―　旧毛利家本邸　―　英雲荘
旧山口藩庁門　―　山口市菜香亭　―　徳地奇兵隊関連史跡　―　南大門　―　仁保道の駅 （約4時間）

（約8時間）

（約4時間）

（約2時間）

083-922-1368 
083-922-0860 
083-922-1881 
083-922-0812 
083-928-2878 

山口交通・山野タクシー
湯田都タクシー
小郡交通タクシー
嘉川タクシー
新山口タクシー

0120-501-940 
083-922-0232 
083-972-5380 
083-989-2102 
083-972-3345

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］2018年9月11日～11月30日の土日祝（紅葉期は毎日） 予定
［貸切］2018年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

〒741-0081 山口県岩国市横山2-7-28　FAX：0827-28-2878
8：30～ 17：00　　http://ukai.iwakuni-city.net/

〒

営

〒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

0838-25-1750お問い
合せ先

（一社）萩市観光協会

スーパーはぎ号
JR 新山口駅～ JR東萩駅を結ぶバ ス「スーパーはぎ号」
が運行します。 新山口駅新幹線口から世界遺産の 城下
町・萩まで60 分！１日16 便（8 往復）運行します。

萩新山口駅から世界遺産に登録
された城下町・萩まで60分

運行日 運行中～2019年3月31日 予定
料　金 片道大人1,550円、小児780円 予定

〒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

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） 
ー
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　

運行日 運行中～2019 年3月31日 予定
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

0837-26-0 054お問い
合せ先 〒759-4106 山口県長門市仙崎1031-67　FAX：0837-26-3938

8：00～ 18：00（受付時間）
〒
営

長門タクシー協会

■各コース出発時間 ご希望に応じます 定員■ 4 ～ 9名 予約■ 必要 ガイドサービス■ ドライバーによる観光案内付き

運行日 通年
料　金 1台10,000円～

長門市タクシー観光コース
タクシーが旅行当日ご利用様専用のタクシーと
なり、観光スポットをタクシー で回ります。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。また、駅
発着となりますので、ご利用がとても便利です。

長門地元のタクシーで辿る旅
なが と

なが と しん やま ぐち

関連情報 P29

［みすゞの足跡をたどるコース］

［ぐるり長門まるごと満喫コース 元乃隅稲成神社］

JR仙崎駅　ー　千畳敷　ー　元乃隅稲成神社　ー　金子みすゞ記念館　ー　青海島観光船　ー　青海島　ー　湯本おとずれ足湯　ー　JR仙崎駅

JR長門市駅　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

［一日目］JR新山口駅　ー　秋吉台・秋芳洞　ー　萩世界遺産　ー　湯長門本温泉［泊］

［二日目］湯長門本温泉　ー　金子みすゞ記念館　ー　千畳敷　ー　元乃隅稲成神社　ー　角島　ー　JR長門市駅

［温泉で疲れを癒す1 泊コース］

※上記時間料金に各コースの観光時間を乗じた額が料金となります。※通行料金・拝観料・入場料・駐車場料金等は含まれておりません。

0856-22-8181

　9：30　  11：00　　　11：10　　12：35
13：35　  15：05　　　15：15　　16：40

（予定）

「…」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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次
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く
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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

設定期間 2018年4月～ 2019年3月 毎月1回程度

料　金 大人1,800円（税込/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。

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     
開催日の7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）
ながとボランティアガイドがご案内　
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

「センザキッチン」発着企画

設定期間 2018年10月～ 11月

料　金 大人3,900円、小人2,900円
集合場所 青海島観光汽船 乗船場待合室（長門市仙崎4297－2）

長 門

青海島南海岸クルーズと仙崎イカ漬け膳
金子みすゞ の見た風景「仙崎と青海島南海岸」クルーズと仙崎の海の幸に舌
つづみ！(うれしい！　金子みすゞ 記念館入館券付き）

コース
青海島観光汽船・乗船場　～　〈青海島南海岸クルーズ〉　～　

青海島観光汽船・乗船場　…　仙崎（昼食）　…　金子みすゞ記念館（解散）

■
■
■
■
■
■

開始時間
定員
予約
アクセス
駐車場
ガイドサービス

10：30 
12名     
開催日の7日前まで
①観光船乗り場バス停から徒歩2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）
無し

所要時間
最少催行人員

■
■

約3時間
2名

おお み じま せん ざき

「センザキッチン」発着企画

設定期間 2018年10月～ 2019年3月 料　金 6,800円予定
集合場所 センザキッチン（長門市仙崎4297－1）

長 門

青海島の味覚“うにさざえ釜飯”コバルトブルーの海とみすゞの世界
童謡詩人 金子みすゞ が「仙崎八景」のひとつとしてうたった王子山。
別名「海上アルプス」と呼ばれるコバルトブルーの海を眼下に眺めることので
きる「青海島自然研究路」をジャンボタクシーでらくらく観光。
青海島の海の幸に舌づつみ！うれしい！金子みすゞ 記念館入館券付き。

コース
センザキッチン　ー　王子山公園　ー　遊歩道散策　…　青海島自然研究路　ー　

沖千鳥（昼食）　ー　センザキッチン

■
■
■
■
■

開始時間
定員
予約
アクセス
駐車場

10：00 
9名     
開催日の7日前まで
①観光船乗り場バス停から徒歩2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4時間
5名

ガイドサービス■ 無し

おお みじま
「センザキッチン」発着企画

設定期間 2018年10月～ 11月 料　金 6,800円予定
集合場所 センザキッチン（長門市仙崎4297－1）

長 門

コバルトブルーの海と元乃隅稲成神社をめぐる
「長門の地産・食感・体感」バスツアー
絶景スポット「元乃隅稲成神社」の見学の他、新メニュー「仙崎イカ漬け膳」(予定)のご賞
味、醤油づくり体験など、「長門の地産・食感・体感」がまるごと楽しめるバスツアーを開催。

コース センザキッチン　＝　元乃隅稲成神社　＝　千畳敷　＝　醤油づくり体験（予定）　＝　きらく（昼食）　＝　センザキッチン

■
■
■
■
■

開始時間
定員
予約
アクセス
駐車場

10：00
45名     
開催日の7日前まで
①観光船乗り場バス停から徒歩2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4時間
5名

ガイドサービス■ 無し

もと の

なが と

すみ

083-922-0860

防府市内の毛利家ゆかりの場所をタクシーでめぐるとともに、市内の料亭やホテルで昼食
を楽しんでいただく、「高級・豪華」をテーマとした内容となっており、「長州藩主」さながら
の旅が味わえます。また、立ち寄り場所の異なる2つの基本コースを中心に、旅行日、昼
食場所等をオーダーメーイドできる商品となっています。

設定期間 通年

開始時間
所要時間
定員
最少催行人員

■
■
■
■

要相談 
５～６時間（コースにより異なる）
９名まで 
１名

予約
ガイドサービス
注意事項

■
■
■

利用日の７日前まで
乗車中は、タクシー乗務員が案内を行います。現地案内ガイドの手配は別料金が必要です
お食事、有料道路、駐車場、拝観料、入場料、現地案内ガイドの手配は別料金です

お問い合せ先

主　　催

083-922-0860おおすみタクシー（おおすみ観光）

株式会社おおすみタクシー

〒753-0871 山口県山口市朝田928-1　　9：30～16：30（土日祝日休業）  　　〒 営

0835-25-2542防府市おもてなし観光課
〒747-8501 山口県防府市寿町７番１号　FAX：0835-23-0262　　8：15～17：00　　http://www.city.hofu.yamaguchi.jp/〒 営

藩主の旅
防府で味わう優雅なひととき

集合場所 JR新山口駅、湯田温泉周辺の駅または宿泊施設、山口宇部空港
料　金 ［コース1］普通車（定員4名）36,000円、ジャンボ（定員9名）48,000円

［コース2］普通車（定員4名）42,000円、ジャンボ（定員9名）56,000円
※往路または復路に山口宇部空港をお選びいただく場合、通常料金に6,000円の加算及び所要時間に40分追加となります。

山口県知事登録旅行業第2-101号

コース

防府

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 開催中～2019年3月の金曜・土曜
（年末年始、ゴールデンウィーク、お盆等の繁忙期を除く）

料　金 １名あたり2,000円（保険料・お茶代込）
集合場所 山口市菜香亭（山口市天花1丁目2-7）

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日前まで
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

「…」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1］毛利家のゆかりを訪ねて

新山口駅／湯田温泉　ー　英雲荘　ー　【昼食】桑華苑又は防府グランドホテル　ー　三田尻塩田記念産業公園又は三田尻御舟倉跡・住吉神社石造燈台　
ー　毛利氏庭園 毛利博物館（旧毛利家本邸）　ー　防府天満宮　うめてらす　ー　新山口駅／湯田温泉

［コース2］周防の国府探訪コース

新山口駅／湯田温泉　ー　玉祖神社　ー　防府天満宮 うめてらす　ー　英雲荘　ー　【昼食】桑華苑又は防府グランドホテル　ー　
毛利氏庭園 毛利博物館（旧毛利家本邸）　ー　周防国衙跡　ー　国分寺　ー　阿弥陀寺　ー　新山口駅／湯田温泉

むら た せい ふう

設定期間 2018年4月～ 2019年3月第1・3日曜予定

料　金 大人1,000円（入館料・お茶代込）
集合場所 村田清風記念館（長門市三隅下2510-1）

長 門

君は「村田清風」を知っているか
限定企画『国指定史跡 村田清風旧宅での特別講話』

晩年、清風が過ごした国指定史跡「三隅山荘」で抹茶を飲みながら村田清
風の業績について講話を聴きましょう。入館料込みで清風のクリアファイル
としおり（清風が詠んだ詩3首）がお土産のお得なプログラムです。

0837-26-0708主　催 （一社）長門市観光コンベンション協会 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 ～ 20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

お問い
合せ先

0837-26-0708
〒759-4106  長門市仙崎4297-1　
9：00～ 18：00 　　
http://www.nanavi.jp/

〒
営

（一社）長門市観光コンベンション協会

0837-26-0708主　催 （一社）長門市観光コンベンション協会 山口県知事登録旅行業第3-119号

お問い
合せ先

0837-26-0708
〒759-4106  長門市仙崎4297-1　
9：00～ 18：00　　
http://www.nanavi.jp/

〒
営

（一社）長門市観光コンベンション協会

0837-26-0708主　催 （一社）長門市観光コンベンション協会 山口県知事登録旅行業第3-119号

お問い
合せ先

0837-26-0708
〒759-4106  長門市仙崎4297-1　
9：00～ 18：00 　　
http://www.nanavi.jp/

〒
営

（一社）長門市観光コンベンション協会

0837-26-0708主　催 （一社）長門市観光コンベンション協会 山口県知事登録旅行業第3-119号

お問い
合せ先

0837-26-0708
〒759-4106  長門市仙崎4297-1　
9：00～ 18：00 　　
http://www.nanavi.jp/

〒
営

（一社）長門市観光コンベンション協会

0837-26-0708主　催 （一社）長門市観光コンベンション協会 山口県知事登録旅行業第3-119号

お問い
合せ先

0837-26-0708
〒759-4106  長門市仙崎4297-1　
9：00～ 18：00 　　
http://www.nanavi.jp/

〒
営

（一社）長門市観光コンベンション協会

着
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ア
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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

設定期間 2018年4月～ 2019年3月 毎月1回程度

料　金 大人1,800円（税込/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。

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     
開催日の7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）
ながとボランティアガイドがご案内　
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

「センザキッチン」発着企画

設定期間 2018年10月～ 11月

料　金 大人3,900円、小人2,900円
集合場所 青海島観光汽船 乗船場待合室（長門市仙崎4297－2）

長 門

青海島南海岸クルーズと仙崎イカ漬け膳
金子みすゞ の見た風景「仙崎と青海島南海岸」クルーズと仙崎の海の幸に舌
つづみ！(うれしい！　金子みすゞ 記念館入館券付き）

コース
青海島観光汽船・乗船場　～　〈青海島南海岸クルーズ〉　～　

青海島観光汽船・乗船場　…　仙崎（昼食）　…　金子みすゞ記念館（解散）

■
■
■
■
■
■

開始時間
定員
予約
アクセス
駐車場
ガイドサービス

10：30 
12名     
開催日の7日前まで
①観光船乗り場バス停から徒歩2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）
無し

所要時間
最少催行人員

■
■

約3時間
2名

おお み じま せん ざき

「センザキッチン」発着企画

設定期間 2018年10月～ 2019年3月 料　金 6,800円予定
集合場所 センザキッチン（長門市仙崎4297－1）

長 門

青海島の味覚“うにさざえ釜飯”コバルトブルーの海とみすゞの世界
童謡詩人 金子みすゞ が「仙崎八景」のひとつとしてうたった王子山。
別名「海上アルプス」と呼ばれるコバルトブルーの海を眼下に眺めることので
きる「青海島自然研究路」をジャンボタクシーでらくらく観光。
青海島の海の幸に舌づつみ！うれしい！金子みすゞ 記念館入館券付き。

コース
センザキッチン　ー　王子山公園　ー　遊歩道散策　…　青海島自然研究路　ー　

沖千鳥（昼食）　ー　センザキッチン

■
■
■
■
■

開始時間
定員
予約
アクセス
駐車場

10：00 
9名     
開催日の7日前まで
①観光船乗り場バス停から徒歩2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4時間
5名

ガイドサービス■ 無し

おお みじま
「センザキッチン」発着企画

設定期間 2018年10月～ 11月 料　金 6,800円予定
集合場所 センザキッチン（長門市仙崎4297－1）

長 門

コバルトブルーの海と元乃隅稲成神社をめぐる
「長門の地産・食感・体感」バスツアー
絶景スポット「元乃隅稲成神社」の見学の他、新メニュー「仙崎イカ漬け膳」(予定)のご賞
味、醤油づくり体験など、「長門の地産・食感・体感」がまるごと楽しめるバスツアーを開催。

コース センザキッチン　＝　元乃隅稲成神社　＝　千畳敷　＝　醤油づくり体験（予定）　＝　きらく（昼食）　＝　センザキッチン

■
■
■
■
■

開始時間
定員
予約
アクセス
駐車場

10：00
45名     
開催日の7日前まで
①観光船乗り場バス停から徒歩2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4時間
5名

ガイドサービス■ 無し

もと の

なが と

すみ

083-922-0860

防府市内の毛利家ゆかりの場所をタクシーでめぐるとともに、市内の料亭やホテルで昼食
を楽しんでいただく、「高級・豪華」をテーマとした内容となっており、「長州藩主」さながら
の旅が味わえます。また、立ち寄り場所の異なる2つの基本コースを中心に、旅行日、昼
食場所等をオーダーメーイドできる商品となっています。

設定期間 通年

開始時間
所要時間
定員
最少催行人員

■
■
■
■

要相談 
５～６時間（コースにより異なる）
９名まで 
１名

予約
ガイドサービス
注意事項

■
■
■

利用日の７日前まで
乗車中は、タクシー乗務員が案内を行います。現地案内ガイドの手配は別料金が必要です
お食事、有料道路、駐車場、拝観料、入場料、現地案内ガイドの手配は別料金です

お問い合せ先

主　　催

083-922-0860おおすみタクシー（おおすみ観光）

株式会社おおすみタクシー

〒753-0871 山口県山口市朝田928-1　　9：30～16：30（土日祝日休業）  　　〒 営

0835-25-2542防府市おもてなし観光課
〒747-8501 山口県防府市寿町７番１号　FAX：0835-23-0262　　8：15～17：00　　http://www.city.hofu.yamaguchi.jp/〒 営

藩主の旅
防府で味わう優雅なひととき

集合場所 JR新山口駅、湯田温泉周辺の駅または宿泊施設、山口宇部空港
料　金 ［コース1］普通車（定員4名）36,000円、ジャンボ（定員9名）48,000円

［コース2］普通車（定員4名）42,000円、ジャンボ（定員9名）56,000円
※往路または復路に山口宇部空港をお選びいただく場合、通常料金に6,000円の加算及び所要時間に40分追加となります。

山口県知事登録旅行業第2-101号

コース

防府

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 開催中～2019年3月の金曜・土曜
（年末年始、ゴールデンウィーク、お盆等の繁忙期を除く）

料　金 １名あたり2,000円（保険料・お茶代込）
集合場所 山口市菜香亭（山口市天花1丁目2-7）

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日前まで
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

「…」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1］毛利家のゆかりを訪ねて

新山口駅／湯田温泉　ー　英雲荘　ー　【昼食】桑華苑又は防府グランドホテル　ー　三田尻塩田記念産業公園又は三田尻御舟倉跡・住吉神社石造燈台　
ー　毛利氏庭園 毛利博物館（旧毛利家本邸）　ー　防府天満宮　うめてらす　ー　新山口駅／湯田温泉

［コース2］周防の国府探訪コース

新山口駅／湯田温泉　ー　玉祖神社　ー　防府天満宮 うめてらす　ー　英雲荘　ー　【昼食】桑華苑又は防府グランドホテル　ー　
毛利氏庭園 毛利博物館（旧毛利家本邸）　ー　周防国衙跡　ー　国分寺　ー　阿弥陀寺　ー　新山口駅／湯田温泉

むら た せい ふう

設定期間 2018年4月～ 2019年3月第1・3日曜予定

料　金 大人1,000円（入館料・お茶代込）
集合場所 村田清風記念館（長門市三隅下2510-1）

長 門

君は「村田清風」を知っているか
限定企画『国指定史跡 村田清風旧宅での特別講話』

晩年、清風が過ごした国指定史跡「三隅山荘」で抹茶を飲みながら村田清
風の業績について講話を聴きましょう。入館料込みで清風のクリアファイル
としおり（清風が詠んだ詩3首）がお土産のお得なプログラムです。

0837-26-0708主　催 （一社）長門市観光コンベンション協会 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 ～ 20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

お問い
合せ先

0837-26-0708
〒759-4106  長門市仙崎4297-1　
9：00～ 18：00 　　
http://www.nanavi.jp/

〒
営

（一社）長門市観光コンベンション協会

0837-26-0708主　催 （一社）長門市観光コンベンション協会 山口県知事登録旅行業第3-119号

お問い
合せ先

0837-26-0708
〒759-4106  長門市仙崎4297-1　
9：00～ 18：00　　
http://www.nanavi.jp/

〒
営

（一社）長門市観光コンベンション協会

0837-26-0708主　催 （一社）長門市観光コンベンション協会 山口県知事登録旅行業第3-119号

お問い
合せ先

0837-26-0708
〒759-4106  長門市仙崎4297-1　
9：00～ 18：00 　　
http://www.nanavi.jp/

〒
営

（一社）長門市観光コンベンション協会

0837-26-0708主　催 （一社）長門市観光コンベンション協会 山口県知事登録旅行業第3-119号

お問い
合せ先

0837-26-0708
〒759-4106  長門市仙崎4297-1　
9：00～ 18：00 　　
http://www.nanavi.jp/

〒
営

（一社）長門市観光コンベンション協会

0837-26-0708主　催 （一社）長門市観光コンベンション協会 山口県知事登録旅行業第3-119号

お問い
合せ先

0837-26-0708
〒759-4106  長門市仙崎4297-1　
9：00～ 18：00 　　
http://www.nanavi.jp/

〒
営

（一社）長門市観光コンベンション協会

着
地
型
ツ
ア
ー（
旅
行
会
社
主
催
商
品
）

着
地
型
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ア
ー（
旅
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主
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商
品
）
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アクセス

駐車場
ガイドサービス

■

■
■

①湯田温泉バス停から徒歩1分／ JR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4台、専用駐車場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（祝日の場合は翌日）、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

期　間 2018年9月27日（木）～ 2019年4月14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人以上の団体

施　設 ときわ湖水ホール
開館時間／ 10：00 ～ 17：00　

宇部市大字沖宇部254番地

アクセス

駐車場

ガイドサービス

■

■

■

①JR宇部常盤駅から徒歩で15分
②山陽自動車道宇部南ICから車で約5分
一般：約1,500台（1日200円～ 500円／時間制）　
大型バス：約18台（1日800円～ 2,000円／時間制）
宇部ふるさとコンパニオンの会によるボランティアガイド

期　間 2018年10月上旬～ 11月上旬
料　金 無料

設定期間 開催中～ 2019年3月31日（日）

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（萩市椿東1189-541）

■
■
■

■
■
■

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

「…」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

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

料　金 お1人様7,000円（2名様）、6,000円（3名様～）
旅行代金に含まれるもの：乗船料（運航漁船会社名：直穂丸）、飲み物代

周南周遊！サンセット＆ナイトクルージング
大津島から瀬戸内海を臨むサンセット＆工場夜景クルージング

遊漁船「直穂丸」に乗って、大津島から瀬戸内海の夕景や回天発射訓練基地
跡をゆっくり巡り、工場夜景もしっかり堪能できるツアーです。個人向けプラ
ンになるため、お客様のご希望日に催行することが可能です。

コース 徳山港　～　黒髪島、大津島（回天発射訓練基地跡）　～　周南コンビナート一帯　～　徳山港

■
■
開始時間
最少催行人員

16：00 ～ 19：00
2名

所要時間■ 2時間 定員■ 9名

■
■
■
■

予約
アクセス
駐車場
ガイドサービス

催行日の10日前まで（定員になり次第締切）
①JR徳山駅みなと口（新幹線口）から徒歩4分 ②山陽自動車道徳山東ICから約15分
有り（台数に限りあり）
無し

■注意事項 ①旅程：海況等により変更となる場合があります。また、到着が前後する場合がございます。
②服装：各自暑さ・寒さ対策をお願いします。旅程中のけが等につきましては、十分ご注意ください。
　　　　なお、救命胴衣着用の上、クルーズご鑑賞となります。
③撮影：撮影マナーを守り、行ってください。④天候：荒天時は催行中止となる場合があります。

しゅうなん

設定期間 2018年10月～ 2019年3月（日曜・祝日除く）

料　金 4名様ご利用でお1人3,800円、
3名様ご利用でお1人4,800円、
2名様ご利用でお1人5,800円
旅行代金に含まれるもの：タクシー代（利用タクシー：周南近鉄タクシー）、
　　　　　　　　　　　車内試飲代、おつまみ代、見学費用
旅行代金に含まれないもの：食事代

集合場所 まちのポート（周南市みなみ銀座1-8）

■
■
■
■
■
■

開始時間
定員
予約
アクセス
駐車場
注意事項

13：45（集合）、14：00（出発）
4名
催行日の7日前まで（定員になり次第締切）
①JR徳山駅みゆき口（在来線口）から徒歩2分　②山陽自動車道徳山東ICから約15分
無し
参加条件：20歳以上の方に限ります　
場合によっては、出発時間が変更となる場合がございます。
また、当日の状況によりコースを変更又は中止する場合がございます。

周南

タク酒ー

タクシーで山口県の酒蔵を巡る。
美味しい日本酒を堪能する。それが「タク酒ー」。

タクシーで日本酒を楽しみながら
３つの酒蔵を巡るツアーで、各酒
蔵では試飲もできます。参加者に
は、タク酒ーのオリジナルパッ
ケージに入った「萩焼おちょこ」
をプレゼント！また、ツアー内にて
利き酒クイズを行い、正解した方
には素敵な特典があります。

0834-33-8424

0834-33-8424

お問い
合せ先

主　催

〒745-0033 山口県周南市みなみ銀座1-8　
FAX：0834-33-8425　　8：30～17：30

〒
営

（一財）周南観光コンベンション協会

（一財）周南観光コンベンション協会 山口県知事登録第地域-131号

0834-33-84240834-33-8424

お問い
合せ先主　催

745-0033 山口県周南市みなみ銀座1-8　
FAX：0834-33-8425　　
8：30～17：30

〒

営

（一財）周南観光コンベンション協会（一財）周南観光コンベンション協会
山口県知事登録第地域-131号

コース まちのポート　ー　㈱中島屋酒造場　ー　㈱山縣本店　ー　㈱はつもみぢ　ー　まちのポート

所要時間
最少催行人員

■
■

2時間30分
2名

ガイドサービス■ 有り

設定期間 2018年6月～ 11月予定
料　金 5,700円～（ツアーにより異なる／参考平成29年度料金）

集合場所 宇部市、美祢市、山陽小野田市

■
■
■
■
■

開始時間
定員
最少催行人員
予約
注意事項

ツアーにより異なる
23名～ 41名（ツアーにより異なる）
15名～ 30名（ツアーにより異なる）
旅行開始日の2週間前
お問い合わせください （ツアーにより異なる）

宇部・美祢・山陽小野田産業観光バスツアー
大人の社会派ツアー

宇部市、美祢市、山陽小野田市の様々な産業施設や遺構等を巡り、 産業の発
展と深く結びついた地域の歴史や地域社会に貢献する企業 の取組等を楽し
みながら学ぶバスツアーです。
コース毎にテーマとストーリー性を持たせた設定で、企業ＯＢや郷土 史家か
らなる産業観光エスコーターが実体験を語ります。

0836-34-2050

0836-83-3275

お問い
合せ先

主　催

〒755-0031 山口県宇部市常盤町一丁目6番44号　FAX：0836-29-3303
9：00～ 17：30（平日）　　https://www.csr-tourism.jp/

〒
営

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

（株）船鉄観光旅行社おのだサンパーク店 山口県知事登録旅行業第2-9号

0836-31-2442宇部市交通局 山口県知事登録旅行業第2-38号

コース 宇部市コース、美祢市コース、山陽小野田市コース（ツアーにより異なる）

所要時間■ １日（ツアーにより異なる）

ガイドサービス■ 有り

う べ み ね さん よう お の だ

宇部・
美祢

山陽小
野田

設定期間 2018年1月4日～ 12月29日 集合場所 徳山港（周南市築港町9-1）（海況等の都合によりご希望に沿えない場合あり）

料　金 お1人様5,500円（2名様）、4,500円（3名様～）
旅行代金に含まれるもの：乗船料（運航漁船会社名：直穂丸）、飲み物代

周南

周南工場夜景エキサイトクルージングツアー
遊漁船「直穂丸」で行く！徳山湾から工場夜景を楽しむクルージング

遊漁船「直穂丸」に乗って、間近で工場夜景が鑑賞できるツアーです！
個人向けプランになるため、お客様のご希望日に催行することが可能です。

コース 徳山港　～　周南コンビナート一帯　～　徳山港

■
■
開始時間
定員

17：00 ～ 20：00 ※日没以降
9名

所要時間
最少催行人員

■
■

1時間30分
2名

しゅうなん

設定期間 2019年元旦

料　金 大人800円、小人500円
集合場所 秋吉台龍護峰（美祢市秋芳町秋吉台）

■
■
■
■

■
■
■

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

6：00集合
30名
催行日の10日前まで
①JR新山口駅からバスで45分「秋芳洞」下車から徒歩30分　
②中国自動車道「美祢東JCT」経由小郡萩道路「秋吉台IC」から車で10分
有り
現地係員がお世話いたします。
歩きやすい服装・靴でご参加ください。

美祢

秋吉台「龍護峰」新春トレッキング
新年は秋吉台から！！

秋吉台国定公園最高峰「龍護峰」山頂にてあったかいココアをご用意。
下山後、ぜんざいや甘酒の振る舞いも。

コース 秋吉台家族旅行村　…　秋吉台龍護峰　…　秋吉台家族旅行村

所要時間
最少催行人員

■
■

3時間程度
10名

あき よし だい りゅう ご ほう

0837-62-0115

0837-62-0115

お問い
合せ先

主　催

〒754-0511 山口県美祢市秋芳町秋吉3506-2　FAX：0837-62-0899
8：30～17：00　　http://karusuto.com/

〒
営

（一社）美祢市観光協会

（一社）美祢市観光協会 山口県知事登録旅行業3-128号

お問い
合せ先

平成30年度企画展Ⅱ 「文士の肖像――林忠彦写真展」
山口県周南市出身の写真家・林忠彦の生誕100年を記念し、周南市美術博物館
協力のもと、写真展を開催します。中也と会うことはなかった林ですが、小林秀
雄、太宰治、坂口安吾ら中也と交友のあった文学者の肖像写真を撮影していま
す。本展では、林の写真を通して、中也と同時代の文学者の業績を紹介します。

文学館で林忠彦の写真展を開催

山口

お問い
合せ先

0836-37-2888
〒755-0025 山口県宇部市野中三丁目4番29号　FAX：0836-37-2889
8：30～17：15　　https://www.tokiwapark.jp/museum/

〒

宇部市UBEビエンナーレ推進課

営

083-932-6430　
〒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/

〒

中原中也記念館

営

第28回UBEビエンナーレ（現代日本彫刻展）
応募作品展
1961年から続く野外彫刻の国際コンクール。第28回UBEビエンナーレ
（現代日本彫刻展）で野外彫刻として再制作される実物制作指定作品を含
む入選模型作品約40点と全応募模型作品を展示します。

宇部

着
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アクセス

駐車場
ガイドサービス

■

■
■

①湯田温泉バス停から徒歩1分／ JR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4台、専用駐車場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（祝日の場合は翌日）、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

期　間 2018年9月27日（木）～ 2019年4月14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人以上の団体

施　設 ときわ湖水ホール
開館時間／ 10：00 ～ 17：00　

宇部市大字沖宇部254番地

アクセス

駐車場

ガイドサービス

■

■

■

①JR宇部常盤駅から徒歩で15分
②山陽自動車道宇部南ICから車で約5分
一般：約1,500台（1日200円～ 500円／時間制）　
大型バス：約18台（1日800円～ 2,000円／時間制）
宇部ふるさとコンパニオンの会によるボランティアガイド

期　間 2018年10月上旬～ 11月上旬
料　金 無料

設定期間 開催中～ 2019年3月31日（日）

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（萩市椿東1189-541）

■
■
■

■
■
■

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

「…」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

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

料　金 お1人様7,000円（2名様）、6,000円（3名様～）
旅行代金に含まれるもの：乗船料（運航漁船会社名：直穂丸）、飲み物代

周南周遊！サンセット＆ナイトクルージング
大津島から瀬戸内海を臨むサンセット＆工場夜景クルージング

遊漁船「直穂丸」に乗って、大津島から瀬戸内海の夕景や回天発射訓練基地
跡をゆっくり巡り、工場夜景もしっかり堪能できるツアーです。個人向けプラ
ンになるため、お客様のご希望日に催行することが可能です。

コース 徳山港　～　黒髪島、大津島（回天発射訓練基地跡）　～　周南コンビナート一帯　～　徳山港

■
■
開始時間
最少催行人員

16：00 ～ 19：00
2名

所要時間■ 2時間 定員■ 9名

■
■
■
■

予約
アクセス
駐車場
ガイドサービス

催行日の10日前まで（定員になり次第締切）
①JR徳山駅みなと口（新幹線口）から徒歩4分 ②山陽自動車道徳山東ICから約15分
有り（台数に限りあり）
無し

■注意事項 ①旅程：海況等により変更となる場合があります。また、到着が前後する場合がございます。
②服装：各自暑さ・寒さ対策をお願いします。旅程中のけが等につきましては、十分ご注意ください。
　　　　なお、救命胴衣着用の上、クルーズご鑑賞となります。
③撮影：撮影マナーを守り、行ってください。④天候：荒天時は催行中止となる場合があります。

しゅうなん

設定期間 2018年10月～ 2019年3月（日曜・祝日除く）

料　金 4名様ご利用でお1人3,800円、
3名様ご利用でお1人4,800円、
2名様ご利用でお1人5,800円
旅行代金に含まれるもの：タクシー代（利用タクシー：周南近鉄タクシー）、
　　　　　　　　　　　車内試飲代、おつまみ代、見学費用
旅行代金に含まれないもの：食事代

集合場所 まちのポート（周南市みなみ銀座1-8）

■
■
■
■
■
■

開始時間
定員
予約
アクセス
駐車場
注意事項

13：45（集合）、14：00（出発）
4名
催行日の7日前まで（定員になり次第締切）
①JR徳山駅みゆき口（在来線口）から徒歩2分　②山陽自動車道徳山東ICから約15分
無し
参加条件：20歳以上の方に限ります　
場合によっては、出発時間が変更となる場合がございます。
また、当日の状況によりコースを変更又は中止する場合がございます。

周南

タク酒ー

タクシーで山口県の酒蔵を巡る。
美味しい日本酒を堪能する。それが「タク酒ー」。

タクシーで日本酒を楽しみながら
３つの酒蔵を巡るツアーで、各酒
蔵では試飲もできます。参加者に
は、タク酒ーのオリジナルパッ
ケージに入った「萩焼おちょこ」
をプレゼント！また、ツアー内にて
利き酒クイズを行い、正解した方
には素敵な特典があります。

0834-33-8424

0834-33-8424

お問い
合せ先

主　催

〒745-0033 山口県周南市みなみ銀座1-8　
FAX：0834-33-8425　　8：30～17：30

〒
営

（一財）周南観光コンベンション協会

（一財）周南観光コンベンション協会 山口県知事登録第地域-131号

0834-33-84240834-33-8424

お問い
合せ先主　催

745-0033 山口県周南市みなみ銀座1-8　
FAX：0834-33-8425　　
8：30～17：30

〒

営

（一財）周南観光コンベンション協会（一財）周南観光コンベンション協会
山口県知事登録第地域-131号

コース まちのポート　ー　㈱中島屋酒造場　ー　㈱山縣本店　ー　㈱はつもみぢ　ー　まちのポート

所要時間
最少催行人員

■
■

2時間30分
2名

ガイドサービス■ 有り

設定期間 2018年6月～ 11月予定
料　金 5,700円～（ツアーにより異なる／参考平成29年度料金）

集合場所 宇部市、美祢市、山陽小野田市

■
■
■
■
■

開始時間
定員
最少催行人員
予約
注意事項

ツアーにより異なる
23名～ 41名（ツアーにより異なる）
15名～ 30名（ツアーにより異なる）
旅行開始日の2週間前
お問い合わせください （ツアーにより異なる）

宇部・美祢・山陽小野田産業観光バスツアー
大人の社会派ツアー

宇部市、美祢市、山陽小野田市の様々な産業施設や遺構等を巡り、 産業の発
展と深く結びついた地域の歴史や地域社会に貢献する企業 の取組等を楽し
みながら学ぶバスツアーです。
コース毎にテーマとストーリー性を持たせた設定で、企業ＯＢや郷土 史家か
らなる産業観光エスコーターが実体験を語ります。

0836-34-2050

0836-83-3275

お問い
合せ先

主　催

〒755-0031 山口県宇部市常盤町一丁目6番44号　FAX：0836-29-3303
9：00～ 17：30（平日）　　https://www.csr-tourism.jp/

〒
営

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

（株）船鉄観光旅行社おのだサンパーク店 山口県知事登録旅行業第2-9号

0836-31-2442宇部市交通局 山口県知事登録旅行業第2-38号

コース 宇部市コース、美祢市コース、山陽小野田市コース（ツアーにより異なる）

所要時間■ １日（ツアーにより異なる）

ガイドサービス■ 有り

う べ み ね さん よう お の だ

宇部・
美祢

山陽小
野田

設定期間 2018年1月4日～ 12月29日 集合場所 徳山港（周南市築港町9-1）（海況等の都合によりご希望に沿えない場合あり）

料　金 お1人様5,500円（2名様）、4,500円（3名様～）
旅行代金に含まれるもの：乗船料（運航漁船会社名：直穂丸）、飲み物代

周南

周南工場夜景エキサイトクルージングツアー
遊漁船「直穂丸」で行く！徳山湾から工場夜景を楽しむクルージング

遊漁船「直穂丸」に乗って、間近で工場夜景が鑑賞できるツアーです！
個人向けプランになるため、お客様のご希望日に催行することが可能です。

コース 徳山港　～　周南コンビナート一帯　～　徳山港

■
■
開始時間
定員

17：00 ～ 20：00 ※日没以降
9名

所要時間
最少催行人員

■
■

1時間30分
2名

しゅうなん

設定期間 2019年元旦

料　金 大人800円、小人500円
集合場所 秋吉台龍護峰（美祢市秋芳町秋吉台）

■
■
■
■

■
■
■

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

6：00集合
30名
催行日の10日前まで
①JR新山口駅からバスで45分「秋芳洞」下車から徒歩30分　
②中国自動車道「美祢東JCT」経由小郡萩道路「秋吉台IC」から車で10分
有り
現地係員がお世話いたします。
歩きやすい服装・靴でご参加ください。

美祢

秋吉台「龍護峰」新春トレッキング
新年は秋吉台から！！

秋吉台国定公園最高峰「龍護峰」山頂にてあったかいココアをご用意。
下山後、ぜんざいや甘酒の振る舞いも。

コース 秋吉台家族旅行村　…　秋吉台龍護峰　…　秋吉台家族旅行村

所要時間
最少催行人員

■
■

3時間程度
10名

あき よし だい りゅう ご ほう

0837-62-0115

0837-62-0115

お問い
合せ先

主　催

〒754-0511 山口県美祢市秋芳町秋吉3506-2　FAX：0837-62-0899
8：30～17：00　　http://karusuto.com/

〒
営

（一社）美祢市観光協会

（一社）美祢市観光協会 山口県知事登録旅行業3-128号

お問い
合せ先

平成30年度企画展Ⅱ 「文士の肖像――林忠彦写真展」
山口県周南市出身の写真家・林忠彦の生誕100年を記念し、周南市美術博物館
協力のもと、写真展を開催します。中也と会うことはなかった林ですが、小林秀
雄、太宰治、坂口安吾ら中也と交友のあった文学者の肖像写真を撮影していま
す。本展では、林の写真を通して、中也と同時代の文学者の業績を紹介します。

文学館で林忠彦の写真展を開催

山口

お問い
合せ先

0836-37-2888
〒755-0025 山口県宇部市野中三丁目4番29号　FAX：0836-37-2889
8：30～17：15　　https://www.tokiwapark.jp/museum/

〒

宇部市UBEビエンナーレ推進課

営

083-932-6430　
〒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/

〒

中原中也記念館

営

第28回UBEビエンナーレ（現代日本彫刻展）
応募作品展
1961年から続く野外彫刻の国際コンクール。第28回UBEビエンナーレ
（現代日本彫刻展）で野外彫刻として再制作される実物制作指定作品を含
む入選模型作品約40点と全応募模型作品を展示します。
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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 2018年9月15日（土）、16日（日）、17日（月祝）18：30 ～ 21：00
2018年10月14日（日）、21日（日）、28日（日） 18：00 ～ 20：30

場　所 香山公園（山口市香山町7-1）
料　金 入場無料

■

■
■

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

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、10月の指定日に約1,000個のキャ
ンドルを灯し、幻想的な雰囲気を演出し
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

083-925-230 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
http://www.yamacci.or.jp/

〒

営

山口商工会議所

期間/日時 2018年10月1日～31日予定
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
駐車場
ガイドサービス

お宝展示会場（施設）により異なる
お宝展示会場（施設）により異なる 
お宝展示会場（施設）により異なる

山口お宝展
「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。

山口期間限定でお宝を大公開
やま ぐち

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

（一社）萩市観光協会

期間/日時 2018年10月5日（金）～7日（日）
場　所 萩城城下町周辺
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、萩・明倫センター下車 徒歩約10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
萩城城下町周辺に約4,000本の竹灯
籠が並びます。
竹の中で揺れるろうそくの灯りで江戸
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 2018年10月6・13・20・27日（土） 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 まげん ぺい

0833-74-3311
お問い
合せ先

〒743-0001 山口県光市大字室積村6288番地
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 2019年2月上旬～ 3月上旬予定
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

ほう ふ ほう ふ

期間/日時 2019年2月17日（日）～ 3月3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20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。梅の見頃に開催され
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、梅の花をモチーフにしたさげもの「うめも
ん」作り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～ 18：00　　https://ume-terrace.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

期間/日時 2019年2月3日（日）～4月3日（水）
場　所 旧久保田家住宅、菊屋家住宅、文化財施設など
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、
城下町にある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。
（2018年は17会場にて開催）

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 2019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（要予約）
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 2019年3月1日（金）～3月6日（水）お雛茶屋は3月3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10月1日（月）～21日（日）
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（萩市呉服町1-31-5）
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、萩・明倫センター下車 徒歩約10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

お問い合せ先
0838-25-1750

（一社）萩市観光協会

着物ウィークin萩
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
ベントです。
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。
着物を着ている方は特別割引が受けられるほか、着物に似合う和小物作り
体験や、ボランティアカメラマンによる写真撮影＆プレゼントなど、萩ならで
はの“着物体験”ができます。

「世界遺産の城下町・萩」を着物で楽しむ

〒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

萩
はぎ

期間/日時 2019年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

①JR東萩駅から路線バスで13分、越ヶ浜バス停下車、会場までシャトルバスを利用
②中国自動車道美祢東JCT ～絵堂ICから約40分
一般：400台（無料／土日祝日は一部駐車場300円）　
大型バス：越ケ浜市営駐車場約13台（1回1,030円）※駐車場から群生林までシャトルバスで約10分
期間中は椿見どころ案内人によるガイド（土日祝日は無料／平日は予約制で有料）

萩・椿まつり
萩市笠山 虎ヶ崎にある椿群生林では、
約10haの敷地に約60種 25,000本
のヤブツバキが可憐な花を咲かせ、例
年2月中旬～ 3月下旬頃に見頃を迎え
ます。
色鮮やかに咲き乱れるヤブツバキの見
頃にあわせて「萩・椿まつり」が開催さ
れます。

萩約25,000本の
ヤブツバキを楽しむ

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

イ
ベ
ン
ト
・
サ
ー
ビ
ス

イ
ベ
ン
ト
・
サ
ー
ビ
ス
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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 2018年9月15日（土）、16日（日）、17日（月祝）18：30 ～ 21：00
2018年10月14日（日）、21日（日）、28日（日） 18：00 ～ 20：30

場　所 香山公園（山口市香山町7-1）
料　金 入場無料

■

■
■

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

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、10月の指定日に約1,000個のキャ
ンドルを灯し、幻想的な雰囲気を演出し
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

083-925-230 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
http://www.yamacci.or.jp/

〒

営

山口商工会議所

期間/日時 2018年10月1日～31日予定
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
駐車場
ガイドサービス

お宝展示会場（施設）により異なる
お宝展示会場（施設）により異なる 
お宝展示会場（施設）により異なる

山口お宝展
「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。

山口期間限定でお宝を大公開
やま ぐち

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

（一社）萩市観光協会

期間/日時 2018年10月5日（金）～7日（日）
場　所 萩城城下町周辺
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、萩・明倫センター下車 徒歩約10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
萩城城下町周辺に約4,000本の竹灯
籠が並びます。
竹の中で揺れるろうそくの灯りで江戸
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 2018年10月6・13・20・27日（土） 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 まげん ぺい

0833-74-3311
お問い
合せ先

〒743-0001 山口県光市大字室積村6288番地
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 2019年2月上旬～ 3月上旬予定
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

ほう ふ ほう ふ

期間/日時 2019年2月17日（日）～ 3月3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20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。梅の見頃に開催され
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、梅の花をモチーフにしたさげもの「うめも
ん」作り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～ 18：00　　https://ume-terrace.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

期間/日時 2019年2月3日（日）～4月3日（水）
場　所 旧久保田家住宅、菊屋家住宅、文化財施設など
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、
城下町にある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。
（2018年は17会場にて開催）

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 2019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（要予約）
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 2019年3月1日（金）～3月6日（水）お雛茶屋は3月3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10月1日（月）～21日（日）
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（萩市呉服町1-31-5）
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、萩・明倫センター下車 徒歩約10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

お問い合せ先
0838-25-1750

（一社）萩市観光協会

着物ウィークin萩
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
ベントです。
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。
着物を着ている方は特別割引が受けられるほか、着物に似合う和小物作り
体験や、ボランティアカメラマンによる写真撮影＆プレゼントなど、萩ならで
はの“着物体験”ができます。

「世界遺産の城下町・萩」を着物で楽しむ

〒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

萩
はぎ

期間/日時 2019年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

①JR東萩駅から路線バスで13分、越ヶ浜バス停下車、会場までシャトルバスを利用
②中国自動車道美祢東JCT ～絵堂ICから約40分
一般：400台（無料／土日祝日は一部駐車場300円）　
大型バス：越ケ浜市営駐車場約13台（1回1,030円）※駐車場から群生林までシャトルバスで約10分
期間中は椿見どころ案内人によるガイド（土日祝日は無料／平日は予約制で有料）

萩・椿まつり
萩市笠山 虎ヶ崎にある椿群生林では、
約10haの敷地に約60種 25,000本
のヤブツバキが可憐な花を咲かせ、例
年2月中旬～ 3月下旬頃に見頃を迎え
ます。
色鮮やかに咲き乱れるヤブツバキの見
頃にあわせて「萩・椿まつり」が開催さ
れます。

萩約25,000本の
ヤブツバキを楽しむ

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

イ
ベ
ン
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ー
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オープン時期 2018年9月29日（土）予定
場　所 山口市下竪小路112番地 料　金 展示室のみ有料

■
■
■

営業時間
アクセス
駐車場

ー
①JR山口駅から徒歩25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：1台（身障者用のみ）

■

■

休日

予約

ー

不要

久坂玄瑞、高杉晋作、木戸孝允、
伊藤博文、井上馨など、維新の志
士たちが出入りした史跡「十朋亭」
を中心に、十朋亭や志士たちゆか
りの資料を展示するほか、プロジェクションマッピングや専用ＡＲアプリにより、山
口市の幕末・明治維新の歴史を楽しみながら学ぶことができます。
十朋亭や、吉田松陰の兄・杉民治が開いたとされる杉私塾などは観覧無料、休
憩・ガイダンスゾーンも自由に御利用になれます。

十朋亭維新館
オープン

幕末の志士が宿泊した史跡 山口

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

083-223-1144

〒750-0018 山口県下関市前田町3丁目3-1 海峡メッセ下関　
FAX：083-223-2443　　8：30～ 17：15（平日）
http://www.stca-kanko.or.jp/

〒
営

（一社）下関観光コンベンション協会

期間/日時 2018年10月1日（月）～12月26日（水）の毎日
　　10月  19：30～ 22：00
11・12月  18：00～ 22：00

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」下車徒歩2分 
②中国自動車道下関ICから車で15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
下関市立しものせき水族館「海響館」周 
辺にイルカやペンギンなどのイルミネー 
ションを設置します。

下関下関市関門海峡沿いに 
イルミネーション水族館現る！

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 2018年3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

ＳＬに乗車した湯田温泉宿泊の旅行商品（旅行会社が造成したもの）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 だ

ゆう ゆう かい ゆう ちょう

0820-22-3731
お問い
合せ先

柳井商工会議所

期間/日時 2018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

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/

〒

営

山口市菜香亭

お問い
合せ先

083-934-2717

〒753-8650 山口県山口市亀山町2-1　
FAX：083-934-2670
8：30～17：15　　

〒

営

山口市交流創造部
文化交流課

0836-54-0551

お問い
合せ先

TOKIWAファンタジア
推進協議会事務局

期間/日時 2018年11月下旬～2019年1月中旬予定  17：30～ 21：30予定
場　所 ときわ遊園地（宇部市則貞三丁目4番1号）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
2018
150万球の光がときわ公園の冬
の夜を彩るイルミネーションイベ
ント。光と音楽によるライトショー
や、企業や学校などがオリジナリ
ティあふれる作品を出展するイル
ミネーションコンテストなど、ときわ公園が幻想的な光の世界に包まれます。
期間中は、遊園地の夜間営業や温かいフードやドリンクが楽しめるクリスマスカ
フェが登場します。

宇部遊びにおいで！
光の楽園 ときわ公園へ

〒755-0001 山口県宇部市大字沖宇部254番地
ときわ湖水ホール内　FAX：0836-51-7205
8：30～ 17：15　
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
平日8：30～17：00／土曜（第2・4除く）8：30～12：00
http://tokuyama-cci.or.jp

〒

営

徳山商工会議所

期間/日時 点灯期間2018年11月～ 2019年1月上旬予定
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、徳山港
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34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・日）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。（予定）

周南ウィンターイルミネーション2018
しゅう なん

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

（一社）萩市観光協会

期間/日時 2019年1月10日（木）～3月31日（日）予定
場　所 萩市内各所 料　金 クーポン付きパスポート無料

■

■
■

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、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 通年 13：00 ～ 17：00（休館日を除く）
場　所 やない西蔵（柳井市柳井3700-8）
料　金 480円～ 3,500円 送料別途（～300円）

■

■

■

アクセス

駐車場

ガイドサービス

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 
一般：周辺観光駐車場利用　
大型バス：白壁ふれあい広場（要予約）
無し

オリジナル柳井縞
グッズ製作
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）

柳井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

0820-23-2490
お問い
合せ先

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

〒

営

やない西蔵

やな い じま

期間/日時 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

駐車場
注意事項

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
一般：5 台　大型バス：マイクロバス可
ご依頼からお渡しまで4 ヶ月程度を要する場合有り

テント屋さんが創った帆布かばん
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

0836-84-7990
お問い
合せ先

〒756-0080 山口県山陽小野田市くし山１丁目6-18　
http://www.utsunomiya-tent.jp/

〒株式会社宇都宮帆布工房

山陽
小野

田

じっ ぽう てい

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
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
アクセス
駐車場
休館日

10：00 ～ 18：00（最終入館17：30/ 交流室18：00）
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7分
一般：30台（うち身障者用2台）
火曜、年末（12/26～12/31） ■予約 不要

全国を行脚しながら数多くの句
を詠んだ、自由律俳句の代表的
俳人・種田山頭火。
平成２９年１０月にふるさとの防
府市に開館し、「山頭火をうた
い、山頭火にしたしみ、山頭火を
つたえる」をテーマに、句や書等
を通じて彼を顕彰する施設です。

山頭火ふるさと館オープン
平成29年10月 オープン! 防府

お問い
合せ先 0835-28-3107

〒747-0032 山口県防府市宮市町5番13号
FAX：0835-28-3113
10：00～18：00　　

〒

営

山頭火ふるさと館

さん とう か

期間/日時 2018年4月～ 8月、2019年1月～ 3月
場　所 益田駅前ビルEAGA 3階 大ホール（益田市駅前町17-1）
料　金 1人500円、中学生以下無料 10名以上の団体は400円

■

■
■

アクセス

駐車場
ガイドサービス

①JR益田駅から徒歩で1分 
②中国自動車道戸河内ICから国道191号線で約70分／六日市ICから国道187
　号～ 9号で約70分／浜田自動車道浜田ICから約50分  
一般：有り　大型バス：要相談
無し

■ガイドサービス 無し

「石見の夜神楽」
益田公演
島根県西部石見（いわみ）地方一帯に残
る伝統芸能石見神楽。代表する演目はス
サノオの八岐大蛇退治を演ずる「大蛇」。
勇壮華麗な舞。
豪華絢爛の衣装が特徴。

益田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
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オープン時期 2018年9月29日（土）予定
場　所 山口市下竪小路112番地 料　金 展示室のみ有料

■
■
■

営業時間
アクセス
駐車場

ー
①JR山口駅から徒歩25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：1台（身障者用のみ）

■

■

休日

予約

ー

不要

久坂玄瑞、高杉晋作、木戸孝允、
伊藤博文、井上馨など、維新の志
士たちが出入りした史跡「十朋亭」
を中心に、十朋亭や志士たちゆか
りの資料を展示するほか、プロジェクションマッピングや専用ＡＲアプリにより、山
口市の幕末・明治維新の歴史を楽しみながら学ぶことができます。
十朋亭や、吉田松陰の兄・杉民治が開いたとされる杉私塾などは観覧無料、休
憩・ガイダンスゾーンも自由に御利用になれます。

十朋亭維新館
オープン

幕末の志士が宿泊した史跡 山口

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

083-223-1144

〒750-0018 山口県下関市前田町3丁目3-1 海峡メッセ下関　
FAX：083-223-2443　　8：30～ 17：15（平日）
http://www.stca-kanko.or.jp/

〒
営

（一社）下関観光コンベンション協会

期間/日時 2018年10月1日（月）～12月26日（水）の毎日
　　10月  19：30～ 22：00
11・12月  18：00～ 22：00

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」下車徒歩2分 
②中国自動車道下関ICから車で15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
下関市立しものせき水族館「海響館」周 
辺にイルカやペンギンなどのイルミネー 
ションを設置します。

下関下関市関門海峡沿いに 
イルミネーション水族館現る！

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 2018年3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

ＳＬに乗車した湯田温泉宿泊の旅行商品（旅行会社が造成したもの）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 だ

ゆう ゆう かい ゆう ちょう

0820-22-3731
お問い
合せ先

柳井商工会議所

期間/日時 2018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

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/

〒

営

山口市菜香亭

お問い
合せ先

083-934-2717

〒753-8650 山口県山口市亀山町2-1　
FAX：083-934-2670
8：30～17：15　　

〒

営

山口市交流創造部
文化交流課

0836-54-0551

お問い
合せ先

TOKIWAファンタジア
推進協議会事務局

期間/日時 2018年11月下旬～2019年1月中旬予定  17：30～ 21：30予定
場　所 ときわ遊園地（宇部市則貞三丁目4番1号）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
2018
150万球の光がときわ公園の冬
の夜を彩るイルミネーションイベ
ント。光と音楽によるライトショー
や、企業や学校などがオリジナリ
ティあふれる作品を出展するイル
ミネーションコンテストなど、ときわ公園が幻想的な光の世界に包まれます。
期間中は、遊園地の夜間営業や温かいフードやドリンクが楽しめるクリスマスカ
フェが登場します。

宇部遊びにおいで！
光の楽園 ときわ公園へ

〒755-0001 山口県宇部市大字沖宇部254番地
ときわ湖水ホール内　FAX：0836-51-7205
8：30～ 17：15　
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
平日8：30～17：00／土曜（第2・4除く）8：30～12：00
http://tokuyama-cci.or.jp

〒

営

徳山商工会議所

期間/日時 点灯期間2018年11月～ 2019年1月上旬予定
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、徳山港
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34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・日）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。（予定）

周南ウィンターイルミネーション2018
しゅう なん

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

（一社）萩市観光協会

期間/日時 2019年1月10日（木）～3月31日（日）予定
場　所 萩市内各所 料　金 クーポン付きパスポート無料

■

■
■

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、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 通年 13：00 ～ 17：00（休館日を除く）
場　所 やない西蔵（柳井市柳井3700-8）
料　金 480円～ 3,500円 送料別途（～300円）

■

■

■

アクセス

駐車場

ガイドサービス

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 
一般：周辺観光駐車場利用　
大型バス：白壁ふれあい広場（要予約）
無し

オリジナル柳井縞
グッズ製作
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）

柳井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

0820-23-2490
お問い
合せ先

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

〒

営

やない西蔵

やな い じま

期間/日時 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

駐車場
注意事項

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
一般：5 台　大型バス：マイクロバス可
ご依頼からお渡しまで4 ヶ月程度を要する場合有り

テント屋さんが創った帆布かばん
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

0836-84-7990
お問い
合せ先

〒756-0080 山口県山陽小野田市くし山１丁目6-18　
http://www.utsunomiya-tent.jp/

〒株式会社宇都宮帆布工房

山陽
小野

田

じっ ぽう てい

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
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
アクセス
駐車場
休館日

10：00 ～ 18：00（最終入館17：30/ 交流室18：00）
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7分
一般：30台（うち身障者用2台）
火曜、年末（12/26～12/31） ■予約 不要

全国を行脚しながら数多くの句
を詠んだ、自由律俳句の代表的
俳人・種田山頭火。
平成２９年１０月にふるさとの防
府市に開館し、「山頭火をうた
い、山頭火にしたしみ、山頭火を
つたえる」をテーマに、句や書等
を通じて彼を顕彰する施設です。

山頭火ふるさと館オープン
平成29年10月 オープン! 防府

お問い
合せ先 0835-28-3107

〒747-0032 山口県防府市宮市町5番13号
FAX：0835-28-3113
10：00～18：00　　

〒

営

山頭火ふるさと館

さん とう か

期間/日時 2018年4月～ 8月、2019年1月～ 3月
場　所 益田駅前ビルEAGA 3階 大ホール（益田市駅前町17-1）
料　金 1人500円、中学生以下無料 10名以上の団体は400円

■

■
■

アクセス

駐車場
ガイドサービス

①JR益田駅から徒歩で1分 
②中国自動車道戸河内ICから国道191号線で約70分／六日市ICから国道187
　号～ 9号で約70分／浜田自動車道浜田ICから約50分  
一般：有り　大型バス：要相談
無し

■ガイドサービス 無し

「石見の夜神楽」
益田公演
島根県西部石見（いわみ）地方一帯に残
る伝統芸能石見神楽。代表する演目はス
サノオの八岐大蛇退治を演ずる「大蛇」。
勇壮華麗な舞。
豪華絢爛の衣装が特徴。

益田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 み

ます だ
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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 5日前 無料 19

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

1週間前 2,000円～
3,000円

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

5日前 1,000円

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

10日前 無料 19

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 1週間前 無料

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 3日前 無料 20

周南市観光ボランティアガイドの会 0834-33-8424 市内全域 1週間前 無料（実費請求） 20
40

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 1週間前 無料（実費請求） 20
40

防府市観光ボランティアガイドの会 090-7128-6568 防府天満宮・周防国分寺・毛利氏庭園・
阿弥陀寺・山頭火等（周遊も可） 3日前 1,000円

（2時間） 20

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

1週間前
（定点は不要） 無料 21

やまぐち萩往還語り部の会 083-920-3323 萩往還 1週間前 有料
お問合せ下さい 24

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・吉部八幡宮・吉部の
大岩郷・渡辺翁記念館・野外彫刻等

1週間前 無料 21

船木校区まちづくりサークル 0836-67-1183
岡崎八幡宮・一里塚・高札場跡・願生寺・徳
基学舎碑・船木宰判跡・お茶屋跡・石炭発祥
の地・旅人荷付場跡・大木森住吉宮他、旧山
陽道の宿場町として栄えた船木の町なか等

2週間前 無料

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 1週間前 有料
お問合せ下さい 22

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） 3日前 1,000円～

2,000円 23

ながとボランティアガイド会 0837-26-0708
（長門市観光コンベンション協会）

童謡詩人「金子みすゞ」ゆかりの地・大寧寺・
青海島等　 1週間前 1,000円

（ガイド1名につき） 22

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 前日 無料
（団体は1,000円） 22

俵山しっちょる会 0837-26-0708
（長門市観光コンベンション協会）

俵山温泉街 1週間前 1,000円 22

三隅郷土文化研究会 0837-26-0708
（長門市観光コンベンション協会）

村田清風記念館・三隅山荘・周布家旧宅跡 1週間前 1,000円
（ガイド1名につき） 23

下関観光ガイドの会 083-223-1144
（下関観光コンベンション協会）

城下町長府・唐戸地区・巌流島・その他市内
各所 1週間前 3,000円（2時間） 22

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 1週間前
無料

（団体バスは1台に
つき、1,000円）

22
24

名 　 称 連絡先（TEL） 主 な ガ イド 先 予 約 料 金 掲載ページ

おいでませ山口観光ボランティアガイド
山口県の自然や歴史などあふれる魅力を知って頂きたい。そんな思いから結成された観光ボランティアグループが、おもてなしの心を大切に活動
しています。ガイドブックでは得ることができないエピソードを交えながら、皆さんの旅をエスコートします。ひと味違う旅の思い出作りは、ぜひ
私たちにお任せ下さい。
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

2018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

お知らせ

2018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

2018年10月13日・14日の2日間、萩城城下町周辺で「第2回ふるさと紙芝居全国大会in萩」を開催します!
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岩国市観光振興課
平生町産業課
光市商工観光課
周南市観光交流課
宇部市観光・グローバル推進課
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 （一社）萩市観光協会

（一社）須佐おもてなし協会旭観光協会 益田市観光協会
（一社）津和野町観光協会

☎ 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 ☎ 0837-26-0708 ☎ 0838-25-1750

☎ 08387-6-2219☎ 0838-56-0137 ☎ 0856-22-7120
☎ 0856-72-1771

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
宇部旅館ホテル生活衛生同業組合 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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●山口DCアフターキャンペーン ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P25～P34
●古地図を片手にまちを歩こう ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P19～P23
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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）
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（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

1日1往復 約2時間
沖縄

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2018年2月末日現在の情報です。

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）

http://www.oidemase.or.jp/nishinokunikaraWebサイト


