
福岡 エリア

1
北九州 市

【門司港ガイドおまかせコース】
【DISCOVER  WESTハイキング（海辺散策コース）】

【門司港ガイドおまかせコース】コース設定せず、参加者の希望にあわせて観光案内します。
【DISCOVER  WESTハイキング（海辺散策コース）】海沿いの道を通り、レトロ地区から人気の雑
貨店ビルまでひとめぐりします。

コース

お申し込み先・お申し込み方法 事前予約不要
北九州市門司区西海岸1丁目5-31門司港駅観光案内所 みどりの窓口内
（TEL 093-321-4151　門司港レトロインフォメーション）
※定員を超えた場合は参加できない場合もございます。

その他 【門司港ガイドおまかせコース】：11：00
【DISCOVER  WESTハイキング（海辺散策コース）】：13：30　各コース定員：10名程度
【ホームページ】 https://www.gururich-kitaq.com/information/tourism-volunteer

開催日 【門司港ガイドおまかせコース】：日・祝・休日12/29～1/3を除く
【DISCOVER  WESTハイキング（海辺散策コース）】：土曜日12/29から1/3を除く

【門司港ガイドおまかせコース】：11：00～12：00　
【DISCOVER  WESTハイキング（海辺散策コース）】：13：30～15：00

時   間

門司港駅観光案内所(ＪＲ門司港駅 みどりの窓口内）集合場所

無料参加費

【門司港ガイドおまかせコース】コース設定せず、参加者の希望にあわせて観光案内します。

【DISCOVER  WESTハイキング（海辺散策コース）】門司港駅観光案内所（JR門司港駅1階）→雑貨店が集まるレトロな
ビル→旧大連航路上屋→軍馬の水飲場→ブルーウィングもじ→港ハウス→門司港レトロ展望室→旧門司税関→海峡プラザ→旧
大阪商船→門司港駅観光案内所（JR門司港駅1階）

団体名 北九州市観光案内ボランティア（北九州観光コンベンション協会観光事業部）

2 福岡市天神・博多まち歩き無料定時ツアー

【博多まち歩き無料定時ツアー】
押さえておきたい博多の寺社を「おもてなしの心」でご案内します！
【天神まち歩き無料定時ツアー】
天神中心部の歴史あるスポットを「おもてなしの心」でご案内します！

コース

お申し込み先・お申し込み方法 福岡市観光案内ボランティア事務局

その他 「福岡・博多のまち歩き」お客様のご要望に合わせたまち歩きも行っております。（要事前申し込み※有料）
【ホームページ】https://www.welcome-fukuoka.or.jp/kankouannai/

開催日 毎日（12/28～1/3・毎月第4火曜日（変更の場合あり）・町家休館日
・その他研修会等実施日・荒天時はお休み）
【博多】14:00～15:00【天神】10:30～11:30/14:00～15:00
※時間は出発～到着までの時間です

時   間

天神：福岡市観光案内所（天神）
博多：「博多町家」ふるさと館前

集合場所

無料
※参加に際し、別途経費（通訳等）がかかる場合は、お客様のご負担となります。
事前予約不要 ※団体（5名以上）は別途申し込み（有料）

参加費

【博多まち歩き無料定時ツアー】
「博多町家」ふるさと館→櫛田神社→龍宮寺→東長寺など（集合場所：「博多町家」ふるさと館前）

【天神まち歩き無料定時ツアー】
天神中央公園→アクロス福岡→水上公園→水鏡天満宮→福岡市赤煉瓦文化館など（集合場所：福岡市観光案内所（天神））
※7/1～7/14は案内内容が博多祗園山笠に合わせた「山笠バージョン」に変更
※盛夏時は「夏バージョン」に変更予定
福岡市観光案内ボランティア団体名

（公財）福岡観光コンベンションビューロー内　（TEL　092-733-5050）
事前予約不要   
※定員（6名）を超えた場合は参加できない場合もございます。  ※団体（5名以上）は別途申し込み(有料）



3
福津市ふくつ観光ぐるぐるウォーク

「美味しい魚が食べたい」「古墳が見たい」「津屋崎千軒を歩きたい」「宮地嶽神社を堪能したい」
など、様々なご要望に合わせ、ご希望の人数規模や時間・スポット内容に合わせたコースを
コーディネートします。

コース

お申し込み先・お申し込み方法 TEL:0940-62-5555（10時から16時まで）　FAX:0940-62-5555
mail:isaba-kai@wine.plala.or.jp

その他 ホームページにて各コースのマップを公開します。
【ホームページ】 http://isaba-kai.gonna.jp/top/index.html

開催日 毎日（年末年始を除く）
お申し込み団体と相談の上、決定時   間

お申し込み団体と相談の上、決定集合場所

1～10名  1,000円(税込)・11～20名  2,000円(税込)・21～30名  3,000円(税込)
31～40名  4,000円(税込)・最大料金  4,000円(税込)

参加費

①津屋崎千軒
②坂の上の雲を歩こう!in津屋崎
③宮地嶽神社　八社めぐり
④勝浦　万葉古道と関連遺産群を訪ねて
⑤西郷川　歴史と自然散策の郷

団体名 福津市観光ボランティアガイド会

4
うきは市うきは市森林セラピーツアー

つづら棚田や調音の滝など自然豊かな景観を眺めながらの散策です。
小鳥のさえずりやせせらぎの音に耳を傾けながら至福の時間をお楽しみ下さい。

コース

お申し込み先・お申し込み方法 TEL 080-2714-6065（午前8時半から午後5時）
ホームページ （24時間）

その他 【ホームページ】http://ukihalove.jp

開催日 毎日（悪天時は休み）
出発：お客様のご都合に合わせます。到着：出発から約2時間時   間

つづら棚田駐車場　もしくは　調音の滝公園駐車場集合場所

1グループ5,000円（最大5名まで）参加費

「つづら棚田の散歩道」1.8km
「巨瀬の源流の散歩道」2.2km

うきは市・癒しの旅先案内人協会団体名



5
うきは市

重要伝統的建造物群保存地区「筑後吉井白壁の町並み」散策

国指定の重要伝統的建造物群保存地区「筑後吉井」の白壁の町並みを散策します。
スイーツ食べ歩き、お土産店舗まわりもお薦めです

開催日 毎日（悪天時は休み）

コース

お申し込み先・お申し込み方法 (一社)うきは観光みらいづくり公社

TEL 0943-76-3980（午前9時から午後5時)

【ホームページ】http://ukihalove.jp

出発：お客様のご都合に合わせます。到着：出発から約2時間時   間

うきは市観光会館「土蔵（くら）」集合場所

ガイド1名につき2,000円（1グループ20名まで）参加費

お客様のリクエストに基づきコースを案内しております。

筑後よしい案内人団体名

その他

7
大川市

大川木工発祥の地・藩境の町歩き

小保・榎津の町並みは、中世、室町期を起源としますが、江戸時代には久留米藩と柳川藩の藩境に
位置し、大川木工発祥の地です。

コース

お申し込み先・お申し込み方法

その他

（一社）大川観光協会　TEL： 0944-87-0923　FAX： 0944-87-0961　
メール： okwkankou@okawa-kk.com　※１週間前迄にお申込下さい

【ホームページ】 http://www.okawa-kk.com/

開催日 毎日（8/13～8/15、12/28～1/5を除く）
10:00～16:00までに随時（所要時間約60～120分）時   間

旧吉原家住宅駐車場集合場所

ガイド交通費として1団体につき
2名～10名 無料　11名～50名 1,000円
51名以上 2,000円

参加費

旧吉原家住宅→緒方家住宅→吉原義朗家→小保八幡宮→藩境の石列→願連寺→高橋家住宅

大川観光ガイドの会団体名

6
久留米市

城下町久留米ぶらりまち歩き

久留米城跡や梅林寺、全国総本宮である久留米水天宮など、
城下町の面影残る名所をボランティアガイドの案内で、ゆっくりめぐります。

開催日 土曜・日曜・祝日

コース

お申し込み先・お申し込み方法 JR久留米駅観光案内所    TEL 0942-33-4422(FAX兼用) ※1週間前までにお申込ください。

10:00～12:30時   間

JR久留米駅観光案内所（JR久留米駅構内）集合場所

大人（中学生以上）500円、小学生300円　※参加費に施設入場料は含みません参加費

ＪＲ久留米駅→久留米城跡、有馬記念館→梅林寺・梅林寺外苑→全国総本宮水天宮→坂本繁二郎生家→ＪＲ久留米駅

久留米市観光ボランティアガイドの会団体名



佐賀 エリア

1
佐賀市

佐賀城本丸歴史館見学

佐賀藩10代藩主鍋島直正が天保6～9年（1835～1838年）に再建した、佐賀城本丸御殿の一部
を復元した歴史博物館。館内では幕末・維新期の佐賀の歴史を御案内します。

コース

お申し込み先・お申し込み方法 佐賀城本丸歴史館　TEL 0952-41-7550　　3日前までにホームページ上の申込フォーム送信、
またはホームページ掲載の申込書をFAX(0952-28-0220)

その他 御希望に応じて館外見学も行っております。
【ホームページ】 http://saga-museum.jp/sagajou/

開催日 毎日（12/29～1/1、臨時休館日を除く）
9：30～18：00のうち御希望の時間（目安1時間）時   間

佐賀城本丸歴史館集合場所

無料参加費

本丸御殿の復元過程、幕末・維新期の佐賀の歴史、近代科学技術、佐賀輩出の偉人などを紹介

佐賀城本丸ボランティア団体名

2
佐賀市

ガイドとさるく佐賀の恵比須巡り

恵比須像に秘められた歴史やエピソードを紹介しながら親切丁寧にご案内いたします。

コース

お申し込み先・お申し込み方法 恵比須DEまちづくりネットワーク事務局（TEL 0952-40-7137 ）  E-mail : ebisu@sagabai.com
                                            3日前までにご予約下さい（10:00～17:00）

その他 お一人様からご案内いたします。

開催日 毎日（月曜日は未実施）年末年始を除く

出発時間等はご都合に合わせます。所要時間60分から90分時   間

集合場所 JR佐賀駅もしくは開運さが恵比須ステーション等ご相談に応じます。

1人 500円／10名以上 300円参加費

佐賀駅まちなかコース90分
佐賀市歴史民俗館恵比須巡りコース60分
長崎街道東コース90分
長崎街道西コース120分

恵比須ＤＥまちづくりネットワーク団体名



4
神埼市

歴史が駆け抜けた神埼宿

１７００年の歴史ある櫛田宮をスタートし、室町時代に整備した街道を歩きます。

コース

お申し込み先・お申し込み方法 神埼市商工観光課　TEL：0952-37-0107　FAX：0952-52-1120
2週間前までに電話にて〔後ほどＦＡＸで申込用紙を送付〕
（受付時間：月～金曜日　8:30～17:30）

その他 昼食で素麺懐石（割烹）を希望される場合は事前予約が必要です。

開催日 毎日
9:00～16:00　※時間は出発～到着までの時間です時   間

集合場所 櫛田宮

無料参加費

櫛田宮→旧古賀銀行神埼支店→本陣跡→脇本陣（真光寺・浄光寺）→神埼宿場茶屋（西木戸口）
車で移動できる場合は一里塚へ

神埼歴史街道の会団体名

5
鹿島市

酒蔵ツーリズム発祥の地を巡る

国の重要伝統的建造物群保存地区に2地区を選定されている肥前浜宿を地元ガイドと共にさるきます。

コース

お申し込み先・お申し込み方法 TEL 0954-69-8004  FAX 0954-69-8022  mail：npohama@po.asunet.ne.jp
※3日前までに電話にて（但し、平日9:00～17:00）

開催日 年末年始を除く毎日。
出発時間はご都合に合わせます。所要時間は2時間時   間

JR肥前浜駅集合場所

A：肥前浜駅→肥前屋（1.5時間）20名まで2,000円
B：肥前浜駅→浜庄津町金屋町（2時間）20名まで3,000円

参加費

肥前浜駅→田雑漬物店→赤鳥居跡→富久千代酒造→飯盛酒造→継場→中島酒造場→肥前屋→浜庄津町金屋町

NPO肥前浜宿水とまちなみの会団体名

3
小城市日本遺産シュガーロードと小京都「小城」の歴史に触れてみよう

令和2年、日本遺産に登録されシュガーロードの構成文化財「小城羊羹」。限られたエリアに多
くの羊羹店がある町並みを観光ガイドと散策してみませんか。

コース

お申し込み先・お申し込み方法

その他 ・要事前予約です・立寄りの羊羹店では、お茶と一口羊羹のおもてなしも・最少催行人数：1名

開催日 毎日（12/29～1/3を除く）
9:00～17:00時   間

集合場所 ゆめぷらっと小城（無料駐車場あり）

800円参加費

【北コース】ゆめぷらっと小城→小路→大門堂→小柳酒造(恵比寿像)→村岡総本舗本店・羊羹資料館→須賀神社→むら雲堂
→ゆめぷらっと小城
【南コース】ゆめぷらっと小城→むら雲堂→小城歴史資料館→小城公園→悟竹通り→増田羊羹本舗→ゆめぷらっと小城

小城市観光ボランティアガイドの会団体名

小城市観光協会（ＴＥＬ0952-72-7423、FAX0952-72-7435）
※一週間前（17:00）までにまずはお電話でお問い合わせを！



長崎 エリア

1 長崎さるく

きっと見つかるあなたにぴったりの長崎のまち歩き。
まち全体がテーマパークのような異国情緒あふれる歴史のまち長崎でガイドと一緒に楽しい時間を
過ごしてみませんか？

。

コース

お申し込み先・お申し込み方法 ホームページ記載の各団体・インターネット予約または電話予約  

その他 【ホームページ】 https://saruku.nagasaki-visit.or.jp

開催日 各コースによる

各コースによる時   間

各コースによる  集合場所

各コースによる参加費

下記ホームページを参照

(一社)長崎国際観光コンベンション協会団体名

各コースによる

2 長崎ストーリーズ

本を読むように楽しむ長崎のまち歩き観光。
まち全体がテーマパークのような異国情緒あふれる歴史のまち長崎でガイドと一緒に楽しい時間を
過ごしてみませんか？

。

コース

お申し込み先・お申し込み方法 (一社)長崎国際観光コンベンション協会・インターネット予約  

その他 【ホームページ】 https://story.nagasaki-visit.or.jp

開催日 毎日（年末年始を除く）

10:00発、14:00発の1日2回時   間

各コースによる  集合場所

￥1,600～￥2,100（コースによる）参加費

下記ホームページを参照

(一社)長崎国際観光コンベンション協会団体名

各コースによる



3
大村市

歩いてぶらり大村藩武家屋敷

桜や花菖蒲（はなしょうぶ）の名所である大村公園から散策を開始。
枯山水の石庭がある旧円融寺庭園や趣のある白壁の武家屋敷街を歩いて巡ります。

コース

お申し込み先・お申し込み方法 (一社)大村市観光コンベンション協会  TEL 0957-52-3605   FAX 0957-52-3652
7日前までに電話、ＦＡＸにて（受付時間　9：00～17：30）

その他 その他、キリシタン史跡コース等があります。
【ホームページ】 http://www.e-oomura.jp

開催日 通年

2時間半コース時   間

大村公園内　大村市観光コンベンション協会 集合場所

1～10名参加時の1グループ：1,５００円（ガイド1名）
11～20名参加時の1グループ：３,０００円（ガイド2名）

参加費

大村公園（玖島城跡）→五教館御成門→中尾元締役旧宅→稲田家家老屋敷跡→浅田家家老屋敷跡→旧楠本正隆屋敷
→旧円融寺庭園→玖島城下（大村城下五小路）武家屋敷通り→針尾家家老屋敷跡→大村公園

おおむら歴史観光ボランティアガイドの会団体名

4
西海 市

歴史に「もし」があれば、ここが長崎

1562年には貿易港として栄えた横瀬浦。しかし程なく一夜にして一帯は焼失してしまいます。

巡らせてみてはいかがですか。

コース

お申し込み先・お申し込み方法 NPO法人西海市観光協会　　TEL 0959-37-5833　FAX 0959-27-1733
＊申込み締切：7日前まで 

その他 【ホームページ】 http://saikaicity.jp/

開催日 毎週土・日曜日

午前の部/10：30　午後の部/13：30時   間

集合場所 横瀬浦公園 

500円／人(3名以上で催行)(※別途料金/「海の駅船番所」バイキング：別料金1,600円 )参加費

横瀬浦(横瀬浦公園)→横瀬浦公園展示棟→思案橋跡→上町跡・下町跡→南蛮船来航の碑→ルイス・フロイス像→海の駅　船番所

さいかいガイドの会団体名



5
波佐見町

陶郷中尾山散策コース

窯元が建ち並ぶ「陶郷中尾山」400枚の水田からなる「鬼木棚田」風情豊かな町を歩き、歴史と自然
に触れて下さい。

コース

お申し込み先・お申し込み方法　 波佐見町観光協会　TEL：0956-85-2290　FAX： 0956-85-2856
mail：info@hasami-kankou.jp（受付時間：9：00～17：00）
＊申込み締切：7日前まで  

その他 青磁古窯「三股」秘境コース等もあります。
【ホームページ】 http://www.hasami-kankou.jp/

開催日 通年

1時間半コース時   間

陶芸の館集合場所

500円／お客様1名(2時間まで)参加費

陶芸の館→世界の窯広場→鬼木棚田→中尾山散策

はさみ観光ガイド協会団体名



熊本 エリア

1
山鹿市

山鹿の歴史と文化をおもてなしの心でご案内（山鹿市）

和紙とのりだけで作られる伝統工芸品「山鹿灯籠」の展示や制作実演を行っている山鹿灯籠民芸館の
館内を方言も交え楽しくご案内します。

コース

お申し込み先・お申し込み方法 （月～日）山鹿灯籠民芸館　TEL 0968-43-1152
（月～金）山鹿市地域振興公社　TEL 0968-43-0111
（受付時間：9:00～17:00）

開催日 毎日※2週間前までに要予約　山鹿灯籠まつり（8/15,16）、12/29～1/3を除く

各コース60分～90分程度時   間

集合場所 山鹿灯籠民芸館

案内人1人1,000円+お客様1人50円※2人でお申し込みの場合1,100円となります。参加費

①豊前街道散策コース　②西南戦争戦跡コース　コースの詳細はホームページをご覧ください。https://yamaga.site/

山鹿市旅先案内人の会団体名

2
山鹿市

米米惣門ツアー

かつて菊池川水運で栄えた惣門地区を地元のたのしい店主達がガイドいたします。
お米がテーマでわかりやすく試食や試飲をしながら山鹿の伝統や文化をお楽しみいただけます

コース

お申し込み先・お申し込み方法 山鹿温泉観光協会 TEL 0968-43-2952　前日までの要予約 電話のみ（9:00～17:00）

その他 【ホームページ】 http://comecome-soumon.com/guide.html

開催日 毎日（水曜日が定休）

①9:30　②11:00　③13:00　④14:00　⑤15:00時   間

木屋本店集合場所

お一人　600円（お土産付き）参加費

木屋本店（味噌蔵）→千代の園酒造（酒蔵）→光専寺→せんべい工房

下町惣門会団体名



3
菊池 市

菊池一族の歴史と街並探訪

中世平安時代から室町時代の後半まで約４５０年にわたり活躍した豪族についてご案内します。

コース

お申し込み先・お申し込み方法 菊池観光協会  TEL:0968-25-0513　FAX:0968-25-0576　　mail：info@kikuchikanko.ne.jp 
7日前までに電話、FAX、メールにて （受付時間：9:00～17:00）

その他 要時間、コース内容は希望により若干変更できます。
【ホームページ】 https://kikuchikanko.ne.jp/

開催日 通年（年末年始は除く）

9:00～17:00  　※要相談　時   間

集合場所 菊池観光交流館

ガイド1名につき1時間あたり1,500円（入館料は別途必要）参加費

菊池武光公騎馬像→菊池神社→将軍木・能場→わいふ一番館

菊池観光案内人の会団体名

4
阿蘇 市

コース

お申し込み先・お申し込み方法 阿蘇火山博物館　TEL：0967-34-2111  

要問合

11：00スタート　13：00スタート　15：00スタート時   間

集合場所

大人(13歳～)2,000円(税込)　子供(7歳～12歳)1,000円(税込)参加費

阿蘇火山博物館

阿蘇火山博物館→草千里展望所→阿蘇火山博物館

団体名

【ホームページ】 http://www.asomuse.jp/

カルデラって何？ガイドと行く草千里展望所

世界でも最大級と言われる阿蘇のカルデラ。歴史や地形の特徴、そこから生まれる豊かな自然を堪能
できる、阿蘇の入門コースです。「カルデラってななに？」という方にもわかりやすくガイドがご説明。

阿蘇火山博物館

開催日

その他



大分 エリア

1
別府市

竹瓦かいわい路地裏散歩

湯の町・別府の古き良き時代の名残を残す路地裏を歩きませんか？数多くの共同湯や地元住民から
愛されている老舗を訪ねます。

コース

お申し込み先・お申し込み方法 3日前までに要予約（別府市観光協会　TEL0977-24-2828）

その他 「べっぷ街中おもてなしウォーク」コースもあります「山の手レトロ散策」コースもあります
【ホームページ】http://www.gokuraku-jigoku-beppu.com/entries/beppu-hatto-walk

開催日 毎週月・水・金・土・第３・５日曜日 (7/25～8/15、年末年始を除く)

10:00～12:30　※時間は出発～到着までの時間です時   間

ＪＲ別府駅観光協会案内所前集合場所

大人1000円、小学生500円、幼児無料（お茶、おやつ付き）参加費

別府駅→駅前高等温泉→国際民宿こかげ→西法寺→梅園温泉→流川通り→置屋跡→アホロートル（貸席跡）→長寿味噌→
元別府郵便電話局電話分室→別府カトリック教会→紙屋温泉→旧ゼンリン本社跡→羽衣温泉跡→竹久夢二・彦乃の
療養の跡→中浜地蔵尊→寿温泉→竹瓦小路→竹瓦温泉 ※コースは参考

別府八湯語り部の会　団体名

別府市
竹瓦・夜の路地裏散歩

します。全国的にも珍しい夜の散策ツアーです。

コース

お申し込み先・お申し込み方法 別府八湯竹瓦倶楽部　ＴＥＬ 0977－23－4748
メール　iv8beppu@ctb.ne.jp　※1週間前までに要予約

その他 雨天等中止（電話で事前問合せ）
【ホームページ】 http://www.gokuraku-jigoku-beppu.com/entries/beppu-hatto-walk

開催日 第２・４金曜日（お盆、年末年始3を除く）

20:30～22:00　 ※時間は出発～到着までの時間です時   間

市営竹瓦温泉前集合場所

大人1,000円（記念絵葉書付き）参加費

市営竹瓦温泉→梅園通り→新宮通り→北浜通り→平野資料館 ※コースは参考

別府八湯竹瓦倶楽部・湯の町ママさんガイド団体名

2

路地裏情緒いっぱいの夜のネオン街を「はっちゃん・ぶんちゃん」の流しの演奏を聞きながら散策



別府市
堀田湯の里・湯けむり散策

落ち着いた雰囲気の田園保養型・堀田温泉や源泉、白糸の滝・史跡等をめぐります。なかでも泉源の
轟音、１０数メートルの湯柱は圧巻です。

コース

お申し込み先・お申し込み方法 別府八湯「堀田温泉郷」倶楽部　(TEL090-2502-8055（首藤）)　※１週間前までに要予約

その他 【ホームページ】 http://www.gokuraku-jigoku-beppu.com/entries/beppu-hatto-walk

開催日 毎月第２日曜日（お盆、年末年始3を除く）

10:00～12:00 ※時間は出発～到着までの時間です時   間

堀田公民館前集合場所

大人７００円（お茶、おやつ付）参加費

堀田公民館前→堀田の堤→史跡「宗像掃部」陣所跡→北白川宮成久殿下巡幸記念石碑→白糸の滝→温室→堀田温泉
→旧旅館街→五百羅漢 ※コースは参考

別府八湯「堀田温泉郷」倶楽部団体名

3

4
別府市

鉄輪温泉ゆうぐれ散歩

路地のいたる所から湯けむりがたちあがり、温泉場の情緒をたっぷり味わえます。
地元の方々のあたたかいおもてなしで評判の人気ウォークです。

コース

お申し込み先・お申し込み方法 鉄輪湯けむり倶楽部 　TEL0977-66-0527（河野）こうの　※前日までに要予約

その他 「鉄輪温泉湯けむり散歩」コースもあります。
【ホームページ】 http://www.gokuraku-jigoku-beppu.com/entries/beppu-hatto-walk

開催日 毎週土・日曜日（ＧＷ、年末年始を除く）

16:00～17:00 ※時間は出発～到着までの時間です時   間

地獄蒸し工房 鉄輪集合場所

大人700円（おやつ付）参加費

里の駅かんなわ→竹を使った温泉冷却装置→鉄輪銀座→鉄輪むし湯→温泉山永福寺 ※コースは参考

鉄輪ゆけむり倶楽部団体名

5
別 府 市

人情の町亀川湯遊散策

亀川温泉場は穏やかな気候と豊富な温泉で古くから栄えた湯治場。レトロな町並みを味わいながら、
豊富な温泉を実感してみませんか。

コース

お申し込み先・お申し込み方法 亀川温泉亀カメ倶楽部　TEL090-5742-7473（高橋） 

その他 【ホームページ】 http://www.gokuraku-jigoku-beppu.com/entries/beppu-hatto-walk

開催日 毎月第１日曜日

10:10～12:00   ※時間は出発～到着までの時間です時   間

JAべっぷ日出亀川駅前支店集合場所

大人1,000円（食事付き）参加費

市営浜田温泉（資料館）→白亀塚→西光寺輪蔵→かつらや（コース変更有）

亀川温泉亀カメ倶楽部団体名



6
別府市

朝見郷ロマン散策

別府市一帯は古くは朝見郷と呼ばれ、由緒ある地名を今に残す朝見地域は、八幡朝見神社・別府市朝
見浄水場・宝満寺・高台からの景観などの魅力にあふれています。

コース

お申し込み先・お申し込み方法 あさみ地域振興会（茶房たかさき内）TEL 0977-23-0592

その他 5名以上の参加が有れば臨時便をお受けします【ホームページ】 http://asamiwalk.exblog.jp/

開催日 毎月第３日曜日　（8月はお休み）

10:00～12:00 ※時間は出発～到着までの時間です時   間

八幡朝見神社本殿前 ※コースにより異なる集合場所

大人７００円、子ども４００円（お茶、おやつ付き）参加費

毎月コースが変わります

あさみ地域振興会団体名

7
日田市

豆田町散策ツアー（60分コース）

「日田ご当地コンダクター」と一緒に、天領ひたの風情あふれる古い町並みと豆田町の散策をお楽しみ
いただけるコースです。

コース

お申し込み先・お申し込み方法 日田市観光協会（TEL 0973-22-2036）
３日前までに電話（受付時間：９：００～１７：００）、HPにて

その他 「三隈川と温泉街　路地裏散策」、「小鹿田焼の里散策」、「廣瀬淡窓ゆかりの地を訪ねる散策」コースもあります。
【ホームページ】http://www.oidehita.com/

開催日 毎日（12/29～1/3を除く）

10:00～11:00、13:30～14:30 ※時間は出発～到着までの時間です時   間

天領日田資料館集合場所

１名様1,400円参加費

天領日田資料館前→日本丸館前→薫長酒蔵資料館前→天領日田資料館前（施設入館は致しません）

日田市観光協会団体名

8
豊 後 高 田 市

懐かしの昭和の町を訪ねて

ガイドとともにレトロな昭和の町で、懐かしの昭和の思い出話に浸る旅です。

コース

お申し込み先・お申し込み方法 豊後高田市観光まちづくり（株）（TEL 0978-23-1860、FAX 0978-23-1870）
7日前までに電話もしくは観光申込書（ホームページよりダウンロード）をFAXにて

その他 【ホームページ】 http://www.showanomachi.com/index.php

開催日 随時

平日：10:00～16:00　休日：9:00～17:00　ガイド目安約１時間時   間

昭和ロマン蔵集合場所

ガイド１名につき2,000円（ロマン蔵入場料・昼食代別途）参加費

昭和ロマン蔵→昭和の町散策

豊後高田市観光まちづくり株式会社団体名



9
日出町

ひじ　ふれあいまち歩き

豊臣秀吉ゆかりの木下家の城下町、瀧廉太郎の故郷である日出町の城祉周辺にある史跡をふるさと
ガイドが心を込めてご案内します。

コース

お申し込み先・お申し込み方法 ひじ町ツーリズム協会  （TEL 0977-72-4255、FAX0977-72-9044、
メール Kankou-kyoukai.hiji@fuga.ocn.ne.jp）3日前まで電話、ＦＡＸ、メールにて  ※要予約

その他 【ホームページ】 http://hijinavi.com/

開催日 毎日（12/29～1/3を除く）　

9:00～15:00　所要時間45分～　　※お客様のご要望により調整可時   間

二の丸館集合場所

1名様のガイド1,000円

＜団体様＞
　1名～500円×人数
　5名～300円×人数
　10名～250円×人数

参加費

二の丸館→瀧廉太郎像→帆足萬里像→武家屋敷景観→致道館（藩校）→人柱祠→城下海岸→高浜虚子句碑→城下公園
（日出城天守台）→元禄の時鐘→大サザンカ（天然記念物）→的山荘庭園→二の丸館　(※コースは参考)

ひじ　まち歩きガイドの会団体名



宮崎 エリア

1
宮崎 市

宮崎県庁見学ツアー

宮崎県庁本館は、昭和7年に建設された近代ゴシック様式の建物で、国の登録有形文化財に登録されていま
す。歴史と風格溢れる庁舎は、一見の価値あり。ガイドが県庁の魅力発見ツアーにご案内いたします。

コース

お申し込み先・お申し込み方法 宮崎県観光推進課（TEL 0985-26-7103）

その他 定時ツアーは事前予約不要です。　なお、2名以上の団体のお客様で２週間前までに申し込みがあれば、ご希望の日時に
ガイドを派遣します。（土日祝日除く）　【ホームページ】http://miyazaki-ksc.org/mkkt.html

開催日 毎月第１、３水曜日、毎月第４金曜日、毎月第１日曜日

水曜日10:00～12:00（受付は11:20まで）、 （受付は16:45まで）
日曜日10:30～12:00（受付は11:20まで）

時   間

集合場所

無料

宮崎県庁正面玄関前

参加費

県庁正面玄関→正面ロビー→前庭→宮崎物産館→県庁５号館

宮崎県観光推進課団体名

2
都城市

600年を超える歴史をもつ都城島津家の明治以降の邸宅であった都城島津邸。邸内では、都城島津家
史料を展示する都城島津伝承館や昭和天皇がご宿泊したことのある本宅（国登録有形文化財）などを
ご案内します。

コース

お申し込み先・お申し込み方法 都城島津邸　TEL 0986-23-2116　FAX 0986-36-4019
mail：shimazu01@city.miyakonojo.miyazaki.jp　７日前までに電話、FAX、メールにて

その他   都城島津伝承館で特別展を開催している期間は、入館料が変わります。
【ホームページ】https://www.city.miyakonojo.miyazaki.jp/site/shimazu/8996.html

開催日 お問合わせ下さい

10:00～15:00(60分程度・相談可)時   間

都城島津邸農芸館前集合場所

ガイド料は無料（別途入館料必要）参加費

島津農芸館→剣道場→石蔵→都城島津伝承館→本宅→外蔵→日本庭園

都城歴史観光ガイドの会団体名

金曜日16:00～17:15



3
日南市蜂之巣渓谷の絶景を楽しむノルディックウォーキング体験！

新しいスポーツとして注目されているノルディックウォーキングを専任インストラクターが指導。
その後、絶景奇岩群が自慢の森林セラピー蜂之巣コースをウォーキング！※雨天中止

コース

お申し込み先・お申し込み方法 NPO法人ごんはる　TEL 0987-55-2700　　FAX 0987-55-2110　mail:info@gonharu.info　
00：71～00：9間時業営  　　　。いさだくてしXAF・ルーメ・話電でま前日5

その他 スポーツできる服装・靴で、飲物・リュック（または両手の空くバッグ）をご用意ください。雨天中止。
【ホームページ】 http://gonharu.info/

開催日 お問合せ下さい

２時間（開始時間応相談）　時   間

蜂之巣公園管理棟集合場所

1名につき2,000円（2名様～）、別途レンタルポール代500円参加費

蜂之巣公園管理棟→森林セラピー蜂之巣（平坦）コース

NPO法人ごんはる団体名

4
美郷町

百済王伝説探訪ツアー

百済の滅亡により日本へ逃れた王族が美郷町南郷神門にたどり着きました。里人に敬われ神になった
百済王伝説ゆかりの地をご案内します。

コース

お申し込み先・お申し込み方法 美郷町役場　企画情報課　TEL：0982-66-3603　FAX：0982-66-3137
３日前までに電話、ＦＡＸにて（電話受付時間：9:30～16:00）

その他 【ホームページ】 http://www.town.miyazaki-misato.lg.jp/

開催日 お問合せ下さい

10:00～15:00の間でご希望の時間に出発します（所要時間60～90分）
※時間は出発～到着までの時間です

時   間

西の正倉院管理棟集合場所

無料参加費

西の正倉院→神門神社→百済の館

百済の里観光ボランティアの会団体名

5 日本の美しいコケの森・猪八重渓谷森林浴体験

やさしいコケの手触り、照葉樹林のやさしい木陰、猪八重川のせせらぎがあなたを包み込んで
ゆったりとした時間が過ごせます。※雨天中止

コース

お申し込み先・お申し込み方法

その他 長袖・長ズボン・歩きやすい靴・帽子を着用して下さい。夏季は虫よけ対策をお願いします。猪八重渓谷内は携帯電話及び
衛星携帯は使えません。飲み物をご持参ください。雨天中止（前日判断）【ホームページ】http://gonharu.info

開催日 お問合せ下さい（8月1日～31日・12月28日～1月4日を除く）

2時間（開始時間は応相談）時   間

猪八重渓谷駐車場集合場所

1名につき2,500円（4名以上～）　　　※4名以下の時はご相談ください　コケ観察グッズ（レンタル）付参加費

セラピーロード猪八重渓谷

NPO法人ごんはる団体名

NPO法人ごんはる　TEL 0987-55-2700　　FAX 0987-55-2110　mail:info@gonharu.info　
00：71～00：9間時業営  　　　。いさだくてしXAF・ルーメ・話電でま前日5

猪 八 重 渓 谷



鹿児島 エリア

1
鹿児島市

鹿児島ぶらりまち歩き

鹿児島市内観光地をボランティアガイドが、わかりやすい解説でご案内します。
13コースありますので、ホームページや小冊子の中からお選び下さい。

コース

お申し込み先・お申し込み方法 鹿児島まち歩き観光ステーション  TEL 099-208-4701  FAX 099-208-4703
　

お電話は前日の17時まで　ホームページとFAXは前々日まで

その他 【ホームページ】

開催日 12/29～1/3 を除く毎日（観光地は土・日・祝日のみ ※ただし、西郷銅像前は平日も
活動しております。）

基本はホームページや小冊子の通り。応相談時   間

コースによって異なりますので、ホームページや小冊子をご確認下さい。集合場所

大人（高校生以上）１名 1,000円　小・中学生　1名 500円　未就学児は無料
※小人の参加は、大人1名以上の同伴が必要。※20名以上の団体の場合、団体料金で２割引。参加費

13コース

鹿児島まち歩き観光ステーション団体名

桜島へ行こう! ～ ガイドと一緒に ～

鹿児島中央駅から桜島を目指す道中を、ガイドいたします。路面電車や桜島フェリーといった乗り物
で鹿児島の歴史や日常を感じながら、市街地と桜島の魅力を一緒に楽しめるコースです。

コース

お申し込み先・お申し込み方法 

その他 【ホームページ】http://s-geo369.main.jp/#sakugai

開催日 毎日

9：00～13：00の出発時間をお選びください時   間

集合場所　鹿児島中央駅東口アミュ広場前

1人あたり2,500円（2～10名まで）参加費

鹿児島中央駅（市電乗車）～徒歩移動20分～鹿児島港（桜島フェリー乗船）～桜島港～桜島ビジターセンター

桜島ジオサルク団体名

桜島ジオサルク（TEL 080-4873-7574、Mail : sakurajima.geo369@gmail.com） 
3日前までに予約

鹿 児 島 市
2

https://www.kagoshima-yokanavi.jp/article/machiaruki



3
薩摩川内市

こころに染みる薩摩川内市　古代薩摩の中心、神話の郷
武家屋敷・癒しの温泉

薩摩の国一宮として祀られる新田神社、神話の郷、歴史と文化の風薫る神亀山、可愛山陵の魅力を
ガイドします。

コース

お申し込み先・お申し込み方法 

開催日 毎日（8/12～8/15、12/28～1/5を除く）

10：00～17：00（ご相談に応じます）時   間

集合場所 

大人200円　小学生100円　団体は相談に応じます。参加費

いたっみろ会団体名

1、新田神社本殿前　2、歴史資料館駐車場　3、入来支所駐車場　4、藺牟田池アクアイム

A：入来麓武家屋敷群保存地区　B：古代薩摩の中心地国府跡寺跡　C：入来麓武家屋敷群保存地区
D：藺牟田池湖畔　E：高城温泉,市比野温泉　F：その他　ご要望に合わせて

㈱薩摩川内市観光物産協会 　TEL 0996-25-4700 　FAX 0996-25-4739

4
姶良市

悠久の時を刻む「姶良」にふれて

日本遺産に認定された「蒲生麓」や戦国武将「島津義弘公」ゆかりの地など、歴史浪漫あふれる
姶良市の魅力を感じながら楽しく歩いてみませんか？

コース

お申し込み先・お申し込み方法 一般社団法人姶良市観光協会　電話：0995-67-6052　FAX：0995-67-6053
E-mail：aira.kanko112@gmail.com　※希望日の1週間前までにお申込ください
※申込書は姶良市観光協会のホームページにあります。

その他 姶良市の歴史や風景等についての魅力を案内いたします。定期的に各地区で公募によるウォーキングを実施しています。
【ホームページ】https://aira-kankou.jp/blog/3674/

開催日 ご要望に応じますので、お問合せください。

時   間 ご要望に応じますので、お問合せください。

集合場所 コース設定により異なりますので、お問合せください

○個人まち歩き：1,000円/組（1組4名まで）/半日以内　
○個人自家用車利用：2時間以内500円/台、2時間超1,000円/台　
○バスを利用する団体：（15名以下）1時間未満1,000円/台、1時間以上3時間以内　
　　　　　　　　　　　　2,000円/台（16名以上30名以内）1時間未満1,500円/台、
　　　　　　　　　　　　1時間以上3時間以内　2,500円/台
　　　　　　　　　　　（31名以上）1時間未満　2,000円/台、1時間以上3時間以内　3,000円/台　
　　　　　　　　　　　　※案内が食事時間にかかる場合は、ガイドの食事代を別途加算。その他、お問合せください

参加費

全般：島津義弘関連史跡、薩摩焼関連史跡、国指定文化財「龍門司坂」等3坂巡り
姶良地区：「越前島津家墓地」、「花園寺跡公園」、「山田凱旋門」、「米山薬師」、「天福寺磨崖仏」、「白銀坂」、
　　　　　「平松城跡」
加治木地区：日本の滝100選「龍門滝」、「龍門司坂」、錦江湾絶景「高倉展望台」、「金山橋」、「加治木島津家墓地」、
　　　　　「精矛神社」、「与謝野鉄幹・晶子歌碑」等
蒲生地区：日本一の巨樹「蒲生の大クス」、武家門通り、「蒲生どん墓」、「竜ケ城磨崖一千梵字仏蹟」等

姶良市観光ボランティアガイド会団体名



5
西之表 市鉄砲伝来のロマンをたどる

火縄銃で日本の歴史を変えた島。その背景となった種子島家や島津家との関わり等、鉄砲伝来の時代を
しのぶ城下町をじっくり探訪します。

コース

お申し込み先・お申し込み方法 鉄砲館 気付　じゃろじゃろ（TEL 0997-23-3215、FAX 0997-23-3250）

開催日 応相談

約９０分（鉄砲館・月窓亭の見学を除く）時   間

集合場所 種子島開発総合センター（鉄砲館）前

1人500円参加費

鉄砲館→月窓亭→赤尾木城跡→犬の馬場→栖林神社（御拝塔墓地）→八板金兵衛像

種子島観光ボランティアガイド・じゃろじゃろ団体名

その他 「ザビエル、永俊尼の記憶と面影」「女殿様・松寿院さまがつなぐ種子島家と島津家」のコースもあります。

6
屋久島町

屋久島里めぐり

集落の語り部（ガイド）と一緒にのんびりゆったりお話ししながら歩きましょう。
現在10集落で開催していますのでご希望の集落をお選びください。

コース

お申し込み先・お申し込み方法 

開催日 応相談

基本：日中（開始時間は、お客様のご都合に合わせることができます。）時   間

集合場所 各集落毎に集合場所が決められていますので、ホームページ、お電話でご確認ください。

大人（高校生以上）1,500円
中学生　1,000円
小学生　500円

参加費

10集落

屋久島里めぐり推進協議会団体名

その他

屋久島里めぐり推進協議会　TEL 0997-42-2900　3日前まで

【ホームページ】http://www.yakushima.jp/


