
肥後藩主・清正公の飛び
地として栄えた鶴崎地区の
史跡及び文化を学びながら
散策するコースです。

お申込先
鶴崎ボランティアガイドクラブ
TEL：０97-521-4893

参加費
ガイドは無料（郷土芸能の出演
は別途相談）

参加費
1名200円（障害保険料込み）
小・中学生は無料

[ご案内人]　鶴崎ボランティアガイドクラブ

鶴崎歴史悠々散歩コース

今市石畳は岡藩の宿場町で
あり、参勤交代道路として肥
後藩も利用した石畳です。
当時を思い浮かべながら歴
史ある街道を散策しましょう。

お申込先
野津原ボランティアガイド協議会
TEL：097-588-1111

参加費
無料

[ご案内人]　野津原ボランティアガイド協議会

肥後街道「今市石畳」歴史散歩コース

1864年、勝海舟、坂本龍
馬が佐賀関を訪れた時の様
子を聞いたり、当時の町並
みを散策しながら巡ります。

お申込先
さがのせきボランティアガイド協会
NPOさがのせきまちづくり協議会
TEL：097-575-2000

参加費
300円（ガイドしおり協力金）

[ご案内人]　さがのせきボランティアガイド協会

龍馬が見た佐賀関

帆足本家酒造蔵を中心に、
江戸末期から戦前にかけて
繁栄した頃の歴史的町並み
を巡ります。

お申込先
へつぎ杏（あんず）の会
TEL：097-597-0602
参加費
個人（１人）200円　団体（10名以
上20名まで）1,000円　　　　　
※以下20名増す毎に1,000円加算

[ご案内人]　へつぎ杏の会

歴史と文化の風薫る魅力的な町並み 大 分 市

大 分 市

大 分 市

「府内城跡」や彫刻・モニュ
メントのある「遊歩公園」、
中心街に点在する「赤レン
ガ館」などを間近に見なが
ら、気軽に散歩感覚で回れ
るコースです。

お申込先
おおいた府内ボランティアガイド
TEL：097-537-7043

お申込先
くじゅうネイチャーガイドクラブ
http://kuju-ngc.comより申込
TEL：090-9564-7140（増田）

参加費
無料

[ご案内人]　おおいた府内ボランティアガイド
街ぶら散歩コース

大友氏ゆかりの旧跡を巡
り、400年もの栄華を極め
た歴史を紐解きながら散策
するコースです。

お申込先
ボランティアガイド大友氏遊学会
TEL：090-9566-4929（小代）

[ご案内人]　ボランティアガイド大友氏遊学会
大友府内旧跡めぐり 大 分 市大 分 市

大 分 市

大分市は重化学工業を中心に多くの企業が立地する産業都市でありながら、北部
には別府湾を望む美しい海岸線を擁し、内陸部には山々が連なる豊かな自然に恵
まれています。今から約450年前の戦国時代には、豊後府内（現大分市）を治
めていた大友宗麟のもとで、西洋の文化がいち早く花開きました。歴史ある仏閣
や神社も多数存在し、自然と文化、歴史を楽しめる観光スポットも多く、旅行に
はもってこいの街です。

大分市

国際的に重要な湿地として
「ラムサール条約」に登録
されたタデ原湿原と森の中の
散策道をゆっくり歩きます。

お申込先
長者原ビジターセンター
TEL：0973-79-2154

参加費
無　料

[ご案内人]　九重の自然を守る会

タデ原湿原の自然観察会 九 重 町

くじゅう連山の雄大な山容
をながめながら、皆様の
ニーズに合わせた体験を満
喫していただけます。

参加費
距離及び参加人数によって異なります。

[ご案内人]　くじゅうネイチャーガイドクラブ

山の案内 九 重 町

お申込先
玖珠町観光協会
TEL：0973-72-1313

久留米と大分をつなぐ久大
本線。九州では、唯一扇形
機関庫として残っていま
す。公園内には、ミニトレイ
ン乗車とミュージアム内で
のプラ板作りも人気です。

お申込先
玖珠町観光協会
TEL：0973-72-1313

参加費
１団体：2,000円

[ご案内人]　玖珠町観光協会 ふるさとガイド

近代化産業遺産豊後森機関庫公園コース 玖 珠 町

城を持つことを許されな
かった藩主が造成した旧久
留島氏庭園をわかりやすく
ご案内致します。

参加費
１団体：3,000円

[ご案内人]　玖珠町観光協会 ふるさとガイド

国指定名勝でゆったり散歩コース 玖 珠 町

掲載内容は令和3年3月時点のものです。

コース
①二の丸館→②瀧廉太郎像→③鬼門櫓→④致道館→
⑤日出城址→⑥城下公園（別府湾の眺望）→⑦元禄の
時鐘→⑧大サザンカ→⑨的山荘→⑩こて絵→⑪楠地
蔵→⑫蓮華寺→⑬若宮八幡神社→二の丸館

所要時間
出発　希望に合わせて（9時～15時）
約45分

参加費
１名様1,000円　２名様～500円×人数
５名様～300円×人数　10名様～250円×人数

[ご案内人]　ひじ まち歩きガイドの会

ゆるり～海の城下町さんぽ～ 日 出 町

ツーリズムおおいた

公益社団法人 ツーリズムおおいた内
大分市高砂町２番５０号 OASISひろば21 ３階
TEL 097-536-6250 ／ FAX 097-536-6251
https://www.visit-oita.jp/furusatoguide/

大分県ふるさとガイド連絡協議会 事務局

お申込先
ひじ町ツーリズム協会
TEL：0977-72-4255
FAX：0977-72-9044
e-mail：
kankou-kyoukai.hiji@fuga.ocn.ne.jp

日出町は日出城址や史跡が残
る豊臣家ゆかりの城下町。城
址の周りには心地よい風に吹
かれながら歴史を感じ、別府
湾を望むことのできる散策路
が広がります。「天下の美
味」と言われた城下かれいを
味わうことができ、また糸ヶ浜海浜公園やハーモニーランド、他にも体験・
遊べる場所が数多くあります。心と体に響く過ごし方を日出で見つけてみま
せんか？

［お問合先］ ひじ町ツーリズム協会　TEL：0977-72-4255
［ホームページ］ https://hijinavi.com/

日出町

九重町は、大分県の南西部に
位置し総面積271・37ｋ㎡
に及ぶ広大な面積の農林業と
観光と温泉の町です。自然は
四季折々に、姿・色を変え標
高1,000m以上の阿蘇くじゅ
う国立公園の山々が、山を愛
するお客様に感動を与えます。九重町ナンバーワンの観光スポット「九重
“夢” 大吊橋」を中心に広大に広がる飯田高原、その周りに点在する個性
的な12の温泉郷や食事・遊び・くつろぎを満喫できる各種の施設が、お客
様を心よりお待ちしております。

［お問合先］ 九重町観光協会　TEL：0973-73-5505
［ホームページ］ http://www.kokonoe-k.com/ ［お問合先］ 大分市観光課　TEL：097-537-7043　［ホームページ］http://www.city.oita.oita.jp/

九重町

ＪＲ久大本線の中央に位置す
る「玖珠町」は世界で唯一
“童話の里” をコンセプトに
子どもが主役のまちづくりを
しています。そんな玖珠町の
自慢はなんと言ってもお米！
３年連続最高ランクの特Ａの
評価を頂いています。そしてもうひとつの自慢は旧豊後森機関庫！　昔のＳＬ
の車庫です。子どもたちに残したい大切なふるさとの風景として保存してい
ます。福岡空港から１時間と１０分の玖珠町に是非遊びに来てください。

［お問合先］玖珠町観光協会　TEL：0973-72-1313

［ホームページ］http://kusumachi.jp/

玖珠町

大分県内にはたくさんのご当地ガイドがいます。
ガイドさんによる案内で巡ればもっと大分が好きになる。
懐かしくて、心がほんわか温まるふるさと大分へ、
さあLet's郷（ゴー）！

＿＿＿＿おおいたし＿＿＿＿

＿＿＿＿ひじまち＿＿＿＿

＿＿＿＿ここのえまち＿＿＿＿

＿＿＿＿くすまち＿＿＿＿

日出町は数少ない豊臣ゆかりの城下町。面
影が残る町並と別府湾の絶景を見ながら、
文化財を巡るまち歩きをお楽しみ下さい。



耶馬溪の青の洞門を掘った
禅海和尚得度の寺と由布院
創設の神を祭る神社を訪れ
ます。

お申込先
湯布院ガイドあさぎり会（土師方）
TEL：090-1878-2980

参加費
申込グループごとに５人までは
1,000円、10人まで2,000円
５人ごとに1,000円を加算

[ご案内人]　湯布院ガイドあさぎり会

金鱗湖・由布院創生の宇奈岐日女神社コース

狭間氏ゆかりの寺社仏閣
や、これからも守り続け後
世に伝えたい水路遺跡を巡
ります。

お申込先
挾間町ボランティアガイド
ふるさと研究会
TEL：097-583-4316

参加費
無料

[ご案内人]　挾間町ボランティアガイドふるさと研究会

「由布川峡谷」の幻想的な峡谷美と
「はさま」の歴史にふれる

由 布 市

由 布 市

国東市内の神社・仏閣
や、季節限定の「秋の国
東路とっておきの紅葉狩
り」コースなど、お客様の
ご希望に応じてコースを設
定できます。

お申込先
国東旅ナビゆめ友遊
TEL：080-5209-0300（摩尼）

参加費
１ヶ所 2,000円より
（両子寺、文殊仙寺など）

[ご案内人]　国東旅ナビゆめ友遊

国東の歴史と文化にふれる 国 東 市

「開運ロードとみくじ」「宝
くじ祈願・とみくじとうせん
まいり」は富が来る路と縁
起のよい地名にあやかった
約３kmのコースです。

お申込先
富来ようなれ会事務局
TEL：090-4984-2894（田吹）

参加費
3,000円（１スポット1,000円）

[ご案内人]　富来ようなれ会

開運縁起ものとパワースポットめぐり 国 東 市

国東半島には平安時代に隆
盛を極めた六郷満山仏教文
化にまつわる史跡や文化財
が数多く残されており、旧
千燈寺跡・五辻不動などを
巡ります。

お申込先
国東半島くにみ粋群（月曜休）
TEL：0978-82-0770

参加費
10名まで（ガイド１名）
半日 4,000円　全日 10,000円

[ご案内人]　国東半島エコツアーガイド会

国東半島満山史跡と峯入り探索 国 東 市

コース
①大帯八幡社→②旧役場跡地→③だるま橋
→④松並木→⑤王島屋、二代目郵便局、三
代目郵便局→⑥仲屋跡→⑦海岸寺→⑧恵比
寿社→⑨旧専売所レンガ倉庫→⑩車えび養
殖場→⑪四代目郵便局→⑫信号機→⑬保育
所（旧小学校）→⑭港

所要時間
①9時30分～12時　②14時30分～17時

参加費
①2,500円（ランチ付）　②1,000円（ランチなし）

お申込先
島の風
TEL•FAX：0978-87-2844
土産店 ビ・ボーン

[ご案内人]　島の風

姫 島 村宮司さんと歩く「ひめしま」

1,300枚の棚田に囲まれ
て田舎体験してみません
か？　このコースの終盤に
は、ここでしか味わえない
内成の棚田米を堪能してい
ただけます。

お申込先
TEL：090-7923-7881（後藤）

参加費
大人1,500円　小学生500円
幼児無料　※体験料・昼食料込

絶景！内成棚田で体験・散策会

３代目流しのはっちゃん・
ぶんちゃんによる流しのギ
ターの音色を聴きながら別
府の夜のネオン街を巡りま
す。

お申込先
別府八湯竹瓦倶楽部・湯の町ママさんガイド
TEL：0977-23-4748

参加費
1,000円（記念絵はがき付き）

[ご案内人]　別府八湯竹瓦倶楽部・湯の町ママさんガイド

竹瓦夜の路地裏散歩

昭和初期の建物が点在する
山の手地区は、古くから別
荘地として開発され、「九
州の軽井沢」とも呼ばれた
エリアです。雰囲気のある
町並みを散策します。

お申込先
別府市観光協会
TEL：0977-24-2828

参加費
大人1,000円/子供500円/
幼児無料（お茶+おやつ付き）

[ご案内人]　別府八湯語り部ボランティアガイド部会

山の手レトロ散策

九州の関ヶ原の戦い「石垣
原合戦」の大友方陣所跡
及び、観海寺に伝わる名所
旧跡を楽しく散策します。

お申込先
旅亭 松葉屋
TEL：0977-22-4271

参加費
大人700円　※お茶+おやつ付き

[ご案内人]　観海寺歴史ロマン街道倶楽部

観海寺歴史ロマン街道ウォーク 別 府 市

別 府 市

別 府 市

別 府 市

別府の原点・歴史と名水と眺
望。別府市一帯は古くは朝見
郷と呼ばれていました。由緒
ある地名を今に残す朝見地域
には、落ち着いた趣が漂い
静寂な時が流れています。

お申込先
あさみ地域振興会（茶房たかさき内）
TEL：0977-23-0592

参加費
700円　子ども400円
お茶・おやつ付き
※おやつの都合上ご予約下さい

[ご案内人]　あさみ地域振興会

朝見郷ロマン散策

大分県内で最長の石畳を歩
きながらＯＮＳＥＮ文化ただ
よう鉄輪の生活を見てもら
い、時間が止まっていると
形容される町で心を癒して
いただきたいと思います。

お申込先
鉄輪ゆけむり倶楽部
TEL：0977-66-0527（河野）

参加費
500円

[ご案内人]　鉄輪ゆけむり倶楽部

鉄輪温泉ゆうぐれ散歩

幕府の天領だった亀川の地
には、自噴している温泉が
豊富で、全国から温泉名人
も訪れています。歴史に残
る建造物も残る亀川で、散
策しませんか。

お申込先

亀川温泉亀カメ倶楽部
TEL：090-5742-7473（高橋）

参加費
1,000円　※食事付き

[ご案内人]　亀川温泉亀カメ倶楽部

人情の町亀川湯遊散策

湯治場として江戸時代に開かれ、湯
布院・日田あるいは太宰府等へ通じる
交通の要衝だった堀田温泉郷。当時
の石畳を歩いたり、江戸時代から昭和
初期にかけて繁栄していたころを感じ
ながら、湯けむり散歩しませんか。

お申込先
別府八湯「堀田温泉郷」倶楽部
TEL：090-2502-8055(首藤)

参加費
700円（お茶・おやつ付き）

[ご案内人]　堀田温泉郷倶楽部

堀田湯の里・湯けむり散歩 別 府 市

別 府 市

別 府 市

別 府 市

黒田官兵衛と大友吉統軍が激
突した「石垣原の戦い」は
「九州の関ヶ原の戦い」と言わ
れています。地元達人ガイドの
説明を聞きながら、戦国のつわ
ものたちの夢の跡を巡ります。

お申込先
別府八湯達人ガイド部会
TEL：0977-23-4748

参加費
700円（お茶・おやつ付き）

[ご案内人]　別府八湯達人ガイド部会

別府史跡旧跡めぐり

湯の町・別府の古き良き時代の
名残り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。これまで知らなかった
別府温泉の魅力と出会えます。

お申込先
別府市観光協会
TEL：0977-24-2828

参加費
大人1,000円／小学生500円／
幼児無料（おやつ付き）

[ご案内人]　別府八湯語り部の会

竹瓦かいわい路地裏散歩

古の昔より湯治場として栄
え、明治、大正、昭和初
期の色あせた面影を残す風
光明媚な町をめぐります。

お申込先
浜脇倶楽部（㈲別府つげ工芸）
TEL：0977-23-3841

参加費
300円

[ご案内人]　浜脇倶楽部

浜脇温泉・セピア色散歩

「別府観光の父」と称される
油屋熊八や日本初の女性バ
スガイドそっくりさんがゆかり
の地を楽しく案内します。

お申込先
平野資料館
TEL：0977-23-4748

参加費
700円
（油八せんべい・熊八パンフ付）

[ご案内人]　別府八湯達人ガイド部会

竹瓦夕ぐれ路地裏散歩「熊八ツアー」 別 府 市

別 府 市

別 府 市

別 府 市

は  じ
由布市は大分県のほぼ中央に
位置しています。北部から南
西部にかけては由布岳や黒岳
など1,000ｍ級の山々が連
なり、由布岳の麓には標高約
450ｍの由布院盆地が形成
されています。これらの山々
を源とする河川が大分川を形成し東西に流れています。国民保養温泉地と
して多種多様な温泉と、日本名水百選の男池や日本棚田百選の奥詰棚田な
ど豊かな自然に恵まれたところです。また、神楽の里としても古からの文化
継承を守り続けています。

［お問合先］由布市商工観光課　TEL：097-582-1304

［ホームページ］http://www.city.yufu.oita.jp/

由布市

1300年の歴史を持つ独特な
仏教文化「六郷満山」が開
花した地、国東。両子山を中
心に海へ向かって放射状にの
びる谷間に六つの郷が開け、
そこには数多くの寺院が開か
れました。神と仏を併せ奉る
神仏習合の里としても知られる国東では、六郷満山総持院の両子寺、「三人
寄れば文殊の知恵」の文殊仙寺などをはじめとした寺院や国東半島ならで
はの歴史文化に触れることのできる多くのスポットが楽しめます。

［お問合先］一般社団法人国東市観光協会　TEL：0978-72-5168

［ホームページ］http://visit-kunisaki.com/

味力も満載！おんせん県おおいた♪

豊かな自然に育まれた大分
県は、海の幸・山の幸に恵
まれています。
おんせん県が誇るグルメを
ぜひご堪能ください。

国東市

大分県姫島村は、瀬戸内海
の西端大分県国東半島の沖5
キロの海上に浮かぶ、人口約
2,000人の一島一村の離島
で、大分県唯一の村です。
姫島は歴史的にも由緒のある
島で古事記、日本書紀にも姫
島に関することが記載されています。姫島村は、「姫島車えび」、キツネ踊
りに代表される「姫島盆踊り」、「おおいた姫島ジオパーク」など食・文
化・自然と様々な魅力にあふれています。

［お問合先］姫島村水産・観光商工課　TEL：0978-87-2279

［ホームページ］https://www.himeshima.jp/

姫島村

別府市

［お問合先］ 一般社団法人別府市観光協会　TEL：0977-24-2828
［ホームページ］https://kyokai.beppu-navi.jp/

別府市には「別府八湯」と呼ばれる温泉群が点在し、これらをまとめて別府温泉
郷と称しています。「別府八湯」とは、別府・浜脇・観海寺・堀田・明礬・鉄
輪・柴石・亀川の各温泉地であり、それぞれ泉質が異なり街並みも温泉地ごと
に趣があります。市内には2千2百を数える源泉があり湧出する温泉は、毎分８
万３千リットルにも及び、医療、浴用等々、市民生活はもとより観光、産業面に
も幅広く利用されています。

＿＿＿＿ゆふし＿＿＿＿＿＿＿＿べっぷし＿＿＿＿

＿＿＿＿くにさきし＿＿＿＿
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とり天関あじ・関さば

明治期に作られた絵図面を元に、村内を散
策、古き姫島に想いを馳せ、変わらない風
景、変わった風景を楽しみます。

こうの



約1,000年の歴史を持つ
国宝石仏は隠れたパワース
ポット。臼杵の歴史を体感
しながら４石仏群を巡りま
す。

お申込先
石仏ボランティアガイドの会
TEL：0972-65-3300
※３日前まで要予約

参加費
無料

[ご案内人]　石仏ボランティアガイドの会

国宝臼杵石仏満喫コース 臼 杵 市

久家の大蔵 ポルトガルの装飾タイルアズレージョ久家の大蔵 ポルトガルの装飾タイルアズレージョ

臼杵城を中心に寺院、武家
屋敷や迷路のような城下町
を散策し、歴史を感じなが
らすばらしい町並みを巡り
ます。

お申込先
うすき町並みガイドの会
TEL：0972-63-7898

参加費
ガイド１名につき2,000円

[ご案内人]　うすき町並みガイドの会

臼杵市内町並みガイド（二王座：町八町） 臼 杵 市

臼杵城を中心に、寺院、武
家屋敷や迷路のような城下
町を散策し、歴史を感じな
がらすばらしい町並みを巡
ります。

お申込先
うすきタウンツーリズム研究会
TEL：090-7380-4337
　　（代表代理）

参加費
ガイド１名につき2,000円

[ご案内人]　うすきタウンツーリズム研究会

臼杵市内町並みガイド（二王座：町八町） 臼 杵 市

大分のさまざまな魅力を達人ガイドが “まち
歩き” しながらお伝えします。プロのガイド
さんとはちょっと違ったスタイルですが、地
元住民ならではのおすすめスポットをゆっく
り解説しながら案内してくれます。気になる
プランがあれば事前にチェックを。

ふるさとガイド豆知識
達人ガイドと行くおおいた町歩き動画を公開しています！

大分県ふるさとガイド連絡協議会加盟団
体の情報や各市町村ごとのまち歩きコー
スを紹介しています。詳しくはQRコード
からチェックを。

ふるさとガイド豆知識
ふるさと大分Let’s郷！英語版パンフレットも
作成しています。

コース
①佐伯文化会館下駐車場（集合）→②櫓門
→③薬医門→④汲心亭（お抹茶のおもてな
し）→⑤山際史跡広場（山中邸）→⑥国木田
独歩館→⑦長屋門→⑧養賢寺（解散）
所要時間
お客様のご希望にて
参加費
８人以上2,000円～3,000円
（７人以下無料、国木田独歩館及び汲心亭入館料除く）

お申込先
一般社団法人 佐伯市観光協会
TEL：0972-23-1101
         0972-28-5656（土日祝）
FAX：0972-23-1146
e-mail：gxsta03@gmail.com
催行日1週間前までにお電話で申込願います。

[ご案内人]　さいき観光ガイドの会

佐 伯 市歴史と文学のみち
～散策コース

コース
①加茂神社→②法照寺→③海
徳寺→④御大師堂→⑤景行天
皇の腰掛石→⑥保戸島漁村セ
ンター→⑦保戸島小学校慰霊碑

所要時間
出発10時または出発13時
到着11時40分または到着14時40分

参加費
１団体2,000円（ガイド料）
※船賃・昼食代除く

お申込先
津久見観光ボランティアの会
TEL：0972-82-9542
FAX：0972-82-9520
催行日２週間前までにお電話で申込願います。

[ご案内人]　津久見観光ボランティアの会

津久見市保戸島歩き

神護寺の涅槃像や箭山（や
やま）権現石舞台などを車と
徒歩で巡るコースです。金
色（かないろ）温泉の露天
風呂も満喫できます（季節に
よってはコスモス園に変更）。

お申込先
一般社団法人中津耶馬渓観光協会
TEL：0979-23-4511
１週間前までに電話もしくはホームページにて

参加費
ガイド１名につき2,000円（２時間）

[ご案内人]　中津耶馬渓観光ガイド（三光）

八面山平和公園コース

耶馬溪の自然を再現した
「溪石園」や耶馬溪ダム周
辺、深耶馬溪の美しい自然
の中、温泉や、「山かけそ
ば」がお薦めのドライブ
コースです。

お申込先
一般社団法人中津耶馬渓観光協会
TEL：0979-23-4511
１週間前までに電話もしくはホームページにて

参加費
ガイド１名につき2,000円（２時間）

[ご案内人]　中津耶馬渓観光ガイド（耶馬溪）

耶馬溪ダム・溪石園・深耶馬溪コース

九州で初めて解剖手術に献体
をした女性の墓や大自然の力
で造られた峡谷や甌穴群（おう
けつぐん）が連なります。万葉
歌碑ロードもあり、子どもから
高齢者まで安全に楽しめます。

お申込先
一般社団法人中津耶馬渓観光協会
TEL：0979-23-4511
１週間前までに電話もしくはホームページにて

参加費
ガイド１名につき2,000円（２時間）

[ご案内人]　中津耶馬渓観光ガイド（やまくに）

奥耶馬渓自然散策コース

青の洞門は、江戸時代に禅海
和尚が30年かけて人力で掘っ
たトンネル。今も残るノミの跡
に触れてみませんか？　優美
な石造りの橋・耶馬渓橋や羅
漢寺橋も歩いて楽しめます。

お申込先
一般社団法人中津耶馬渓観光協会
TEL：0979-23-4511
１週間前までに電話もしくはホームページにて

参加費
ガイド１名につき2,000円（２時間）
※別途入場料、リフト代がかかる場合あり

[ご案内人]　中津耶馬渓観光ガイド（本耶馬渓）

青の洞門・耶馬渓橋・羅漢寺橋コース 中 津 市

中 津 市

中 津 市

中 津 市

別府にある八ヶ所の温泉地
域を地元住民ボランティア
ガイドと共に歩くウォーキン
グツアー

お申込先
別府市観光協会
TEL：0977-24-2828

参加費
各コースで異なる

別府八湯ウォーク 別 府 市

コース
①中津駅北口→②合元寺→③円応寺
→④円龍寺→⑤大江医家史料館→⑥
福澤諭吉旧居・記念館→⑦中津城→
⑧中津市歴史博物館→⑨中津駅北口

所要時間
お客様の希望にて

参加費
ガイド１名につき3,000円（３時間）
※入場する場合は別途入館料が必要です。

お申込先
一般社団法人　中津耶馬渓観光協会
TEL：0979-23-4511
１週間前までに電話もしくはホームページにて
https://nakatsuyaba.com/?page_id=62

[ご案内人]　中津耶馬渓観光ガイド（中津）

中津城下町北コース 中 津 市

コース
①天領日田資料館前→②日本丸館前→
③薫長酒蔵資料館前→④天領日田資
料館前
※施設入館はございません。

所要時間
出発午前コース10時・午後コース13時30分
到着午前コース11時・午後コース14時30分

参加費
1,400円（1名様）※２名様以上からの受付

[ご案内人]　日田ご当地コンダクター

豆田町散策ツアー 日 田 市

お申込先
一般社団法人日田市観光協会
TEL：0973-22-2036
FAX：0973-22-2444
メール：info1@oidehita.com
ホームページ：https://www.oidehita.com/
※3日前までに、日田市観光協会へ申し込
み又は、3日前までに、日田市観光協会Ｈ
Ｐでの申し込み（おいでひた.com）予約
フォームにて申込み可

中津市は、豊かな自然と歴史あ
ふれる町です。平成29年に日
本遺産に認定された耶馬渓は、
山国川が造り出した奇岩から成
り、春は新緑、秋は鮮やかな紅
葉が広がります。禅海和尚が手
彫りで掘った青の洞門や、四季
折々の風景を楽しめるメイプル耶馬サイクリングロードは絶景です。また、中津市
は多くの偉人を輩出した町でもあります。黒田官兵衛が築城した中津城や、福澤
諭吉が幼少期を過ごした旧居、赤壁の合元寺があり、歴史の名残を感じられま
す。豊前海で獲れた新鮮な鱧や、聖地である中津からあげもぜひご賞味下さい。

［お問合先］一般社団法人中津耶馬渓観光協会　TEL：0979-23-4511

［ホームページ］https://nakatsuyaba.com/?page_id=62

中津市

日田市には多くの歴史遺産が
あり、昔ながらの町並みが残
る豆田町は、江戸時代初期か
ら天領（幕府の直轄地）とな
り、九州の経済・文化の中心
として栄えました。碁盤目状
の町並みには、旧家や資料館
が立ち並び、近世後期の町人・商人町の面影を色濃く残す貴重な地区です。

［お問合先］ 一般社団法人日田市観光協会　TEL：0973-22-2036
［ホームページ］ https://www.oidehita.com/

日田市

かつて佐伯藩だったこの地に
は、城下町の面影が色濃く残っ
ています。櫓門から、毛利家
の菩提寺である養賢寺まで白
い壁の土塀が続く「歴史と文
学のみち」は、日本の道百選
に選ばれています。明治の文
豪「国木田独歩館」や「佐伯市歴史資料館」「茶室　汲心亭」など、趣のある
佇まいは、市民の憩いの散策コースになっています。また、リアス式の豊かな
漁場でもある湾は上質な魚介類を育みます。水揚げされた新鮮な魚を提供する
寿司屋や海鮮丼のお店では、どこでも極上の味に出会えることでしょう。

［お問合先］ 佐伯市観光協会　TEL：0972-23-1101／ 0972-28-5656（土日祝）

［ホームページ］ http://saiki-kankou.com/

佐伯市

臼杵市は、キリシタン大名と
して有名な大友宗麟が築城し
た臼杵城の城下町として栄え
た町で、南蛮文化、キリシタ
ン文化の歴史を感じることが
できます。江戸時代は、稲葉
氏が臼杵藩５万石の城主とし
て統治し、江戸時代初期の町割りが現在も残っており、商家や武家屋敷、
神社仏閣などの昔の建物を見ることができます。また、江戸末期からの醤
油・味噌や地酒などの醸造業を主要産業として発展した町でもあります。

［お問合先］一般社団法人臼杵市観光協会　TEL：0972-64-7130

［ホームページ］http://www.usuki-kanko.com/

臼杵市

津久見市は大分県の南東部
に位置し、国内屈指の良質な
石灰石産地としても知られる
豊後水道に面した海沿いのま
ちです。
また、津久見湾の湾口部を囲
うようにリアス海岸が伸びて
おり、美しい海岸線が山地斜面のみかんの段々畑とコントラストをなしてお
り、風光明媚な景観を構成しています。
近年では、イルカと一緒に泳げる屋外型観光施設「つくみイルカ島」など
が人気のスポットとなっています。

［お問合先］ 津久見市商工観光・定住推進課　TEL：0972-82-4111
［ホームページ］ https://www.city.tsukumi.oita.jp/

津久見市
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＿＿＿＿＿つくみし＿＿＿＿＿

＿＿＿＿さいきし＿＿＿＿
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＿＿＿＿なかつし＿＿＿＿

中津城下町コースの北側半分で、福澤諭吉
旧居・記念館や中津城天守閣・石垣などの
中津観光の目玉があるコースです。

天領時代の風情が残る豆田町を「日田ご当
地コンダクター」が丁寧に紹介します。

国土交通省の「日本の道百選」に選定され
ている「歴史と文学のみち」をガイドの案
内で散策します。

黒潮香るロマンの島「保戸島」。豊後水道
の鮮やかな紺碧の海、日本有数のマグロ船
団のふるさと「保戸島」へ散策に行こう！
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石仏ボランティアガイドの会
TEL：0972-65-3300
※３日前まで要予約

参加費
無料
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屋敷や迷路のような城下町
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大分のさまざまな魅力を達人ガイドが “まち
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さんとはちょっと違ったスタイルですが、地
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り解説しながら案内してくれます。気になる
プランがあれば事前にチェックを。

ふるさとガイド豆知識
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からチェックを。

ふるさとガイド豆知識
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①佐伯文化会館下駐車場（集合）→②櫓門
→③薬医門→④汲心亭（お抹茶のおもてな
し）→⑤山際史跡広場（山中邸）→⑥国木田
独歩館→⑦長屋門→⑧養賢寺（解散）
所要時間
お客様のご希望にて
参加費
８人以上2,000円～3,000円
（７人以下無料、国木田独歩館及び汲心亭入館料除く）

お申込先
一般社団法人 佐伯市観光協会
TEL：0972-23-1101
         0972-28-5656（土日祝）
FAX：0972-23-1146
e-mail：gxsta03@gmail.com
催行日1週間前までにお電話で申込願います。

[ご案内人]　さいき観光ガイドの会

佐 伯 市歴史と文学のみち
～散策コース

コース
①加茂神社→②法照寺→③海
徳寺→④御大師堂→⑤景行天
皇の腰掛石→⑥保戸島漁村セ
ンター→⑦保戸島小学校慰霊碑

所要時間
出発10時または出発13時
到着11時40分または到着14時40分

参加費
１団体2,000円（ガイド料）
※船賃・昼食代除く

お申込先
津久見観光ボランティアの会
TEL：0972-82-9542
FAX：0972-82-9520
催行日２週間前までにお電話で申込願います。

[ご案内人]　津久見観光ボランティアの会

津久見市保戸島歩き

神護寺の涅槃像や箭山（や
やま）権現石舞台などを車と
徒歩で巡るコースです。金
色（かないろ）温泉の露天
風呂も満喫できます（季節に
よってはコスモス園に変更）。

お申込先
一般社団法人中津耶馬渓観光協会
TEL：0979-23-4511
１週間前までに電話もしくはホームページにて

参加費
ガイド１名につき2,000円（２時間）

[ご案内人]　中津耶馬渓観光ガイド（三光）

八面山平和公園コース

耶馬溪の自然を再現した
「溪石園」や耶馬溪ダム周
辺、深耶馬溪の美しい自然
の中、温泉や、「山かけそ
ば」がお薦めのドライブ
コースです。

お申込先
一般社団法人中津耶馬渓観光協会
TEL：0979-23-4511
１週間前までに電話もしくはホームページにて

参加費
ガイド１名につき2,000円（２時間）

[ご案内人]　中津耶馬渓観光ガイド（耶馬溪）

耶馬溪ダム・溪石園・深耶馬溪コース

九州で初めて解剖手術に献体
をした女性の墓や大自然の力
で造られた峡谷や甌穴群（おう
けつぐん）が連なります。万葉
歌碑ロードもあり、子どもから
高齢者まで安全に楽しめます。

お申込先
一般社団法人中津耶馬渓観光協会
TEL：0979-23-4511
１週間前までに電話もしくはホームページにて

参加費
ガイド１名につき2,000円（２時間）

[ご案内人]　中津耶馬渓観光ガイド（やまくに）

奥耶馬渓自然散策コース

青の洞門は、江戸時代に禅海
和尚が30年かけて人力で掘っ
たトンネル。今も残るノミの跡
に触れてみませんか？　優美
な石造りの橋・耶馬渓橋や羅
漢寺橋も歩いて楽しめます。

お申込先
一般社団法人中津耶馬渓観光協会
TEL：0979-23-4511
１週間前までに電話もしくはホームページにて

参加費
ガイド１名につき2,000円（２時間）
※別途入場料、リフト代がかかる場合あり

[ご案内人]　中津耶馬渓観光ガイド（本耶馬渓）

青の洞門・耶馬渓橋・羅漢寺橋コース 中 津 市

中 津 市

中 津 市

中 津 市

別府にある八ヶ所の温泉地
域を地元住民ボランティア
ガイドと共に歩くウォーキン
グツアー

お申込先
別府市観光協会
TEL：0977-24-2828

参加費
各コースで異なる

別府八湯ウォーク 別 府 市

コース
①中津駅北口→②合元寺→③円応寺
→④円龍寺→⑤大江医家史料館→⑥
福澤諭吉旧居・記念館→⑦中津城→
⑧中津市歴史博物館→⑨中津駅北口

所要時間
お客様の希望にて

参加費
ガイド１名につき3,000円（３時間）
※入場する場合は別途入館料が必要です。

お申込先
一般社団法人　中津耶馬渓観光協会
TEL：0979-23-4511
１週間前までに電話もしくはホームページにて
https://nakatsuyaba.com/?page_id=62

[ご案内人]　中津耶馬渓観光ガイド（中津）

中津城下町北コース 中 津 市

コース
①天領日田資料館前→②日本丸館前→
③薫長酒蔵資料館前→④天領日田資
料館前
※施設入館はございません。

所要時間
出発午前コース10時・午後コース13時30分
到着午前コース11時・午後コース14時30分

参加費
1,400円（1名様）※２名様以上からの受付

[ご案内人]　日田ご当地コンダクター

豆田町散策ツアー 日 田 市

お申込先
一般社団法人日田市観光協会
TEL：0973-22-2036
FAX：0973-22-2444
メール：info1@oidehita.com
ホームページ：https://www.oidehita.com/
※3日前までに、日田市観光協会へ申し込
み又は、3日前までに、日田市観光協会Ｈ
Ｐでの申し込み（おいでひた.com）予約
フォームにて申込み可

中津市は、豊かな自然と歴史あ
ふれる町です。平成29年に日
本遺産に認定された耶馬渓は、
山国川が造り出した奇岩から成
り、春は新緑、秋は鮮やかな紅
葉が広がります。禅海和尚が手
彫りで掘った青の洞門や、四季
折々の風景を楽しめるメイプル耶馬サイクリングロードは絶景です。また、中津市
は多くの偉人を輩出した町でもあります。黒田官兵衛が築城した中津城や、福澤
諭吉が幼少期を過ごした旧居、赤壁の合元寺があり、歴史の名残を感じられま
す。豊前海で獲れた新鮮な鱧や、聖地である中津からあげもぜひご賞味下さい。

［お問合先］一般社団法人中津耶馬渓観光協会　TEL：0979-23-4511

［ホームページ］https://nakatsuyaba.com/?page_id=62

中津市

日田市には多くの歴史遺産が
あり、昔ながらの町並みが残
る豆田町は、江戸時代初期か
ら天領（幕府の直轄地）とな
り、九州の経済・文化の中心
として栄えました。碁盤目状
の町並みには、旧家や資料館
が立ち並び、近世後期の町人・商人町の面影を色濃く残す貴重な地区です。

［お問合先］ 一般社団法人日田市観光協会　TEL：0973-22-2036
［ホームページ］ https://www.oidehita.com/

日田市

かつて佐伯藩だったこの地に
は、城下町の面影が色濃く残っ
ています。櫓門から、毛利家
の菩提寺である養賢寺まで白
い壁の土塀が続く「歴史と文
学のみち」は、日本の道百選
に選ばれています。明治の文
豪「国木田独歩館」や「佐伯市歴史資料館」「茶室　汲心亭」など、趣のある
佇まいは、市民の憩いの散策コースになっています。また、リアス式の豊かな
漁場でもある湾は上質な魚介類を育みます。水揚げされた新鮮な魚を提供する
寿司屋や海鮮丼のお店では、どこでも極上の味に出会えることでしょう。

［お問合先］ 佐伯市観光協会　TEL：0972-23-1101／ 0972-28-5656（土日祝）

［ホームページ］ http://saiki-kankou.com/

佐伯市

臼杵市は、キリシタン大名と
して有名な大友宗麟が築城し
た臼杵城の城下町として栄え
た町で、南蛮文化、キリシタ
ン文化の歴史を感じることが
できます。江戸時代は、稲葉
氏が臼杵藩５万石の城主とし
て統治し、江戸時代初期の町割りが現在も残っており、商家や武家屋敷、
神社仏閣などの昔の建物を見ることができます。また、江戸末期からの醤
油・味噌や地酒などの醸造業を主要産業として発展した町でもあります。

［お問合先］一般社団法人臼杵市観光協会　TEL：0972-64-7130

［ホームページ］http://www.usuki-kanko.com/

臼杵市

津久見市は大分県の南東部
に位置し、国内屈指の良質な
石灰石産地としても知られる
豊後水道に面した海沿いのま
ちです。
また、津久見湾の湾口部を囲
うようにリアス海岸が伸びて
おり、美しい海岸線が山地斜面のみかんの段々畑とコントラストをなしてお
り、風光明媚な景観を構成しています。
近年では、イルカと一緒に泳げる屋外型観光施設「つくみイルカ島」など
が人気のスポットとなっています。

［お問合先］ 津久見市商工観光・定住推進課　TEL：0972-82-4111
［ホームページ］ https://www.city.tsukumi.oita.jp/

津久見市

＿＿＿＿うすきし＿＿＿＿

＿＿＿＿＿つくみし＿＿＿＿＿

＿＿＿＿さいきし＿＿＿＿

＿＿＿＿ひたし＿＿＿＿

＿＿＿＿なかつし＿＿＿＿

中津城下町コースの北側半分で、福澤諭吉
旧居・記念館や中津城天守閣・石垣などの
中津観光の目玉があるコースです。

天領時代の風情が残る豆田町を「日田ご当
地コンダクター」が丁寧に紹介します。

国土交通省の「日本の道百選」に選定され
ている「歴史と文学のみち」をガイドの案
内で散策します。

黒潮香るロマンの島「保戸島」。豊後水道
の鮮やかな紺碧の海、日本有数のマグロ船
団のふるさと「保戸島」へ散策に行こう！



御茶屋、奉行所、御蔵所
などの役所が置かれていた
犬飼町の街中や参勤交代
などで利用された犬飼港跡
などを巡ります。

[ご案内人]　どんこ犬飼の会

どんこの川と参勤交代の港町散策 豊後大野市

多くの歴史物の眠る吉祥寺
や松尾神楽で有名な城山神
社を巡り城山山頂からの眺
めを楽しめます。

[ご案内人]　城山観光推進協議会

吉祥寺と松尾神楽の城山神社巡り 豊後大野市

旧南小学校の木造校舎周
辺の遊歩道を歩き、自然観
察や炭焼き・焼き芋・椎茸
駒打ち・竹ごはんなどの里
山体験も味わえます。

お申込先
あかい屋根の郷事務局
TEL：090-3079-7806（高野）

参加費
別途お問い合わせください。

[ご案内人]　あかい屋根の郷

あかい屋根の小さな木造校舎で里山体験 豊後大野市

大分県は、温泉の源泉数・湧出量ともに全国一位！
全10種類ある泉質のうち、県内には8種類が存在し、
大分県に来れば世界中にある温泉地を行ったのと同じと
言われています。飲んでも効く温泉（飲用泉）や全国
的にも珍しい高濃度炭酸泉など、様々な効能の温泉が!
ぜひ、大分県の温泉の凄さを実感してください。

原尻の滝から水車や井路の
風景の中を地域の伝統や文
化や緒方三郎惟栄ゆかりの
遺跡を巡ります。

[ご案内人]　緒方観光ガイドの会

石橋と水車と原尻の滝巡り 豊後大野市

紅葉が綺麗で広大な用作公
園や、田舎道を歩き朝倉文
夫記念館まで田園風景の中
を巡ります。

[ご案内人]　あさじ遊歩会

いにしえの庭園と芸術の里散策 豊後大野市

菅尾石仏や高さが１２メート
ルもある岸壁に南無阿弥陀
仏と彫られた六字名号、智
福寺跡を巡ります。

お問合先
ツーリズム豊後大野
TEL：0974-22-3706
FAX：050-3730-6057
e-mail：info@toyotabi.net

参加費
別途お問い合わせください。

[ご案内人]　菅尾石仏を守る会

石文化の里・菅尾石仏と
六字名号等巡り

豊後大野市

江戸風情が色濃く残る、坂道の城下町の町
並みをきものに着替えて散策します。

コース
①和楽庵→②天神坂→③裏丁→④展
望台→⑤城下町資料館→⑥中根邸→
⑦塩屋（志保屋）の坂→⑧酢屋の坂
→⑨大原邸→⑩能見邸→⑪磯矢邸
※16時のきもの返却まで自由散策

所要時間
出発10時　到着12時
（着付：約30分・散策：120分）

参加費
お一人 5,000円（きものレンタル代
3,000円及びガイド１団体に付２時間
2,000円）又は別途お問合せ下さい

お申込先
一般社団法人杵築市観光協会
TEL：0978-63-0100
FAX：0978-63-0112

[ご案内人]　城下町きつきボランティアガイドの会

杵 築 市きものｄｅ城下町散策
in小京都きつき

熊野磨崖仏、富貴寺、真木大堂など
田染地区内の文化財を地元ガイドが
お客様のご希望に合わせてガイドい
たします。地元ガイドならではの案内
で、千年の歴史が息づく六郷満山文
化を肌に感じることができます。

お申込先
豊後高田市役所
商工観光課観光係
TEL：0978-25-6219

参加費
富貴寺・真木大堂・田染荘：
１ヵ所　1,000円
熊野磨崖仏：2,000円　最大4,000円

[ご案内人]　田染観光ガイドの会

六郷満山文化散策コース

昭和の町を個性豊かな案内
人と散策後、昭和ロマン蔵
にて昭和の時代を体感して
みよう。

お申込先
豊後高田市観光まちづくり株式会社
TEL：0978-23-1860

参加費
ガイド１名につき2,000円
（ロマン蔵入場料・昼食代別途）

[ご案内人]　豊後高田市観光まちづくり株式会社

懐かしの昭和の町を訪ねて 豊後高田市

豊後高田市

幸福を招く招福辟邪の祈りが
込められた「鏝絵（こてえ）」
巡り、洞窟の中に地獄から
極楽まで再現した「地獄極
楽」などをご案内します。

お申込先
宇佐市観光協会　安心院部会
TEL：0978-34-4839

参加費
1時間まで　1,000円
2時間まで　2,000円
2時間以上　3,000円～

安心院おもてなし観光ガイド 宇 佐 市

鳥居橋、富士見橋などの石
橋群、宇佐のマチュピチュ
（西椎屋の景）などご案内
します。

お申込先
宇佐市観光協会
TEL：0978-37-0202

参加費
2時間まで　1,000円
2時間以上　3,000円～

院内ふるさとガイド 宇 佐 市

清き流れの音もやさしく あなたと歩く古い
町並み

コース
①豊後竹田駅→②キリシタン研究所・資料館→③
八幡川横丁→④いこいの広場（十六羅漢・愛染堂）
→⑤豊音寺山門→⑥瀧廉太郎記念館→⑦廉太郎ト
ンネル→⑧竹田市歴史文化館「由学館」→⑨武家屋
敷通り→⑩キリシタン洞窟礼拝堂跡→⑪広瀬神社

所要時間
出発10時　到着11時30分

参加費
［ガイド料］ガイド1名につき
3,000円

お申込先
竹田市観光ボランティアガイド委員会
（竹田観光案内所内）
TEL：0974-63-2638
FAX：0974-63-2861

[ご案内人]　竹田市観光ボランティアガイド委員会

城下町発見の小径 竹 田 市

竹田市は、堅城を誇る「岡城
跡」、四季の移ろいを楽しむこと
ができる「久住山」、日本一の
炭酸泉を誇る「長湯温泉」、そし
て大野川の源流にある豊かな水
量の「白水の滝」など自然と歴
史に囲まれた、九州のほぼ中央
に位置するのどかな山村地域です。秋には竹田市を代表する「竹楽」が行われ、
皆様を幽玄な世界へ誘います。また、ＪＲ豊後竹田駅には「ねこ駅長のニャー」
が、マイペースに訪れる方々をお出迎えしています。竹田市全域が屋根のない田園
空間博物館となっています。是非遊びに来てください。お待ちしております。

［お問合先］竹田市観光ツーリズム協会　TEL：0974-63-0585

［ホームページ］https://www.taketan.jp/

竹田市

宇佐市

開山から1300年を数える六
郷満山文化。神仏習合による
独自の文化が息づく豊後高田
市は、自然豊かで厳かな空気
が漂う神秘的な地です。国宝
「富貴寺大堂」をはじめ９体
の国の重要文化財が安置され
ている真木大堂、国内最大級の熊野磨崖仏など千年の歴史を肌で感じるこ
とができます。また、昭和３０年代の街並みを今に残す昭和の町商店街で
は、その店が大切にしている昭和のお宝「一店一宝」をはじめ、随所に昭
和を感じることができます。

［お問合先］豊後高田市観光協会　TEL：0978-25-6219

［ホームページ］https://www.showanomachi.com/

豊後高田市

杵築市は、武家屋敷や商
家、石畳の坂道が往時の姿を
とどめ、今もなお時代劇のロ
ケが行われるほど江戸時代の
風情が色濃く残る城下町で
す。杵築城を中心として、南
北の高台にある勇壮な武家屋
敷が、その谷間にある商人の町を挟んだ凹凸のある形状は、日本唯一と言わ
れています。また、「きつき和服応援宣言」、全国の自治体では初の「観光お
もてなし宣言」など市民一丸となって様々な取組みを行なっています。

［お問合先］一般社団法人杵築市観光協会　TEL：0978-63-0100

［ホームページ］https://www.kit-suki.com/

杵築市

豊後大野市は２００５年に５町
２村の合併により誕生した新
しい市です。阿蘇火山噴火か
ら９万年を経て、祖母・傾山
系の雄大な自然や清流による
多様で豊かな地形、地質を有
しています。地球の営みがも
たらした「原尻の滝」「沈堕の滝」などの景観と、その恵みとともに生きて
きた人々の文化――「菅尾磨崖仏」や「犬飼石仏」、「御嶽神楽」などの多
くの文化財、伝統芸能が継承されています。また、肥沃な大地は「おおい
たの野菜畑」として様々な農作物を育んでいます。

［お問合先］豊後大野市商工観光課　TEL：0974-22-1001

［ホームページ］https://www.bungo-ohno.jp/

豊後大野市
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［お問合先］ 宇佐市観光協会　TEL：0978-37-0202
［ホームページ］ http://www.usa-kanko.jp/

おんせん県おおいたの豆知識

お問合先
ツーリズム豊後大野
TEL：0974-22-3706
FAX：050-3730-6057
e-mail：info@toyotabi.net

参加費
別途お問い合わせください。

お問合先
ツーリズム豊後大野
TEL：0974-22-3706
FAX：050-3730-6057
e-mail：info@toyotabi.net

参加費
別途お問い合わせください。

お問合先
ツーリズム豊後大野
TEL：0974-22-3706
FAX：050-3730-6057
e-mail：info@toyotabi.net

参加費
別途お問い合わせください。

お問合先
ツーリズム豊後大野
TEL：0974-22-3706
FAX：050-3730-6057
e-mail：info@toyotabi.net

参加費
別途お問い合わせください。

大分県北部の人口およそ
56,000人の町は、広大な
宇佐平野では米と麦の二毛作
が盛んで、年中を通して安定
した気候と合わせて麦焼酎の
製造や旨い米の栽培に取り組
んでいます。奈良平安時代に
九州最大の荘園領主となり神仏習合文化が今に残る宇佐神宮を中心に、市
内全域に特徴ある観光地を巡り、多くの観光客が非日常の空間をこのまちで
楽しまれています。歴史とロマンが漂うカチあるまち宇佐市に、どうぞお越
しください。

国宝宇佐神宮を知り尽くした経験豊かなガイ
ドが余すことなくその魅力をお伝え致します。
時間や人数、場所などご要望に応じて対応
しますのでご相談ください。

主な案内場所
・宇佐神宮・宇佐神宮周辺寺社・大
分県立歴史博物館・宇佐海軍航空
隊関連史跡（城井1号掩体壕・宇
佐市平和資料館等）・四日市門前
町（東西別院・えびす巡り等）

参加費
【上級ガイド】２時間まで／3,000円
２時間以上４時間まで／5,000円
４時間以上／10,000円～
【レギュラーガイド】２時間まで／1,000円
２時間以上４時間まで／3,000円
４時間以上／5,000円～※要相談
※ガイド1名の料金です。
※ガイド1名の対応人数は約30名まで

お申込先
一般社団法人宇佐市観光協会
TEL：0978-37-0202

[ご案内人]　宇佐市観光ガイド

ガイドと巡る「宇佐神宮」
歴史散策コース

宇 佐 市

東西別院めぐり
四日市町散策・えびす巡り
ガイド時間：１時間程度
時間・人数　応相談

お申込先
四日市伝承クラブ　牧野
TEL：090-3666-1578

参加費
1人200円（冊子付）

門前町四日市の町並み散策 宇 佐 市

[ご案内人]　四日市伝承クラブ



御茶屋、奉行所、御蔵所
などの役所が置かれていた
犬飼町の街中や参勤交代
などで利用された犬飼港跡
などを巡ります。

[ご案内人]　どんこ犬飼の会

どんこの川と参勤交代の港町散策 豊後大野市

多くの歴史物の眠る吉祥寺
や松尾神楽で有名な城山神
社を巡り城山山頂からの眺
めを楽しめます。

[ご案内人]　城山観光推進協議会

吉祥寺と松尾神楽の城山神社巡り 豊後大野市

旧南小学校の木造校舎周
辺の遊歩道を歩き、自然観
察や炭焼き・焼き芋・椎茸
駒打ち・竹ごはんなどの里
山体験も味わえます。

お申込先
あかい屋根の郷事務局
TEL：090-3079-7806（高野）

参加費
別途お問い合わせください。

[ご案内人]　あかい屋根の郷

あかい屋根の小さな木造校舎で里山体験 豊後大野市

大分県は、温泉の源泉数・湧出量ともに全国一位！
全10種類ある泉質のうち、県内には8種類が存在し、
大分県に来れば世界中にある温泉地を行ったのと同じと
言われています。飲んでも効く温泉（飲用泉）や全国
的にも珍しい高濃度炭酸泉など、様々な効能の温泉が!
ぜひ、大分県の温泉の凄さを実感してください。

原尻の滝から水車や井路の
風景の中を地域の伝統や文
化や緒方三郎惟栄ゆかりの
遺跡を巡ります。

[ご案内人]　緒方観光ガイドの会

石橋と水車と原尻の滝巡り 豊後大野市

紅葉が綺麗で広大な用作公
園や、田舎道を歩き朝倉文
夫記念館まで田園風景の中
を巡ります。

[ご案内人]　あさじ遊歩会

いにしえの庭園と芸術の里散策 豊後大野市

菅尾石仏や高さが１２メート
ルもある岸壁に南無阿弥陀
仏と彫られた六字名号、智
福寺跡を巡ります。

お問合先
ツーリズム豊後大野
TEL：0974-22-3706
FAX：050-3730-6057
e-mail：info@toyotabi.net

参加費
別途お問い合わせください。

[ご案内人]　菅尾石仏を守る会

石文化の里・菅尾石仏と
六字名号等巡り

豊後大野市

江戸風情が色濃く残る、坂道の城下町の町
並みをきものに着替えて散策します。

コース
①和楽庵→②天神坂→③裏丁→④展
望台→⑤城下町資料館→⑥中根邸→
⑦塩屋（志保屋）の坂→⑧酢屋の坂
→⑨大原邸→⑩能見邸→⑪磯矢邸
※16時のきもの返却まで自由散策

所要時間
出発10時　到着12時
（着付：約30分・散策：120分）

参加費
お一人 5,000円（きものレンタル代
3,000円及びガイド１団体に付２時間
2,000円）又は別途お問合せ下さい

お申込先
一般社団法人杵築市観光協会
TEL：0978-63-0100
FAX：0978-63-0112

[ご案内人]　城下町きつきボランティアガイドの会

杵 築 市きものｄｅ城下町散策
in小京都きつき

熊野磨崖仏、富貴寺、真木大堂など
田染地区内の文化財を地元ガイドが
お客様のご希望に合わせてガイドい
たします。地元ガイドならではの案内
で、千年の歴史が息づく六郷満山文
化を肌に感じることができます。

お申込先
豊後高田市役所
商工観光課観光係
TEL：0978-25-6219

参加費
富貴寺・真木大堂・田染荘：
１ヵ所　1,000円
熊野磨崖仏：2,000円　最大4,000円

[ご案内人]　田染観光ガイドの会

六郷満山文化散策コース

昭和の町を個性豊かな案内
人と散策後、昭和ロマン蔵
にて昭和の時代を体感して
みよう。

お申込先
豊後高田市観光まちづくり株式会社
TEL：0978-23-1860

参加費
ガイド１名につき2,000円
（ロマン蔵入場料・昼食代別途）

[ご案内人]　豊後高田市観光まちづくり株式会社

懐かしの昭和の町を訪ねて 豊後高田市

豊後高田市

幸福を招く招福辟邪の祈りが
込められた「鏝絵（こてえ）」
巡り、洞窟の中に地獄から
極楽まで再現した「地獄極
楽」などをご案内します。

お申込先
宇佐市観光協会　安心院部会
TEL：0978-34-4839

参加費
1時間まで　1,000円
2時間まで　2,000円
2時間以上　3,000円～

安心院おもてなし観光ガイド 宇 佐 市

鳥居橋、富士見橋などの石
橋群、宇佐のマチュピチュ
（西椎屋の景）などご案内
します。

お申込先
宇佐市観光協会
TEL：0978-37-0202

参加費
2時間まで　1,000円
2時間以上　3,000円～

院内ふるさとガイド 宇 佐 市

清き流れの音もやさしく あなたと歩く古い
町並み

コース
①豊後竹田駅→②キリシタン研究所・資料館→③
八幡川横丁→④いこいの広場（十六羅漢・愛染堂）
→⑤豊音寺山門→⑥瀧廉太郎記念館→⑦廉太郎ト
ンネル→⑧竹田市歴史文化館「由学館」→⑨武家屋
敷通り→⑩キリシタン洞窟礼拝堂跡→⑪広瀬神社

所要時間
出発10時　到着11時30分

参加費
［ガイド料］ガイド1名につき
3,000円

お申込先
竹田市観光ボランティアガイド委員会
（竹田観光案内所内）
TEL：0974-63-2638
FAX：0974-63-2861

[ご案内人]　竹田市観光ボランティアガイド委員会

城下町発見の小径 竹 田 市

竹田市は、堅城を誇る「岡城
跡」、四季の移ろいを楽しむこと
ができる「久住山」、日本一の
炭酸泉を誇る「長湯温泉」、そし
て大野川の源流にある豊かな水
量の「白水の滝」など自然と歴
史に囲まれた、九州のほぼ中央
に位置するのどかな山村地域です。秋には竹田市を代表する「竹楽」が行われ、
皆様を幽玄な世界へ誘います。また、ＪＲ豊後竹田駅には「ねこ駅長のニャー」
が、マイペースに訪れる方々をお出迎えしています。竹田市全域が屋根のない田園
空間博物館となっています。是非遊びに来てください。お待ちしております。

［お問合先］竹田市観光ツーリズム協会　TEL：0974-63-0585

［ホームページ］https://www.taketan.jp/

竹田市

宇佐市

開山から1300年を数える六
郷満山文化。神仏習合による
独自の文化が息づく豊後高田
市は、自然豊かで厳かな空気
が漂う神秘的な地です。国宝
「富貴寺大堂」をはじめ９体
の国の重要文化財が安置され
ている真木大堂、国内最大級の熊野磨崖仏など千年の歴史を肌で感じるこ
とができます。また、昭和３０年代の街並みを今に残す昭和の町商店街で
は、その店が大切にしている昭和のお宝「一店一宝」をはじめ、随所に昭
和を感じることができます。

［お問合先］豊後高田市観光協会　TEL：0978-25-6219

［ホームページ］https://www.showanomachi.com/

豊後高田市

杵築市は、武家屋敷や商
家、石畳の坂道が往時の姿を
とどめ、今もなお時代劇のロ
ケが行われるほど江戸時代の
風情が色濃く残る城下町で
す。杵築城を中心として、南
北の高台にある勇壮な武家屋
敷が、その谷間にある商人の町を挟んだ凹凸のある形状は、日本唯一と言わ
れています。また、「きつき和服応援宣言」、全国の自治体では初の「観光お
もてなし宣言」など市民一丸となって様々な取組みを行なっています。

［お問合先］一般社団法人杵築市観光協会　TEL：0978-63-0100

［ホームページ］https://www.kit-suki.com/

杵築市

豊後大野市は２００５年に５町
２村の合併により誕生した新
しい市です。阿蘇火山噴火か
ら９万年を経て、祖母・傾山
系の雄大な自然や清流による
多様で豊かな地形、地質を有
しています。地球の営みがも
たらした「原尻の滝」「沈堕の滝」などの景観と、その恵みとともに生きて
きた人々の文化――「菅尾磨崖仏」や「犬飼石仏」、「御嶽神楽」などの多
くの文化財、伝統芸能が継承されています。また、肥沃な大地は「おおい
たの野菜畑」として様々な農作物を育んでいます。

［お問合先］豊後大野市商工観光課　TEL：0974-22-1001

［ホームページ］https://www.bungo-ohno.jp/

豊後大野市

＿＿＿＿うさし＿＿＿＿

＿＿＿ぶんごたかだし＿＿＿

＿＿＿＿たけたし＿＿＿＿

＿＿＿＿きつきし＿＿＿＿

＿＿＿ぶんごおおのし＿＿＿

［お問合先］ 宇佐市観光協会　TEL：0978-37-0202
［ホームページ］ http://www.usa-kanko.jp/

おんせん県おおいたの豆知識

お問合先
ツーリズム豊後大野
TEL：0974-22-3706
FAX：050-3730-6057
e-mail：info@toyotabi.net

参加費
別途お問い合わせください。

お問合先
ツーリズム豊後大野
TEL：0974-22-3706
FAX：050-3730-6057
e-mail：info@toyotabi.net

参加費
別途お問い合わせください。

お問合先
ツーリズム豊後大野
TEL：0974-22-3706
FAX：050-3730-6057
e-mail：info@toyotabi.net

参加費
別途お問い合わせください。

お問合先
ツーリズム豊後大野
TEL：0974-22-3706
FAX：050-3730-6057
e-mail：info@toyotabi.net

参加費
別途お問い合わせください。

大分県北部の人口およそ
56,000人の町は、広大な
宇佐平野では米と麦の二毛作
が盛んで、年中を通して安定
した気候と合わせて麦焼酎の
製造や旨い米の栽培に取り組
んでいます。奈良平安時代に
九州最大の荘園領主となり神仏習合文化が今に残る宇佐神宮を中心に、市
内全域に特徴ある観光地を巡り、多くの観光客が非日常の空間をこのまちで
楽しまれています。歴史とロマンが漂うカチあるまち宇佐市に、どうぞお越
しください。

国宝宇佐神宮を知り尽くした経験豊かなガイ
ドが余すことなくその魅力をお伝え致します。
時間や人数、場所などご要望に応じて対応
しますのでご相談ください。

主な案内場所
・宇佐神宮・宇佐神宮周辺寺社・大
分県立歴史博物館・宇佐海軍航空
隊関連史跡（城井1号掩体壕・宇
佐市平和資料館等）・四日市門前
町（東西別院・えびす巡り等）

参加費
【上級ガイド】２時間まで／3,000円
２時間以上４時間まで／5,000円
４時間以上／10,000円～
【レギュラーガイド】２時間まで／1,000円
２時間以上４時間まで／3,000円
４時間以上／5,000円～※要相談
※ガイド1名の料金です。
※ガイド1名の対応人数は約30名まで

お申込先
一般社団法人宇佐市観光協会
TEL：0978-37-0202

[ご案内人]　宇佐市観光ガイド

ガイドと巡る「宇佐神宮」
歴史散策コース

宇 佐 市

東西別院めぐり
四日市町散策・えびす巡り
ガイド時間：１時間程度
時間・人数　応相談

お申込先
四日市伝承クラブ　牧野
TEL：090-3666-1578

参加費
1人200円（冊子付）

門前町四日市の町並み散策 宇 佐 市

[ご案内人]　四日市伝承クラブ



耶馬溪の青の洞門を掘った
禅海和尚得度の寺と由布院
創設の神を祭る神社を訪れ
ます。

お申込先
湯布院ガイドあさぎり会（土師方）
TEL：090-1878-2980

参加費
申込グループごとに５人までは
1,000円、10人まで2,000円
５人ごとに1,000円を加算

[ご案内人]　湯布院ガイドあさぎり会

金鱗湖・由布院創生の宇奈岐日女神社コース

狭間氏ゆかりの寺社仏閣
や、これからも守り続け後
世に伝えたい水路遺跡を巡
ります。

お申込先
挾間町ボランティアガイド
ふるさと研究会
TEL：097-583-4316

参加費
無料

[ご案内人]　挾間町ボランティアガイドふるさと研究会

「由布川峡谷」の幻想的な峡谷美と
「はさま」の歴史にふれる

由 布 市

由 布 市

国東市内の神社・仏閣
や、季節限定の「秋の国
東路とっておきの紅葉狩
り」コースなど、お客様の
ご希望に応じてコースを設
定できます。

お申込先
国東旅ナビゆめ友遊
TEL：080-5209-0300（摩尼）

参加費
１ヶ所 2,000円より
（両子寺、文殊仙寺など）

[ご案内人]　国東旅ナビゆめ友遊

国東の歴史と文化にふれる 国 東 市

「開運ロードとみくじ」「宝
くじ祈願・とみくじとうせん
まいり」は富が来る路と縁
起のよい地名にあやかった
約３kmのコースです。

お申込先
富来ようなれ会事務局
TEL：090-4984-2894（田吹）

参加費
3,000円（１スポット1,000円）

[ご案内人]　富来ようなれ会

開運縁起ものとパワースポットめぐり 国 東 市

国東半島には平安時代に隆
盛を極めた六郷満山仏教文
化にまつわる史跡や文化財
が数多く残されており、旧
千燈寺跡・五辻不動などを
巡ります。

お申込先
国東半島くにみ粋群（月曜休）
TEL：0978-82-0770

参加費
10名まで（ガイド１名）
半日 4,000円　全日 10,000円

[ご案内人]　国東半島エコツアーガイド会

国東半島満山史跡と峯入り探索 国 東 市

コース
①大帯八幡社→②旧役場跡地→③だるま橋
→④松並木→⑤王島屋、二代目郵便局、三
代目郵便局→⑥仲屋跡→⑦海岸寺→⑧恵比
寿社→⑨旧専売所レンガ倉庫→⑩車えび養
殖場→⑪四代目郵便局→⑫信号機→⑬保育
所（旧小学校）→⑭港

所要時間
①9時30分～12時　②14時30分～17時

参加費
①2,500円（ランチ付）　②1,000円（ランチなし）

お申込先
島の風
TEL•FAX：0978-87-2844
土産店 ビ・ボーン

[ご案内人]　島の風

姫 島 村宮司さんと歩く「ひめしま」

1,300枚の棚田に囲まれ
て田舎体験してみません
か？　このコースの終盤に
は、ここでしか味わえない
内成の棚田米を堪能してい
ただけます。

お申込先
TEL：090-7923-7881（後藤）

参加費
大人1,500円　小学生500円
幼児無料　※体験料・昼食料込

絶景！内成棚田で体験・散策会

３代目流しのはっちゃん・
ぶんちゃんによる流しのギ
ターの音色を聴きながら別
府の夜のネオン街を巡りま
す。

お申込先
別府八湯竹瓦倶楽部・湯の町ママさんガイド
TEL：0977-23-4748

参加費
1,000円（記念絵はがき付き）

[ご案内人]　別府八湯竹瓦倶楽部・湯の町ママさんガイド

竹瓦夜の路地裏散歩

昭和初期の建物が点在する
山の手地区は、古くから別
荘地として開発され、「九
州の軽井沢」とも呼ばれた
エリアです。雰囲気のある
町並みを散策します。

お申込先
別府市観光協会
TEL：0977-24-2828

参加費
大人1,000円/子供500円/
幼児無料（お茶+おやつ付き）

[ご案内人]　別府八湯語り部ボランティアガイド部会

山の手レトロ散策

九州の関ヶ原の戦い「石垣
原合戦」の大友方陣所跡
及び、観海寺に伝わる名所
旧跡を楽しく散策します。

お申込先
旅亭 松葉屋
TEL：0977-22-4271

参加費
大人700円　※お茶+おやつ付き

[ご案内人]　観海寺歴史ロマン街道倶楽部

観海寺歴史ロマン街道ウォーク 別 府 市

別 府 市

別 府 市

別 府 市

別府の原点・歴史と名水と眺
望。別府市一帯は古くは朝見
郷と呼ばれていました。由緒
ある地名を今に残す朝見地域
には、落ち着いた趣が漂い
静寂な時が流れています。

お申込先
あさみ地域振興会（茶房たかさき内）
TEL：0977-23-0592

参加費
700円　子ども400円
お茶・おやつ付き
※おやつの都合上ご予約下さい

[ご案内人]　あさみ地域振興会

朝見郷ロマン散策

大分県内で最長の石畳を歩
きながらＯＮＳＥＮ文化ただ
よう鉄輪の生活を見てもら
い、時間が止まっていると
形容される町で心を癒して
いただきたいと思います。

お申込先
鉄輪ゆけむり倶楽部
TEL：0977-66-0527（河野）

参加費
500円

[ご案内人]　鉄輪ゆけむり倶楽部

鉄輪温泉ゆうぐれ散歩

幕府の天領だった亀川の地
には、自噴している温泉が
豊富で、全国から温泉名人
も訪れています。歴史に残
る建造物も残る亀川で、散
策しませんか。

お申込先

亀川温泉亀カメ倶楽部
TEL：090-5742-7473（高橋）

参加費
1,000円　※食事付き

[ご案内人]　亀川温泉亀カメ倶楽部

人情の町亀川湯遊散策

湯治場として江戸時代に開かれ、湯
布院・日田あるいは太宰府等へ通じる
交通の要衝だった堀田温泉郷。当時
の石畳を歩いたり、江戸時代から昭和
初期にかけて繁栄していたころを感じ
ながら、湯けむり散歩しませんか。

お申込先
別府八湯「堀田温泉郷」倶楽部
TEL：090-2502-8055(首藤)

参加費
700円（お茶・おやつ付き）

[ご案内人]　堀田温泉郷倶楽部

堀田湯の里・湯けむり散歩 別 府 市

別 府 市

別 府 市

別 府 市

黒田官兵衛と大友吉統軍が激
突した「石垣原の戦い」は
「九州の関ヶ原の戦い」と言わ
れています。地元達人ガイドの
説明を聞きながら、戦国のつわ
ものたちの夢の跡を巡ります。

お申込先
別府八湯達人ガイド部会
TEL：0977-23-4748

参加費
700円（お茶・おやつ付き）

[ご案内人]　別府八湯達人ガイド部会

別府史跡旧跡めぐり

湯の町・別府の古き良き時代の
名残り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。これまで知らなかった
別府温泉の魅力と出会えます。

お申込先
別府市観光協会
TEL：0977-24-2828

参加費
大人1,000円／小学生500円／
幼児無料（おやつ付き）

[ご案内人]　別府八湯語り部の会

竹瓦かいわい路地裏散歩

古の昔より湯治場として栄
え、明治、大正、昭和初
期の色あせた面影を残す風
光明媚な町をめぐります。

お申込先
浜脇倶楽部（㈲別府つげ工芸）
TEL：0977-23-3841

参加費
300円

[ご案内人]　浜脇倶楽部

浜脇温泉・セピア色散歩

「別府観光の父」と称される
油屋熊八や日本初の女性バ
スガイドそっくりさんがゆかり
の地を楽しく案内します。

お申込先
平野資料館
TEL：0977-23-4748

参加費
700円
（油八せんべい・熊八パンフ付）

[ご案内人]　別府八湯達人ガイド部会

竹瓦夕ぐれ路地裏散歩「熊八ツアー」 別 府 市

別 府 市

別 府 市

別 府 市

は  じ
由布市は大分県のほぼ中央に
位置しています。北部から南
西部にかけては由布岳や黒岳
など1,000ｍ級の山々が連
なり、由布岳の麓には標高約
450ｍの由布院盆地が形成
されています。これらの山々
を源とする河川が大分川を形成し東西に流れています。国民保養温泉地と
して多種多様な温泉と、日本名水百選の男池や日本棚田百選の奥詰棚田な
ど豊かな自然に恵まれたところです。また、神楽の里としても古からの文化
継承を守り続けています。

［お問合先］由布市商工観光課　TEL：097-582-1304

［ホームページ］http://www.city.yufu.oita.jp/

由布市

1300年の歴史を持つ独特な
仏教文化「六郷満山」が開
花した地、国東。両子山を中
心に海へ向かって放射状にの
びる谷間に六つの郷が開け、
そこには数多くの寺院が開か
れました。神と仏を併せ奉る
神仏習合の里としても知られる国東では、六郷満山総持院の両子寺、「三人
寄れば文殊の知恵」の文殊仙寺などをはじめとした寺院や国東半島ならで
はの歴史文化に触れることのできる多くのスポットが楽しめます。

［お問合先］一般社団法人国東市観光協会　TEL：0978-72-5168

［ホームページ］http://visit-kunisaki.com/

味力も満載！おんせん県おおいた♪

豊かな自然に育まれた大分
県は、海の幸・山の幸に恵
まれています。
おんせん県が誇るグルメを
ぜひご堪能ください。

国東市

大分県姫島村は、瀬戸内海
の西端大分県国東半島の沖5
キロの海上に浮かぶ、人口約
2,000人の一島一村の離島
で、大分県唯一の村です。
姫島は歴史的にも由緒のある
島で古事記、日本書紀にも姫
島に関することが記載されています。姫島村は、「姫島車えび」、キツネ踊
りに代表される「姫島盆踊り」、「おおいた姫島ジオパーク」など食・文
化・自然と様々な魅力にあふれています。

［お問合先］姫島村水産・観光商工課　TEL：0978-87-2279

［ホームページ］https://www.himeshima.jp/

姫島村

別府市

［お問合先］ 一般社団法人別府市観光協会　TEL：0977-24-2828
［ホームページ］https://kyokai.beppu-navi.jp/

別府市には「別府八湯」と呼ばれる温泉群が点在し、これらをまとめて別府温泉
郷と称しています。「別府八湯」とは、別府・浜脇・観海寺・堀田・明礬・鉄
輪・柴石・亀川の各温泉地であり、それぞれ泉質が異なり街並みも温泉地ごと
に趣があります。市内には2千2百を数える源泉があり湧出する温泉は、毎分８
万３千リットルにも及び、医療、浴用等々、市民生活はもとより観光、産業面に
も幅広く利用されています。

＿＿＿＿ゆふし＿＿＿＿＿＿＿＿べっぷし＿＿＿＿

＿＿＿＿くにさきし＿＿＿＿

＿＿＿＿ひめしまむら＿＿＿＿

とり天関あじ・関さば

明治期に作られた絵図面を元に、村内を散
策、古き姫島に想いを馳せ、変わらない風
景、変わった風景を楽しみます。

こうの



肥後藩主・清正公の飛び
地として栄えた鶴崎地区の
史跡及び文化を学びながら
散策するコースです。

お申込先
鶴崎ボランティアガイドクラブ
TEL：０97-521-4893

参加費
ガイドは無料（郷土芸能の出演
は別途相談）

参加費
1名200円（障害保険料込み）
小・中学生は無料

[ご案内人]　鶴崎ボランティアガイドクラブ

鶴崎歴史悠々散歩コース

今市石畳は岡藩の宿場町で
あり、参勤交代道路として肥
後藩も利用した石畳です。
当時を思い浮かべながら歴
史ある街道を散策しましょう。

お申込先
野津原ボランティアガイド協議会
TEL：097-588-1111

参加費
無料

[ご案内人]　野津原ボランティアガイド協議会

肥後街道「今市石畳」歴史散歩コース

1864年、勝海舟、坂本龍
馬が佐賀関を訪れた時の様
子を聞いたり、当時の町並
みを散策しながら巡ります。

お申込先
さがのせきボランティアガイド協会
NPOさがのせきまちづくり協議会
TEL：097-575-2000

参加費
300円（ガイドしおり協力金）

[ご案内人]　さがのせきボランティアガイド協会

龍馬が見た佐賀関

帆足本家酒造蔵を中心に、
江戸末期から戦前にかけて
繁栄した頃の歴史的町並み
を巡ります。

お申込先
へつぎ杏（あんず）の会
TEL：097-597-0602
参加費
個人（１人）200円　団体（10名以
上20名まで）1,000円　　　　　
※以下20名増す毎に1,000円加算

[ご案内人]　へつぎ杏の会

歴史と文化の風薫る魅力的な町並み 大 分 市

大 分 市

大 分 市

「府内城跡」や彫刻・モニュ
メントのある「遊歩公園」、
中心街に点在する「赤レン
ガ館」などを間近に見なが
ら、気軽に散歩感覚で回れ
るコースです。

お申込先
おおいた府内ボランティアガイド
TEL：097-537-7043

お申込先
くじゅうネイチャーガイドクラブ
http://kuju-ngc.comより申込
TEL：090-9564-7140（増田）

参加費
無料

[ご案内人]　おおいた府内ボランティアガイド
街ぶら散歩コース

大友氏ゆかりの旧跡を巡
り、400年もの栄華を極め
た歴史を紐解きながら散策
するコースです。

お申込先
ボランティアガイド大友氏遊学会
TEL：090-9566-4929（小代）

[ご案内人]　ボランティアガイド大友氏遊学会
大友府内旧跡めぐり 大 分 市大 分 市

大 分 市

大分市は重化学工業を中心に多くの企業が立地する産業都市でありながら、北部
には別府湾を望む美しい海岸線を擁し、内陸部には山々が連なる豊かな自然に恵
まれています。今から約450年前の戦国時代には、豊後府内（現大分市）を治
めていた大友宗麟のもとで、西洋の文化がいち早く花開きました。歴史ある仏閣
や神社も多数存在し、自然と文化、歴史を楽しめる観光スポットも多く、旅行に
はもってこいの街です。

大分市

国際的に重要な湿地として
「ラムサール条約」に登録
されたタデ原湿原と森の中の
散策道をゆっくり歩きます。

お申込先
長者原ビジターセンター
TEL：0973-79-2154

参加費
無　料

[ご案内人]　九重の自然を守る会

タデ原湿原の自然観察会 九 重 町

くじゅう連山の雄大な山容
をながめながら、皆様の
ニーズに合わせた体験を満
喫していただけます。

参加費
距離及び参加人数によって異なります。

[ご案内人]　くじゅうネイチャーガイドクラブ

山の案内 九 重 町

お申込先
玖珠町観光協会
TEL：0973-72-1313

久留米と大分をつなぐ久大
本線。九州では、唯一扇形
機関庫として残っていま
す。公園内には、ミニトレイ
ン乗車とミュージアム内で
のプラ板作りも人気です。

お申込先
玖珠町観光協会
TEL：0973-72-1313

参加費
１団体：2,000円

[ご案内人]　玖珠町観光協会 ふるさとガイド

近代化産業遺産豊後森機関庫公園コース 玖 珠 町

城を持つことを許されな
かった藩主が造成した旧久
留島氏庭園をわかりやすく
ご案内致します。

参加費
１団体：3,000円

[ご案内人]　玖珠町観光協会 ふるさとガイド

国指定名勝でゆったり散歩コース 玖 珠 町

掲載内容は令和3年3月時点のものです。

コース
①二の丸館→②瀧廉太郎像→③鬼門櫓→④致道館→
⑤日出城址→⑥城下公園（別府湾の眺望）→⑦元禄の
時鐘→⑧大サザンカ→⑨的山荘→⑩こて絵→⑪楠地
蔵→⑫蓮華寺→⑬若宮八幡神社→二の丸館

所要時間
出発　希望に合わせて（9時～15時）
約45分

参加費
１名様1,000円　２名様～500円×人数
５名様～300円×人数　10名様～250円×人数

[ご案内人]　ひじ まち歩きガイドの会

ゆるり～海の城下町さんぽ～ 日 出 町

ツーリズムおおいた

公益社団法人 ツーリズムおおいた内
大分市高砂町２番５０号 OASISひろば21 ３階
TEL 097-536-6250 ／ FAX 097-536-6251
https://www.visit-oita.jp/furusatoguide/

大分県ふるさとガイド連絡協議会 事務局

お申込先
ひじ町ツーリズム協会
TEL：0977-72-4255
FAX：0977-72-9044
e-mail：
kankou-kyoukai.hiji@fuga.ocn.ne.jp

日出町は日出城址や史跡が残
る豊臣家ゆかりの城下町。城
址の周りには心地よい風に吹
かれながら歴史を感じ、別府
湾を望むことのできる散策路
が広がります。「天下の美
味」と言われた城下かれいを
味わうことができ、また糸ヶ浜海浜公園やハーモニーランド、他にも体験・
遊べる場所が数多くあります。心と体に響く過ごし方を日出で見つけてみま
せんか？

［お問合先］ ひじ町ツーリズム協会　TEL：0977-72-4255
［ホームページ］ https://hijinavi.com/

日出町

九重町は、大分県の南西部に
位置し総面積271・37ｋ㎡
に及ぶ広大な面積の農林業と
観光と温泉の町です。自然は
四季折々に、姿・色を変え標
高1,000m以上の阿蘇くじゅ
う国立公園の山々が、山を愛
するお客様に感動を与えます。九重町ナンバーワンの観光スポット「九重
“夢” 大吊橋」を中心に広大に広がる飯田高原、その周りに点在する個性
的な12の温泉郷や食事・遊び・くつろぎを満喫できる各種の施設が、お客
様を心よりお待ちしております。

［お問合先］ 九重町観光協会　TEL：0973-73-5505
［ホームページ］ http://www.kokonoe-k.com/ ［お問合先］ 大分市観光課　TEL：097-537-7043　［ホームページ］http://www.city.oita.oita.jp/

九重町

ＪＲ久大本線の中央に位置す
る「玖珠町」は世界で唯一
“童話の里” をコンセプトに
子どもが主役のまちづくりを
しています。そんな玖珠町の
自慢はなんと言ってもお米！
３年連続最高ランクの特Ａの
評価を頂いています。そしてもうひとつの自慢は旧豊後森機関庫！　昔のＳＬ
の車庫です。子どもたちに残したい大切なふるさとの風景として保存してい
ます。福岡空港から１時間と１０分の玖珠町に是非遊びに来てください。

［お問合先］玖珠町観光協会　TEL：0973-72-1313

［ホームページ］http://kusumachi.jp/

玖珠町

大分県内にはたくさんのご当地ガイドがいます。
ガイドさんによる案内で巡ればもっと大分が好きになる。
懐かしくて、心がほんわか温まるふるさと大分へ、
さあLet's郷（ゴー）！

＿＿＿＿おおいたし＿＿＿＿

＿＿＿＿ひじまち＿＿＿＿

＿＿＿＿ここのえまち＿＿＿＿

＿＿＿＿くすまち＿＿＿＿

日出町は数少ない豊臣ゆかりの城下町。面
影が残る町並と別府湾の絶景を見ながら、
文化財を巡るまち歩きをお楽しみ下さい。


