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 柳井にっぽん晴れ街道協議会では、令和３年度の活動として、ホームページの開

設に向けた取組を行っています。 

この度、ホームページの試験公開を始めました。アドレスは次のとおりです。 

https://yanainipponbare.com/ 

街道の見どころは、Google マイマップで地点をプロットし、スマートフォンで

その地点の内容が分かるようになっております。作成したのはほんの一部ですが、

ぜひご覧いただき、ご意見をいただきますようお願いいたします。 

 

■柳井にっぽん晴れ街道協議会会員の皆様へ 

 会員団体・個人には、掲載内容等について意向調査を行っております。意向が決まり次第、事務局

長へお知らせくださいますようお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この件に関する問い合わせ：柳井にっぽん晴れ街道協議会事務局 090-7509-3163（岸田） 

 

 

 

 

第４５号  令和３年１１月発行 

 

ホームページを試験公開しました 

ＱＲコード 

https://yanainipponbare.com/
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 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）が県内のコースと連携し

て行う「古地図を片手に、まちを歩こう。」は、令和４年３月まで実施されています。 

柳井にっぽん晴れ街道協議会では、期間中以下のコースを実施します。皆様の参加を心よりお待ち

しております。 

日程 時刻 ルート ① 距離・所要時間②参加費用等③定員 

 １月２２日（土） 
 ２月２３日（祝） 

 
⇩ 

 

⇩ 

 

集合 ９時００分 
大畠駅 

開始 ９時１０分 
終了１１時３０分 
   大畠駅 

【コース１】大畠地区 
大畠駅→大畠・石神の
町並み→大島大橋→
大畠駅 

① 約４ｋｍ、約２時間２０分 
② 300円（保険料込） 
③ ２０名（最少催行人員：１名） 

 

集合１２時１５分 
柳井港駅 

開始１２時２０分 
終了１３時５０分 
   柳井港駅 

【コース２】遠崎地区 
柳井港駅→長州征討
の碑→清狂草堂・月性
展示館・月性立像→柳
井港駅 

① 約３ｋｍ、約１時間３０分 
② 500円（入館料、保険料込） 
③ ２０名（最少催行人員：１名） 

 

集合１４時４５分 
柳井駅 

開始１５時 
終了１８時１７分 
   柳井駅 

【コース３】阿月地区 
柳井駅→松浦バス停
→世良修蔵屋敷跡・赤
禰武人屋敷跡・克己堂
跡・芥川義天出生の
寺・白井小助屋敷跡→
小瀬上関往還→柳井
医療センターバス停
→柳井駅 

① 約３ｋｍ、約３時間３０分 
② 300円（保険料込） 

別途バス運賃 1,070円が必要 
③ ２０名（最少催行人員：１名） 

 

３月２１日（祝） 

 

集合１３時１５分 
大畠駅 

開始１３時２５分 
終了１５時４５分 
   大畠駅 

【コース４】大畠地区 
大畠駅→大畠・石神の
町並み→大島大橋→
大畠駅 

① 約４ｋｍ、約２時間２０分 
② 300円（保険料込） 
③ ２０名（最少催行人員：１名） 
※同日の 10:30 から、柳井市観
光ボランティアの会主催の「古
地図を片手に、まちを歩こう」
が開催されます。 

３月 ５日（土） 

 

⇩ 

 

集合 ９時５０分 
柳井駅 

開始 ９時５５分 
終了１３時４０分 
   柳井港 

【コース５】阿月地区 
柳井駅→松浦バス停
→世良修蔵屋敷跡・赤
禰武人屋敷跡・克己堂
跡・芥川義天出生の
寺・白井小助屋敷跡→
小瀬上関往還→柳井
医療センターバス停
→道の駅上関海峡バ
ス停→室津港→柳井
港 

① 約３ｋｍ、約３時間４５分 
② 300円（保険料込） 

別途防長バス運賃 570円、町
営バス運賃 230 円、船賃 880
円が必要 

③ ５名（最少催行人員：１名） 
※町営バスの定員の都合上、先
着５名とさせていただきま
す。 

集合１３時５０分 
柳井港駅 

開始１４時 
終了１５時３０分 
   柳井港駅 

【コース６】遠崎地区 
柳井港駅→長州征討
の碑→清狂草堂・月性
展示館・月性立像→柳
井港駅 

① 約３ｋｍ、約１時間３０分 
② 500円（入館料、保険料込） 
③ ２０名（最少催行人員：１名） 

 

２ページ掲載コースの申込先：柳井にっぽん晴れ街道協議会 090-7509-3163（平日は 17：30以降） 

 

「古地図を片手に街道歩き」を開催します 
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※【コース１～３】通しで参加可能です。その場合、参加費用は合計 1,100円のところ 900円となり
ます。電車賃 340円（大畠駅～柳井港駅 190円、柳井港駅～柳井駅 150円の合計額）が別途必要と
なります。 

※【コース１・２】【コース２・３】【コース５・６】の組み合わせも可能です。その場合、参加費用

は合計 800円のところ 700円となります。【コース１・２】の場合は電車賃（大畠駅～柳井港駅間）
190円が、【コース２・３】の場合は電車賃（柳井港駅～柳井駅間）150 円が別途必要となります。 

※【コース４】と同日の午前中に、柳井市観光ボランティアの会主催の「古地図を片手に、まちを歩
こう」が開催されます。１０時３０分柳井駅集合、白壁の町並み周辺を巡ります。 

※新型コロナウイルス感染症拡大が収束しない場合は、中止します。 
※ＪＲ、バス等のダイヤ改正等により、集合・開始時刻、終了時刻等を変更する可能性があります。 
 
 
 
 
柳井にっぽん晴れ街道協議会は、柳井市観光協会と共催するウォーキングを開催します。 

皆さんの参加を心よりお待ちしております。 

日時 コース 
① 距離・所要時間 
② 参加費用 ③定員 

１０月２３日（土） 【コース①】国木田独歩ゆかりの地をめぐる
～田布施・柳井編⇒終了しました。 

 

１１月１３日（土） 
 雨天中止 
集合 ９時４５分 
  柳井駅 
開始 ９時５５分 
終了１６時頃 
  柳井駅 

【コース②】塩ゆかりの地を歩く～その２ 
柳井駅→柳井医療セン
ターバス停→揚浜塩田
跡→賀茂神社→サザン
セト伊保庄マリンパー
ク（昼食）→小瀬上関
往還→小田浜塩田跡→天津橋→蛭子神社→溶
鉱炉→柳井駅 

① 約１０ｋｍ 
約６時間 

② 1,200 円（保険料、弁当
代込） 
別途バス代 500円が必要 

③ ２０名（最少催行人員：
１０名） 

１２月１８日（土） 
 雨天中止 
集合１０時０５分 
  由宇駅 
開始１０時０９分 
終了１７時頃 

   大畠駅 

【コース③】にっぽん晴れ街道を歩く～日
積・大畠コース 
由宇駅→大原バス停→小瀬
上関往還→昼食→的場の苗
打ち墓→大愚和尚生誕地→
岩尾の滝→大畠駅 
 
 
 

① 約１２ｋｍ 
約７時間 

② 1,500 円（保険料、弁当
代込） 
別途バス代 390円が必要 

③ ２０名（最少催行人員：
１０名） 

【コース②・③】の申込先：柳井市観光協会 0820-23-3655（９～１７時）（実施日の１か月前から
１週間前までに申込） 
※コースは都合により変更することがあります。 
※新型コロナウイルス感染症拡大が収束しない場合は、中止します。 

※ＪＲ、バス等のダイヤ改正等により、集合・開始時刻、終了時刻等を変更する可能性があります。 
 
■テクテクかめとブラブラうさぎのスタンプラリーを開催しています！ 
令和３年１０月１日～令和４年２月２８日までのウォーキングに参加して、豪華賞品をゲットしま

しょう。２ページの古地図ウォーク（コース１～３）と、３ページのウォーキング（コース①～③）
は、このスタンプラリーの対象となっています。 

  

１２月までのウォーキング 
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11月 ２日（火）～ 
１２月１２日（日） 
9:00～16:00 
月性展示館 

清狂草堂 秋の粧い（よそおい） 
「展示館ガイド厳選史料展示＆アートコレクション展示」と「文香
しおりづくり体験＆書写体験」を開催。月曜休館。 
問い合わせ：月性展示館 0820-23-7259 

３日（祝） 
9:00～18:17 
大畠駅集合 

古地図を片手に街道歩き（大畠・遠崎・阿月地区） 
午前中は大畠地区、午後は遠崎・阿月地区を歩きます。 
問い合わせ：柳井にっぽん晴れ街道協議会事務局 090-7509-3163 

７日（日） 
9:00～11:30 
伊保庄北文化会館集合 
小雨決行 

第４回ふるさと巡りウォーキング大会 
伊保庄高須地区の名所、旧跡を巡ります。申込不要。 
参加費無料（飲み物、タオルなどは各自持参）、小雨決行、約 4ｋｍ 
問い合わせ：伊保庄地区コミュニティ協議会 0820-27-0002 

１３日（土） 

9:45～16:00頃 
柳井駅集合 

塩ゆかりの地を歩く～その２→３ページ参照 

１週間前までに予約が必要です。 
問い合わせ：柳井市観光協会 0820-23-3655 

１４日（日） 
10:30～11:30 
柳井駅集合 

古地図を片手に、まちを歩こう（柳井編） 
白壁の町並み及びその周辺を歩きます。 
12/5、3/21にも実施予定です。 
問い合わせ：柳井市観光ボランティアの会 0820-23-3655 

２１日（日） 
9:00～ 
お山の学校（日積） 

森林体験学習 
シイタケ原木を採取します。 
問い合わせ・申込：Ｓｅｅｄｓ 090-5379-4757（西本） 

２１日（日） 
13:00～16:00 
大歳神社（南浜２丁

目）雨天中止 

柳井市の礎の神社（大歳神社）跡地の披露目会 
柳井にっぽん晴れ街道協議会事務局長が基調講演を行います。 
問い合わせ：柳井桜土手を守る会 0820-23-4778（大野） 

26日(金)～28日(日) 
9:00～17:00 
柳井市文化福祉会館 

市民活動フェスタ 
柳井にっぽん晴れ街道協議会のポスター、チラシも展示します。 
講座や体験コーナーもあります。 

問い合わせ：やない市民活動センター 0820-25-3535 

２８日（日） 
7:40～8:10 
柳井駅 

トワイライトエクスプレス瑞風おもてなし 
１２月５日、１月２３日、２月２７日にも停車します。 
問い合わせ：柳井市観光ボランティアの会 0820-23-3655 

12月 １８日（土） 
10:05～17:00 
由宇駅集合 

にっぽん晴れ街道を歩く～日積・大畠コース→３ページ参照 
日積から大畠までの小瀬上関往還などを歩きます。 
問い合わせ：柳井市観光協会 0820-23-3655（9～17時） 

２８日（火） 
２９日（水） 

21:00～ 

年末夜回り 
拍子木をたたきながら、白壁の町並みを歩きます。 

問い合わせ：柳井市白壁の町並みを守る会 090-1012-4204（皿田） 

※柳井まつりは中止が決定しています。 

※新型コロナウイルス感染症拡大の状況により、中止や延期になることがあります。 

編集・発行 柳井にっぽん晴れ街道協議会  

〒７４２－００３５ 柳井市中央二丁目２番１２号 武居ビル２階 

電話 ０９０－７５０９－３１６３  ＦＡＸ ０８２０－２３－８５６３ 

メール info@yanainipponbare.com  

ＨＰ https://yanainipponbare.com/（柳井にっぽん晴れ街道協議会ホームページ） 

ＨＰ https://www.cgr.mlit.go.jp/cgkansen/yumekaidou/pc/index.html（夢街道ルネサンス）  

「柳井にっぽん晴れ街道」に関係する行事のご案内 

mailto:info@yanainipponbare.com
https://yanainipponbare.com/

