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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 

４月１６日（土） 

 雨天中止 

集合 ９時２０分 

  柳井駅 

開始 ９時３０分 

終了１７時頃 

   大畠駅 

【コース①】古道と大内氏ゆかりの地を歩く 

柳井駅(9:30)→柳井カントリー入口バス停

(9:54)→道しるべ

→不動院→大内氏

北方代官屋敷跡→

伊陸日積往還→笠

地蔵→瑞雲寺→大

内氏南方代官屋敷

跡→小瀬上関往還→一里塚跡→大畠駅 

① 約１０ｋｍ 

約７時間３０分 

② 1,200 円（保険料、弁当

代込） 

別途バス代 690円が必要 

③ ２０名 

（最少催行人員：１０名） 

５月２１日（土） 

 雨天中止 

集合 ９時４５分 

  柳井駅 

開始 ９時５５分 

終了１７時３０分頃 

  柳井駅 

【コース②】源平ゆかりの地と相ノ浦枝往還

を歩く 

柳井駅(9:55)→宇

積バス停(10:20)→

黒崎の滝→相ノ浦

枝往還→相の浦の

石塀→池浦神社→

大津の平家塚→道の駅上関海峡→道の駅上

関海峡バス停(16:41)→柳井駅(17:28) 

① 約１３ｋｍ 

約７時間３０分 

② 1,200 円（保険料、弁当

代込） 

別途バス代 1，680円が必

要 

③ ２０名 

（最少催行人員：１０名） 

６月１８日（土） 

 雨天中止 

集合 ９時５０分 

  柳井駅 

開始１０時 

終了１７時頃 

   柳井駅 

【コース③】古開作の史跡と土穂石川の橋め

ぐり 

柳井駅→白壁の町

並み→宮の下橋→

土穂石小橋→土穂

石橋→橋本橋→田

布路木橋→新旭橋

→旧旭橋→土穂石大橋→大歳神社→柳井駅 

① 約１０ｋｍ 

約７時間 

② 1,200 円（保険料、弁当

代込） 

③ ２０名 

（最少催行人員：１０名） 

【コース①～③】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。 
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 柳井にっぽん晴れ街道協議会では、令和３年９月から、ホームページの開設に向け

た取組を行っています。令和４年２月に概ね完成し、公開しています。アドレスは次

のとおりです。パソコンやスマートフォン等でご覧ください。 

https://yanainipponbare.com/ 

■ホームページの内容 

①街道の紹介 

小瀬上関往還、岩国竪ヶ浜往還の全体像をはじめ、柳井を通ってい

る主要往還や脇往還について紹介しています。 

 

②街道沿線の見どころ 

街道沿線の見どころを紹介しています。 

掲載している Google マイマップ上で地点をクリックすると、その

地点の説明が表示されるようになっています。現地でスマートフォン

を見ながら確認できます。 

掲載している往還は、「小瀬上関往還」「岩国竪ヶ浜往還」「伊陸日

積往還」「日積馬皿往還」「日積神代往還」「相ノ浦枝往還」「平郡往還」

です。紹介している地点数は、約 500か所です。 

ＱＲコード 

ホームページを公開しました 
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現在は基本情報のみ掲載していますが、今後掲載内容を充実さ

せていきます。 

 

③協議会の活動 

 柳井にっぽん晴れ街道協議会のこれまでの活動内容を紹介し

ています。 

また、年度毎に作成している実績報告を掲載しています。 

 

④街道沿線で活動する団体等の紹介 

 会員団体・個人のホームページ、夢街道ルネサンスホームペー

ジなどへのリンクを表示しています。団体会員になると、希望があれば、団体のホームページをつく

ることもできます。 

 

⑤団体概要 

 柳井にっぽん晴れ街道協議会の活動目的、活動内容や会則、入会申込書等を掲載しています。 

 

⑥協議会だより 

奇数月に発行している「柳井にっぽん晴れ街道協議会だより」は、このページから閲覧できます。 

 

⑦ブログ 

 街道沿線で予定されている行事や、会員団体の活動等を随時掲載しています。 

 

■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） 

 

 

 

 

 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。 

日程 時刻 ルート ① 距離・所要時間②参加費用等③定員 

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。 

申込先：柳井にっぽん晴れ街道協議会 090-7509-3163（平日は 17：30以降に連絡してください。） 

※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。 
※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。 

「古地図を片手に街道歩き」を開催します 
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３月 ～３０日（水） 

白壁の町並み一帯 
おひなさま巡り 
 ３月２０日（日）にウォークラリーがあります。 
 主催：柳井市白壁の町並みを守る会 090-1012-4204（皿田） 

3・10日(木)・6日(日) 
12:53～13:24 
柳井駅 

WEST EXPRESS 銀河 おもてなし 
 旗やカード、観光パンフレット、お願い金魚を乗客に配ります。 
問い合わせ：柳井市観光ボランティアの会 0820-23-3655 

１３日（日） 
9:00～ 
お山の学校（日積） 

キノコ交流会・しあわせの森植樹 
シイタケ駒打ち体験、クヌギ、コナラの苗木植樹をします。 

 問い合わせ・申込：Ｓｅｅｄｓ 090-5379-4757（西本） 
２０日（日） 
10:00～15:00 
白壁の町並み一帯 

やない白壁 花香遊 
花と香りで遊びましょう。 
問い合わせ：柳井市観光協会 0820-23-3655 

２１日（祝） 
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。 
問い合わせ：柳井市観光ボランティアの会 0820-23-3655 

２１日（祝） 
13:15～15:45 
大畠駅集合 

古地図を片手に街道歩き（大畠編）→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：柳井にっぽん晴れ街道協議会 090-7509-3163 

４月 １６日（土） 
9:20～17:00 
柳井駅集合 

古道と大内氏ゆかりの地を歩く→１ページ参照 
 伊陸長野から日積を通り、大畠駅までのコースです。 
 問い合わせ：柳井市観光協会 0820-23-3655 

５月 ２１日（土） 
9:45～17:30 
柳井駅集合 

源平ゆかりの地と相ノ浦枝往還を歩く→１ページ参照 
 阿月宇積から相の浦、池の浦を経由して、上関までのコースです。 
 問い合わせ：柳井市観光協会 0820-23-3655 

２２・２９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 
問い合わせ：柳井市観光ボランティアの会 0820-23-3655 

※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。 
 

 

 

 

 「柳井にっぽん晴れ街道協議会」は、恵まれた気候風土と歴史が育んだ柳井地域の街道筋にある地

域資源を生かした、魅力ある地域づくりを行っております。 

会員になると、ホームページや協議会だよりで、個人や団体で主催している各種活動情報をＰＲす

ることができます。また、入会している個人・団体との交流ができます。 

●会費 

種別 会費 

個人会員 年会費 １口   ５００円 （１口から） 

団体会員 年会費 １口 １，０００円 （１口から） 

●問い合わせ 

柳井にっぽん晴れ街道協議会 事務局長 岸田稔明 電話：090-7509-3163 
 
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/    右のＱＲコードからお入りください⇒  

「柳井にっぽん晴れ街道」に関係する行事のご案内 

「柳井にっぽん晴れ街道協議会」会員を募集しています 

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

