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夢街道ルネサンス推進会議では、中国地方（鳥取県、島根県、

山口県、広島県、岡山県）の夢街道ルネサンス認定地区におけ

る、街道や街道周辺の風景等の写真を通じて、街道文化の魅力

を知っていただくとともに、歴史や文化を今に伝えるべく、フ

ォトコンテストを開催しています。 

「柳井にっぽん晴れ街道」は夢街道ルネサンス認定地区です。

小瀬上関往還、岩国竪ヶ浜往還の柳井市部分が該当します（位

置は２ページ参照）。積極的なご応募をお願いします。 

なお、令和４年９月２４日（土）に、白壁の町並みで街道の

案内を実施します。詳細は３ページをご覧ください。 

①テーマ：街道や街道から連想される自然や絶景などの風景、

町並みなどテーマは自由 

②撮影対象地域 夢街道ルネサンス認定地区（ＨＰ参照） 

③撮影期間：令和元年６月１日以降に撮影されたもの 

④募集期間：令和４年 10月 14日（金）まで（当日消印有効） 

⑤賞品：最優秀賞１点（１万円相当の商品券） 

    優秀賞 ５点（５千円相当の商品券） 

    佳作  10点（３千円相当の商品券） 

⑥写真サイズ：Ａ４（297mm×210mm）サイズの写真用紙。カラーコピーや感熱紙での応募は不可。 

⑦応募方法：写真、必要事項を記入した応募用紙（ＨＰに掲載）、写真を JPEG 形式により保存した

CD-Rを同封して、応募先まで持参又は郵送。 

⑧応募規定：応募用紙に定める各事項を全て記入。１人当たり５点まで。入賞は原則として１人当た

り１点まで。応募者自身が撮影し、他のコンテスト等に応募していない未発表の作品に限る。特定

できる人物が写っている場合は、その方から了解を得るなど応募者の責任ですべての問題を解決し

た上で応募。合成写真は不可。 

⑨審査及び発表：主催者選考の審査員により審査。審査結果の問い合わせについては回答不可。発表

は令和４年12月末までに入賞者へ直接連絡。審査結果は、夢街道ルネサンスHP 等での公表を予定。 

⑩写真展の開催：入賞者又は応募者の作品は、中国地方の道の駅において写真展を開催する予定。 

⑪個人情報、著作権等詳細：ＨＰを参照。 

⑫応募先及びお問い合わせ先 

〒730-8530 広島県広島市中区上八丁堀 6-30 夢街道ルネサンス推進会議事務局 

（中国地方整備局 道路部 地域道路課）（平日 9:15～18:00） 

Tel：082-511-6315 Fax：082-511-6319 Email:yumekaidou@cgr.mlit.go.jp 
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夢街道ルネサンスフォトコンテスト実施中！ 
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「柳井にっぽん晴れ街道協議会」の令和４年度総会を、令和４年５月２８日（土）に開催しました。

議案については、いずれも承認されました。 

 令和４年度の主要事業（予定）は、次のとおりです。 

① 街道マップの作成 

令和２年度に柳井市地域ブランドに認定されて以降、ルートについての問い合わせが増えている

ことから、市内の「柳井にっぽん晴れ街道」を５区間（日積～大畠、大畠～柳井、柳井～阿月、伊陸

～柳井、柳井～余田）に分けたマップの作成を令和３年度から取り組んでいます。今年度も継続して

作成に取り組みます。たたき台ができましたら、数日に分けて現地を歩き、改善に取り組みます。 

 また、「柳井にっぽん晴れ街道」を構成する「小瀬上関往還」と「岩国竪ヶ浜往還」の全体像につ

いてまとめたマップも併せて作成する予定としています。 

② ホームページの充実 

「柳井にっぽん晴れ街道協議会」のホームページの充実に向けた取

組を行います。また、街道の魅力を発信するため、動画の作成にも取

り組みます。 

③ 「古地図を片手に街道歩き」の開催 

「遠崎・阿月」及び「大畠」の２コースに加え、「日積」について

も新規コースを設定し、１０月から翌年３月まで開催します。柳井市

観光ボランティアの会開催の「柳井」コースと連携して開催します。 

柳井市観光協会と共催でウォーキングを開催することにより、柳井

にっぽん晴れ街道の魅力を発信します。 

開催するコースの沿線において、事前に草刈等の街道整備を行いま

す。 
 

今後とも、柳井にっぽん晴れ街道協議会の活動にご理解、ご協力を

賜りますようお願い申し上げます。 

■会員の皆様へ、会費納入のお願い 

 会費（個人会費１口 500円、団体会費１口 1,000 円）は、次のいず

れかの方法にて納入をお願いいたします。 

○口座振込：次の口座にお願いいたします。振込手数料は各自負担となりますことをご了承ください。 

 山口銀行 柳井支店 普通 ５０３９０９１ 柳井にっぽん晴れ街道協議会 会長 高井孝則 

○現金：事務局長の携帯電話（090-7509-3163、平日は 17時 30分以降）にご連絡ください。 

●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 

 

 

 

 山口ケーブルビジョン、アイ・キャン（岩国市）など、ケーブルテレビで放送中の

「往還道を歩いて見た」の YouTube配信が６月から始まりました。 

第１弾は「岩国竪ヶ浜往還」です。岩国から柳井を経て平生町竪ヶ浜までを歩いて

います。約１５分の番組、週１回火曜日更新で、３０回程度の配信となる予定です。 

なお、監修、撮影、編集、出演は久保田修治氏です。 

令和４年度総会を開催しました 

ＱＲコード 

「往還道を歩いて見た」YouTube配信 



- 3 - 

 

 

 

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。 

★１０月に防長バスの大幅なダイヤ改正が見込まれ、集合時刻や開始時刻、終了時刻等の大幅な変更

があり得ます。最新の情報については、９月下旬頃ホームページ等でお知らせします。 

日時 コース 
① 距離・所要時間 

② 参加費用 ③定員 

９月２４日（土） 
 小雨決行 
集合 ９時 
 柳井駅 
開始 ９時１０分 
終了１２時頃 

  現地解散 

【コース①】白壁の町並み付近の街道を歩
く 
柳井駅→しらか
べ学遊館→佐川
醤油蔵→やない
西蔵→町並みふ

れあい館→むろ
やの園→柳と井
戸→現地解散 

①約２ｋｍ 
 約３時間 
②無料（別途むろやの園入館
料 450 円が必要） 

③２０名 

１０月１５日（土） 
 雨天中止 
集合 ８時５５分★ 
  大畠駅 
開始 ９時★ 

終了１５時頃★ 
   大畠駅 

【コース②】周防大島～大畠・柳井間の交
通の変化をたどる 
大畠駅→大島航路発着場跡→大畠駅バス停
(9:25)→開作港
バス停 (9:44)→

開作港跡→小松
港跡→大島大橋
→大畠観光セン
ター→大畠駅 

① 約８ｋｍ 
約６時間 

② 1,200 円（保険料、弁当
代込） 
別途バス代 430円が必要 

③ ２０名（最少催行人員：
１０名） 

１１月２６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③】伊保庄バイパス沿線を歩く－
伊保庄バイパス一部開通記念 
柳井駅→近長バス停→賀茂神社→向田の青

面金剛→空荒神社
→伊保庄バイパス
→サザンセト伊保
庄マリンパーク→
柳井駅 

① 約９ｋｍ 
約６時間 

② 1,200 円（保険料、弁当

代込） 
別途バス代 450円が必要 

③ ２０名（最少催行人員：
１０名） 

１２月１７日（土） 
 雨天中止 

集合１２時２０分★ 
  柳井駅 
開始１２時２８分★ 
終了１７時１５分★ 

   柳井駅 

【コース④】柳井の水との戦いを追う 
柳井駅(12:28)→小行司バス停(12:45)→黒

杭水源池→畑のため池→黒杭川上流ダム→
黒杭川ダム→果子乃季総本店→落合バス停
（乗車するバス
停の変更もあり
得ます）(17:07)
→柳井駅(17:15)  

① 約７ｋｍ 
約５時間 

② 1,200 円（保険料、弁当
代込） 
別途バス代 740円が必要 

（バス代変更の可能性あり） 
③ ２０名（最少催行人員：

１０名） 

【コース①～④】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。 

１０～１２月のウォーキング（予告） 



- 4 - 

 

 

 

７月 ～７日（木） 

白壁の町並み 

第２２回七夕祭 

６月３０日（木）13:00から笹飾り、７月８日（金）9:00から撤去。 

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

6日(水)～11日(月) 

9:00～17:00 

初日は11:00から 

最終日は15:00まで 

やない西蔵 

やない西蔵ギャラリー合同展（柳井縞の会） 

やない西蔵開館20周年記念合同作品展は6月22日から7月18日まで 

7月16日～25日までは機織り体験とあい染め体験が感謝の得料金 

問い合わせ：やない西蔵ギャラリー 0820-23-2490（火曜日休館） 

９日（土） 

13:00～17:40 

広島ＹＭＣＡ国際文化ホール 

中国地方地域づくり等助成事業報告会 

中国地方９団体が事業報告。サザンセト魅力発見プロジェクト魅力発

信看板、小学生等によるマップ作成他の報告もあります。 

１６日（土） 

ふれあいどころ437 

アスパラ収穫体験 

問い合わせ：ふれあいどころ437支援協議会 090-5379-4757（西本） 

８月  ６日（土） 

柳北小学校 

第４１回柳北地区総盆踊り大会 

問い合わせ：ブランニューフォース 080-1917-3226 

 ６日（土） 

19:00～19:10 

白壁の町並み 

金魚ちょうちん点灯式 

白壁の町並みから麗都路通り一帯にて、８月６日から８月３１日まで

の19:00～22:00に点灯します。 

問い合わせ：柳井金魚ちょうちん祭り協議会事務局 0820-22-2111 

１３日（土） 

15:30～20:00 

白壁の町並みから 

麗都路通り一帯 

第３１回柳井金魚ちょうちん祭り 

開催する主なイベントは「金魚ちょうちんの装飾及び点灯」、「金魚ね

ぶたの展示」、「白壁江戸祭り」です。 

問い合わせ：柳井金魚ちょうちん祭り協議会事務局 0820-22-2111 

１３日（土） 

白壁の町並み 

柳井金魚ちょうちんまつり協賛 しらかべかき氷屋 

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

１４日（日） 

ふれあいどころ437 

４３７サマーフェスタ 

問い合わせ：ふれあいどころ437支援協議会 090-5379-4757（西本） 

中～下旬 

柳井川河川公園 

第２３回八朔船流し 

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

２４日（水） 

18:00～ 

宝来橋横愛宕地蔵 

愛宕大権現火伏地蔵祭り 

8:00清掃奉仕、18:00～祭り 

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

２７日（土） 

大帯姫八幡宮 

日積八朔大踊り 

問い合わせ：日積八朔振興会事務局 0820-28-0306（上山） 

通年 日曜・祝日（年末年始

除く）10:30～ 

柳井駅集合 

DISCOVER WEST ハイキング－地元ガイドとまち歩き－ 

白壁の町並みを歩きます。予約不要、無料。 

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。 
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