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柳井にっぽん晴れ街道協議会は、街道の魅力をさらに掘り起こし、発信することで、地域の活性化

を一層推進していくため、令和４年度プロボノワーカー支援受入県民活動団体に応募し、県内他４団

体とともに選ばれました。 

その後、プロボノワーカーの募集の結果、１３名がプロボノワーカー、５名がオブザーバーとして、

翌年２月まで街道協議会を支援していただくことになっています。 

１０月２２日までの活動状況は、次のとおりです。今後月１回の頻度でミーティングを開催します。 

９月１０日（土） ●第１回キックオフミーティング（オンライン会議） 

・街道協議会から、課題を伝え、取り組むべきタスクを整理しました。 

・自己紹介を行いました。 

・課題は主に２つで、「マップ・パンフレット作成のためのアドバイス」「ホー

ムページを改善し、内容をより充実させたものへ」です。 

・現地視察の説明及び質問票の説明を行いました。 

・５つのグループに分かれて意見交換を行いました。 

９月２４日（土） ●現地視察①「白壁の町並み付近の街道を歩く」 

・柳井駅集合、プロボノワーカーは２名参加し、プロボノ事務

局２名、一般参加者２名と一緒に歩きました。 

・白壁の町並みやむろやの園などを、３時間かけて歩きました。 

１０月 ９日（日） ●現地視察②「古地図ウォーク（大畠・遠崎）」 

・大畠駅集合、プロボノワーカー１名参加し、プロボノ事務局

１名、一般参加者１名と一緒に大畠駅から柳井港駅までの街

道を歩きました。 

・月性展示館では、ボランティアガイドの説明を受けました。 

１０月１３日（木） ●第２回ミーティング（オンライン会議） 

・前回の話し合いを踏まえながら、どのような地図がいいのか、４つのグルー

プに分かれ、アイデアを提案していただきました。 

１０月１５日（土） ●現地視察③「周防大島～大畠・柳井間の交通の変化をたどる」 

・大畠駅集合、プロボノワーカー１名参加し、一般参加者と一

緒に周防大島町開作から大畠駅まで歩きました。 

・今後の進め方について、プロボノワーカーと協議しました。 

１０月２２日（土） ●現地協議・意見交換 

・協議会役員会において、プロボノワーカーから、銀の道広域連携実行委員会

の事例を紹介していただき、意見交換を行いました。 

※「プロボノ」とは、仕事上身に付けた専門的な知識や技術を活かしたボランティア活動です。 

問い合わせ：柳井にっぽん晴れ街道協議会事務局 090-7509-3163（岸田）※平日は 17:30以降 
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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。★１２月１７日のウォーキングの内容を変更しました。 

日時 
コース 

※【コース①・②】は終了しました。 
① 距離・所要時間 
② 参加費用 ③定員 

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１６時２３分 

   柳井駅 

【コース④】柳井の水との戦いを追う 
柳井駅(12:28)→松ヶ谷バス停(12:44)→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→果子乃季
前バス停（16:13）→
柳井駅（16:23） 

① 約７ｋｍ 
約４時間 

② 500円（保険料込） 
別途バス代 810円が必要 

③ ２０名（最少催行人員：
１０名） 

【コース③・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） 
※柳井にっぽん晴れ街道協議会主催のウォーキングを別途開催します。 

日時 コース 
①距離・所要時間 
②参加費用 ③定員 

１２月３日（土） 
 小雨決行 
 集合 ８時０５分 
    柳井港駅 
 開始 ８時１０分 
 終了１２時頃 
    白壁の町並み 

【コース⑤】柳井港から白壁の町並みまで
の街道を歩く 
柳井港駅→置土産碑→
代田八幡宮→新市通り
→柳井天満宮→瑞相寺
→普慶寺→むろやの園
→白壁の町並み 

①約４ｋｍ 
②450円（むろやの園入館料） 
③２０名（最少催行人員：１
名） 

【コース⑤】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～、実施日の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。 

 

 

 

 柳井にっぽん晴れ街道協議会は、日積地区コミュニティ協議会の依頼を受け、
日積地区内２２か所の古跡等説明資料の作成を進めています。地点ごとの説明資
料をＡ４サイズ両面にて、古跡総括説明資料をＡ３両面にて作成しています。説
明資料データは、別途「From日積」ホームページ（https://hizumi-yoitoko.com/）
にて公開される予定です。 
①十楽寺跡 ②大愚和尚生誕の地 ③鳩子の滝 ④地蔵堂・享保百姓一揆 三界万霊塔 ⑤大里小学校跡  
⑥中院遺跡 ⑦周防三文珠 文珠堂 ⑧小瀬上関往還 丸山一里塚跡 ⑨義民伝助の祠 ⑩石神様の盃状穴  
⑪火伏神狩野岩 ⑫大原遺跡 ⑬小国茶臼山古墳・城山 ⑭北方代官屋敷跡 ⑮若杉不動院霊場  
⑯割石地名発祥の破石 ⑰六面地蔵（市有形文化財） ⑱笠地蔵・窓石 ⑲日積小学校発祥の地 教徳寺  
⑳南方代官屋敷跡 ㉑ 小瀬上関往還 鍛冶屋原一里塚跡 ㉒（伝）日積八幡宮の宮石 

 この資料作成に興味のある方、作成に関わりたい方は、街道協議会事務局へご連絡ください。                            
問い合わせ：柳井にっぽん晴れ街道協議会事務局 090-7509-3163（岸田）※平日は 17:30以降 

１２月までのウォーキング 

日積史跡等説明資料を作成しています 

https://hizumi-yoitoko.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５年３月まで実施される予定です。 
柳井にっぽん晴れ街道協議会では、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。※２月以降の日程は、次号やホームページにてお知らせいたします。 

日程 時刻 ルート ① 距離・所要時間②参加費用等③定員 

１月１４日（土） 
小雨決行 

 

車の場合 
集合１０時 
ふれあいどころ 437 
開始１０時０５分 
終了１２時頃 
ふれあいどころ 437 

【コース１】日積地区 
ふれあいどころ 437
（車の場合のみ）→大
原バス停（バス利用者
と合流）→小瀬上関往
還→火伏神狩野岩→
文珠堂→大帯姫八幡
宮→ふれあいどころ
437（車の場合ここで
解散）、→大原バス停
（バス利用の場合こ
こで解散） 

① 約４ｋｍ、約２時間 
② 300円（保険料込） 

バス利用者は別途バス代 780
円（由宇駅～大原往復）が必
要 

③ ２０名（最少催行人員：１名） 
※弁当が必要な場合は、申込時
にお申し出ください。弁当代は
実費をいただきます。 

バスの場合 
集合 10時 26分 
大原バス停（由宇駅
10時 10分発笠塚カ
ープ練習場前行き
バスに乗り、大原で
降りて下さい） 
開始１０時３０分 
終了１３時３０分 
大原バス停（13 時
34 分発、由宇駅 13
時 50分着） 

 １月２８日（土） 
小雨決行 

 
⇩ 

 

⇩ 

 

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２】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５０分 
柳井港駅 

開始１３時 
終了１４時４０分 
   柳井港駅 

【コース３】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５０分 
② 500円（入館料、保険料込） 
③ ２０名（最少催行人員：１名） 

 

集合１５時 
柳井駅 

開始１５時０５分 
終了１８時０６分 
   柳井駅 

【コース４】阿月地区 
柳井駅→柳井医療セ
ンター前バス停→小
瀬上関往還→芥川義
天出生の寺・克己堂
跡・赤禰武人屋敷跡・
世良修蔵屋敷跡→柳
井医療センター前バ
ス停→柳井駅 

① 約５ｋｍ、約３時間 
② 300円（保険料込） 

別途バス運賃 1,000円が必要 
③ ２０名（最少催行人員：１名） 

 

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。 
※【コース２～４】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２・３】【コース３・４】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２・３】の場合は電車賃（大畠駅～柳井港駅間）190 円が、【コ
ース３・４】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。 

※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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11月 ２日（水） 
14:00～17:00 
広島 YMCA 国際文化
センター 

ちゅうごく街道交流会議 
夢街道ルネサンス認定地区活動報告、ディスカッションが行われま
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 

１３日（日） 

9:00～11:30頃 
旧柳井南中学校グラ
ウンド集合 

第５回ふるさと巡りウォーキング大会 

３月に開通した伊保庄バイパスを歩きます。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６ｋｍ 
問い合わせ：伊保庄地区コミュニティ協議会 0820-27-0002 

２３日（祝） 
9:00～15:00 
バタフライアリーナ 

柳井にっぽん晴れ街道ＰＲコーナー 
柳井まつりにおいて、バタフライアリーナに開設します。 
問い合わせ：柳井にっぽん晴れ街道協議会事務局 090-7509-3163 

２６日（土） 
9:45～16:00頃 

柳井駅集合 

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（２ペー
ジ参照） 

申込先：柳井市観光協会 0820-23-3655 

２７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３日、25日、１月 22日、29日、２月 26日にも停車します。 
実施主体：柳井市観光ボランティアの会 

２７日（日）雨天中止 
13:00～16:00 

大歳神社（南浜２丁目） 

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） 

12月  ２日（金） 
13:50～15:30 
佐賀小学校（平生町） 

サザンセト魅力発見プロジェクト マップ・動画づくり 
令和２年度は柳井小学校、令和３年度は平生小学校でマップづくり
を実施しました。今年度は佐賀小学校の児童と作成に取り組みます。 
問い合わせ：柳井にっぽん晴れ街道協議会 090-7509-3163（岸田） 

 ３日（土） 
8:05～12:00頃 
柳井港駅集合 

柳井港から白壁の町並みまでの街道を歩く（２ページ参照） 
むろやの園に入館します（入館料 450円）。 
申込先：柳井にっぽん晴れ街道協議会 090-7509-3163（岸田） 

３日（土） 

9:00～ 
ふれあいどころ 437 

キャベツ収穫体験 

会費要：1,000円 
問い合わせ：Ｓｅｅｄｓ 090-5379-4757（西本） 

４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） 

１７日（土） 
12:20～16:23 

柳井駅集合 

柳井の水との戦いを追う（２ページ参照） 
伊陸松山から中馬皿まで歩きます。 

申込先：柳井市観光協会 0820-23-3655 

２８日（水） 
２９日（木） 
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） 

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。 
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 

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

