令和４年

美祢旅ダイジェスト版

（一社）美祢市観光協会

秋 から 冬 の 魅力ツアー満載‼

み ね

旅行代金はすべて税込みで表記しています。写真はイメージです。

１ カルスト台地に寝そべって星座観察会

４ 古地図を片手に、まちを歩こう【秋芳】

解説員同行
（所要時間：約１時間４５分）
県内有数の星の鑑賞地・秋吉台
ゆっくりと流れる時を感じながら星を眺めよう！
■出発日
①１０月２３日（日）
②１１月２０日（日）
■旅行代金 大人：３，０００円
小人（小学生）：２，０００円
■集合場所 秋吉台長者ヶ森駐車場
■集合時間 19：40
■募集人員 ２０名（最少催行人員：１０名）
■用意する物 歩きやすい服装・靴、懐中電灯、飲み物など

２ 秋吉台植物観察会

地獄台で秋の花を観察しよう

（所要時間：約４時間 歩行距離：約５㎞）
秋吉台でしか見られないアキヨシダイアザミやナンバンギセル、
ウメバチソウなど、天候に大きく左右される
秋吉台草原の秋の花たちの様子を観察します。
■出発日
１０月２２日（土）
■旅行代金 大人・小人：３，０００円〈弁当付き〉
■集合場所 秋吉台長者ヶ森駐車場 / 東屋
■集合時間 9：40
ガイド：浅香清治
■募集人員 ２０名（最少催行人員：１０名）
■用意する物 歩きやすい服装・靴、帽子、飲み物、雨具など

ガイド同行
（所要時間：約３時間３０分 約 6、8km）
秋吉台には江戸中期、宿駅が開設され、明治末期以降、
秋芳洞観光の宿泊や石灰焼業・大理石産業で栄えていき
ました。地元ガイドの案内で往時の街並み、人々の暮ら
しぶりに時間を超えて出会うことができます。
■出発日
①１１月５日（土） ②１１月１２日（土）
③１１月２６日（土）
■旅行代金 大人・小人：２，５００円
■集合場所 秋芳洞第４駐車場
■集合時間 9：20
■募集人員 １５名（最少催行人員：５名）
■用意する物 歩きやすい服装・靴、帽子
飲み物、雨具など
※古地図プレゼント

５ 秋吉台植物観察会 晩秋の龍護峰に登ろう！

（所要時間：約４時間 歩行距離：約４,３㎞）
秋吉台最高峰・龍護峰のススキの銀波を堪能し、
秋吉台での植物観察会の１年を締めくくります。
■出発日
１１月１２日（土）
■旅行代金 大人・小人：３，０００円 〈弁当付き〉
ガイド：浅香清治
■集合場所 秋吉台家族旅行村
■集合時間 9：40
■募集人員 ２０名（最少催行人員：１０名）
■用意する物 歩きやすい服装・靴、帽子
飲み物、雨具など

６ エサやりバスにも乗車！サファリ エサやり体験と
ハゲコウの大迫力のフライト観察

アキヨシダイアザミ

ナンバンギセル

ウメバチソウ

３ 大理石加工体験！と山口県の地酒試飲会＆源泉かけ流し温泉♪

（所要時間：約３時間）
道の駅おふくで大理石加工体験をします。
当日は山口県の地酒試飲会も行う予定です。
加工体験の後は、源泉かけ流しの温泉に入浴して心身を癒して
みてはいかがですか？
■出発日
１０月３０日（日）
■旅行代金 大人：３，０００円 小人（小学生）：２，０００円
■集合場所 道の駅おふく
■集合時間 9：45
■募集人員 １５名（最少催行人員：１０名）
■用意する物 タオル

お申込み・お 問 合 せ 先

山口県知事登録旅行業第３-１２８号

国内旅行業務取扱管理者

７ 美祢の新名所！？高さ１０ｍ、幅５０ｍの巨大
石炭層露天掘り跡を見学と秋の味覚・特製おこわ
のおもてなし♪（所要時間：約３時間）
■出発日
■旅行代金

１１月２０日（日）
大人：３，５００円〈昼食付き〉
小人（小学生）：３，０００円
■集合場所 ぽんぽこの里
■集合時間 9：30
■募集人員 １５名（最少催行人員：１０名）
■備考
各見学場所へは自家用車での移動となります。

≪旅行企画・実施≫

（一社）全国旅行業協会正会員

阿野 太助
美祢市・山口市・宇部市・下関市
募集型企画旅行 実施可能区域
長門市・萩市・山陽小野田市
〒754-0511 山口県美祢市秋芳町秋吉3506-2 秋吉台観光交流センター

（

専属ガイド同行
（所要時間：約 2 時間）
サファリのエサやり体験を網羅しよう！
■出発日
①１１月１２日（土） ②１２月３日（土）
■旅行代金 大人（中学生以上）：５，８００円
小人（３歳以上〜小学生）：４，８００円
■集合場所 秋吉台サファリランド レストハウス
■集合時間 12：45
■募集人員 ２４名（最少催行人員：１５名）
■備考
昼食は各自でお済ませの上、集合
をお願いします。天候により一部
体験メニューが変更になる場合が
あります。

（

一般社団法人美祢市観光協会

TEL：0 8 3 7 - 6 2 - 0 1 1 5 FAX：0837-62-0899
美祢市観光協会 HP「アクティビティ」の各コースから
お申し込みいただけます。

旅行代金はすべて税込みで表記しています。写真はイメージです。

８ 秋吉台ススキの原ウォーキング＆草紅葉ウォーキング
竹で炊くポンポラ飯付き
健脚コース

秋吉台の魅力や不思議をガイドの解説を交えながら
楽しく歩きましょう！
■出発日
１１月２０日（日）ススキの原ウォーク
①５，３㎞コース：約２時間
② １０㎞コース：約４時間
１２月１０日（土）草紅葉ウォーク
①５，３㎞コース：約２時間
② １０㎞コース：約４時間
■旅行代金 大人：①４，０００円
②４，５００円
小人（小学生）：①３，５００円
②４，０００円
■集合場所 秋吉台家族旅行村
■集合時間 8：45
■募集人員 ５０名（最少催行人員：２０名）
■行程表
①５、５㎞コース 9：00 旅行村・・妙見原・・
剣山・・若竹山・・旅行村
②１０㎞コース 9：00 旅行村・・妙見原・・剣山
・・長者ヶ森・・若竹山・・旅行村
※休憩処：長者ヶ森
※到着後家族旅行村にて竹で焚くポンポラ飯をご賞味ください。
■用意する物 歩きやすい服装・靴、雨具、タオル、帽子、飲み物
日本最古の銅山跡 長登銅山跡特別企画

９ 東大寺大仏様のふるさと長登銅山跡探訪

（所要時間：約３時間）
〜古代銅山採掘現場「大切４号坑」へ〜
ガイド帯同のもと、古代に銅鉱石を
製錬していた大切製錬遺跡と通常非
公開の坑道跡（大切４号坑）を見学します。
■出発日
１２月３日（土）
■旅行代金 大人・小人（小学生）：１，５００円
■集合場所 大仏ミュージアム
■集合時間 9：00
■募集人員 ２０名（最少催行人員：１０名）
■行程表
9：00 ミュージアム館内をガイドの解説で見学
10：00 長登銅山跡大切地区へ出発
大切製錬遺跡、大切４号坑、大切竪坑を見学
12：00 頃 解散
■用意する物 動きやすい服装・靴、帽子、飲み物
日本最古の銅山跡 長登銅山跡特別企画

10 東大寺大仏様のふるさと長登銅山跡でみんなも古代人！？

（所要時間：約３時間）
〜金属製品鋳造と木簡作成体験〜
実際に大仏を作成していた技法である「鋳
造」によりメダルを作成します。また、長
登銅山で働いていた古代の役人が使ってい
た「木簡」のレプリカに文字を書きます。
■出発日
１２月１７日（土）
■旅行代金 大人・小人（小学生）：２，５００円
■集合場所 大仏ミュージアム
■集合時間 9：00
■募集人員 ２０名（最少催行人員：１０名）
■行程表
9：00 ミュージアム館内をガイドの解説で見学
10：00 鋳造体験、木簡文字記載体験
12：00 頃 解散
■備考
汚れてもよい服装・靴、飲み物
［新型コロナ感染予防・拡散防止について］

11 家族で年越しそばを作ろう

年末に食べるそばを自分たちで打ちま
す（保存可）。自分たちで打ったそば
で年越ししませんか？！もちろんお友
達同士の参加もウエルカムです。

■出発日
■旅行代金

１２月１７日（土）
大人：３，０００円
小人（小学生）：２，０００円
■集合場所 秋芳八代ぬくもりの里交流センター
■集合時間 9：30
■募集人員 １５名（最少催行人員：１０名）
■用意する物 頭巾、エプロン、飲み物
※そば粉は八代地区で取れたそば粉を使用します。

12 黒の台地と湧水巡りウォーク 名物ごぼう寿司知付き

健脚コース
（所要時間：約 4 時間 約１０km）
時期限定！ 山焼き後、普段は歩くことの出来ない
特別な小道を歩きましょう♪
■出発日
３月１１日（土）
■旅行代金 大人：４，５００円
小人（小学生）：４，０００円
■集合場所 長者ヶ森駐車場
■集合時間 8：45
■募集人員 ５０名（最少催行人員：２０名）
■行程表
9：00 冠山・・地獄谷・・出来水・・柳の水
・・妙見原・・若竹山
※休憩処：妙見原
13：00 名物ごぼう寿司のお弁当をお召し上がり
ください。
■用意する物 歩きやすい服装・靴、雨具、タオル、帽子、飲み物
■協力
日本航空

13 秋吉台植物観察会 草原の芽吹きと帰り水のユリワサビ
健脚コース（所要時間：約４時間 距離：約５,5 ㎞）
山焼き後の黒い台地の小さな芽吹きと、火の入ら
ない帰り水で花盛りのユリワサビを観察します。

■出発日
３月２５日（土）
■旅行代金 大人・小人：３，０００円〈弁当付き〉
■集合場所 秋吉台長者ヶ森駐車場
ガイド：浅香清治
■集合時間 9：40
■募集人員 ２０名（最少催行人員：１０名）
■用意する物 歩きやすい服装・靴、帽子、
飲み物、雨具など
※秋吉台山焼の実施日の影響による
草花の芽吹き状況によっては、観
察会が実施できないこともあります。

超便利☆簡単操作で旅が楽に楽しくなる‼
QR コードを携帯で読み取って、
観光情報をゲット！

簡単に検索できる便利ツールです。
是非ご活用ください。
旅行条件（抜粋）

● こ の 旅 行 は 、（ 一 社 ）美 祢 市 観 光 協 会（ 山口県美祢市秋芳町秋吉
１．活動時のマスク着用、細まめなアルコール消 毒
美祢旅
3506-2、 山口県知事登録旅行業第３-１２８号。以下「当社」という）
２．見学や休息 時に三密にならないように注 意してください。
特設サイト
が企画・募集する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募
集型企画手配旅行契約を締結することになります。●募集型企画手配旅
３．他人との距 離を十分にとり接触を避けるようにしてください。
行契約の内容・条件は、本チラシ、出発前に手渡しする行程案内書、及
４．事前にお 渡しする「健康チェック票」の提 出をお 願いします。
美祢市観光協会
び当社募集型企画手配旅行約款によります。●お申込みは、当社より旅
５．受付時に検温を実施させていただきます。
「アクティビティ」 程表と旅行代金振込用紙を送付致します。旅行代金は出発の３日前ま
でにお支払いをお願い致します。●お客様の都合により旅行契約の解
除、変更される場合、次の取消料を申し受けます。旅行開始の前日起算
して10日〜8日前・旅行代金の20％、7日〜2日前・旅行代金の30％、前
日・旅行代金の40％、当日・旅行代金の50％、旅行開始後、無連絡不参加・
旅行代金の100％●お客様からご提供いただいた個人情報は旅行催
行に関わる業務及び旅行商品のご案内以外に利用は致しません。
●詳しい旅行条件書を説明した書面をお渡ししますので事前にご確認の上でお
申込みください。

