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検索JR九州ウォーキング

大好評! フォトコンテストも開催!※ウォーキングコース内にある有料施設をご利用になる場合や現地までの交通費は、各自のご負担となります。
※スタート駅及びゴール駅には「ウォーキング参加者用の駐車場」はございません。列車をご利用ください。

※内容は予告なく変更となる場合がございます。　※写真はすべてイメージです。
※コースに関するお問い合わせはスタート駅または最寄駅へお尋ねください。

阿蘇・宮地の歴史探索と湧水「水基巡り」ウォーキング

■コース距離／約10.7km ■所要時間／約3時間
〈スタート受付〉9：00～12：30　〈ゴール受付〉16：00まで

豊かな自然やのどかな田園風景と阿蘇神社や旧女学校跡などの歴史や文化も楽しめます

9月24日日

【 スタート駅 】

JR阿蘇駅

世界遺産・三池炭鉱専用鉄道敷跡を歩き万田坑へ

■コース距離／約11km ■所要時間／約4時間
〈スタート受付〉8：30～11：00　〈ゴール受付〉15：00まで

宮崎滔天の生家、海達公子詩碑や、世界遺産の三池炭鉱専用鉄道敷跡を歩き万田坑を見学

4日（土）

12日（日）

23日（木・祝）

23日（木・祝）

26日（日）

植木駅

人吉駅

八代駅

三里木駅

田原坂駅

祝！創業20周年「フードパルフェスタ2017」ウォーク

元気な街！秋の人吉城下と青井阿蘇神社散策

ユネスコ無形文化遺産登録「八代妙見祭」ウォーク

菊陽町の鉄砲小路生垣とふれあい祭を散策ウォーキング

「西郷（せご）どん」ゆかりの西南戦争遺跡とふれあいの丘交流祭を訪ねて

土

【 スタート駅 】

JR荒尾駅

9月30日

①スタート受付 ④ゴール受付②「コースマップ」を受け取る ③ゴール時に「スタンプカード」のポイントを
貯めて素敵な賞品をプレゼント!

JRに乗って、家族や友達と秋の九州を歩こう!

2017年 秋編

ポイントを貯めて素敵な賞品をGET!!
10
point

・オリジナルピンバッジ
・コースマップケース

サニーウェザー
リュックサック

30
point

マルチ
アングルライト

20
point

40
point

コンパクト
エコトート

または

※ピンバッジのデザインはお選びいただけません

【
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ト
】
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跡
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街
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ー
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社
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／
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ェ

【
ゴ
ー
ル
】

3ポイント
熊本・大分
キャンペーンコース

【シャトルバス運行に関する注意事項】
○肥後大津駅～阿蘇駅・宮地駅間のシャトルバスは、同区間
　の乗車券でご利用いただけます。
○バスは肥後大津駅南口に停車します。
○シャトルバスのダイヤは当日の交通状況により変わる場合があります。
○当日の混雑状況により、ご希望の時間帯にご乗車いただく
　事ができない場合があります。

阿蘇神社 門前町商店街 ヒバリカフェの「ホットドッグ」

とり宮の「馬ロッケ」

復旧に向けた熊本城、灯りの祭典みずあかりを見て歩く

■コース距離／約7.5km ■所要時間／約3時間
〈スタート受付〉8：30～19：00　〈ゴール受付〉22：00まで

10月15日日

【 スタート駅 】

JR松橋駅

土蔵白壁の町「松合」を訪ね、不知火温泉で身体をリフレッシュしましょう!

■コース距離／約12km ■所要時間／約4時間
〈スタート受付〉8：30～11：00　〈ゴール受付〉15：00まで

古代山城「鞠智城」と菊池まちなか散策

■コース距離／約10km ■所要時間／約3時間
〈スタート受付〉8：30～12：00　〈ゴール受付〉15：00まで

■コース距離／約9km ■所要時間／約3時間

熊本の自然に触れ、被災した熊本城の姿を見て、「みずあかり」を鑑賞するコースです。

干潟が広がる不知火海沿いを歩き、江戸時代から健在する土蔵白壁の町「松合」を訪ねます。

古代の丘に佇む鞠智城や古墳や軽トラ朝市を堪能し、きくち観光物産館を目指します。

世界文化遺産三角西港では、歴史的価値や構造の貴重さ、美しさを目にするこが出来ます。

〈スタート受付〉8：30～11：30　〈ゴール受付〉15：00まで

明治期を体感!世界文化遺産「三角西港」ウォーク!

10月7日 土

【 スタート駅 】

JR熊本駅

日

【 スタート駅 】

JR玉名駅

10月28日
【 スタート駅 】

JR三角駅

土

10月22日

2ポイント
熊本・大分
キャンペーンコース

2ポイント
熊本・大分
キャンペーンコース

2ポイント
熊本・大分
キャンペーンコース

11
月

※大雨などの悪天候時やコースに障害が発生した場合等、安全上開催が難しいと判断した場合は、ウォーキングを中止
　する場合があります。中止の場合はJR九州の主な駅およびJR九州ウォーキングホームページに掲示してお知らせします。

熊本・大分
キャンペーンコース 2ポイント 熊本・大分

キャンペーンコース 2ポイント

TV番組表はweb公開
できません。
リビング新聞紙面を
ご覧下さい。


