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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。

阿蘇のグルメを食べつくそう！「食×自然×歴史」の阿蘇・宮地食べ歩きウォーキング

■コース距離／約12km ■所要時間／約3.5時間
〈スタート受付〉8：30～12：30　〈ゴール受付〉16：00まで
たくさんのグルメを食べながらの雄大な阿蘇はもっと魅力的！「 食・自然・歴史」をご堪能いただけます。

9月8日土

【 スタート駅 】

JR宮地駅

3日（土・祝）

4日（日）

11日（日）

23日（金・祝）

25日（日）

JR荒尾駅

JR植木駅

JR人吉駅

JR八代駅

JR田原坂駅

世界文化遺産・三池炭鉱専用鉄道敷跡を歩き万田坑へ

食と健康を楽しむ『フードパルフェスタ2018』ウォーク

九州の小京都 秋の人吉城下と国宝青井阿蘇神社散策

九州三大祭「八代妙見祭」ウォーク

「西郷どん」ゆかりの西南戦争遺跡とふれあいの丘交流祭りを訪ねて

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!

参加費無料

事前申込不要
2018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

30
point

タニタ歩数計

20
point

または

※ピンバッジの種類、商品の色はお選びになれません。
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【参加時の注意事項】
○公共交通機関をご利用いただき、「道の駅阿蘇」など周辺施設への駐車はご遠慮ください。
【シャトルバス運行に関する注意事項】
○肥後大津駅～宮地駅間のシャトルバスは、往復1,000円でご利用いただけます。
○シャトルバスは肥後大津駅南口に停車いたします。
○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出来ない場合がございます。

「ホットドッグ」ひばり工房／ヒバリカフェ

ひばり工房でのおもてなし

「ソフトクリーム」
モーモーファーム
竹原牧場

「かんざらし」湧水かんざらしの店 結

門前町商店街

旧女学校跡

阿蘇神社

灯りの祭典みずあかりを巡るウォーク

■コース距離／約6km ■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

■コース距離／ショート約6.5km/ロング約13km ■所要時間／ショート約2.5時間/ロング約5時間

15回目を迎える灯りの祭典「みずあかり」。18時からろうそくが点灯され熊本の夜を彩ります。

氷川町の歴史と清流の街並みを歩き、2つの「吊り橋」を渡り、景勝地「立神峡」に向かいます。
〈スタート受付〉8：30～11：00　〈ゴール受付〉15：00まで

復活！立神峡ウォーク しょうが祭りと石橋の匠を訪ねて

10月6日土

【 スタート駅 】

JR熊本駅

10月28日
【 スタート駅 】

JR有佐駅

日

古代山城鞠智城と山鹿の歴史・田園風景満喫ウォーク

■コース距離／約11km ■所要時間／約3時間
〈スタート受付〉8：50～12：00（鞠智城）　〈ゴール受付〉15：30まで（道の駅 水辺プラザかもと）
古代の丘にたたずむ鞠智城を散策、「鞠智城の日」イベントに参加し、山鹿の歴史と自然を感じられるコースです。

日

【 最 寄 駅 】

JR玉名駅

10月21日

■コース距離／約9km ■所要時間／約3時間

三角西港では、築港後1世紀の歴史的価値や構造などの貴重さ、美しさを目にすることができます。
〈スタート受付〉8：30～11：30　〈ゴール受付〉15：00まで

世界文化遺産「三角西港」ウォーク！10月27日
【 スタート駅 】

JR三角駅

土

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。

コース

アクティブフィット
ウエストポーチ

40
point

ポーチ付
レインポンチョ

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。


