■きりしま暮らし大大大満喫ツアー 実施要領■
～ちょっとした“非日常”をお届けします～
飛行機を降りたらそこは霧島市。霧島市は、多くの企業や飲食店等が立地するなどの都市機能を有
しながら、日本で最初に国立公園に指定された風光明媚な霧島山、波静かな錦江湾と雄大な桜島など
国内屈指の豊かな自然に溢れており、都会と田舎両方の特長をもったまちです。そんな霧島市が今回、
『きりしま暮らし大大大満喫ツアー～ちょっとした“非日常”をお届けします～』を開催します。
本ツアーは、霧島市への移住に興味を持たれている方を対象に、実際の移住者との交流やプチ農業
体験など、観光旅行では味わうことができない内容を盛り込んだとってもお得なツアーとなっていま
す。都会では経験できない “霧島での贅沢な非日常”を一緒に体験してみませんか。
１ 主

催：鹿児島県霧島市

２ 後

援：NPO 法人ふるさと回帰支援センター

３ 日

程：令和 4 年 10 月 14 日（金）～16 日（日） 2 泊 3 日

４ 場

所：鹿児島県霧島市内

５ 募集定員：5 組 10 名様（おひとりでも参加可）
※定員になり次第締め切りとなります。
※参加者が少数の場合や台風等の自然災害時、新型コロナウイルスの感染状況によっては開催直前に中
止となる場合もあります。また、その際の航空機代等のキャンセル料金については参加者のご負担と
なりますのであらかじめご了承ください。

６ 参加費用：23,000 円程度
※大人 1 名様 2 泊 3 日の宿泊代・食事代の目安であり、各施設にて各自でお支払いただきます。また、
往復の交通費（航空機代等）についても各自のご負担（購入）となります。
※おひとりで参加の場合、宿泊代が割高になりますのであらかじめご了承ください。
※本ツアーの行程に係る移動費用及び体験費用は霧島市が負担いたします。

７ 参加条件：霧島市外居住者で霧島市への移住に興味・関心をお持ちの方。
８ 申込方法：参加ご希望の方は、所定の参加申込書にて、令和 4 年 9 月 16 日(金)までに郵送、FAX
またはメールにてお申し込みください。
９ 参加特典：ご参加いただいたペアに霧島産旬の採れたて野菜詰め合わせ（6,000 円相当）と関平
鉱泉水（10ℓ）をプレゼントいたします。
（ツアー終了後、ご自宅等へ郵送します。
）
10 補足事項：
（１）10 月 14 日（金）の 13 時に鹿児島空港 1 階 ANA 搭乗手続きカウンター前待合所
にお集まりください。
（２）期間中は参加費用より国内旅行傷害保険に加入します。ただし、本ツアーの行
程外で生じるトラブルや損害は一切責任を負いかねますので、あらかじめご了
承ください。
（３）本ツアーの行程は変更になる場合もあります。
（４）本ツアーの行程中に撮影した写真・映像等の権利は、主催者に属します。
【問いあわせ・お申込先】
鹿児島県霧島市国分中央三丁目 45-1
霧島市役所地域政策課中山間地域活性化グループ 担当：松元、今村
TEL：0995-45-5111（内線 1543） FAX：0995-47-2522
MAIL：t-seisaku@city-kirishima.jp
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■行程表
10 月 14 日（金）
（１日目）

13:00

鹿児島空港１階ＡＮＡ搭乗手続きカウンター前待合所集合

13:30～15:00

県内最古の木造駅舎「大隅横川駅」を見学し、移住者が運営するカフェ
「横川 kito」で地元の方と交流しよう！
※大隅横川駅⇒1903 年に開業された県内最古の木造駅舎で国の登録
有形文化財に指定されています。ホームの柱には戦時中の機銃掃
射の弾痕が数々残っており、駅全体にノスタルジックな雰囲気を
漂わせています。
https://www.kagoshima-kankou.com/guide/51327
※横川 kito⇒平成 29 年に家族で鹿児島市から移住した方が空
き家を改修しオープンした古民家カフェ。おしゃれな空間で
住民の憩いの場として賑わっています。
https://yokogawa-kito.com/

15:30～16:30

移住者が運営する霧島茶カフェ「年輪堂」で霧島茶を堪能しよう！
※年輪堂⇒平成 28 年に大阪から家族６人で霧島市に移住した方
がオープンした霧島茶カフェ。市内外から多くの方々が訪れる
いま話題の人気スポットです。
https://www.instagram.com/nenrindo619/

17:00

宿泊先／妙見温泉 湯治の宿 田島本館にチェックイン
【霧島市牧園町宿窪田 4246 番地 ☎0995-77-2205】
※「湯治」＝長期滞在のイメージですが、田島本館で「プチ湯治」
をお楽しみいただけます。
こちらの湯は、杖をついた高齢者が一度お湯に浸かれば杖を忘れて
歩いて帰ってしまう「杖いらずの湯」と称されています。ご夕食は
鹿児島の郷土料理をお楽しみいただきます。
https://tajimahonkan.com/

19:00～

湯治の宿 田島本館にて夕食

《１日目終了》
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10 月 15 日（土）（２日目）
２日目の行程は以下のいずれかからお好きなコースをお選びいただきます。
A コース 『トカイナカ（都会×田舎）霧島でちょうどいい田舎暮らし体感コース』
B コース 『プチ農業体験と物件見学で理想のガーデンライフ実現コース』

A コース

B コース

『トカイナカ（都会×田舎）霧島で

『プチ農業体験と物件見学で

ちょうどいい田舎暮らし体感コース』

理想のガーデンライフ実現コース』

9:00

宿泊地（田島本館）出発

9:00

宿泊地（田島本館）出発

10:00～13:15

霧島山「大浪池」に登ってきりしまの

10:00～13:15

プチ農業体験！鹿児島名産のさつまい

13:15～15:30

大自然を満喫しよう！

もの収穫作業をやってみよう！

※標高 1,411m。登山道が整備されており、初心者

※霧島市牧園の農家さん（神奈川県から移住）と

でも安心して登れる山として人気です！昼食は山

さつまいもの収穫作業によるプチ農業体験をして

頂にて JR 九州駅弁ランキングで 3 年連続グランプ

いただきます！昼食は JR 九州駅弁ランキングで 3

リに輝いた駅弁「百年の旅物語 かれい川」をお召

年連続グランプリに輝いた駅弁「百年の旅物語 か

し上がり頂きます。

れい川」をお召し上がり頂きます。

https://www.kagoshima-kankou.com/guide/10094

https://www.instagram.com/nodokaen/

https://yamadaya-bento.com/bento1/

https://yamadaya-bento.com/bento1/

市街地にある中古物件と超巨大ご当地

13:15～15:30

のどかなエリアにある広々とした中古

スーパー「A-Z」をご案内します！

物件をご案内します！

※大型の商業施設や、医療機関が充実する国分・

※霧島市のなかでものどかなエリアにある中古物

隼人地区の中古物件と、日本テレビ『秘密のケン

件をご案内します！広々とした物件をご紹介しま

ミン SHOW』でも紹介された超巨大ご当地スーパー

すので、霧島でののんびりしたガーデンライフをイ

「A-Z」をご案内します。ここに行けば、「
“エー”

メージすることができます！不動産会社も随行し

から“ゼット”まで」すべて揃います！

ますので、このツアーでしか聞けないお得情報がゲ

http://a-zmakio.com/hayato/

ットできるかも！？

16:00～16:45 「西郷どん村」で霧島の歴史と選りすぐ

16:00～16:45

霧島の”よかもん”を扱うお店「きりん

りの商品に触れてみよう！

商店」で地元の産品に触れてみよう！

※西郷隆盛公がこの地を訪れた際に滞在した宿や

※福岡県からご家族で移住した方が古民家を改装

庭園を再現した施設。併設の特産品販売所では、霧

して運営する霧島のいいもの（よかもん）を販売す

島の焼酎やおみやげ品をご購入いただけます。

るショップ。多くのお客様で賑わっています！

https://www.kagoshima-kankou.com/guide/52361

https://www.instagram.com/kirinsan_a_sugikawa/
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17:15～

宿泊先／霧島温泉 民宿登山口温泉にチェックイン
【霧島市霧島田口 2459 番地 83 ☎0995-57-0127】
※霧島神宮すぐそばの場所にある人気の温泉民宿です。お風呂は霧島神宮温泉郷の
天然かけ流しで、疲労回復効果に優れています。登山やプチ農業体験で疲れた体
を優しく癒してくれることでしょう。
http://www4.synapse.ne.jp/o-tozan/

19:00～

霧島温泉

民宿登山口温泉にて夕食

《２日目終了》
イメージ

※霧島市の中古物件は、霧島市公式 HP「霧島市空き家バンク」でもご覧いただけます。
【霧島市空き家バンク】
http://www.city-kirishima.jp/kyodo/shise/ijuteju/akiya/akiyabankriyoukibounokata.html
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10 月 16 日（日）（３日目）
9:00

宿泊地（民宿登山口温泉）出発

9:00～10:00

国宝霧島神宮を参拝しよう！
※霧島神宮⇒国宝に指定されました！ニニギノミコトが祀られ
ている古社。霧島山の噴火による焼失と再建を繰り返し、現
在の社殿は 1715 年に建てられたものです。
漆塗、朱塗や彫刻、絵画で装飾された豪華な造りで、国の指
定文化財になっており、緑深い老杉につつまれた参道を専門
のガイドと一緒にご案内します。
https://kirishimajingu.or.jp/

10:45～12:15

地域おこし協力隊と、霧島での生活や移住経験談などの
本音トークをしてみよう！
※霧島市溝辺町で活動している地域おこし協力隊（東京出身）が
霧島の魅力紹介や地域のご案内をいたします。地域おこし協力
隊だからこそ感じた霧島の魅力について何でも聞いてみましょ
う！ここだけでしか聞けない本音トークが聞き出せるかも！？
https://www.instagram.com/takazees/

12:15～13:30

鹿児島でしか経験できない!?鹿児島グルメ「そうめん流し」を楽しもう！
【竹川峡

霧島市溝辺町竹子 1427 番地 1

☎0995-59-2141】

※霧島市溝辺町の山あいにある「竹川峡」で鹿児島県発祥の人気
グルメ「そうめん流し」と霧島の清らかな水で育った魚を使っ
た鯉こく、鱒の塩焼きなどの逸品を味わっていただきます。
ドーナツ状の容器に水を循環させ、そこに流したそうめんをす
くって食べるスタイルは鹿児島でしか経験できないことでしょ
う。そうめん等のほかうどんや丼物などのメニューも充実して
います。
http://tikusenkyo.com/

14:00

鹿児島空港に到着・現地解散
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