幕末ゆかりの地

日帰りモニター

薩摩の西へ

◎このモニターツアーは

いちき串木野市平成 29 年度「食・観・楽

体感魅力アップ事業」の一環として実施いたします。
※写真はすべてイメージです。

① JR 伊集院駅発着
いちき串木野〜日置・日吉コース
開催日

平成 30 年 1 月 28 日 ( 日 )

申込期限：1 月 14 日（日）

西郷さん、赤山靱負、小松帯刀、薩摩ｽﾁｭｰﾃﾞﾝﾄ
ゆかりの地をめぐります。

参加条件：ツアー終了後のアンケート回答にご協力いただける方
募集人員：２０名（ 募集人員 20 名を超えた場合は抽選 ）
最少催行：５名

《日程》

添乗員：同行します
旅行

中学生以上おひとり

代金

小学生おひとり

ＪＲ伊集院駅南口出発 (9:00)⇒★桂山寺跡【車窓】(9:15)⇒★日吉「歴史
資料室」【入場】(9:20-9:45)⇒★園林寺跡 小松帯刀 墓所【下車】(9:50-

2,000 円（税込）
1,800 円（税込）

10:20)⇒市来「季楽館」【休憩】(11:00-11:20)⇒「海鮮まぐろ家」【昼食】
(11:35-12:15)⇒★薩摩藩英国留学生記念館【入場】(12:40-14:10)⇒食彩の里

（当日お支払いください。）

いちきくしきの【休憩】(14:30-14:50)⇒JR 伊集院駅 到着・解散 (15:30 頃 )

※お申込み後のお客様の都合によるお取消しの場合は、所定のキャンセル料

★の箇所は、地元ボランティアガイド、もしくは現地スタッフによる案内
付き見学となります。
※気象条件、諸事情により行程・内容は変更することがございます。
あらかじめご了承ください。

がかかります。
《料金に含まれているもの》バス代、食事代（昼食 1 回）、入館料、ガイド代
《料金に含まれていないもの》集合場所までの交通費

※写真はすべてイメージです。

② JR 伊集院駅発着
いちき串木野〜薩摩川内コース
開催日

GO!

平成 30 年 2 月 25 日 ( 日 )

申込期限：2 月 11 日（日）
参加条件：ツアー終了後のアンケート回答にご協力いただける方
募集人員：２０名（ 募集人員 20 名を超えた場合は抽選 ）

温泉や犬を愛した西郷さんにちなんでたずねます。
《日程》
ＪＲ伊集院駅南口出発 (9:00)⇒★薩摩藩英国留学生記念館【入場】(10:00-

最少催行：５名

11:30)⇒
「たもいや。
」
【昼食】(11:35-12:30)⇒西郷隆盛のあしあと（萬福池）

添乗員：同行します
旅行

中学生以上おひとり

代金

小学生おひとり

2,000 円（税込）
1,800 円（税込）

【車窓】(12:40)⇒川内とれたて市場【休憩】(13:00-13:20)⇒★川内高城温泉

（当日お支払いください。）
※お申込み後のお客様の都合によるお取消しの場合は、所定のキャンセル料
がかかります。
《料金に含まれているもの》バス代、食事代（昼食 1 回）、入館料、ガイド代
《料金に含まれていないもの》集合場所までの交通費

街の案内【下車】(13:40-14:30)⇒★藤川天神【下車】(15:00-15:40)⇒食彩の
里いちきくしきの【休憩】(16:30-16:45)⇒JR 伊集院駅 到着・解散 (17:15 頃 )
★の箇所は、地元ボランティアガイド、もしくは現地スタッフによる案内
付き見学となります。
※温泉街はガイド付き見学のみとさせていただきます。入浴時間は設定して
おりません。あらかじめご了承ください。
※気象条件、諸事情により行程・内容は変更することがございます。
あらかじめご了承ください。

□お問合せ・申込み先□

いちき串木野市総合観光案内所
・電話：0996-32-5256 ・FAX：0996-29-3320
【旅行企画・実施】 鹿児島県知事登録旅行業

・営業時間

第３-２４０

NPO 法人 鹿児島いちき串木野観光物産センター ( 本社
鹿児島県いちき串木野市上名 3018 番地
国内旅行業務取扱管理者：榎木
募集型企画旅行

8：30 〜 17：30 （1/1 〜 1/3 を除く）

営業所 )

いちき串木野市総合観光案内所内

清照

実施可能区域：いちき串木野市

日置市

薩摩川内市

利用バス会社：山光交通

日帰りモニター

幕末ゆかりの地

GO!

薩摩の西へ

※写真はすべてイメージです。

③ JR 伊集院駅発着
いちき串木野〜日置・吹上コース
開催日

平成 30 年 3 月 24 日 ( 土 )

申込期限：3 月 10 日（土）
募集人員：２０名（ 募集人員 20 名を超えた場合は抽選 ）

ここにも西郷さんの逸話が残っています。幕末といえば
はずせない、薩摩スチューデントゆかりの地をご覧ください。

最少催行：５名

《日程》

参加条件：ツアー終了後のアンケート回答にご協力いただける方

ＪＲ伊集院駅南口出発 (9:00)⇒★日置・吹上坊野地区・西郷御座石【車窓】

添乗員：同行します
旅行

中学生以上おひとり

代金

小学生おひとり

(9:30)⇒★中島温泉旅館【下車】(10:05-10:35)⇒★大汝牟遅神社【下車】

2,000 円（税込）
1,800 円（税込）

(10:45-10:55)⇒江口蓬莱館【休憩】(11:20-11:30)⇒「海鮮まぐろ家」【昼食】
(11:50-12:30)⇒★薩摩藩英国留学生記念館【入場】(12:50-14:20)⇒食彩の里
いちきくしきの【休憩】(14:40-14:55)⇒市来 観音が池市民の森【下車】

（当日お支払いください。）

(15:15-15:35)⇒JR 伊集院駅 到着・解散 (16:00 頃 )

※お申込み後のお客様の都合によるお取消しの場合は、所定のキャンセル料

★の箇所は、地元ボランティアガイド、もしくは現地スタッフによる案内
付き見学となります。
※気象条件、諸事情により行程・内容は変更することがございます。
あらかじめご了承ください。

がかかります。
《料金に含まれているもの》バス代、食事代（昼食 1 回）、入館料、ガイド代
《料金に含まれていないもの》集合場所までの交通費

薩摩藩英国留学生記念館

園林寺跡 小松家墓所

高城温泉

西郷隆盛のあしあと ( 萬福池 )

大汝牟遅神社

※写真はすべてイメージです。

取消料について・・・国内旅行に係る取消料
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって
取消日

取消料

21 日前まで

20 日〜 8 日前まで

( 日帰り旅行に

( 日帰り旅行に

あっては 11 日 )

あっては 10 〜 8 日 )

無料

旅行代金の 20％

7 日〜 2 日前まで

旅行代金の 30％

旅行開始日の前日

旅行開始日の当日

旅行代金の 40％

旅行代金の 50％

旅行開始後の解除
無連絡不参加

旅行代金の 100％

□お問合せ・申込み先□

いちき串木野市総合観光案内所
・電話：0996-32-5256 ・FAX：0996-29-3320
【旅行企画・実施】 鹿児島県知事登録旅行業

・営業時間

第３-２４０

NPO 法人 鹿児島いちき串木野観光物産センター ( 本社
鹿児島県いちき串木野市上名 3018 番地
国内旅行業務取扱管理者：榎木
募集型企画旅行

8：30 〜 17：30 （1/1 〜 1/3 を除く）

営業所 )

いちき串木野市総合観光案内所内

清照

実施可能区域：いちき串木野市

日置市

薩摩川内市

利用バス会社：山光交通

