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【自動車】
大分 IC--- 東九州自動車道 約 55 分 --- 中津 IC
大分 IC--- 大分自動車道 約 50 分 --- 玖珠 IC

【自動車】
中津 IC まで約 120 分
玖珠 IC まで約 70 分

【バス】
大分空港 --- 空港連絡バス 約 110 分 ---JR 中津駅
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大地の鼓動に耳を澄ます

《福岡・博多》から
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Story

旧豊後森機関庫
豊後森機関庫公園
豊後森機関庫ミュージアム

F.G

【電車】
JR 中津駅まで約 80 分
JR 豊後森駅まで約 110 分

九重町

《北九州・小倉》から

【電車】JR 中津駅まで約 30 分
【自動車】中津 IC まで約 50 分

日本遺産やばけい遊覧～大地に描いた山水絵巻の道をゆく～中津玖珠日本遺産推進協議会
【お問い合わせ】中津市企画観光部 耶馬渓観光室 TEL 0979-62-9035 ／玖珠町企画商工観光課 TEL 0973-72-7153

© yusuke kaminokawa

【電車】
JR 大分駅 ---JR 日豊線〈特急ソニック〉約 45 分 ---JR 中津駅
JR 大分駅 ---JR 久大本線〈特急利用〉約 75 分 ---JR 豊後森駅
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岩石に神仏をみる

A
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Story

羅漢の聖地をつくる

●伐株山

Story

風景を切り取る

玖珠 IC

森

表紙写真／日本遺産﹁やばけい遊覧﹂構成文化財
伐株山︵玖珠町︶
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豊後
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@yabakeispirits
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六月八日・久恒山林
（株）

プラン・プログラムの詳しい内容や
おすすめポイント・最新情報は、
各プラン・プログラムの QR コードまたは
「やばはく」公式サイトをご確認ください。

@yabakei_spirits

中 津

2022

大分県 中津市・玖珠町
Nakatsu City & Kusu Town, Oita, Kyushu

主催／中津玖珠日本遺産推進協議会

参加とお申込みについて

新型コロナウイルス感染拡大防止対策について

はじめに

プラン・プログラムによりお申込み先・方法が異なります。
各プラン・プログラムの「お申込み・お問い合わせ」欄に記載されている
主催者へお電話またはメール、WEB 等にてお申込みください。
お支払い方法や参加条件、持ち物、集合場所、駐車場の有無などの詳細につき
ましても異なりますため、各主催者へ内容をご確認の上、ご参加ください。
◎ 参加日時の 10 分前までに集合場所へお越しください。

「やばはく」では、新型コロナウイルス感染拡大防止策を徹底するため、
下記感染防止対策に努めます。お申込み及び当日の参加につきまして
は、ご理解とご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

各プラン・プログラムの主催者へ直接お問い合わせください。

※ 状況により、プログラムの中止や延期とさせていただく場合もございます。

● ご参加については、必ず事前にお申込みを行ってください。
● マスクの着用をお願いいたします。
● ３密（密閉・密集・密接）を避け、定員数内にて実施します。
● ご参加当日受付時に検温を行います。
● 高熱または体調の優れない方はご参加をご遠慮ください。
● 消毒液等を設置し、手指消毒を実施します。

お問い合わせについて

各プログラムの詳しい内容や最新情報は、
QR コードより「やばはく」公式サイトをご確認ください。
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大地の鼓動に耳を澄ます

1

日本遺産 やばけい遊覧
～大地に描いた山水絵巻の道をゆく～

A

日本遺産やばけい遊覧～大地に描いた山水絵巻の道をゆく～／中津玖珠日本遺産推進協議会

パラグライダーで空中散歩 in 伐株山

人気のスポット。
インストラクタ ーとともに特別な空中散歩を体験できます。

〈集合場所〉伐株山山頂
（玖珠郡玖珠町山田）
〈参加費〉10,000 円
（保険・タンデムフライト料込）
〈持ち物〉長袖長ズボン着用・飲み物・タオル・サングラスなど
〈条 件〉天候により日程や時間・実施可否が変動します ※要問合せ
〈定 員〉各日 10 名
（最少催行人数 1 名）

B

お申込み・お問い合わせ

スカイクラブ ZU 伐株 【TEL】090-8299-7546（梶原）

トレッキングツアー
in 一ッ戸城址 & サイクリング
― 強い出撃性と防御性を併せ持つ難攻不落の山城を巡る―

〈開催日時〉

4/23（土） 9:00~15:00（約６時間）

中津市耶馬溪町大字宮園と山国町中摩にまたがる一ッ戸城址は、後に黒田官兵衛孝高・
長政父子のもとで松尾城
（東峰村小石原）
主となる中間六郎衛門統胤の居城です。
後に細

川忠興が改修し、山内には曲輪・虎口・堀・石垣・櫓跡などを残しています。
サイクリ
ングターミナルから一ッ戸城址の麓まで名所も眺めながらの往復サイクリングです。

〈集合場所〉耶馬溪サイクリングターミナル（中津市耶馬溪町大字柿坂 353）
〈条
〈定

Story

2

岩石に神仏をみる

込み、空から、谷底から、遊覧の旅をお楽しみください。

（天候により変動あり）

〈持ち物〉マスク・昼食・飲み物・タオルなど

うな風景は文人画人憧れの地でもありました。1000 年以

た。次々と場面が展開する「耶馬渓」という山水絵巻に入り

期間中対応可 各日 13:00~17:00 の間

〈参加費〉3,500 円（保険・資料・レンタサイクル・ガイド料・ドリンク）

の深く神秘な地形は伝説と祈りの場所となり、山水画のよ

き、大正時代ついに一本の絵巻物のようにまとめあげまし

〈開催日時〉

盆地と耶馬渓まで見渡せる絶景が広がります。
さらに、パラグライダーの聖地としても

の断崖、岩窟、滝、巨石が大パノラマをつくっています。そ

品を生み出し、広大な大地に配しては回遊路でつないでい

@yabakeispirits

@yabakei_spirits

テーブル状の山々が連なる玖珠町の地形。
この町のシンボル
「伐株山」
の山頂からは玖珠

耶馬渓とは、川が溶岩台地を浸食した奇岩の渓谷で、石柱

上の昔から、人々は岩から仏、石橋、洞門、庭園と、優れた作

https://yabahaku.com

C

件〉原則レンタサイクル利用／約３時間歩きぬく自信のある方
員〉20 名（最少催行人数 10 名）

お申込み・お問い合わせ

ＮＰＯ羅漢寺フィールド文化倶楽部
【TEL】090-2515-7588（横山）【MAIL】rakanji.ﬁeld@gmail.com

トレッキングツアー in 三光・深水

― 深泉寺のしだれ桜・キリズシ隧道・
大岩窟・迫の観音堂などを巡る―

〈開催日時〉

3/26（土） 9:00~15:00（約６時間）

中津市三光の深水
（ふこうず）
は八面山の麓に位置し、宇佐市に隣接する地域。
深泉寺の

庭には樹齢２８０年を超える巨大なしだれ桜があり、開花時期を迎えます。
また明治時

代に手掘りされた
「キリズシ隧道」
は、
かつて旧三光村上深水と宇佐市の旧赤尾村を結ぶ
交通の要衝でした。
さらに八面山信仰とも絡む大岩窟
「迫の観音堂」
も訪ねます。

〈集合場所〉道の駅なかつ（中津市大字加来 814 番地）
〈参加費〉3,500 円（保険・資料・ガイド料・記念品）
〈持ち物〉マスク・昼食・飲み物・タオルなど
〈条
〈定

件〉約４時間歩きぬく自信のある方
員〉20 名（最少催行人数 10 名）

お申込み・お問い合わせ

ＮＰＯ羅漢寺フィールド文化倶楽部
【TEL】090-2515-7588（横山）【MAIL】rakanji.ﬁeld@gmail.com

羅漢の聖地をつくる

3

Story

風景を切り取る

4

D

トレッキングツアー
in 羅漢峠～屋形地区

―文人墨客も歩いた古道を越え、縄文遺跡・枌洞穴などを巡る―

〈開催日時〉

4/5（火） 9:00~15:00（約６時間）

中津市本耶馬渓町の跡田地区と屋形地区を結ぶ羅漢峠は、かつて交通の要衝でした。
趣

ある石畳を随所に残し、大入道
（白い岩窟）
などの遺跡もあります。
峠を越えた屋形地区

には、枌
（へぎ）
洞穴があり、縄文時代の精神生活等を知るうえで重要な遺跡です。
また、
屋成家墓地の国東塔は銘文のある国東塔としては最古といわれています。

〈集合場所〉古羅漢駐車場（中津市本耶馬渓町跡田）

〈参加費〉3,500 円（保険・資料・ガイド料・ドリンク）
〈持ち物〉マスク・昼食・飲み物・タオルなど
〈条
〈定

E・F

件〉約４時間歩きぬく自信のある方
員〉20 名（最少催行人数 10 名）

お申込み・お問い合わせ

ＮＰＯ羅漢寺フィールド文化倶楽部
【TEL】090-2515-7588（横山）【MAIL】rakanji.ﬁeld@gmail.com
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道をつくる 橋 を か け る

Story

盆栽風鉄道ジオラマ「盆ラマ ®」ミニ 制作体験ワークショップ
風景を箱庭のように小さなスペースの中に切り取り、
ジオラマとして表現した盆栽風鉄道ジオラマ
「盆ラマ ®」
。
鉄道ジオラマ製作工房「鉄道少年舎」
（京都市）の川上哲生氏により丁寧につくられる作品は、ジオラマ界の新
分野として注目を集めています。
川上氏自身も幼き頃に思い出のある旧耶馬渓鉄道や久大本線。
当時の様子や
あなたの思い出をジオラマに。
小さなお子様からご参加いただけます。

H

百年の三つの石橋を歩いて巡る
− 馬溪橋・羅漢寺橋・耶馬渓橋 –

〈参加費〉3,900 円（保険・昼食・ガイド料・土産等）
〈持ち物〉飲み物・タオル・手袋・杖（必要な方）など
〈条
〈定

I

F

3/26（土）①11:00~ ②13:00~ ③14:00~（各 40 分程度） 3/27（日）①11:00~ ②14:00~ ③15:30~（各 40 分程度）

※前後に昼食時間あり
（大分県中津市万田 500-1）
〈集合場所〉汽車ポッポ食堂
（資材費・講師料・昼食クーポン 500 円分）
〈参加費〉1 セット 3,500 円

（大分県玖珠郡玖珠町岩室 36-15）
〈集合場所〉豊後森機関庫ミュージアム
（資材費・講師料・お土産込み）
〈参加費〉1 セット 3,000 円

〈定

〈定

〈条

件〉４歳以上から参加可能／付き添いの方は昼食代が別途必要
員〉各回 10 名（最少催行人数 各回４名）

〈条

お申込み・お問い合わせ

G

員〉各回 10 名（最少催行人数 各回４名）

お申込み・お問い合わせ

汽車ポッポ食堂
【TEL】0979-22-0275

プラ板鉄道ミニジオラマ
ワークショップ

件〉４歳以上から参加可能

豊後森機関庫ミュージアム
【TEL】0973-77-2222
〈開催日時〉

3/12（土）3/26（土）4/9（土）4/23（土）

各日 2 回開催 ①11:00~ ②15:00~（各 60 分～90 分程度）

豊後森機関庫ミュージアムでは、プラ板を使った制作体験が子どもに大人気！今回は、
駅と車両をセットにしたかわいらしいミニジオラマを制作。
玖珠町を走る JR 久大本線
や旧耶馬渓鉄道など
「やばけい遊覧」
にちなんだ駅や思い出・馴染みの駅、
そしてお好き
な車両でお気に入りの風景を。
大人も子どもも夢中になれる体験です。

（大分県玖珠郡玖珠町岩室 36-15）
〈集合場所〉豊後森機関庫ミュージアム
（資材費・入館料・お土産込み）※付き添いの方は入館料のみ必要
〈参加費〉1,000 円

〈備
〈定

考〉制作したい駅名や車両がございましたらお申込み時にご確認ください
員〉各回８名（最少催行人数 各回１名）

お申込み・お問い合わせ

豊後森機関庫ミュージアム
【TEL】0973-77-2222

員〉各日 20 名（最少催行人数 1 名）

お申込み・お問い合わせ

本耶馬渓町観光ボランティアガイドの会
【TEL】090-1165-8182（深水）【MAIL】fu-min.0916@ezweb.ne.jp

やばけいゆ～らん
サイクリングツアー
― ゆっくりのんびりとやばけいを楽しむ自転車旅 ―

〈開催日時〉

3/19（土） 4/9（土） 4/29（金） 各日 10:00~16:00（約６時間）

山国川沿いに並走する「メイプル耶馬サイクリングロード」を舞台にやばけいの自然と
歴史、文化、グルメを巡ります。
長い年月をかけて作り上げられた雄大な自然を肌で感

じ、旧耶馬渓鉄道の面影が残るスポットへご案内。
さらにガイドがおすすめする地元グ
ルメに舌鼓！ゆっくりとやばけいを楽しむ自転車旅です。

〈集合場所〉耶馬溪サイクリングターミナル（中津市耶馬溪町大字柿坂 353）

〈参加費〉4,000 円※小学生以下は要問合せ（レンタサイクル・保険・ガイド料・軽食）

〈条
〈定

Story

〈開催日時〉

件〉歩きやすい服装で約 10km 歩ける方

〈持ち物〉マスク・動きやすい服装・靴・飲み物・タオル・リュックサックなど

6

耶馬渓を守り つたえる

〈開催日時〉

※昼食クーポン付き

の目的地へ、
若葉や桜並木の道を歩き匠の石橋造りの技術や歴史を訪ねます。
昼食は、
福

〈集合場所〉青の洞門公共駐車場（中津市本耶馬渓町曽木 2077）

※写真は講師 川上氏の
「盆ラマ」
作品一例です

E

山国川に架けられた石橋を旧耶馬渓鉄道の線路跡を歩いて巡ります。
路線バスで最初
一日で耶馬三橋を徒歩にて制覇できます。

※制作した作品はお持ち帰りいただきます

会場：豊後森機関庫ミュージアム（玖珠町）

3/26（土）4/16（土） 各日 9:00~15:00（約６時間）

沢諭吉が護った競秀峰を眺めながら、諭吉が紹介したといわれるカレーライスを堪能。

※２つの会場で開催／開催日時・内容・料金・お申込み先が異なります

会場：汽車ポッポ食堂（中津市）

〈開催日時〉

J

件〉約 25 キロを自転車で走行できる方／昼食代別途必要（各自負担）
員〉各日 6 名（最少催行人数 2 名）

お申込み・お問い合わせ

やばけいサイクリングツアーズ
【TEL】090-3662-6761（松永）【MAIL】yabakei.cycling@gmail.com

名勝耶馬渓「八面山の景」を
整備しよう！

〈開催日時〉

3/6（日） 8:30~12:00（約 3.5 時間）

名勝耶馬渓６６景の一つに登録されている「八面山」
。
その八面山の修験の滝から展望

デッキに向かう登山道の岸壁を整備し、景観を守り伝えるワークショップ。
生い茂る
木々を払い、
本来の迫力ある岸壁を現し、
その迫力を間近に体感。
ますます魅力的な八面
山にしていきましょう。

〈集合場所〉八面山野外音楽堂駐車場（中津市三光田口 3572-8）
〈参加費〉500 円（保険・飲み物）

〈持ち物〉ノコギリ・手袋・飲み物・マスクなど
〈条
〈定

K

件〉修験の滝まで自力で到着できる方
員〉10 名（最少催行人数 1 名）

お申込み・お問い合わせ

中津市山岳協議会・八面山盛り上げ隊
【TEL】090-2502-5557（尾上）
【MAIL】naoki0117works@gmail.com

おだやかな農村宿泊と
選べる自然・料理体験
― 玖珠の田舎体験・大分県さかもと村 ―

〈開催日時〉

期間中対応可（１日１組限定）

おだやかな時間が流れる玖珠の山間で、1 日 1 組限定の宿泊＋ 体験プラン。
農園で育て

た食材や地元産の旬の食材を多く使い、趣向を凝らした田舎ならではのお食事は大満
足のおもてなし。
野草摘みや蕎麦打ち、ピザ作りの 3 つの体験からお好みのものをお選
びいただけます。
お子さま連れやご家族の思い出づくりにもおすすめです。

〈会

場〉大分県さかもと村（玖珠郡玖珠町山下 2224）

〈料

金〉一人 9,000 円（一泊２食＋体験料）

〈条

件〉１日１組限定（２名以上）／要予約・先着順

〈スケジュール〉チェックイン～夕食・宿泊～朝食～選べる体験
※子ども向け食事（夕食）の場合は -1,000 円 ※３歳未満無料
※体験不要の場合はお問い合わせください

お申込み・お問い合わせ

大分県さかもと村
【TEL】090-5297-1489【MAIL】sakamoto.mura@abelia.ocn.ne.jp

L

耶馬渓の森の恵みで作ろう！
エアミスト・除菌ミスト

P

〈開催日時〉

3/10（木）3/24（木）4/14（木）4/28（木）
各日 10:30～12:00（約 1.5 時間）

九州・大分で林業を営む久恒山林から生まれた、森と人とのライフスタイル提案ブラ
ンド
「六月八日」
。
生態系豊かな生命にあふれる森つくりを支えるために、森の恵みを感

じるもの・天然自然・有機無農薬・大分の農林産物にこだわり、国登録有形文化財を
会場に、
森を想う暮らしを実感していただけるものづくりを行います。

今日は一日、本耶馬渓を歩き三昧

– 競秀峰・青の洞門・古羅漢・羅漢寺橋 –

Story

観光地をつくる

7

M

〈持ち物〉飲み物・タオル・手袋・杖（必要な方）など
〈条
〈定

員〉各日 10 名（最少催行人数 1 名）

〈開催日時〉

Q

4/9（土）～ 10（日）※１泊２日

キャンプをやってみたいけれど何から始めたらいいのか…そんな皆さん！伐株山の麓

「憩いの森キャンプ場」でバンガローに泊まってみませんか？手ぶらで OK ！自然の中

での遊び・料理・体験を通して野遊びの楽しさを感じていただくアウトドアライフの
第一歩をご提供します。
お子さまとの思い出作りにもぜひ！

〈集合場所〉伐株山 憩いの森キャンプ場（玖珠郡玖珠町山田 3351）

下郷ぐるっと
里山サイクリングツアー

〈集合場所〉やばけいサイクリングツアーズ（中津市耶馬溪町大字宮園 32-1）

〈参加費〉4,800 円※小学生以下は要問合せ（レンタサイクル・保険・ガイド料・昼食）

〈条
〈定

員〉3 組

テントやアウトドアギアを使ってみたい、テントサイトを使ってみたい…でも初めての

場合は不安がつきもの。
どんな道具が必要か、どんな風にスケジュールを立てたら良い
かなど、本格的なアウトドアライフの第一歩として、手ぶらでキャンプデビューをして
みませんか？遊んで学べる１泊 2 日。
ぜひご家族でご参加ください。

〈集合場所〉伐株山 憩いの森キャンプ場（玖珠郡玖珠町山田 3351）
〈参加費〉１組 20,000 円（１組 3～6 名程度）

〈料金に含まれるもの〉備品レンタル一式・テントサイト代・食材代・保険等
〈持ち物〉各自宿泊に必要なもの（寝具不要）・マスク
〈定

員〉3 組

お申込み・お問い合わせ

R

Story
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旧耶馬渓鉄道線路跡ウォーク
百年のトンネルを歩き、
ようこそ耶馬渓へ！
– 厚ヶ瀬トンネル・青の洞門・荒瀬井路・耶馬渓橋 –

やばはく２０２１秋で大好評だった八面山でのスパイスカレー作り。
今回は、お花見を

しながら開催します。
薪割り、焚き火、スパイスカレー作りを体験して頂きます。
桜を見
ながら、
みんなで美味しいカレーを楽しく食べましょう！

〈集合場所〉八面山野外音楽堂駐車場（中津市三光田口 3572-8）
〈参加費〉3,500 円（昼食・飲み物・保険）

〈持ち物〉マスク・軍手・食器・スプーン・飲み物など
〈定

員〉各日 8 名（最少催行人数 5 名）

お申込み・お問い合わせ

八面山盛り上げ隊
【TEL】090-2502-5557（尾上）
【MAIL】naoki0117works@gmail.com

4/2（土） 4/23（土） 各日 9:00~15:00（約６時間）

若葉の季節、大正ロマンを感じる旧耶馬渓線の厚ヶ瀬トンネル 1 号・2 号を歩き耶馬渓

へ旅立ち。
江戸時代に造られ今も下毛原台地を潤す荒瀬堰・荒瀬井路を探索しながら
歩き、
昼食は旧耶馬渓線の当時の車両を店内外に配した｢汽車ポッポ食堂｣で松花堂弁当
を頂きます。
先人の知恵や歴史を感じるツアーです。

〈集合場所〉青の洞門公共駐車場（中津市本耶馬渓町曽木 2077）
〈持ち物〉飲み物・タオル・手袋・杖（必要な方）など
〈条
〈定

件〉歩きやすい服装で約 10km 歩ける方
員〉各日 20 名（最少催行人数 1 名）

お申込み・お問い合わせ

本耶馬渓町観光ボランティアガイドの会
【TEL】090-1165-8182（深水）【MAIL】fu-min.0916@ezweb.ne.jp

〈開催日時〉

3/27（日）4/3（日） 各日 8:30~12:00（約 3.5 時間）

〈開催日時〉

〈参加費〉3,900 円（保険・昼食・ガイド料・土産等）

2022 春

3.6

（日） ▶

4.30

開催スケジュール

O

員〉各日 6 名（最少催行人数 2 名）

やばけいサイクリングツアーズ
【TEL】090-3662-6761（松永）【MAIL】yabakei.cycling@gmail.com

伐株山憩いの森キャンプ場
【TEL】090-9404-8262（清武）【MAIL】ikoi.kirikabu@gmail.com

八面山でお花見をしながら
スパイスカレーを作ろう！

件〉小学生以上／約 10 ～ 15 キロを自転車で走行できる方

お申込み・お問い合わせ

いにしえを伝え
いまを生きる

4/23（土）～ 24（日）※１泊２日

鉄道跡の
「メイプル耶馬サイクリングロード」
を通り、
田園風景・里山に暮らす生活風景

〈持ち物〉マスク・動きやすい服装・靴・飲み物・タオル・リュックサックなど

伐株山憩いの森キャンプ場
【TEL】090-9404-8262（清武）【MAIL】ikoi.kirikabu@gmail.com

− 家族ではじめてのテント泊に挑戦 −

4/3（日） 4/24（日） 各日 10:00~15:00（約 5 時間）

耶馬溪町にある下郷地区をスタートし、耶馬溪最古といわれる雲八幡宮へ参拝、耶馬溪
ランのお弁当を景色の綺麗なところで食べます。

お申込み・お問い合わせ

N

〈開催日時〉

を眺めながらサイクリングします。
途中、手作り陶器のカフェで休憩したり地元レスト

〈持ち物〉各自宿泊に必要なもの（寝具不要）・マスク

〈開催日時〉

員〉各日 20 名（最少催行人数 1 名）

本耶馬渓町観光ボランティアガイドの会
【TEL】090-1165-8182（深水）【MAIL】fu-min.0916@ezweb.ne.jp

〈料金に含まれるもの〉バンガロー代・食材代・諸経費・保険代等

伐株山憩いの森
ステップアップファミリーキャンプ

件〉歩きやすい服装で約 10km 歩ける方

お申込み・お問い合わせ

〈参加費〉１組 28,000 円（１組 3～6 名程度）
〈定

天人橋、百年の石橋羅漢寺橋を歩いて巡り本耶馬渓町の魅力を堪能できるツアー。
競秀

〈集合場所〉青の洞門公共駐車場（中津市本耶馬渓町曽木 2077）

件〉10 歳以上（16 歳未満は要保護者同伴）

一般社団法人 中津耶馬渓観光協会
【TEL】0979-64-6565 【MAIL】info@nakatsuyaba.com

− バンガローではじめてのファミリーキャンプ −

禅海和尚が 30 年懸けて掘った青の洞門、福沢諭吉が護った競秀峰、古羅漢の国東塔・

〈参加費〉3,900 円（保険・昼食・ガイド料・土産等）

お申込み・お問い合わせ

伐株山憩いの森ファミリーキャンプ
＆アウトドアクッキング

各日 9:00~15:00（約６時間）

地元産にこだわる名店
「万千百園」
で手打ちそば堪能。
歩き三昧の一日です。

〈参加費〉3,000 円（体験・土産・保険料）
〈定

3/19（土） 4/30（土）

峰・古羅漢では、
断崖を鎖を伝って歩くスリルを味わいつつ、
歴史・文化を感じ、
昼食は

〈集合場所〉ショップ「六月八日」
（中津市上宮永 4-3-1 久恒山林（株）内）
〈条

〈開催日時〉

（土）

3. 6（日）J. 名勝耶馬渓「八面山の景」を整備しよう！
10（木）L. 耶馬渓の森の恵みで作ろう！六月八日①
12（土）G. プラ板鉄道ミニジオラマワークショップ①
19（土）I. やばけいゆ～らんサイクリングツアー①
19（土）P. 今日は一日、本耶馬渓を歩き三昧①
24（木）L. 耶馬渓の森の恵みで作ろう！六月八日②
26（土）C. トレッキングツアー in 三光・深水
26（土）E. 盆栽風鉄道ジオラマ「盆ラマ」ワークショップ
26（土）G. プラ板鉄道ミニジオラマワークショップ②
26（土）H. 百年の三つの石橋を歩いて巡る①
27（日）F. 盆栽風鉄道ジオラマ「盆ラマ」ワークショップ
27（日）O. 八面山でスパイスカレーを作ろう！①
◎下記プログラムは、期間中、随時開催します

A. パラグライダーで空中散歩 in 伐株山
K. 大分県さかもと村／農村宿泊と選べる自然・料理体験

4. 2（土）R. 百年のトンネルを歩き、ようこそ耶馬渓へ！①
3（日）Q. 下郷ぐるっと里山サイクリングツアー①
3（日）O. 八面山でスパイスカレーを作ろう！②
5（火）D. トレッキングツアー in 羅漢峠～屋形地区
9（土）G. プラ板鉄道ミニジオラマワークショップ③
9（土）I. やばけいゆ～らんサイクリングツアー②
9（土）～10（日）M. 伐株山憩いの森ファミリーキャンプ
14（木）L. 耶馬渓の森の恵みで作ろう！六月八日③
16（土）H. 百年の三つの石橋を歩いて巡る②
23（土）B. トレッキングツアー in 一ッ戸城址 & サイクリング
23（土）G. プラ板鉄道ミニジオラマワークショップ④
23（土）～24（日）N. 伐株山憩いの森ステップアップキャンプ
23（土）R. 百年のトンネルを歩き、ようこそ耶馬渓へ！②
24（日）Q. 下郷ぐるっと里山サイクリングツアー②
28（木）L. 耶馬渓の森の恵みで作ろう！六月八日④
29（金）I. やばけいゆ～らんサイクリングツアー③
30（土）P. 今日は一日、本耶馬渓を歩き三昧②

