
2017年九州旅行 博多 佐世保 長崎 諫早 雲仙 島原 熊本

太宰府 九十九島 平和公園 諫早 雲仙 ｵｰｼｬﾝｱﾛｰ 天草

１０月１８日（水）～２２日（日）



２０１７年 九州旅行　 大人２人

2017/10/18（水） 2017/10/19（木） 2017/10/20（金） 2017/10/21（土） 2017/10/22（日）

新神戸 福岡（博多） 福岡 長崎 長崎 熊本 新神戸

19:00

11:00 博多駅 AM 福岡観光 AM 九十九島観光 AM 長崎観光 AM 熊本観光 ～21:00

PM

カ11:30-13：30 会食 大濠公園 九十九島ｸﾙｰｽﾞ

ン 大濠庭園

チバスで往復 太宰府 小浜温泉

ロ PM 移動 PM 移動 雲仙

会 17:30 博多駅 博多駅 九十九島 熊本駅

佐世保 長崎

中州 長崎観光 島原港 博多駅

天神地下街 グラバー園

長崎市内 17:00 熊本港

宿泊（博多） 宿泊（佐世保） （夜）稲佐山

宿泊（長崎） 宿泊（熊本）

妹・益城町 15:20 17:28

17:30～19:00 福岡観光 9:00～15:00

AF 博多中州 AM 大濠公園 AM 九十九島観光 AM 長崎市内(2) 長崎駅前　 2,800円 長崎市内(1)

AF ｷｬﾅﾙｼﾃｨｰ AM 大濠庭園 佐世保駅前（バス） まるごと長崎車窓コース 浦上天主堂

AF 天神地下街 PM 福岡市植物園　？ 9:01-9:30 9：00 ～ 11：20  (2：20分) 平和公園

２時間 原爆中心地

13:05-13:30 15:20-17:28

7:21分 緑が丘 博多－佐世保（バス） （含む　九十九島ｸﾙｰｽﾞ50分） 長崎ー諫早ー雲仙-島原 列車とバス 西鉄バス 平和記念館

8:37分 新神戸 15:06-17:20分2,260 佐世保－長崎大橋　下車 13:20-13:38/14:00-14:53/16:11-16:57 熊本交通センター/博多ﾊﾞｽﾀｰﾐﾅﾙ2F 三菱重工

10:52分 博多 博多ﾊﾞｽﾀｰﾐﾅﾙ3F 14:00-15;25分 1,500 JR/島原鉄道バス(760+1,900=2660) 予約要否不明

西鉄 高速ﾊﾞｽ 佐世保駅前（バス）回数券　2,250円 バスのみ 長崎市内(2) 02.大浦天主堂

○要予約 高速バス長崎県営 長崎ー雲仙ー島原 01.グラバー園

×予約不要 13:10-14:51/16:11-16:57 博多ー新神戸 03.孔子廟

14:40-16:21/17:11-17:57 18:10-20:26 東山手洋風住宅群

17:30～ 18:00 ～ 16:00 ～ 長崎県営バス(1,800) 04.オランダ坂

NT 天神 NT 佐世保市内 NT 稲佐山 往復ﾛｰﾌﾟｳｴｲ　1,230円島原鉄道バス(+1,070=2,870) 産交バス 06.唐人屋敷跡

中州 弓張　？ 長崎市内(1) ×予約不要 予約要否不明 益城インター口/博多ﾊﾞｽﾀｰﾐﾅﾙ2F 05.出島

天神地下街 展海峰　？

10.眼鏡橋

宿泊 博多 佐世保 長崎 熊本

博多ラーメン ハンバーガー チャンポン 01.天草五橋

ﾎﾃﾙｻﾝﾗｲﾝ福岡大濠 佐世保ﾜｼﾝﾄﾝﾎﾃﾙ 長崎ﾜｼﾝﾄﾝﾎﾃﾙ 熊本水田

（大濠公園） （駅前） （駅前）

④

① ②

③
④



博多

太宰府へ

2017.10.18

カンチロ会　会食



2017.10.18

太宰府天満宮



2017.10.18

太宰府天満宮



太宰府

2017.10.18



2017.10.18

太宰府天満宮



太宰府

2017.10.18

太宰府天満宮



太宰府

2017.10.18

九州国立博物館

博多駅前道路 陥没事故地



2017.10.19ホテル サンライン大濠



2017.10.19大濠公園



2017.10.19

大濠公園



2017.10.19大濠公園



2017.10.19

大濠公園 日本庭園



2017.10.19大濠公園 日本庭園



2017.10.19大濠公園 日本庭園



2017.10.19大濠公園 日本庭園



2017.10.19

護国神社

福岡城址



九十九島 展望 展海峰

2017.10.19



九十九島 展海峰 2017.10.19



九十九島 展海峰 2017.10.19



九十九島 展海峰 2017.10.19



九十九島 展海峰
2017.10.19



ﾊﾟｰﾙｼｰﾘｿﾞｰﾄ

九十九島
2017.10.20

博多 佐世保



2017/10/20（金）九十九島



2017/10/20（金）九十九島



2017/10/20（金）

九十九島



2017/10/20（金）九十九島



2017/10/20（金）九十九島



2017/10/20（金）九十九島



2017/10/20（金）九十九島



2017/10/20（金）

九十九島



2017/10/20（金）

九十九島



2017/10/20（金）

九十九島



2017/10/20（金）九十九島



佐世保市内いろいろ

2017/10/20（金）
展海峰行バスから



2017/10/20（金）

佐世保バーガを求めて

佐世保駅前



2017.10.19

佐世保ワシントンホテル



長 崎
01.大浦天主堂 02.グラバー園 03.オランダ坂 04..孔  子  廟

2017/10/20（金）



大浦天主堂 2017/10/20（金）



大浦天主堂 2017/10/20（金）



グラバー園 2017/10/20（金）



グラバー園 2017/10/20（金）



グラバー園

2017/10/20（金）

ｱﾒﾘｶﾃﾞｲｺ

ランタナ

ﾌﾞｰｹﾞﾝﾋﾞﾚｱ

ミツバハマゴウ・プルプレアもあった



グラバー園

2017/10/20（金）



グラバー園 2017/10/20（金）



グラバー園 2017/10/20（金）



孔  子  廟

　孔子廟（こうしびょう）は、中国、春秋時代の思想家、儒教の創始者

である孔子を祀っている霊廟（霊を祀る建物）。

2017.10.20



2017/10/20（金）孔  子  廟



2017/10/20（金）孔  子  廟



2017/10/20（金）

孔  子  廟 2017/10/20（金）



長崎市内いろいろ 2017/10/20（金）

稲佐山夜景ツアーバスから



長崎ワシントンホテル 2017/10/20（金）



2017/10/20（金）
　　JR長崎駅は

①手荷物一時預かり（コインロッカー）を何回も利用

②長崎から佐世保行電車で諫早へ行く



2017/10/20（金）

長崎ワシントンホテル

長崎新地中華街は

ワシントンホテルすぐ近く

ワシントンホテルは築町電停すぐ近く



2017/10/20（金）長崎新地中華街



長崎ワシントンホテル長崎新地中華街

2017/10/20（金）



長崎 夜景

日本　三大夜景

函館　函館山から望む夜景

神戸　摩耶山掬星台から望む夜景

長崎　稲佐山から望む夜景

夜景ツアーに参加した（長崎ワシントンホテルから乗車）

2017/10/20（金）



2017/10/20（金）長崎 夜景
　　バスツアー　ガイドさん

「今夜の長崎夜景は最近では珍しく鮮明によく見えます」

　とのことだった



長崎 ２ 日目 ２日目は出島・平和公園・雲仙地獄を見て島原経由熊本へ 2017.10.21

長
崎
・
出
島



2017.10.21

出島

小学生も社会見学？　修学旅行？　で訪れていた

大分県　日田市の



2017.10.21出島



2017.10.21

出島



出島 ～ 平和公園 (松山町) へ

JR長崎駅

2017.10.21



浦上天主堂

平和公園

原爆資料館

原爆中心地

次は

へ

2017.10.21



2017.10.21

平
和
公
園

平和公園　　中国からの観光客ものすごく多かった

　　　　500人はいた　？　なにかイベントでも？



浦上天主堂

平和公園

2017.10.21



浦
上
天
主
堂

2017.10.21



2017.10.21



原爆資料館
2017.10.21



ファットマン

2017.10.21
原爆資料館



2017.10.21

原
爆
落
下
中
心
地

ずっと好天気　ここで　少し傘を使った



島原半島

長崎 諫早 雲仙 島原 2017.10.21



2017.10.21

諫早駅　リニューアル中？　工事中





雲仙 温泉・ 地獄 2017.10.21



雲仙 温泉・ 地獄 2017.10.21



雲仙 温泉・ 地獄
2017.10.21



雲仙 温泉・ 地獄
2017.10.21



雲仙 温泉・ 地獄2017.10.21



天 草 長崎 諫早 雲仙 島原 熊本博多 佐世保2017.10.22

粟嶋神社
日本最古の鳥居

日本最小の鳥居



三角 西港 2017.10.22



2017.10.22
三角 西港



天　　草 2017.10.22

天草 四郎（あまくさ しろう）、元和7年（1621年）/元和

9年（1623年） - 寛永15年2月28日（1638年4月12日）

は、江戸時代初期のキリシタン。島原の乱における一揆軍

の最高指導者とされている。



2017.10.22 天　　草


