
別紙

〔キャンペーンのポイント〕
１ 「霧島アートの森」の現代アート

「霧島アートの森」は標高約７００メートルの位置にある
野外美術館です。
１３万平方メートルもの広大な敷地に、２２名の現代アー

ティストの作品を展示しています。

（１）園内ツアー（毎週日曜日 １３:３０～）
霧島アートの森の「野外アート」の数々を、学芸員が

ご案内します。現代美術のすばらしさや楽しさを体感で
きます。

（２）発見楽しみ工房（毎月第２土曜日 １３:３０～）
現代アート風の作品制作を行います。

（３）アート体感ツアー（毎月第３土曜日 １３：３０～）
現代美術の魅力を体感できるワークショップ。作品鑑賞後、

現代アート風の作品制作を行います。

２ 「霧島国際音楽ホール（みやまコンセール）」の音楽
「霧島国際音楽ホール（みやまコンセール）」は、緑

あふれる自然の中に建つ音楽ホールです。立体感のある
豊かな響きを味わうことができます。

（１）ミニコンサート（原則、休館日（月曜日）以外の平日 １０:３０～、１３:３０～）
ピアノの原形と言われる「チェンバロ」が、ピアノへと移り変わった歴史変遷

をご紹介。当ホールの奇跡とも言われる音響で、クラシック音楽もお楽しみくだ
さい。

施設見学は、事前申込みで無料でご案内します。
ミニコンサートは原則として、３０人

以上の団体が対象です。事前にお問い合
わせの上、ご希望の日の前月２０日まで
にお申込みください。

（２）コンサートツアー
キャンペーン期間中は次の日程でコンサートを開催します。

期 日 時 間 名 称

4月22日（日） 14:00～16:00 第80回日本音楽コンクール受賞記念演奏会

5月20日（日） 14:00～16:00 花開くドイツ・バロック

6月17日（日） 16:00～18:00 スウェーデン放送合唱団

（３）霧島郷土芸能の夕べ
華麗な舞を披露する「霧島神楽」をはじめ、国の始まり

の荘厳さを太鼓で表現する霧島市民俗無形文化財「霧島九
面太鼓」など、郷土色豊かな舞台を楽しめます。
・開催日：３/２３（金）、４/７（土）、５/２６（土）、

６/９（土）
・開 演：２０：３０～



３ 芸術作品を鑑賞しながらの散策
キャンペーン期間中、霧島温泉郷などに県内外作家の

芸術作品を展示します。また、芸術があるまちづくりを
進めている湧水町には、町内の様々な場所に芸術作品が
展示されています。
キャンペーンパンフレットに掲載されている「アート

散策マップ」で、アートいっぱいの霧島をぜひ散策して
ください。

（芸術作品展示箇所）
・霧島市のホテル、観光案内所等（１５箇所）
・湧水町の公園、道路沿い等（２１箇所）

４ 体験
観光施設などでは、陶芸やアクセサリー

作りなどの体験プログラムを実施できます。
また、キャンペーン期間中、おトクな

特典もご用意しています。

（体験プログラム例）

施 設 名 体験プログラム 内 容

霧島高原まほろばの里

（0995-78-2240）

陶芸体験 電動ろくろを使って、初心
者でも陶芸の醍醐味を体験
できます。

霧島アート牧場

（0995-74-1333）

ひき馬，ひき馬お散歩コース，
草原トレッキング

お子様でも安心の「ひき馬
」や、初心者でも操作をし
て散歩に出かけられる「お
試しコース」など、気軽に
乗馬を楽しめます。

上床牧場アンの家

（0995-75-2310）

自然散策とバターづくり 大自然を感じながらの散策
やバター作りを体験できま
す。

（キャンペーン期間中のおトクな特典）
①霧島高原乗馬クラブ（騎乗体験）

キャンペーン期間中、パンフレット掲示により各騎乗料１０％割引。

②霧島町蒸留所（焼酎のオリジナルラベル作成体験）
キャンペーン期間中に焼酎をお買い上げのお客様に、「霧島の名水明るい農村（２

L）」を１本プレゼント。

③上野原縄文の森（縄文体験）
キャンペーン期間中、「上野原縄文の森」の企画・常設展示室を見学された方に、

オリジナルクリアファイルとアクセサリーキットをプレゼント。
※パンフレット提示につき１セット



５ ランチ＆スイーツ
飲食店やホテル等では、キャンペーンに合わせた季節感のあるランチやスイーツ

を提供します。
また、キャンペーン期間中のおトクな特典もご用意しています（一部、期間が異

なる施設があります）。

（ランチ＆スイーツ例）

施 設 名 メニュー

Happy Life Cafe Mies
（カフェ ミース）

（0995-74-1772）

・スイーツ
橙のピールを使ったスコ
ーンと自家焙煎コーヒー
春ブレンドのセット

la soeur（ら すぅーる）

（0995-57-2551）

・ランチ
フランスパンで作ったサ
ンドイッチと自家製野菜
スープ、ドリンク、デザー
トのセット

・スイーツ
季節限定のスイーツパン

ホテル霧島キャッスル

（0995-78-2211）

・スイーツ
霧島茶を使ったオリジナ
ルスイーツ

（キャンペーン期間中のおトクな特典）
キャンペーン期間中、ランチやスイーツをご注文の方には、温泉入浴割引やラス

クプレゼントなど、お得な特典をご用意しています。

６ ワークショップ・ミニコンサート
キャンペーン期間中、霧島温泉郷のホテル

などでワークショップやミニコンサートを開
催します。宿泊者等に限らずどなたでも参加
できます。

（１）ワークショップ

場 所 日 時 内 容
キャンドルホ
ルダーづくり

道の駅「霧島」神話の
里公園

（090 -7155-2941 コリス工房）
又は

（0995 -57-1711 神話の里公園）

3/24（土）
4/28（土）
6/23（土）

10:00～16:00
※要予約

陶土で、おうちの形をし
たキャンドルホルダーを
作ります。

所要時間：約30分～１時間
料 金：700円
※焼成後，着払い（別途）にて宅配

どんぐりクラ
フト

霧島いわさきホテル

（0995 -74-3111 湧水町商工観光課）
又は

（0995 -78-8888 霧島いわさきホテル）

3/31（土）

10:00～，14:00～

どんぐりを使ったクラフ
ト体験ができます。

所要時間：30分～１時間
料 金：300円

陶の動物を作
ろう！

道の駅「霧島」神話の
里公園

（090 -7155-2941 コリス工房）
又は

（0995 -57-1711 神話の里公園）

5/3（木・祝）
5/4（金・祝）
5/5（土・祝）

10:00～16:00

手のひらサイズの動物オ
ブジェを作ります。

所要時間：約30分
料 金：500円（２個目からは300円）
※焼成後，着払い（別途）にて宅配

竹のコースタ
ーづくり

霧島いわさきホテル

（0995 -74-3111 湧水町商工観光課）
又は

（0995 -78-8888 霧島いわさきホテル）

6/2（土）

10:00～，14:00～

竹職人の指導のもと、コ
ースターを作ります。

所要時間：約２時間
料 金：500円

（２）ミニコンサート



場 所 日 時 内 容

ロビーコンサート 霧島国際ホテル

（0995 -78-8000 みやまコンセール）
又は

（0995 -78-2621 霧島国際ホテル）

3/20（火・祝）
6/30（土）

20:00～ みやまコンセールの
協力演奏家たちによ
るコンサートです。ミニコンサート 霧島高原まほろばの里

（0995 -78-2240 霧島高原まほろばの里）

4/1（日）

11:00～

７ 霧島アートな旅キャンペーンスタンプラリー
県外（海外を除く）在住者で、キャンペーン期間中に、

チェックポイント５箇所のうち３箇所以上を訪れた方に、
鹿児島県産黒豚、黒牛いずれかが合計２００名様に当たる
スタンプラリーを実施します。

（チェックポイント）
・霧島アートの森
・栗野駅
・霧島国際音楽ホール（みやまコンセール）
・霧島温泉観光案内所（霧島温泉市場）
・霧島市観光協会（霧島神宮前）

（応募方法）
・キャンペーンパンフレットに掲載している応募ハガキを切り取り、３箇所のチ
ェックポイントでスタンプを押印してチェックポイントに設置してある専用
の回収箱に投函、または事務局へ郵送してください。

（応募締切）
・第１回締切 平成２４年５月１３日（日）
・第２回締切 平成２４年６月３０日（土）※消印有効

（当選発表）
・商品の発送をもって発表にかえさせていただきます。

８ 二次アクセス
「霧島アートな旅キャンペーン」を快適に楽しむ二次アクセスです。

（１）霧島アートバス（※キャンペーン期間中）
霧島神宮駅と霧島アートの森を往復する便利なバスが特別に運行します。

①運行日
３/２０～６/３０の土・日・祝及び５/１、２

②運行区間
霧島神宮駅～霧島神宮～霧島温泉市場～霧島国際音楽ホール（みやまコンセール）～

霧島アートの森 ※往復
③料金

１日乗降自由券５００円（１回乗車券は３００円）
※必ず事前に乗車券購入が必要。

④乗車券購入場所
霧島市観光案内所（霧島神宮前）、霧島温泉市場、霧島アートの森（施設内カ

フェ）、栗野駅、霧島国際音楽ホール（みやまコンセール）（施設内カフェ）
霧島神宮駅駅前通り（総合衣料 よしなが）

⑤お問い合わせ
０９９５－４５－６７３３（いわさきバスネットワーク（国分営業所））



（２）霧島「のったりおりたりマイプラン」
霧島観光に便利な路線バス１日乗り放題のきっぷです。

①運行日
毎日運行

②主な乗り放題区間
・霧島温泉駅～丸尾～霧島いわさきホテル
・国分駅～霧島神宮駅～丸尾～霧島いわさきホテル
・嘉例川～妙見温泉～隼人駅
・嘉例川～丸尾～霧島いわさきホテル
・霧島市役所～国分駅～妙見温泉～丸尾～霧島いわさきホテル

③料金
大人 １，０００円 こども ５００円

④乗車券購入場所
ＪＲ九州の主な駅のみどりの窓口や九州の主な旅行会社

⑤お問い合わせ
０９９５－４５－６７３３（いわさきバスネットワーク（国分営業所））

（３）霧島・えびの高原定期観光バス
乗ってるだけで霧島の見どころを楽しめる定期観光バス。午前発のＡコース、

午後発のＢコース、１日コースがあります。
①運行日

毎日運行
②行程
・Ａコース（こうげんコース）
霧島いわさきホテルなど（９:１０～９:５５）～観光（霧島神宮・高千穂河原
・えびの高原）～霧島いわさきホテルなど（１２:１５～１２:５３）

・Ｂコース（りょうまコース）
霧島いわさきホテル（１２:１５～１４:２０）～観光(塩浸温泉(龍馬公園)･和
気神社･犬飼滝展望台･霧島民芸村･霧島神宮)～霧島いわさきホテル（１７:０５
～１７:３０）

③料金
・Ａコース
（丸尾･霧島いわさきホテル降車）大人 １，７００円 こども １，３００円
（上記以外で降車）大人 ２，１００円 こども １，５００円

・Ｂコース
（丸尾･霧島いわさきホテル乗車）大人 ２，１００円 こども １，４００円
（上記以外で乗車）大人 １，７００円 こども １，２００円

・１日コース（Ａコース＋Ｂコース）
（丸尾･霧島いわさきホテル乗車）大人 ３，７００円 こども ２，４００円
（上記以外で乗車）大人 ３，３００円 こども ２，２００円

④乗車券購入場所
霧島いわさきホテル（ホテルフロント）、霧島神宮（おみやげ「江口屋」）、
丸尾（「カジロが湯」温泉受付）、霧島神宮駅（クリーニングショップ「富士」）

⑤お問い合わせ
０９９５－４５－６７３３（いわさきバスネットワーク（国分営業所））
※平成２４年２月現在、新燃岳の噴火の影響により、高千穂河原への運行
見合わせております。

（４）湧水町ふるさとバス
「栗野駅」「霧島アートの森」を経由する路線バスです。「霧島アートの森」へ
は「観光回り」と「東回り」をご利用ください。

①運行日
・観光回り 土曜・日曜・祝日（春休み期間の平日も運行）
・東 回 り 平日



②行程
・観光回り
いきいきセンターくりの郷～栗野駅～霧島アートの森～丸池（栗野駅）～
いきいきセンターくりの郷

・東回り
いきいきセンターくりの郷～栗野駅～霧島アートの森～栗野駅～
いきいきセンターくりの郷

③料金
大人（高校生以上）２００円、中学生１００円、小学生５０円、
未就学児３０円

④お問い合わせ
０９９５－７４－３１１１（湧水町企画課）

（５）駅から観タクン鹿児島
霧島の観光スポットをタクシーで手軽に巡れます。龍馬とお龍のハネムーンロ

ードを巡る霧島温泉駅発着コース、神話の里に広がる雄大な景色を楽しむ霧島神
宮駅発着コース、薩摩の歴史と渓谷の自然に触れる隼人駅発着コースなどがあり
ます（小型タクシー１台２時間５，０００円）。予約は不要です。
ＪＲ九州のみどりの窓口で発売している利用券をお求めください。

（６）駅レンタカー
ＪＲで駅に着いたら、自由に観光できる便利な駅レンタカーがあります。また、

インターネットでの予約も可能です。
（お問い合わせ）

０９２－４８３－０４９２（駅レンタカー九州予約センター）

〔鹿児島へのおトクな商品〕

ＪＲと宿泊がセットになったおトクな旅行プラン

主な旅行会社では、往復ＪＲ利用に宿泊がセットになった旅行プランを発売してい

ます。詳しくは、主な旅行会社におたずねください。

〔キックオフイベント〕
「霧島アートな旅キャンペーン」の始まりを告げるキック

オフイベントを「霧島アートの森」と「ＪＲ栗野駅周辺」で
開催します。両会場ではアートを体感できる様々なイベント
が繰り広げられます。

（１）名 称
山陽・九州新幹線直通一周年記念
「霧島アートな旅キャンペーン」キックオフイベント

（２）開催日時
平成２４年３月２０日（火・祝） １０:００～１６:００

（３）内 容
・メイン会場／霧島アートの森

オープニングアトラクション、パフォーミングアート、
クイズラリー

・サブ会場／ＪＲ栗野駅周辺
（丸池公園エリア）

チェーンソーアート大会、アートマーケット、
アートワークショップ、物産市

（ＪＲ栗野駅エリア）
アートギャラリー、軽トラ市、アートウォークラリー


