
霧島山は現在も活動が続いている活火山です。立入禁止（規制）区域を設定していますので
必ず守りましょう。また立入禁止を行っていない区域でも火山災害時の危険があることをご承
知いただき登山する場合は注意事項を守りましょう。

◉登山は自己責任が原則です。　　　◉入山前には登山届を出しましょう。
◉ラジオ・携帯電話・コンパス等を携行し、風向き、天候の情報などを収集するようにしてください。
◉地震や地鳴り、鳴動等の異常を感じたときは、慌てず速やかに下山してください。

最新情報を収集して安心安全に登山を楽しみましょう
◉異常を感じたら　鹿児島地方気象台（☎099-250-9916）
◉気象庁　火山情報　http://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/volcano.html

注意事項

ガイドクラブ
霧 島

霧島地域周辺の街歩き・森林セラピー・トレッキング・ジオ等のガイドをします！

K�ishima Guide Club

～登 山者のみなさまへ～

制作 霧島市観光ガイド連絡協議会（霧島市観光協会内）
☎0995-78-2115　FAX.0995-78-2115　HP http://kirishimakankou.com/kirishima-guide/



霧島市ふるさとガイドクラブ
Kirishima City Furusato Guide Club

DATA

島を熟知したガイドがそれぞれのコースを安全に約束の時間に目的地までご
案内いたします。四季折々にみられるたくさんの高山植物の説明や絶好の写

真撮影スポットのご案内をいたします。

ガイド料金とコースのご案内

設　　立

エ リ ア

案内人数

平成24年6月

霧島連山全域及び周辺地域

ガイド1人で10〜20人

コース ガイド料金 コースの紹介

韓国岳と大浪池、えびの高原 8,000円 霧島連山の最高峰から360度の展望と眼下の大浪池や
新燃岳の生きた火口を楽しめる。

高千穂峰（高千穂河原往復） 6,000円 天孫降臨の山。新燃岳噴火で様変わりしたコースは落
石や滑りやすいので注意。

大浪池（周回） 7,000円 日本最大の山頂火口湖。春はマンサク、初夏はミヤマ
キリシマ、秋は紅葉、冬は樹氷を楽しめる。

三湖めぐり 5,000円 えびの高原の美しい3つの湖を巡る気軽に森林浴が楽し
める初級コース。

甑岳 5,000円 プリンを逆さにしたような山容が珍しい。新しく山頂
火口壁一周コースの魅力が加わる。

森林セラピー丸尾自然深勝路 4,000円 樹齢200年以上の大木繁る神秘的世界。森林の持つリ
ラックス効果を五感を通して感じられる。

霧島七不思議（文字岩以外） 4,000円 霧島神宮周辺に昔から不思議な現象が起こると語り継
がれた話。

霧

お
申
し
込
み
先

霧島市ふるさとガイドクラブ
〒899-4201 鹿児島県霧島市霧島田口2459-6（霧島市観光案内所内）
☎0995-57-1588（受付時間：9時〜17時　受付締切：前日まで）
E-mail： kirikan@kirishimacho.com



霧島ネイチャーガイドクラブ
Kirishima Nature Guide Club

DATA

クラブは、エコツーリズム、ジオツーリズムの推進に寄与します。ジオガイ
ド登録者が多く、また植物、地質、それぞれの専門ガイドが所属しており、

ガイドとしてツアー参加者の安全を第一に考えて案内いたします。登山ガイド、山
麓ガイドも所属しております。

ガイド料金とコースのご案内

設　　立

エ リ ア

案内人数

平成14年2月

霧島山、開聞岳、山麓など

ガイド1人で25人まで

コース ガイド料金 コースの紹介

登山ツアー 15,000円 霧島山全般、宮崎、鹿児島県内九州自然歩道、霧島オ
ルレコース

山麓ツアー 10,000円 霧島六社権現、霧島神水峡遊歩道など

当

お
申
し
込
み
先

霧島ネイチャーガイドクラブ
〒886-0000 宮崎県小林市細野1457番地
☎0984-22-7330（FAX兼用）（受付時間：8時〜17時）
HP： http://knghp.web.fc2.com/
E-mail： kyushiu-huruzono@kir.biglobe.jp

※小グループなどのガイドもいたしますが、料金は打ち合わせの上



霧島シルバー観光ガイドしっちょいどん
Kirishima Silver Guide Kirishima Sichoidon

DATA

センターでは、重要文化財「霧島神宮」、国指定の史跡「隼人塚」、大隅・薩摩随
一の大社である「鹿児島神宮」とその周辺のパワースポットの観光ガイドを行っ

ています。人生経験豊かな霧島シルバー観光ガイドが、心をこめてご案内いたします。

ガイド料金とコースのご案内

設　　立

エ リ ア

案内人数

平成19年4月

国分、隼人、
霧島、牧園

ガイド1人で1〜15人

コース ガイド料金 コースの紹介

霧島神宮周辺

１名につき

300円

重要文化財「霧島神宮」とその周辺のパワースポット、
その魅力をガイドとともに体感しませんか？

鹿児島神宮周辺 鹿児島神宮周辺は、石體神社、蛭児神社など不思議な力が刻まれ
たところです。ガイドとともに、この力に巡り合ってみませんか？

浜之市周辺
隼人族を慰霊する隼人塚、島津義久が築いた「富隈城
跡」など、史跡に恵まれた浜之市周辺を、人生経験が
豊富なガイドとともに巡ります。

大隅国分寺跡周辺 国指定の史跡「大隅国分寺跡」や島津義久の築いた「舞鶴城跡、
金剛寺跡」など、史跡・文化財の宝庫をガイドがご案内します。

和気神社・犬飼滝周辺 和気清麻呂公を祀る和気神社、坂本竜馬も眺めたとい
う迫力の犬飼滝をガイドと共に巡りませんか？

国分城山公園周辺
絶壁に囲まれた天然の要塞で「隼人の乱」の舞台となっ
た七城、義久の詰めの城の役割を担った隼人新城とし
ての城山を中心にご案内します。

当

お
申
し
込
み
先

公益社団法人　霧島市シルバー人材センター
〒899-5106 鹿児島県霧島市隼人町内山田1丁目14-15
☎0995-42-8585（受付時間：9時〜17時 ※平日のみ）　FAX：0995-42-8886
HP： http://kirishima-sjc.or.jp　E-mail： kirishima@sjc.ne.jp
ねんりん隼人駅前店 ☎080-5600-7774（受付時間：9時〜17時 ※年末年始休み）



霧島森林セラピーガイドクラブ
Kirishima Forest Therapy Guide Club

DATA

フレッシュ効果が実証された森を、五感を使ってゆっくり歩きます。「森林
セラピスト」「森林セラピーガイド」の資格を持つガイドが、効果的に森林

の持つ癒しの力を感じていただくお手伝いをさせていただきます。

ガイド料金とコースのご案内

設　　立

エ リ ア

案内人数

平成25年11月

森林セラピーロードに認定
を受けた「柳ヶ平散策路」

「手洗散策路」「丸尾自然探
勝路」「霧島神水峡遊歩道」

ガイド1人で5〜6人まで

リ

お
申
し
込
み
先

森林セラピーガイドクラブ
〒899-4201 鹿児島県霧島市霧島田口2459-6（霧島市観光案内所内）
☎0995-57-1588（受付時間：9時〜17時　受付締切：3日前まで）
E-mail： kirikan@kirishimacho.com

コース ガイド料金 コースの紹介

半日コース 5,000円

①柳ヶ平散策路（平坦なコース：小さなお子様、高齢
者の方にお勧めです。約2.5km）

②手洗い散策路（ゆるやかなコース：赤松林、モミジ
などの木々を抜けて歩きます。片道900m）

③丸尾自然探勝路（ちょっとした登山気分を楽しめる
コース　約2.3km）

④神水峡（天孫降臨の地「霧島」川沿いの遊歩道を歩
くコース 約1.8km）

※各コースのガイド料金は保険料込



きりしまジオフレンド
Kirishima Geo Friend

DATA

オとは「大地・地球」などの意味。霧島の自然と人々のくらしとのかかわりを
大地まるごと感じ、学び、楽しむ公園が「霧島ジオパーク」です。成り立ち

も顔だちも異なる20余りの山々を舞台に、四季折々の動植物たち、ユニークな地層・
岩石たち、そして火山と人々の暮らしを織り交ぜながら、わたしたちジオガイドがパー
クの見どころ（ジオサイト）を楽しく案内させていただきます。

代表的なコースのご案内

設　　立

エ リ ア

案内人数

平成27年3月

霧島山と山麓のジオサイト

山岳コース（原則10名／ガイド）
山麓コース（原則15名／ガイド）

ジ

お
申
し
込
み
先

きりしまジオフレンド
〒899-5223 鹿児島県姶良市加治木町新生町557
☎090-5283-6176（受付時間：9時〜17時 　受付締切：案内日の一週間前まで）
E-mail： copris7@kbd.biglobe.ne.jp

コース ガイド料金 コースの紹介

山岳コース 8,000円〜12,000円 えびの高原周辺の山たち
（池めぐり、韓国岳など）

山麓コース 8,000円〜10,000円 高千穂河原周辺
（高千穂峰、中岳中腹探勝路、御池など）

登山コースは難易度にあわせてご提案します。オルレコース、セラピーコースにもたくさんのジオサイトがありま
すので、関係のガイド団体と調整・計画することも可能です。予算等もお気軽にご相談ください！



霧島市ふるさとガイドクラブ主催  イベントカレンダー

霧島森林セラピーガイドクラブ主催  イベントカレンダー

お申し込み・お問い合わせ︱事務局（霧島市観光案内所内） ☎0995-57-1588

お申し込み・お問い合わせ︱事務局（霧島市観光案内所内） ☎0995-57-1588

春のえびの岳散策「花々を愛でる」4月
下旬

森林浴ウオークinつつじヶ丘とえびの岳4月
中旬

高千穂峰トレッキング「誘いのミヤマキリシマ」5月
下旬

森林浴ウオーク高千穂河原とミヤマキリシマ鑑賞5月
下旬

紅紫に染まる韓国岳「深山に咲く花を満喫」5月
下旬

森林セラピーウオークin柳ヶ平散策路6月
下旬

矢岳トレッキング「新緑と花に癒しを求めて」7月
上旬

森林セラピー癒しの休日イベント7月

山の日の高千穂峰「山に親しみ、山に感謝する」8月
中旬

森林セラピーウオーク台明寺渓谷公園8月
下旬

矢岳、初秋に咲く花 「々涼風に吹かれて花を楽しむ」9月
下旬

森林浴ウオーク大浪池古道散策9月
下旬

紅葉の大浪池「秋色のコントラスト」11月
上旬

森林浴ウオーク高千穂河原から矢岳麓散策10月
下旬

厳しくも美しい韓国岳「冬山の魅力を感じる」1月
下旬

森林セラピー癒しの休日イベント11月

モノクローム大浪池「この季節にしか出会えない」2月
下旬

森林セラピーウオークin神水峡12月
上旬

※イベント内容については変更になる場合がございますので参加される場合は必ずご確認下さい。



霧島山は現在も活動が続いている活火山です。立入禁止（規制）区域を設定していますので
必ず守りましょう。また立入禁止を行っていない区域でも火山災害時の危険があることをご承
知いただき登山する場合は注意事項を守りましょう。

◉登山は自己責任が原則です。　　　◉入山前には登山届を出しましょう。
◉ラジオ・携帯電話・コンパス等を携行し、風向き、天候の情報などを収集するようにしてください。
◉地震や地鳴り、鳴動等の異常を感じたときは、慌てず速やかに下山してください。

最新情報を収集して安心安全に登山を楽しみましょう
◉異常を感じたら　鹿児島地方気象台（☎099-250-9916）
◉気象庁　火山情報　http://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/volcano.html

注意事項

ガイドクラブ
霧 島

霧島地域周辺の街歩き・森林セラピー・トレッキング・ジオ等のガイドをします！

K�ishima Guide Club

～登 山者のみなさまへ～

制作 霧島市観光ガイド連絡協議会（霧島市観光協会内）
☎0995-78-2115　FAX.0995-78-2115　HP http://kirishimakankou.com/kirishima-guide/

霧島ネイチャーガイドクラブ主催  イベントカレンダー

霧島シルバー観光ガイドしっちょいどん主催  イベントカレンダー

お申し込み・お問い合わせ︱霧島ネイチャーガイドクラブ ☎0984-22-7330

お申し込み・お問い合わせ︱霧島市シルバー人材センター ☎0995-42-8585

まんさく鑑賞会3月
中旬

春の花を訪ねて4月
上旬

地質の日　ノカイドウ鑑賞会4月
下旬

ミヤマキリシマ鑑賞会5月
下旬

オオヤマレンゲ鑑賞会6月
上旬

和氣神社史跡巡り「白い猪と藤棚」5月
上旬

国分夏祭り史跡巡り「義久と史跡の宝庫」7月
中旬

ナツツバキ鑑賞会7月
中旬

浜之市史跡巡り「隼人族慰霊の地」9月
下旬

山の日イベント8月
中旬

霧島神宮史跡巡り「重要文化財と紅葉」11月
下旬

ガイド研修会9月
中旬

鹿児島神宮初午祭史跡巡り「不思議な力が刻まれたところ」3月
上旬

紅葉鑑賞会10月
下旬

国分城山公園史跡巡り「隼人の乱の舞台となった隼人七城」3月
下旬


