
　豊後と日向を結ぶ江戸時代の街道沿い
にあった戸次本町。古くは在町と呼ばれたこ
の地には、今も歴史的建造物や当時の町並
みが残っています。また、築140年の古民家
を利用した「Art cafe ときのたね」では、手び
ねりによる陶芸体験ができます。

蔵のあるレトロな
まちなみを歩く

Art cafe ときのたね
n大分市大字中戸次4358
x090-9577-1345    
a火～土曜10：30～※日・月曜
は応相談
※詳細についてはお問い合わ
せください

散策
MAP

戸次本町
まちなみ散策歴

史
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霊山寺本堂で坐禅と写経を行います。どち
らかを選ぶこともできます。手ぶらで参加でき
ます。また、霊山寺の山門（市指定有形文化
財）は、松平忠直（一伯）公の寄進といわれ
ています。

松平忠直（一伯）公
ゆかりの寺で体験

n大分市大字岡川855
h霊山寺 x097-541-0162
a予約による（9：00～16：00）
※５日前までに電話にて申込み
c坐禅体験1000円、写経体験1000円
※所要時間はそれぞれ1時間
※詳細についてはお問い合わせください

霊山寺
坐禅＆写経体験歴

史
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　住職の心癒される法話を聞いて、水墨画
に挑戦できます。初めての方でも優しく楽しく
教えてくれます。聞いて、書いて、心おだやか
なひとときを過ごしてください。必要な道具は
揃っていますので、手ぶらで参加できます。詳
しくは、下記ＱＲコードをご覧ください。

心がおだやかになる
禅の世界を体感

n大分市大字木佐上914
h浄慶寺
x097-576-1571
a予約による※５日前までに電
話にて申込み
c 1000円※所要時間は１２０分

詳しくは
コチラ

浄慶寺
法話と水墨画体験歴

史
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　早吸日女神社では、全国でも珍しい、一
定期間蛸を絶つと願いが成就するといわれ
る「蛸断ち祈願」が行われています。1000円
で蛸の絵が描かれた絵を購入し、願い事を
書いて奉納するもので、蛸の絵は自分で描く
こともできます。

n大分市佐賀関3336-2
h早吸日女神社 x097-575-0341
hさがのせきまちづくり協議会 x097-575-2000
※観光ボランティアガイドが利用できます。詳細につ
いてはお問い合わせください

早吸日女神社
蛸断ち祈願歴

史
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【 自然と歴史 体験ガイド 】

Special exp�ien�
in Oita city.

「神武東遷」ゆかりの地で
蛸断ち祈願体験

大分市観光課
［ 発 行 ］

〒870-8504 大分市荷揚町2-31 tel.097-537-5717
掲載した情報は2021年3月現在のものです。

その後の情報が変更になる場合もありますので予めご了承ください。

自然
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tel.097-532-7000
［ バス ］
●  大分バス

tel.097-534-7455●  大分交通

［ 観光タクシー ］
●  大分県タクシー協会

tel.097-558-5759

［ レンタカー ］
●  駅レンタカー 九州大分駅営業所
大分市金池南1-1-5 tel.097-500-8880

●  オリックスレンタカー 大分駅前店
大分市金池町1-1-15 tel.097-534-8694

●  ニッポンレンタカー 大分駅前営業所
大分市金池町1-5-1 tel.097-534-4500

●  タイムズカーレンタル 大分駅前店
大分市金池町1-2-12 tel.097-534-0762

［ おおいたシェアサイクル ］

交 通 案 内

●  日産レンタカー 大分駅前店
大分市要町3-10 tel.097-534-0138

●  バジェットレンタカー 大分支店
大分市末広町1-6-22 tel.097-537-0543

●  トヨタレンタリース大分駅前店
大分市東大道1-3-1 
ＫＣＡ・アクロスプラザ大分駅南1Ｆ 
tel.097-545-0155

市内に設置しているサイクルポート間であれば、24時間いつでもどこでも
自由に電動アシスト自転車の貸出・返却ができます。サイクルポートの設
置場所や利用方法は右のＱＲコードからご覧ください。

●  大分市観光協会
●  大分市観光案内所

大分市荷揚町2-31 tel.097-537-5764
大分駅構内 tel.097-532-0723

観 光 案 内



　大分市と別府市を結ぶ「別大国道」には、海岸
線を走るサイクリングロードが整備されており、平
坦な道のりなので気軽にチャレンジできます。「田
ノ浦ビーチ」、「かんたん港園」には、シェアサイク
ルのポートを設置していますので、施設間の移動
にも便利です。

潮風に吹かれながら
軽快に走る

会員登録や利用方法など、詳しくは
右のＱＲコードから「おおいたサイク
ルシェア」公式ホームページをご覧く
ださい。アプリをダウンロードして会
員登録を行うとすぐに利用できます。

詳しくは
コチラ

　高崎山は、国内では最大の群を成す野生のニ
ホンザル生息地として、国の天然記念物に指定
されています。約1,000頭の野生のニホンザルが、
2つの群れ（B群とC群）に分かれて暮らしており、
交互にサル寄せ場に現れます。野生のサルの生
態を身近に観察することができます。

国立公園 
高崎山自然動物園

野生のサルと
自然が満喫できる

n大分市神崎3098-1 x097-532-
5010  c大人・高校生520円、小・中
学生260円、幼稚園児以下無料、〈団
体30名以上の場合〉大人420円、高校
生370円、小・中学生210円（大分市内
の小・中学生は無料）※入園時に名札
や生徒手帳の提示が必要

自
然
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詳しくは
コチラ

　無人島にあるキャンプ場で、場内にはバンガ
ローが建っています。海と山に囲まれた自然のなか
でアウトドアライフを満喫でき、無人島での「非日
常」の「贅沢な」時間を過ごすことができます。
（施設利用期間は７月１日～８月３１日※６月１日より
予約受付）島へは瀬渡し船で渡ります。

「非日常」の「贅沢な」
時間を無人島で体験

n大分市佐賀関高島 
h大分市観光課 x097-537-5626  
i大分市佐賀関支所地域担当班 
x097-575-1111
c施設利用無料、渡船料（往復）…高
校生以上4000円、子供 2000円（小学生
未満は無料）※所要時間は片道約20分

詳しくは
コチラ

　佐賀関の沖合に浮かぶ無人島・高島はウミネコ
の営巣地で、4月中旬～8月下旬、白い石灰石から
なる断崖にウミネコの群れがズラリと並びます。遊
覧船に乗って、クルージングを楽しみながら餌やり
体験もできます。詳しくは、下記ＱＲコードから「さが
のせき観光マップ」をご覧ください。

遊覧船に乗って
ウミネコ鑑賞と高島一周

n大分市佐賀関高島周辺
i「たかしま丸」船長x090-8837-5010、

「照吉丸」船長x090-1878-1586、「道の
駅さがのせき」x097-576-0770
c大人3000円、小学生以下半額※所
要時間は約60分※受入は3名以上～24
名（1隻12名まで）

詳しくは
コチラ

　雄大な自然に囲まれたキャンプ場。テントサイト
もバンガローも全て無料（要予約）で利用でき、
野外活動を存分に味わえます。また場内には大分
市や臼杵市を一望できる展望台があり、きれいな
風景、夜景も見ることができます。（施設利用期間
は７月１日～８月３１日※６月１日より予約受付）

大自然を無料で
楽しめるキャンプ場

n大分市大字広内452  
h大分市観光課 x097-537-5626  
i「円通寺」緒方住職 x097-528-
1360（9：00～17：00）
c施設利用無料

詳しくは
コチラ

　園田川沿いに広がる大分市唯一の渓谷・お
しどり渓谷は、滝や湖などがあり、一日中ゆっく
り過ごせる癒しのスポットです。川のせせらぎや
鳥のさえずり、生き物たちの姿に心安らぎます。
詳しくは下記ＱＲコードから「大分市森林セラ
ピー」公式ホームページをご覧ください。

森を五感で感じる
セラピー体験

n大分市 県民の森内
h大分市林業水産課
x097-585-6013
※所要時聞は下り約1時間10分、
上り約1時間半

詳しくは
コチラ

別府湾を眺めながら
サイクリング自

然

02

高島キャンプ場自
然

03
高島一周
遊覧船の旅自

然

04
九六位山
キャンプ場自

然

05
森林セラピー
おしどり渓谷自

然
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　里山にあるゲストハウスでの宿泊やキャンプ体
験ができます。また、森の散策や農業体験（田植え
や稲刈り、椎茸のコマうち）など、ここでしか味わえ
ない非日常な時間が体感できます。詳しくは下記
ＱＲコードからホームページをご覧ください。

ゲストハウス宿泊
による自然体験

n大分市大字太田1703-6
h合同会社KURIHAI
x090-8394-6784（代表・小野）

詳しくは
コチラ

　大分川水系七瀬川の上流約21ｋmに位置し、山
桜や紅葉など季節の眺めも美しい「ななせダム」。国
道442号沿いの「道の駅のつはる」では、野津原地
区の農産物を使ったレストランでダム湖を一望しな
がら、食事が楽しめます。また、令和２年７月オープン
の「のつはる天空広場」からの眺望も見逃せません。

ななせダム

ななせダム
n大分市大字下原1546-4

道の駅のつはる
n大分市大字下原1717-1
x097-574-7207

自
然
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詳しくは
コチラ

　大分スポーツ公園近くにあるいちご園では、7種
類のいちごを栽培。収穫したいちごを持ち帰る農業
体験Aコースとその場で40分食べ放題のBコースが
あり、収穫したいちごで作るスムージーやソフトク
リームなども味わえます。詳しくは、下記ＱＲコードか
らホームページをご覧ください。

もぎたて新鮮！
季節の美味しさを体験

n大分市松岡尾崎7262-1 hドームいちご園 
x097-520-3023※前日までに電話にて申
込み a12月中旬～5月下旬の土・日曜、祝日
10：00～16:00 cAコース：入園料小学生以
上400円、3歳以上200円、いちご200円／
100ｇ※変動あり Bコース：中学生以上1500
円、小学生以上1000円、3歳以上800円

詳しくは
コチラ

　佐賀関の一尺屋地区では、やわらかな日差しと
豊後水道の潮風を浴びながら１年間かけて育っ
た、甘酸っぱい完熟あまなつみかんの収穫を体験
できます。詳しくは、下記ＱＲコードから「さがのせき
観光マップ」をご覧ください。

完熟あまなつみかんの
収穫体験

n大分市佐賀関一尺屋地区
h道の駅さがのせき x097-576-0770
※1週間までに電話にて申込み 
a4月中旬～5月中旬の土・日曜 
c1000円（3kg持ち帰り付き）

詳しくは
コチラ

　吉野地区にあり、山 に々囲まれた自然豊かな
環境の中、無農薬で育てた約300本のブルー
ベリーの摘み取りが楽しめます。受付では冷凍
ブルーベリーやジャム、ブルーベリーアイスを購
入することもできます。詳しくは、下記ＱＲコード
からホームページをご覧ください。

n大分市大字辻344-1
iさとやま旬 x080-1740-5772
※前日までに電話にて申込み
a 7月上旬～9月上旬9：00～16:00
c入園料300円、持ち帰り1㎏1800円

詳しくは
コチラ

　大友氏館跡内に立地するこの施設は、「豊
後王・大友宗麟に出会う」をコンセプトに、大友
氏遺跡と大友宗麟を紹介しています。発掘調査
を基に、大友館や府内のまちをＣＧで再現した
映像や、ＶＲで再現された大友館を楽しむこと
ができます。

出会って、触れて、
よくわかる

n大分市顕徳町3-2-45
h南蛮BVNGO交流館
x097-578-9191
a 9：00～17：00（入館は～16：30）
c無料

詳しくは
コチラ

くりはい遊びの森自
然

08
いちご狩り体験
（ドームいちご園）

自
然

09

みかん収穫体験自
然

10
ブルーベリー狩り体験
（さとやま旬）

自
然

11
南蛮BVNGO
交流館歴

史
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まだ知らない大分市がきっと見つかる。 思い出に残る特別な体験をしよう！

天然の岩石を
積み上げたダムと
自然豊かな野津原の景色

その場で味わえる
無農薬栽培のブルーベリー

Special exp�ien� in Oita city.


