
4/4（金）
ＪＲ津田沼 5:30発 高速ﾊﾞｽ
羽田空港 6:15着

7:30発 ＪＡＬ1643
宇部空港 9:05着 14,473k

9:20 ﾚﾝﾀｶｰ配車 ﾄﾖﾀﾚﾝﾀｶｰｶｳﾝﾀｰ ﾄﾖﾀＳｸﾗｽ禁煙車
9:25発 (2ｋ) ｘｘｘ号(2ｋ)

宇部市 9:35着 ときわ公園 （9:35-10:20） 評価○
約3500本（ソメイヨシノ、 4月上旬

（15ｋ） 山口県宇部市則貞3-4-1 0836-54-2181 
10:20発 （15ｋ) 190号(11ｋ) ｘｘｘ号(4ｋ)

小野田市 11:05着 竜王山公園 （11:05-11:20） 評価○
約１万本（ソメイヨシノ） 4月上旬
山口県山陽小野田市小野田字番屋ヶ嶽12610836-82-1162

（42ｋ） 11:20発 (5ｋ) ｘｘｘ号(5ｋ)
11:30着 若山公園 （11:30-11:40） 評価×

約300本（ソメイヨシノ、ヤマザクラ）3月下旬～4月上旬
11:40発 山口県山陽小野田市小野田三の若山2055-1

昼食 （12:00-12:50）
12:50発 (37ｋ) 190号(12ｋ) 2号(24ｋ) xxx号(1ｋ)

宇部市 今富ダム 約500本（ソメイヨシノ）
山口県宇部市今富 0836-67-2815

(下関市) 13:40着 日和山公園 （13:40-13:55） 評価○
約270本（ソメイヨシノなど4種） 4月上旬
山口県下関市丸山町5 083-231-1933 

高速（42ｋ) 14:00発 (3ｋ) xxx号(3ｋ)
（13ｋ) 14:25着 戦場ヶ原公園 （14:25-14:45） 評価◎

約400本（ソメイヨシノ） 4月上旬
山口県下関市後田町5 083-231-1933 

14:45発 （55ｋ)内高速42ｋ ｘｘ号(2ｋ) 下関ＩＣ 中国自動車道 (42ｋ)

下関ＪＣ 美弥ＩＣ 435号(8ｋ) 32号(3ｋ)
秋芳洞 15:45着 秋芳洞 （15:45-16:30）

山口県美祢郡秋芳町ｘｘｘ-xx-xx 0837-62-0018
（5ｋ） 16:30発 (5ｋ) ｘｘｘ号(5ｋ)

秋吉台 16:35着 秋吉台 （16:35-16:50） ｘｘｘ－ｘｘ－ｘｘｘｘ
山口県美祢郡秋芳町ｘｘｘ-xx-xx

24ｋ 16:50発 (24ｋ) 32号(9ｋ) 490号(15ｋ)
萩市 17:35着 ホテル泊 〒758-0011萩市越ヶ浜707-10 評価○

萩たなかホテル TEL：0838－25－0001 166k

夕食 （18:30-20:30） 16,800円(２人分)

【結果】中国桜めぐり行程（2008/04/04-4/10）



【結果】中国桜めぐり行程（2008/04/04-4/10）

4/5（土）
萩市 ホテル

朝食 （7:30-8:00）
（2ｋ） 8:25発 （2ｋ) xx号(2ｋ) 14,639k

8:30着 （8:30-8:45）
山口県萩市ｘｘｘ-xx-xx

8:45発 (1ｋ) ｘｘｘ号(1ｋ)
9:05着 （9:05-9:15） 予定外
9:15発 (1ｋ) ｘｘｘ号(1ｋ)
9:35着 （9:35-9:45）
9:45発 (4ｋ) ｘｘｘ号(4ｋ)

萩市 9:55着 （9:55-10:30） 評価○
夜桜可　約600本（ソメイヨシノ、1本はミドリヨシノ）3月下旬～4月中旬
山口県萩市堀内城内1-1 0838-25-3139 

3月下旬～4月上旬
ミドリヨシノ(樹齢約100年) 評価○
山口県萩市堀内1-1　指月公園内0838-25-3139 

萩市
山口県萩市堀内 予定をパス

萩市 3月下旬～4月上旬
イトザクラ(樹齢約300年)　 葉桜の為ｷｬﾝｾﾙ
山口県萩市椿626 0838-25-3139

10:30発 （53.5ｋ) 11号(4ｋ) 10号(2ｋ) 11号(20.5ｋ) 13号(10ｋ)
319号(5ｋ) 13号(12ｋ)

津和野市 11:45着 「なごみの里」
日帰入浴 昼食

道の駅・津和野温泉なごみの里 （11:45-13:10） 0856-72-4122 
（3ｋ） 島根県鹿足郡津和野町鷲原イ257

（13:15-13:50） 予定外
13:50発 (3ｋ) ｘｘｘ号(3ｋ)
14:00着 （14:00-14:30） 予定外

「JR津和野駅」周辺 （14:30-14:50）
島根県鹿足郡津和野町ｘｘ-xx-xx

15:00発 (14ｋ) xx号(2ｋ) 9号(12ｋ)
阿武郡阿東町 15:35着 （15:35-15:45） 予定外

阿武郡阿東町 評価○
(48ｋ) 15:50発 (36ｋ) 9号(26ｋ) 木戸山 9号(10ｋ)

山口市 16:35着 ホテル泊 〒753-0064山口市神田町1-42 評価○
かんぽの宿　湯田TEL：083－922－5226 122k

夕食 （18:30-20:30） 23,400円(２人分)

徳佐八幡宮シダレサクラ

志都岐山神社のミドリヨシノ

堀内武家屋敷

森鴎外記念館

葛飾北斎記念館

松下村塾、松陰神社

東光寺

伊藤博文宅

指月公園、萩城址

南明寺のイトザクラ



【結果】中国桜めぐり行程（2008/04/04-4/10）

4/6（日）
山口市 ホテル

朝食 （7:30-8:00） 14,761k

(15ｋ) 8:10発 (1ｋ) xxx号(1ｋ)
8:15着 瑠璃光寺 （8:15-8:30） 予定外 評価○
8:10発 (1ｋ) xxx号(1ｋ)
8:35着 一の坂川 （8:35-8:45） 予定外 評価○
8:45発 (15ｋ) xxx号(5ｋ) 262号(10ｋ)

防府市 9:10着 防府天満宮 （9:10-9:30）
山口県防府市

9:30発 (1ｋ) xxx号(1ｋ)
高速（32ｋ） 9:35着 毛利庭園 （9:35-9:55） 予定外 評価○

（3.5ｋ） 10:05発 （35.5ｋ)内高速32ｋ ｘｘ号(2ｋ) 山陽自動車道 防府東ＩＣ (32ｋ)

徳山東ＩＣ xx号(1.5ｋ)
下松市 10:45着 花岡八幡宮 （10:45-11:00） 評価○

約100本 4月上旬～2008年4月中旬
（5ｋ） 山口県下松市末武上戒400 0833-44-8570

11:00発 (5ｋ) xx号(5ｋ)
周南市 11:40着 大華山 （11:40-11:50） 評価×

約520本（ソメイヨシノ）本 3月下旬～4月上旬
山口県周南市栗屋 0834-22-8372 

（31.5ｋ） 11:50発 (31.5ｋ) 366号(7ｋ) 188号(15.5ｋ) 戸仲 22号(7ｋ)
岸田 xx号(2ｋ)
昼食 （12:20-12:45）

熊毛郡(柳井) 13:10着 田布施川桜並木 （13:10-13:35） 評価○
約300本（ソメイヨシノ）
山口県熊毛郡田布施町下田布施0820-522-5805

（49.5ｋ） 13:35発 (49.5ｋ) 23号(4ｋ) 188号(13ｋ) 437号(27.5ｋ)
ｘｘｘ号(5ｋ)

周防大島 14:45着 五条の千本桜 （14:45-15:00） 評価○
山口県大島郡周防大島町西方小積 五条ほか0820-79-1003

（60ｋ） 約500本（ソメイヨシノ）
周防大島に入って八田山公園、瀬戸公園が途中にあり

15:00発 (1ｋ) xxx号(1ｋ)
15:45着 帯石観音 （15:45-15:55） 予定外 評価×
15:55発 (1ｋ) xxx号(1ｋ) 八田山公園が見つからず
16:35着 瀬戸公園 （16:35-16:45） 予定外 評価○
16:45発 (60ｋ) 437号(27.5ｋ) 188号(27.5ｋ) 2号(3ｋ) ｘｘｘ号(2ｋ)

岩国市 17:40着 ホテル 岩国市岩国1-1-7 評価○
錦帯橋温泉岩国国際観光ホテル TEL：0827－43－1111

夕食 （18:30-20:00）
20:30発 （20:30-21:20） 評価◎

夜桜　約3000本（ソメイヨシノ） 4月上旬～中旬
山口県岩国市横山 0827-41-1477 

21:25着 ホテル泊 225k

錦帯橋・吉香公園



【結果】中国桜めぐり行程（2008/04/04-4/10）

4/7（月）
岩国市 ホテル

朝食 （7:30-8:00） 14,986k

（20ｋ） 8:35発 （20ｋ) 2号(20ｋ) ﾌｪﾘｰ 宮島口
岩国市内で路に迷い一時間のロス

廿日市市 10:30着 宮島(厳島神社) （10:30-11:30） 評価○
約1600本（ソメイヨシノ） 3月下旬～4月上旬

2号（18ｋ） 広島県廿日市市宮島町11-1 0829-44-2011
11:30発 (18ｋ) ﾌｪﾘｰ 2号(18ｋ)

広島市 広島城 予定の遅延によりパス
約346本（ソメイヨシノ） 3月下旬～4月上旬
広島県広島市中区基町21 082-221-7512

高速（15.9ｋ） （30.5ｋ)内高速15.9ｋ
（12ｋ） 2号(3.5ｋ) 広島呉道路 仁保ＩＣ 坂北ＩＣ

(15.9ｋ) 呉ＩＣ XX号(2ｋ) 487号(6.5ｋ)

呉市 13:20着 音戸の瀬戸 （13:20-13:30） 評価×
約2300本（ソメイヨシノ） 3月下旬～4月上旬

（41ｋ） 広島県呉市警固屋8丁目 0823-25-3309　 
昼食 （13:30-14:00）

14:00発 (41ｋ) 487号(6.5ｋ) 185号(34.5ｋ)

東広島市・安芸津 15:20着 正福寺山公園 （15:20-15:35） 評価○
約2000本（ソメイヨシノ） 3月下旬～4月中旬

(35ｋ) 広島県東広島市安芸津町三津 0846-45-1623
15:35発 (35ｋ) 185号(35ｋ)

三原市 16:30着 筆影山公園 （16:30-16:50）4月上旬～中旬 評価×
約2000本（山頂は数百本、ソメイヨシノ）

（20ｋ） 広島県三原市須波町 0848-67-6014 
16:50発 (20ｋ) 185号(2ｋ) 2号(15ｋ) ｘｘｘ号(3ｋ)

尾道市 17:30着 桜土手の桜 （17:30-17:45）4月上旬～中旬
桜 評価○

広島県尾道市桜町～潮見町 0848-25-7184
17:45発 (3ｋ) ｘｘｘ号(3ｋ)
18:00着 ホテル泊 〒722-0032尾道市西土堂町15-20 評価○

千光寺山荘 TEL：0848-22-7168 195k

夕食 （18:30-20:30） 29,400円(２人分)



【結果】中国桜めぐり行程（2008/04/04-4/10）

4/8（火）
尾道市 ホテル

朝食 （7:30-8:00） 15,181k

千光寺公園 （8:20-9:00） 3月下旬～4月中旬
1645本（ソメイヨシノ、ヤエザクラほか） 評価○
広島県尾道市西土堂町 0848-25-7184

（26ｋ） 9:00発 （26ｋ) 2号(18.5ｋ) 313号(7.5ｋ)
福山市 9:45着 福山城 （9:45-9:50） 予定外 評価○

9:50発 (3ｋ) xxx号(3ｋ)
福山市 10:30着 （10:30-11:00） 評価×

約600本（ソメイヨシノ、ヤマザクラ）3月下旬～4月上旬
高速（64ｋ） 広島県福山市神辺町川北 084-928-1042

（27ｋ） 11:00発 （91ｋ)内高速64ｋ ｘｘ号(2ｋ) 山陽自動車道 福山東ＩＣ
倉敷ＪＣＴ 早島ＩＣ 瀬戸中央自動車道 児島ＩＣ (64ｋ)

430号(19ｋ) 30号(5ｋ)
玉野市 12:20着 みやま公園 （12:20-13:00） 評価○

約7000本（ソメイヨシノ、） 3月下旬～4月中旬

（21ｋ） 13:00発 岡山県玉野市田井2-4490 0863-21-2860
昼食 （13:20-13:50）
(21ｋ) 30号(18ｋ) 2号(3ｋ)

岡山市 14:20着 岡山後楽園 （14:20-14:55） 4月上旬 後楽園の脇、園内はなし
約340本（ソメイヨシノ、ヤエベニシダレ） 評価◎
岡山県岡山市後楽園1-5 086-272-1148 

高速（28ｋ） 14:55発 （79ｋ)内高速28ｋ ｘｘｘ号(2ｋ) 53号(6ｋ)
（51ｋ） 岡山ＩＣ 山陽自動車道 和気ＩＣ (28ｋ)

374号(41ｋ) xxx号(2ｋ)
美作市 16:50着 湯郷温泉 （16:50-17:35）

日帰入浴
美作市ｘｘ-xx-xx ｘｘｘ-ｘｘ-ｘｘｘｘ

（17:40-17:50） 予定外
（20.5ｋ） 17:50発 (20.5ｋ) 374号(3ｋ) 361号(16.5ｋ) 53号(1ｋ)
津山市 18:25着 ホテル 津山市昭和町1-24

津山グランドホテル TEL：0868-23-4435
18:50発 徒歩15分 235k

19:10着 （19:10-20:00）
約5000本（ソメイヨシノ） 4月上旬～中旬 評価◎
岡山県津山市山下135 0868-22-3310

夕食 （20:00-21:30）
21:30発 徒歩15分
21:45着 ホテル泊 12,900円(２人分) 評価×

吉野山公園(神辺城)

みまさかアリーナ

津山城跡（鶴山公園）



【結果】中国桜めぐり行程（2008/04/04-4/10）

4/9（水）
津山市 ホテル

朝食 （7:30-8:00） 15,416k

8:30発 (1ｋ) xxx号(1ｋ)
8:40着 （8:40-9:00）

4月上旬～中旬
（25.5ｋ） 9:00発 (25.5ｋ) 53号(6.5ｋ) 429号(16ｋ) ｘｘｘ号(3ｋ)

久米郡美咲町 9:40着 美咲町三休公園 （9:40-10:10） 評価○
約5000本（ソメイヨシノ） 4月初旬～中旬

（23ｋ） 岡山県久米郡美咲町西川上４００－１１周辺 0867-27-3116
10:10発 (23ｋ) 30号(8.5ｋ) 313号(8ｋ) 大出

84号(5ｋ) ｘｘｘ号(1.5ｋ)
真庭市 11:00着 醍醐桜 （11:00-11:25） 四分咲 評価○

本（アズマヒガン） 4月上旬～中旬
岡山県真庭市別所 0867-52-1116

11:25発 (2ｋ) ｘｘｘ号(2ｋ)
11:40着 岩井畝の桜 （11:30-11:45） 二分咲

（15ｋ） ズマヒガン(樹齢700年) 4月中旬 評価×
岡山県真庭市岩井畝 0867-44-2647 

11:45発 (2ｋ) ｘｘｘ号(2ｋ)
高速（76ｋ） 13:00発 （101ｋ)内高速76ｋ 84号(4ｋ) 24号(5ｋ) 313号(4ｋ)
（25ｋ） 北房ＩＣ 中国自動車道 庄原ＩＣ (76ｋ)

314号(12ｋ)
庄原市 庄原市 つぼみの為、パス

エドヒガン(樹齢不明) 4月中旬
広島県庄原市東城町森 08477-2-5111

庄原市 （xx:xx-xx:xx）
ヤマザクラ(樹齢不明) 4月下旬
広島県庄原市東城町千鳥 08477-2-5111

庄原市 つぼみの為、パス
エドヒガン(樹齢不明) 4月中旬
広島県庄原市東城町小奴可 08477-2-5111

庄原市 つぼみの為、パス
シダレザクラ(樹齢約150年) 4月上旬～中旬
広島県庄原市西城町西城 08477-2-5111

庄原市 13:40着 上野公園 （13:40-14:20） 周回道路の迷い入る
約1000本（ソメイヨシノ） 4月上旬 評価○
広島県庄原市東本町 0824-73-1179　 

昼食 （14:00-14:10）
14:20発 (2ｋ) ｘｘｘ号(2ｋ)
14:40着 藤木の桜 （14:40-14:50） 評価◎

（25ｋ） エドヒガンザクラ(樹齢約270年) 4月10日頃
広島県庄原市西本町 0824-73-1178

14:50発 (3ｋ) ｘｘｘ号(3ｋ)
15:10着 （15:10-15:40） 予定外

未完成で一部開園、水仙を見る 評価×
15:40発 (24.5ｋ) 183号(17.5ｋ) 375号(2ｋ) XXX号(5ｋ)

(25ｋ) 432号(25ｋ)
庄原市 円正寺のしだれ桜（xx:xx-xx:xx）

3本（シダレザクラ、ヒガンザクラ）4月中旬～下旬
広島県庄原市高野町新市8730824-86-2024

三次市 16:10着 若宮公園 （16:10-16:20） 予定外 評価×
16:20発 (1ｋ) xxx号(1ｋ)

尾関山公園 （16:10-16:10）4月上旬～中旬
約1000本（ソメイヨシノ） 到着出来ず、翌日再訪
広島県三次市三次町 0824-63-926　 

(3ｋ) ｘｘｘ号(3ｋ)
三次市 16:50着 ホテル泊 〒728-0013三次市十日市東6-13-25

三次ロイヤルホテル 0824-62-5161 評価○

小奴可の要害桜

蓮照寺のしだれ桜

国営備北丘陵公園

千鳥別尺のヤマザクラ

森湯谷のエドヒガン

津山城跡（鶴山公園）



【結果】中国桜めぐり行程（2008/04/04-4/10）

夕食 （19:30-21:00） 10,396円(２人分)



【結果】中国桜めぐり行程（2008/04/04-4/10）

4/10（木）
三次市 ホテル

朝食 （8:30-9:00）
（1ｋ） 9:30発 (1ｋ) XX号(1ｋ)

三次市 9:50着 尾関山公園 （9:50-10:10） 4月上旬～中旬 評価○
約1000本（ソメイヨシノ）
広島県三次市三次町 0824-63-926　 

（36ｋ） 10:10発 （36ｋ) 54号(35ｋ) 5号(1ｋ)
xxx号(12.5ｋ)

(安芸高田市) 11:20着 土師ダム （11:20-12:15）4月初旬～中旬 評価◎
約6000本（ソメイヨシノ） 0826-52-2841
広島県安芸高田市八千代町土師1194-1

（11ｋ） 12:15発 （11ｋ) xxx号(7ｋ) 6号(4ｋ)
ニジーランド村
広島県安芸高田市

矢野温泉
広島県世羅郡世羅町

（10ｋ) 432号(5ｋ) xxx号(5ｋ)
世羅郡世羅町 甲山ふれあいの里

約1000本（ソメイヨシノ） 4月上旬～5月上旬
広島県世羅郡世羅町大字小谷1049-400847-24-1188

（45ｋ） （45ｋ) xxx号(5ｋ) 54号(35ｋ) xxx号(5ｋ)
広島市 13:30着 広島城 （13:30-13:40）

約346本（ソメイヨシノ） 3月下旬～4月上旬
広島県広島市中区基町21 082-221-7512 評価○
広島城に駐車付加の為、脇の中央公園の桜を見る

昼食 （14:00-14:30）
14:50発 （101ｋ)内高速76ｋ xx号(4ｋ) 広島自動車道

広島東ＩＣ 山陽自動車道 河内ＩＣ (40ｋ)

432号(8ｋ) 2号(2ｋ)
かんぽの宿　竹原 時間調整 予定外

日帰入浴 （15:55-17:50）
432号(8ｋ) 2号(2ｋ) 23号(2ｋ)

広島空港 18:10着 ﾚﾝﾀｶｰ乗捨て ﾄﾖﾀﾚﾝﾀｶｰｶｳﾝﾀｰ 15,783k

19:40発 ＡＮＡ686 13,181k

羽田空港 21:00着
21:40発 高速ﾊﾞｽ

ＪＲ津田沼 22:35発


