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10 月 12 日（土） 
島原城築城 400 年記念事業 

「島原みらいキャンパス」 

事務局（しまばら観光おもてなし課内） 

0957-62-8019 

10 月 12 日（土） 太陽観察会 
雲仙諏訪の池ビジターセンター 

0957-76-5010 

10 月 14 日（月祝） 島原城秋のレンコン堀り大会 
森岳商店街事務局 

0957-68-7616 

10 月 19 日（土） 第 37 回島原城薪能 
島原城薪能振興会（島原商工会議所内） 

0957-62-2101 

10 月 19 日（土） 
十人十色あなた色 

～マフラーを染めよう～ 

雲仙諏訪の池ビジターセンター 

0957-76-5010 

10 月 20 日（日） 
自然歩道を歩こう！ 

高岩山クッキング 

平成新山ネイチャーセンター 

0957-63-6752 

10 月 26 日（土） 第 35 回ジオ空教室 
島原半島ジオパーク協議会 

0957-65-5540 

雲仙仁田峠プレミアムナイト 

････････････････････････････････････････････････････ 

10 月 24 日（木）～11 月 2 日（土） 

会場／雲仙市仁田峠 

 

あなたの届けたい想いはありますか？ 

きらめく夜景と星空、神々しい自然の恵み・・・ 

神聖な雲仙を守り続ける人たちが創り出す“秋夜の幻
想ツアー”雲仙仁田峠プレミアムナイト。特別で魅惑
な夜が、あなたの想いを届けてくれることでしょう。 

････････････････････････････････････････････････････ 

JTB 長崎支店 095-824-2400 

＝日程・内容等は、変更または中止になる場合があります。詳細はお問い合わせ先にご確認ください。＝ 

 送信／本誌含み 4 枚 関 係 者 各 位 

第７回 秋桜まつり 

････････････････････････････････････････････････････ 

10 月 10 日（木）～11 月中旬 

会場／しまばら火張山花公園（旧：しまばら芝桜公園） 
 
平成新山を背に約1,000万本のコスモスや約 6万本の
ヒマワリが観賞できます。 
広い敷地には、手づくり感漂う休憩スペースやブラン
コもあり、島原物産市や各種イベントも同時開催され
ます。 
････････････････････････････････････････････････････ 

NPO 法人芝桜公園をつくる会 0957-62-3986 

一般社団法人 島原半島観光連盟 

TEL：0957-62-0655    FAX：0957-62-0680 

HP http://www.shimakanren.com/ 
雲仙温泉郷｜検索 

修正版（お手数ですが差し替えをお願い致します。修正箇所は太字です） 

http://www.shimakanren.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 月 27 日（日） 国見岳紅葉登山会 
雲仙お山の情報館 

0957-73-3636 

11 月 2 日（土） 

～17 日（日） 
2019 環境省アクティブ・レンジャー写真展 

雲仙岳災害記念館 

0957-65-5555 

11 月 2 日（土） 

～3 日（日祝） 
みそ五郎まつり 

実行委員会 

0957-82-7557 

11 月 2 日（土） 太陽観察会 
雲仙諏訪の池ビジターセンター 

0957-76-5010 

11 月 3 日（日祝）、4 日（月振）、

9 日（土）、10 日（日）、 

17 日（日）、24 日（日）、 

30 日（土） 

お手軽バードウォッチング 
雲仙諏訪の池ビジターセンター 

0957-76-5010 

11 月 4 日（月振） 
第 40 回しまばら温泉不知火まつり 

【しまばらガマダス阿波踊り大会】 

島原不知火連事務局 

0957-62-2108 

11 月 4 日（月振） 
第 40 回しまばら温泉不知火まつり 

【不知火奉納舞台】 

事務局（しまばら観光おもてなし課内） 

0957-62-8019 

11 月 4 日（月振） 吾妻岳登山会 
雲仙お山の情報館 

0957-73-3636 

11 月 4 日（月振） 雲仙紅葉ウォーク 
雲仙温泉観光協会 

0957-73-3434 

11 月 6 日（水） 
長崎県高等学校 

駅伝競走大会（高校駅伝） 

駅伝事務局（小浜高校内） 

0957-74-4114 

11 月 9 日（土） 

～10 日（日） 
島原半島ジオ・マルシェ 

島原半島観光連盟 

0957-62-0655 

11 月 10 日（日） 深江町産業まつり 
実行委員会 

0957-72-2891 

11 月 16 日（土）、23 日（土祝）、 

30 日（土） 

ながさき県民大学主催講座 

島原から防災を考える 

雲仙岳災害記念館 

0957-65-5555 

11 月 16 日（土） 
島原半島よかとこ歩き隊 

～小浜温泉まちあるき～ 

雲仙諏訪の池ビジターセンター 

0957-76-5010 

島原半島イベント情報 ＮＥＷＳ ＲＥＬＥＡＳＥ 10 月 

Oct． 

日程・内容等は、変更または中止になる場合があります。詳細はお問い合わせ先にご確認ください。 

日程・内容等は、変更または中止になる場合があります。詳細はお問い合わせ先にご確認ください。 

島原半島イベント情報 ＮＥＷＳ ＲＥＬＥＡＳＥ 11 月 

Nov． 

一般社団法人 島原半島観光連盟 

TEL：0957-62-0655    FAX：0957-62-0680 

HP http://www.shimakanren.com/ 
雲仙温泉郷｜検索 

http://www.shimakanren.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 月 16 日（土） 
島原城築城 400 年記念事業 

「島原みらいキャンパス」 

実行委員会（しまばら観光おもてなし課内） 

0957-62-8019 

11 月 17 日（日） 

～12 月 1 日（日） 
三十路苑+ｉｒ 

苑主：松尾 

090-3607-3852 

11 月 23 日（土祝） 
九州オルレ秋フェア 2019 

南島原コース 4 周年記念オルレ 

南島原市観光振興課 

0957-73-6632 

11 月 23 日（土祝） 

～24 日（日） 
島原ふるさと産業まつり 

実行委員会（島原商工会議所内） 

0957-62-2101 

11 月 24 日（日） 高岩山登山会 
雲仙お山の情報館 

0957-73-3636 

11 月 24 日（日） 夢・手づくりふれあい祭り 
実行委員会（南島原市商工会内） 

0957-87-3083 

12 月 1 日（日） 雲仙市産業まつり 
実行委員会（雲仙市観光物産課内） 

0957-38-3111 

12 月 1 日（日） 南島原 FoodExpo2019 
南島原市商工振興課 

0957-73-6633 

毎週土、日曜日と 31 日（火） 

（14 日、15 日は除く） 
お手軽バードウォッチング 

雲仙諏訪の池ビジターセンター 

0957-76-5010 

12 月 6 日（金） 

～1 月 6 日（月） 

第８回島原半島ユネスコ世界ジオパーク 

研究（小・中学生）展示発表会 

島原半島ジオパーク協議会 

0957-65-5540 

12 月 7 日（土） 平成新山島原学生駅伝 
島原市教育委員会スポーツ課 

0957-68-5474 

12 月 7 日（土） 

～1 月 11 日（土） 
島原ウィンターナイト・ファンタジア 

島原ウィンターナイト（青年会議所事務局） 

0957-62-3621 

12 月 7 日（土） フェスティビタス ナタリス 2019 
実行委員会 

070-1945-2690 

12 月 8 日（日） 雲仙市湯・YOU マラソン大会 
小浜温泉観光協会 

0957-74-2672 

12 月 8 日（日） おばま湯・YOU まつり 
小浜温泉観光協会 

0957-74-2672 

島原半島イベント情報 ＮＥＷＳ ＲＥＬＥＡＳＥ 11 月 

Nov． 

島原半島イベント情報 ＮＥＷＳ ＲＥＬＥＡＳＥ 12 月 

Dec． 

日程・内容等は、変更または中止になる場合があります。詳細はお問い合わせ先にご確認ください。 

日程・内容等は、変更または中止になる場合があります。詳細はお問い合わせ先にご確認ください。 

一般社団法人 島原半島観光連盟 

TEL：0957-62-0655    FAX：0957-62-0680 

HP http://www.shimakanren.com/ 
雲仙温泉郷｜検索 

http://www.shimakanren.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 月 10 日（火） 

～19 日（木） 

長崎県美術館名品展 

「移動美術館」 

雲仙岳災害記念館 

0957-65-5555 

12 月 14 日（土） 太陽観察会 
雲仙諏訪の池ビジターセンター 

0957-76-5010 

12 月 21 日（土） 
島原ウィンターナイト・ファンタジア 

「クリスマスナイト」 

島原ウィンターナイト（青年会議所事務局） 

0957-62-3621 

12 月 26 日（木） 

～12 月 31 日（火） 
こま作り！ 

雲仙諏訪の池ビジターセンター 

0957-76-5010 

12 月 28 日（土） 島原城餅つき 
（株）島原観光ビューロー（島原城） 

0957-62-4766 

12 月 31 日（火） 
迎歳の会 

島原城カウントダウン 

（株）島原観光ビューロー（島原城） 

0957-62-4766 

9：00～16：30 【島原城天守閣】ユニーク音声ガイド 
（株）島原観光ビューロー（島原城） 

0957-62-4766 

9：00～16：00 
【島原城天守閣】謎解き街歩き散策ゲーム 

“セーリュと黄金の水を探せ”  

（株）島原観光ビューロー（観光案内所） 

0957-62-3986 

毎週土曜日他 

※ｷｬｯｽﾙﾓﾝｽﾀｰ開催日を除く 
島原城 夜の陣(第 4 弾) 

（株）島原観光ビューロー（島原城） 

0957-62-4766 

毎月最終土曜日、11 月 3 日（日） 
【島原城天守閣】謎解きお城脱出ゲーム 

“キャッスルモンスター”  

（株）島原観光ビューロー（観光案内所） 

0957-62-3986 

毎週金～日曜日の晴天時 星空観察会 
雲仙諏訪の池ビジターセンター 

0957-76-5010 

10 月の毎週土、日曜日及び祝日 

（12 日、19 日、22 日を除く） 
諏訪の池で散歩 

雲仙諏訪の池ビジターセンター 

0957-76-5010 

一般社団法人 島原半島観光連盟 

TEL：0957-62-0655    FAX：0957-62-0680 

HP http://www.shimakanren.com/ 
雲仙温泉郷｜検索 

島原半島イベント情報 ＮＥＷＳ ＲＥＬＥＡＳＥ 12 月 

Dec． 

日程・内容等は、変更または中止になる場合があります。詳細はお問い合わせ先にご確認ください。 

島原半島イベント情報 ＮＥＷＳ ＲＥＬＥＡＳＥ 常設 

日程・内容等は、変更または中止になる場合があります。詳細はお問い合わせ先にご確認ください。 

https://www.shimakanren.com/relax/event/detail.php?id=1945
http://www.shimakanren.com/

