
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 2023年 

4/8（土） 
月見山ミニ八十八カ所 
プチお遍路体験ウオーク 

 

香 南 市 

参加費3，000 円（昼食、ガイド料含む） 【申込締切日】 3月 31日（金） 

四国４県に点在する四国霊場八十八カ所が、月見山に八十八カ所のお地蔵さ
んで集合。古民家の集落活動センターや、かがみ花フェスタも見学。桜舞う
季節にちょっとしたお遍路気分を味わってみませんか。 

●集合場所・時間  ごめん・なはり線夜須駅 9:10 まで 

●解散場所・時間  ごめん・なはり線香我美駅 14:30 頃 

●昼食  月見山子どもの森/行楽弁当   ●総歩距離  約 5.0ｋｍ 

【行程】夜須駅(集合)→月見山 プチ遍路＆昼食→香我美駅(解散) 

鉄道 

案内 

[集合] 高知発 8：30 → 後免 8：47 → 夜須着 9：02 

奈半利発 7：36 → 安芸 7：56/8：08 → 夜須着 8：36 

[解散] 香我美発 14：41 → 後免 15：03 → 高知着 15：23 

    香我美発 15：00 → 安芸 15：26 → 奈半利着 15：46 

② 2023年 

5/13（土） 
太平洋の大パノラマ 
大野台地で新ジャガ収穫ウオーク 

 

安田町・田野町 

参加費3，000 円（昼食、体験、ガイド料含む） 【申込締切日】 5月 7日（日） 

新緑の中、田野町の大野台地から太平洋の大パノラマを眼下に見下ろし、新
ジャガ収穫を行いませんか。大野倶楽部婦人部の手作り料理を頂いたら、田
野町の町並みを散策しながら帰ります。 

●集合場所・時間  ごめん・なはり線安田駅 9:40 まで 

●解散場所・時間  ごめん・なはり線田野駅 14:30 頃 

●昼食  大野倶楽部/手作り料理   ●総歩距離  約 5.5ｋｍ 

【行程】安田駅(集合)→大野倶楽部 収穫＆昼食→町並み散策→田野駅(解散) 

鉄道 

案内 

[集合] 高知発 8：30 → 後免 8：47 → 安芸 9:22 → 安田着 9：37 

奈半利発 8：55 → 安田着 9：01 

[解散] 田野発 15：03 → 安芸 15：25 →後免 15：56 → 高知着 16：22 

田野発 14：51 → 奈半利着 14：53 

ごめん・なはり線の沿線を、ぶらりと歩いていろんな体験をしてみませんか。 

旬の野菜やフルーツを収穫し、おいしいグルメを満喫できるウオーキング

に、ぜひご参加ください。 
【各 30 名】 

雨が降りそうなときは、雨具を忘れずにお持ちください。 

【免責範囲】参加者は健康管理には万全を期してご参加ください。万一事故が発生しても、主催者の加入する

傷害保険の範囲及び応急処置以外の責任は負えませんのでご了承ください。 

【協力】 

ごめん・なはり線活性化協議会 

大野倶楽部、田野町案内人「賛」 

【協力】 

ごめん・なはり線活性化協議会、岸

本地区集落活動センター推進協議会 

参加者 
募 集 

※写真はイメージです 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 2023年 

6/3（土） 
あま～いコーンとしらす丼 
物部川エリア名物堪能ウオーク 

 

香南市・南国市 

参加費3，000 円（昼食、体験料含む） 【申込締切日】 5月 26日（金） 

香南市で人気のとうもろこし直売所の畑でおいしいコーンを収穫‼釜あげ

しらすの製造直売所では、土曜日限定の「のっけ放題釜あげしらす丼」を

いただきます。もちろんお買い物もお楽しみください。 

●集合場所・時間  ごめん・なはり線のいち駅 9:00 まで 

●解散場所・時間  ごめん・なはり線立田駅 14:30 頃 

●昼食  土佐角弘海産/のっけ放題釜あげしらす丼  ●総歩距離  約 9.0ｋｍ 

【行程】のいち駅(集合)→コーン(収穫)→土佐角弘海産(昼食)→立田駅(解散) 

鉄道 

案内 

[集合] 高知発 8：30 → 後免 8：47 → のいち着 8：54 

奈半利発 7：36 → 安芸 8:01 → のいち着 8：29 

[解散] 立田発 14：57 → 後免 15：03 → 高知着 15：23 

    立田発 14：48 → 安芸 15：26 → 奈半利着 15：46 

④ 2023年 

6/17（土） 
甘い夏の味覚を堪能 
伊尾木洞とライチ収穫ウオーク 

 

安 芸 市 

参加費4，000 円（昼食、体験、ガイド料含む） 【申込締切日】 6月 9日（金） 

注目の伊尾木洞をガイドの解説のもと探検。農園も営業する『メリーガー

デン』で夏の味覚ライチの収穫とマンゴーカレーをいただきます。 

●集合場所・時間  ごめん・なはり線伊尾木駅 9:30 まで 

●解散場所・時間  ごめん・なはり線安芸駅 14:00 頃 

●昼食  メリーガーデン/マンゴーカレー   ●総歩距離  約 5.3ｋｍ 

【行程】伊尾木駅(集合)→伊尾木洞→メリーガーデン(収穫＆昼食) 

→安芸駅(解散) 

鉄道 

案内 

[集合] 高知発 8：30 → 後免 8：47 → 安芸 9：22 → 伊尾木着 9：25 
奈半利発 8：55 → 伊尾木着 9：12 

[解散] 安芸発 14：16 → 後免 15：02 → 高知着 15：23 
安芸発 14：33 → 奈半利着 14：53 

【お申し込み・お問い合せ】   土佐くろしお鉄道株式会社 

総務企画課（平日 9～17時） TEL：0887-34-8805／安芸駅（8～20時） TEL：0887-34-8800 

Mail：a-event@tosakuro.co.jp 

参加費は当日受付時に集めます。コースごとに違いますのでご確認ください。 

【参・加・特・典】 

❶ ごめん・なはり線の列車利用で 100円キャッシュバック！（集合時） 

❷ 「ごめん・なはり線友の会」会員証提示で、さらに 100円キャッシュバック！ 

❸ スタンプが 10個貯まるとステキな記念品をプレゼント!! 

【ご案内】 雨天など天候により、イベントを中止する場合があります。あらかじめご了承ください。 

【協力】 

ごめん・なはり線活性化協議会 
スイートコーンの里こうなん 
(有)土佐角弘海産 

【協力】 

ごめん・なはり線活性化協議会 

メリーガーデン、安芸市観光協会 

※写真はイメージです 


