
～ゆっくり、ゆったり臼杵時間～

うすきあるき

町並みガイド

ゆったり歩きたくなるまち臼杵。
サイクリングもいいけど、
のんびりゆったり、探検しながら
歩いてみませんか？
臼杵のちょっと気になる・おもしろい
ポイントを集めてみました。

【大きな門】
どこかの場所の大門櫓。
広いグラウンドもあり、
少年野球の練習や遠足
などにも使用されてい
ます。

【レトロカー】
あるお店の宣伝カー。
普段はお店の横になら
んでいますが、実際に道
路を走っているので、見
つけられなかったらごめ
んなさい！

【石垣】
稲葉家の菩提寺として
建てられたお寺の石垣。
一般公開は行っていな
いので、立派な石垣を撮
影して下さい♪

【赤いトンネル】
トンネルに見える赤い
ものは、実はたくさんの
鳥居。
いったい何本あるのか
数えてみたくなります。

【石畳の風景】
凝灰岩の石畳やお寺、長
屋門などが多く立ち並
ぶ道。
映画やＣＭにも使われ
る、有名なこの場所を探
してください♪

【白いオブジェ】
どこかの建物の中庭に
あるおしゃれなオブ
ジェ。異国の雰囲気が漂
います。

【あかねこ】
にゃー！ 赤い猫？？
かわいらしい赤猫がいっ
ぱいな場所がどこかに
あります。

【塔】
聖徳太子を祀っている
臼杵のシンボル。完成ま
で１０年の歳月を費やし
たといわれています。

【力持ち？】
臼杵のシンボルともい
えるあの場所をしっかり
と支えています。
ユニークな４体です。

お問い合せ先

距離：12.5km　所要時間：2時間３０分　消費カロリー：312kcal

マップを片手に自分のペースで好奇心のおもむくままに色々な
ところで立ち止まりながら臼杵の町歩きを楽しめるコースです。

うすきあるきとは？

ゆっくり、ゆったり臼杵時間

城下町～石仏の里へ
サイクリングコース

※ガイドさんの説明を聞きながら一緒に散策もできます！

　詳しくは上記の番号へお問い合わせください♪

町並み散策エリア
臼杵石仏等

町並み散策エリア

臼杵石仏

0972-63-1894 

0972-63-7898  

無料

有料

無料

団体名 ＴＥＬ 料金 案内地域

ツーリズムうすき
うすき町並みガイドの会

臼杵石仏
ボランティアガイドの会

0972-65-3300
（石仏事務所）

ボランティアあらかしの会 

臼杵市観光交流プラザ TEL.0972-63-1715
　　　　　　　　　　　　ＦＡＸ.0972-64-1771

イイナイコウ

4
各施設料金表

施設名 料  金TEL

臼杵市歴史資料館（火曜日休館）

旧臼杵藩主稲葉家下屋敷

野上弥生子文学記念館

吉丸一昌文学記念館『早春賦の館』

国宝　臼杵石仏

ヤマコ臼杵美術博物館

風連鍾乳洞

0972-62-2882

0972-62-3399

0972-63-4803

0972-63-7999

0972-65-3300 

0972-65-3080

0974-32-2547

大人（高校生以上） 320円
小人（小中学生） 160円

大人（高校生以上） 320円
小人（小中学生） 160円

大人（高校生以上） 300円
小人（小中学生） 150円

大人（高校生以上） 210円
小人（小中学生） 110円

大人（高校生以上） 540円
小人（小中学生） 260円

大人（高校生以上） 400円
小人（小中学生） 200円

大人（高校生以上） 800円
中学生/600円　小学生550円

お得な共通券あります！

２施設共通券

４施設共通券

国宝臼杵石仏、ヤマコ臼杵美術博物館

国宝臼杵石仏、旧臼杵藩主稲葉家下屋敷、
野上弥生子文学記念館、吉丸一昌記念館

大人（高校生以上） 　710円
小人（小中学生） 　400円

大人（高校生以上）  1,100円
小人（小中学生） 　540円

カメラ片手に
　ゆるっと 　　あるき探検



石仏公園の花々

道路を走行するときは交通
ルールを守り、安全運転を心が
けましょう

八町大路

龍原寺の塔は九州に２
つしかない江戸期に建
立された木造の三重
の塔です。臼杵の名
工、高橋団内が設計
し、１０年の歳月を費や
して施工されたもので

安政５年（１８５８年）に竣工しました。塔には聖
徳太子が祀られており、太子塔とも呼ばれてい
ます。塔の四隅を邪鬼が支える姿も必見です。  

三重塔（龍原寺）

古園石仏大日如来像
に代表される臼杵石
仏は、平安時代後期か
ら鎌倉時代にかけて彫
刻されたと言われてい
ます。 平成7年6月に
は60余体のうち59体

が、磨崖仏では全国初、彫刻としても九州初の
国宝に指定されました。 目前にある石仏公園
は、広大な芝生の広場や四季折々の花を楽しむ
ことができます。  

国宝臼杵石仏

入館料 ： 大人／540円　小人／260円

「早春賦」や「故郷を離
るる歌」の作詞者で国
文学者、吉丸一昌は、
旧臼杵藩下級 武士の
長男として臼杵市海添
に生まれました。明治
34年、東京府立第三

中学校（現両国高校）の教諭となり、芥川龍之介
を教えています。明治４１年には、東京音楽学校
（現東京芸大）の教授となり、山田耕作（この道、
赤とんぼの作者）など数多くの著名な音楽家を
育てています。夫人の実家に建てられた記念館
には一昌の遺品や楽譜などのゆかりの品々を
展示しています。

吉丸一昌記念館

入館料 ： 大人／21０円　小人／１1０円

0.1ｋｍ

1分
観光交流
プラザ

0.3ｋｍ

1分
八町大路

4.7ｋｍ

25分
龍原寺
三重塔

5.4ｋｍ

30分
国宝

臼杵石仏
0.4ｋｍ

2分
吉丸一昌
記念館

0.4ｋｍ

2分
歴史資料館 二王座

歴史の道
0.1ｋｍ

すぐ
観光交流
プラザ

レンタサイクル、

　無料です！
観光交流プラザの
他サーラ・デ・うす
き、臼杵駅で借りる
ことができます。

ちょっと寄り道

4

臼杵市歴史資料館5

41

1 2 3 4 5 6

2

3

臼杵市が所蔵する貴
重な歴史資料約３万５
千点を中心に展示して
いきます。近世絵図資
料群（県指定有形文化

財）など、全国でも極めて貴重な資料を観るこ
とができます。また、臼杵市の所蔵資料の中に
は、ローマにもその名を知られたキリシタン大
名・大友宗麟や、織田信長の重臣にして初代臼
杵藩の父、稲葉一鉄に関する資料などもありま
す。子どもから大人まで、楽しみながら臼杵の
歴史に触れることができます。

二王座歴史の道
（旧真光寺）

6

7 8

城下町～石仏の里へサイクリングコース

お得な共通券あります！

入館料 ：大人券／1,100円
　　　  小人券／   540円

★４施設共通券 ・稲葉家下屋敷
・野上弥生子文学記念館
・吉丸一昌記念館
・国宝臼杵石仏

（割引後入館料）
◎一般／280円　◎学生／140円

共通券（発行から３日以内）を
お持ちの方（もしくは２０名以上の
団体の方は）は臼杵市歴史資料館の
入館料が割引になります！

おつかれ様
でした！
ＧＯＡＬ!

コース距離
12.5ｋｍSTART!

早春賦の館

白馬渓

臼杵川上流にある渓谷で、渓流と樹
木が趣をなして美しく、紅葉の名所
として知られています。

特別史跡
「大日石仏」

白馬渓の少し下流の山側の崖に、大
日石仏という磨崖仏が７体あります。
これらは、平安時代の終わり頃から
鎌倉時代にかけてつくられたものと
言われています。

大友宗麟時代から街道
筋として役割を果たし
た道です。江戸時代に
は、武家住宅と寺院と
が混在する景観をつく
り出していました。この

地区は臼杵を代表する景観の一つで、平成5年
には国の都市景観100選に選ばれました。また、
臼杵の歴史と文化を伝える“歩く歴史博物館”と
もいわれています。二王座は約９万年前の阿蘇
噴火で形成された阿蘇溶結凝灰岩の丘です。街
道筋を確保するため、あちこちに凝灰岩を切り
割ってつくられた「切通し」の道があります。

中世前半には高度な仏教文化が花開き、その末期には西洋文化の導入の窓口となった臼杵。 
野上弥生子が「一粒の美しき真珠」と例えたこの町の歴史は、さまざまな文化が複雑に絡み合って造られてきました。 
このコースでは城下町の面影の残る臼杵のまちなかから国宝臼杵石仏まで、これぞ臼杵という場所を巡ります。
心地よい風を感じながら、健康的にサイクリングはいかがでしょうか？ 

おいしそう！を
チェック！！

ＣＭにも
つかわれた
石畳の道

入館料 ： 一般32０円　学生１6０円
休館日 ： 火曜日

安土桃山時代から現代まで続く、歴史ある商店
街です。休憩やお土産物の購入にお勧めです。


