
①生目の杜へいってみよう。（モデルコース） 土曜日

宮交バス「３１」番線 宮交シティ⇒橘通⇒記念病院⇒有田・宮の下線に乗車

宮交バス停

「宮交シティ①乗りば」 9:00

「橘通１丁目」 9:06 バス乗車

「ボンベルタ橘前」 9:11

宮交シティ⇒宮の下

運賃：大人 460円
こども 230円

宮交バス停「坂の下」 9:34 バス降車

生目古墳群史跡公園を北側から登ろう。徒歩で公園内を散策。

徒歩にて、公園内散策 （約 20分）

生目の杜遊古館で展示物視察

徒歩にて、生目の杜運動公園へ（約 10分）

生目の杜運動公園で、スポーツ観戦 散策

宮交バス「３０」番線 悠楽園⇒小松台団地⇒県病院⇒宮崎駅 に乗車

宮交バス停 「生目の杜運動公園北」 14：36 バス乗車

（８月１日～（多目的グラウンド B北））

生目の杜運動公園北

⇒宮崎駅

運賃：大人 390 円

こども 200 円

宮交バス停

MRT 前 15：04

バス降車

宮崎駅 15：08



②コミュニティバスに乗り継いで、双石山・自然休養村に

行ってみよう。（月・水・木・金）
※火曜日は自然休養村が休みのため 火曜日を除く平日に行ってみよう。

宮交バス「８２１」「８２２」 番線 宮崎駅⇒宮交シティ⇒まなび野⇒大学病院・宮崎大学線に乗車

宮交バス停

「宮崎駅 西①乗り場」 7：25

「山形屋前」 7：29 バス乗車

「宮交シティ ⑰乗り場」 7：40

宮崎駅⇒大学病院

運賃：大人 570 円

こども 290 円

宮交バス停「大学病院」 8:09 バス降車

木花 巡回バス「このはな号」へ乗車（木花巡回バスでは「敬老バスカ」は利用できません。）

木花巡回バス停 「大学病院」 8:22 バス乗車

1 乗車

運賃：大人 200 円

こども 100 円

木花巡回バス停 「鏡洲小学校前」 8:29 バス降車

徒歩２０分

双石山登山口 9:00

登山～下山

木花巡回バス「このはな号」へ乗車（木花巡回バスでは「敬老バスカ」は利用できません。）

木花巡回バス停 双石登山口 14:03 バス乗車

1 乗車

運賃：大人 200 円

こども 100 円

木花巡回バス停 自然休養村センター14:44 バス降車

（月・木は 14:49）

自然休養村センター 温泉でゆっくり

宮交バス「９５３」番 宮交シティ～宮崎駅行きに乗車

宮交バス停「休養村センター」 16:35 バス乗車

休養村センター

⇒宮崎駅

運賃：大人 670 円

宮交バス停 こども 340 円

宮交シティ 16:58

宮崎駅 17:13 バス降車



③宮崎市中心部の歴史・文化にふれよう

宮交バス「８」番線 宮崎駅東口⇒県庁前⇒ボンベルタ橘前⇒県病院前⇒平和台線に乗車

宮交バス停

宮崎駅東口（平日 10：08）（土・日祝 9：50） バス乗車

ボンベルタ橘（平日 10：25）（土・日祝 10：07）
宮崎駅東口

⇒平和台

宮交バス停 運賃：大人 320 円

平和台 （平日 10：39）（土・日祝 10：19） バス降車 こども 160 円

平和台散策

宮交バス「８」番線 県病院⇒橘通３丁目⇒県庁前⇒引土街区公園 線に乗車

宮交バス停

平和台 （平日 12：15）（土・日祝 12：30） バス乗車

平和台⇒霧島４丁目

運賃：大人 170 円

こども 90 円

宮交バス停

霧島 4丁目 （平日 12：18）（土・日祝 12：33） バス降車

文化公園周辺でランチ 図書館 美術館 へ

宮交バス「304」番線 宮崎神宮 ⇒ 宮崎駅線 に乗車

宮交バス停

文化公園前 （平日・土・日祝 15：09） バス乗車 文化公園前

⇒宮崎神宮

徒歩でも約１０分 運賃：大人 160 円

宮交バス停 こども 80円

宮崎神宮 （平日・土・日祝 15：11） バス降車

神宮散策

宮交バス「304」番線 宮崎神宮 ⇒ 宮交シティ線 に乗車

宮交バス停

宮崎神宮 （平日・土・日祝 16：06） バス乗車

宮崎神宮⇒宮交シティ

宮交バス停 運賃：大人 270 円

橘通３丁目 （平日・土・日祝 16：15） こども 140 円

（宮崎駅は橘通３丁目②番のりばアートセンター側バス停から乗り継ぎ）

宮交シティ （平日・土・日祝 16：24） バス降車



④宮崎神宮を散策したあと、石崎の杜歓鯨館でゆっくり～

宮交バス「１」番線 宮交シティ⇒橘通⇒宮崎神宮に乗車

宮交バス停

「宮交シティ③乗りば」 （平日・土・日祝 9：08）
「橘通３丁目」 （平日・土・日祝 9：17） バス乗車

「宮交橘通支店前」 （平日・土・日祝 9：19）
宮交シティ

⇒宮崎神宮

運賃：大人 270 円

宮交バス停 「宮崎神宮」 （平日・土・日祝 9：26） バス降車 こども 140 円

宮崎神宮 小散策

宮交バス「１」番線 宮交シティ行き

宮交バス停 「宮崎神宮」 バス乗車

（平日 10：17）（土 10：16）（日祝 10：22） 宮崎神宮

⇒江平１丁目

運賃：大人 170 円

こども 90円

宮交バス停 「江平１丁目」 バス降車

（平日 10：21）（土 10：20）（日祝 10：26）
横断歩道を渡り、江平１丁目②乗り場へ

宮交バス「１０２」番線 石崎の杜歓鯨館 行き

宮交バス停 「江平１丁目」（平日・土・日祝 10：34） バス乗車

江平 1丁目
⇒石崎の杜歓鯨館

運賃：大人 550 円

宮交バス停 「石崎の杜歓鯨館」（平日・土・日祝 11：09）バス降車 こども 280 円

石崎の杜歓鯨館で、プール 温泉 ランチ ！

宮交バス「１０２」番線 宮交シティ 行き

宮交バス停 「石崎の杜歓鯨館」（平日・土・日祝 14：25）バス乗車
石崎の杜歓鯨館

⇒宮交シティ

運賃：大人 670 円

宮交バス停 こども 340 円

「野村證券前」 15：03

「橘通３丁目」 15：05 バス降車

「宮交シティ」 15：14



⑤コミュニティバスに乗り継いで、荘厳な歴史ロマンに浸ろう。

（月・水・金のみ）

宮交バス「３０５」番線 宮崎駅西口⇒宮交橘通支店前⇒宮崎神宮⇒綾・酒泉の杜線

宮交バス停

「宮崎駅西②のりば」 （12：35）
「宮交橘通支店前」 （12：40） バス乗車

「宮崎神宮」 （12：47） 宮崎駅⇒組合下

運賃：大人 480 円

こども 240 円

宮交バス停 「組合下」（13：02） バス降車

北地区コミュニティバス「あやめ号」へ乗車

北地区コミュニティバス停 「組合下」（13：22） バス乗車

1 乗車 200 円

（大人・こども）

北地区コミュニティバス停 「朝倉観音」（13：30） バス降車

朝倉寺へ 荘厳な朝倉観音 仁王像など見学

北地区コミュニティバス「あやめ号」へ乗車

北地区コミュニティバス停 「朝倉観音」（15：35） バス乗車

1 乗車 200 円

（大人・こども）

北地区コミュニティバス停 「組合下」（15：43） バス降車

宮交バス「３０５」番線 宮崎神宮⇒橘通3丁目⇒宮交シティ

宮交バス停 「組合下」（15：51） バス乗車

組合下

⇒宮交シティ

運賃：大人 540 円

宮交バス停 こども 270 円

「宮崎神宮」 （16：06）
「橘通３丁目」 （16：15） バス降車

「宮交シティ」 （16：24）



⑥ワクワク！動物園 市民の森 ﾌﾛｰﾗﾝﾃに行ってみよう！

宮交バス「１８」番線 宮交シティ⇒宮崎駅⇒市民の森⇒フローランテ宮崎に乗車

宮交バス停

「宮交シティ②乗りば」（平日・土・日祝 8：30）
「橘通３丁目」 （平日・土・日祝 8：39） バス乗車

「宮崎駅」 （平日・土・日祝 8：45） 宮交シティ

⇒フローランテ宮崎

運賃：大人 630円
こども 320円

宮交バス停「フローランテ宮崎]（平日・土・日祝 9：10） バス降車

あさのフローランテのすがすがしい風を感じて散策

宮交バス「１８」番線 シーガイヤ⇒青葉通⇒宮交シティ に乗車

宮交バス停「フローランテ宮崎」（平日：11：47 土・日祝 11：30)バス乗車
フローランテ宮崎

⇒市民の森

運賃：大人 220円
宮交バス停「市民の森」 （平日：11：54 土・日祝 11：37)バス降車 こども 110 円

木陰で、お弁当を広げて 昼食

宮交バス「１９」番線 シーガイヤ⇒動物園 に乗車

宮交バス停「市民の森」 （平日・土・日祝 13：14） バス乗車

市民の森⇒

ﾌｪﾆｯｸｽ自然動物園

運賃：大人 220円
こども 110円

宮交バス停「ﾌｪﾆｯｸｽ自然動物園」（平日・土・日祝 13：24） バス降車

いっぱい遊んで。お父さんはビール！！

宮交バス「１９」番線 市民の森⇒橘通⇒たまゆらの湯⇒宮交シティ に乗車

宮交バス停「ﾌｪﾆｯｸｽ自然動物園」 （平日・土・日祝 17：31）バス乗車
ﾌｪﾆｯｸｽ自然動物園

⇒宮交シティ

運賃：大人 630円
こども 320円

宮交バス停たまゆらの湯で疲れを癒して、お家に帰ってもいいね！！

「橘通３丁目」 （平日・土・日祝 18：06）
「たまゆらの湯」 （平日・土・日祝 18：13） バス降車

「宮交シティ」 （平日・土・日祝 18：20）




