
【申込先 】

株式会社ミソラリンク

〒899-5411 鹿児島県姶良市鍋倉124-7
TEL: 0995-73-6666 FAX: 0995-73-3443
E-mail: info＠misolalink.com
受付時間：１０時００分～１５時００分

月～金(土・日・祝お休み)

鹿児島市国際交流センター

国際交流探訪バスツアー

毎年、たくさんの日本人・外国人の
参加者同士で、楽しい旅行の思い出を
作ってきた国際交流探訪バスツアー。
今年は「ギリギリ県内」とも
呼ばれる曽於市を訪問します！
桐原の滝や溝ノ口洞穴などのパワース
ポットを訪れたり、エネルギッシュな
弥五郎太鼓を観賞したり、野菜収穫や
お茶淹れの体験活動などもお楽しみい
ただけます。
またどのような思い出を作り、
笑い声が起き上がるのでしょうか？
どうぞお楽しみに♪

Time Schedule

10:40
大隅

弥五郎太鼓
観賞・体験

12:40
昼食

13:50
お茶淹れ
体験

11:50
野菜
収穫
体験

14:50
桐原の滝・
溝ノ口洞穴

観賞

9:00
鹿児島市
出発

17:30
鹿児島市
到着

開催日時：令和３年５月23日（日）9:00～18:00 ※集合時間8:45

集合場所：観光交流センター（鹿児島市上之園町１-１）
定 員：60名（鹿児島市内に住むか、通学・通勤している人）※超えたら抽選
参 加 費： 一般：2,500円、在住外国人・財団会員・小学生以下 2,000円 (昼食付き)
締 切：5月13日(木) ※必着
申込方法：参加者全員分の ①名前(フリガナ) ②年齢 ③住所(〒) ④連絡先 ⑤国籍(日本以外の場合)

⑥アレルギー等(食事関係)を記入の上、はがき、FAX、Eメールなどで下記申込先まで

※実際のスケジュールは多少変更になる場合があります。

※新型コロナウイルス感染症拡大防止の
ため、当日に発熱（37.5℃以上）がある
など、体調不良の方は参加をご遠慮いた
だきます。またマスク着用、検温、手指
消毒などにご協力ください。なお、お申
込みいただいたイベントは、やむを得ず
中止や変更になることがありますのでご
了承ください。

収穫体験



鹿児島市国際交流センター

KIEX International Bus Tour

We had great memories with many 
Japanese and foreign participants in 
this “KIEX International Bus Tour” 
each year.
This year we are going to Soo city. 
You can visit power spots such as 
Kirihara Waterfall and Mizonokuchi
Cave, enjoy energetic Yagoro Taiko 
drums, and enjoy vegetable 
harvesting and tea brewing 
experience activities.

We are expecting to make a lot of 
great memories and smiles. Let’s 
have a fun♪

Time Schedule

10:40

Yagoro Taiko 

drums

12:40
Lunch

13:50

Tea brewing 

experience

11:50

Vegetable 

harvesting

14:50
Waterfall
And Cave

9:00

Leave 

Kagoshim
a city

17:30

Arrive at 

Kagoshim
a city

Date: Sunday, May 23th, 2021 from 9AM to 5:30PM

Meeting at Tourism Exchange Center at 8:45AM (1-1 Uenosonocho, Kagoshima City)

Participants: 60 foreigners and Japanese who live or commute to school or work in Kagoshima city 

Fee: 2,000 yen for foreign people (include lunch)

Deadline: Thursday, May 13th

How to apply: Please write your 1.Name 2.age 3.address 4.phone number and  

e-mail address 5.nationality 6.allergy and restriction (about meal)

and send it by E-mail or FAX, letter (with International Bus Tour as the subject)
to the address below.  ※Lottery if the capacity is exceeded

※ There’s a possibility of changed in plan.

vegetable 
harvesting

【Applications 】

鹿児島市国際交流財団 Kagoshima International Exchange Foundation (KIEX)

〒892-0846 鹿児島市加治屋町19-18 Kagoshima-shi, Kajiya-chō 19-18

TEL：099-226-5931 FAX：099-239-9258 E-mail：kokusai@kiex.jp


