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イベント開始日イベント終了日 イベント名

開催地区

イベントの種類

開催場所

アクセス情報

イベント紹介文

問い合わせ先

電話番号

2018-10-30

2019-01-14

2018サガ・ライトファンタジー

佐賀市

まちあるきをしてみ 中央大通り周辺・エス
たい
プラッツ

秋から冬にかけて佐賀の風物詩として多くの人々に親しまれている「サ
ガ・ライトファンタジー」。
JR佐賀駅から徒歩1分
180万球のLED(発光ダイオード)を用いたイルミネーションが「さがに恋しよ
サガ・ライトファンタジー実
0952-40-7104
駐車場：無し(近辺の有料駐車 う」をテーマに、街を華やかに彩ります。
行委員会事務局
場をご利用ください)
一般公募で集まった光のオブジェの展示会の他、イルミネーションの中で
行われるコンサートも期間中楽しめます。
開催時間 17：00-24：00

2019-01-01

2019-01-01

新春ジョギング

佐賀市

体験・チャレンジし
スポーツパーク川副
たい

JR佐賀駅バスセンターから佐
賀市営バス犬井道線乗車30 元旦の朝6時45分にスポーツパーク川副トレーニングハウス前に集合。朝 スポーツパーク川副
分、川副支所前下車徒歩3分 ７時に出発し、川副大橋まで片道3kmをジョギングし、大橋上で初日の出 トレーニングハウス（川副 0952-45-8910
駐車場：スポーツパーク川副 を拝み、1年の幸福を願います。（出発地点へ帰路）
町体育協会）
（無料）

唐津市

季節を感じたい（風
唐津天満宮
物詩）

2019-01-07

2019-01-07

おんじゃおんじゃ

2019-01-09

2019-01-10

十日恵比須大祭

佐賀市

2019-01-12

2019-01-13

ＳＡＧＡバルーンチャレンジシ
リーズ

佐賀市

季節を感じたい（風 與賀神社境内
物詩）
佐賀恵比須神社

嘉瀬川河川敷
ローンチサイト
体験・チャレンジし
国道34号線南嘉瀬大
たい
橋付近

JR佐賀駅バスセンターから佐
賀市営バス（佐大方面行）乗 明治37年、兵庫西宮からの御分霊を祭る。いわゆる十日恵比須で、商売
車11分、与賀町下車徒歩2分 繁盛を願う善男善女で終日賑わいます。
與賀神社
開催時間 1/9
16：00-21：00
駐車場：近辺に無料駐車場
1/10 7：00-16：00
有、当日係員の誘導による案
内
第３戦（サガテレビ杯）：2019年1月12日（土）
第４戦（NTT西日本杯）：2019年1月13日（日）
※荒天の場合は2019年2月3日（日）に順延。
［フライト] 午前のみ（7時30分から2時間程度）
熱気球大会佐賀運営委
佐賀大和ICから30分
［係留体験飛行]
員会
駐車場：会場内（無料）
受付時間 7:00-（先着200名 / 小学生以上ひとり500円 / 未就学児無料）
［バルーン朝市] バルーン朝市で地元のおいしい特産品や温かいものを
食べながらバルーンを楽しめます！
正月の伝統行事鬼火焚き･七草粥会・女山大根まつりが開催されます。
女山大根は、江戸時代から西多久地区で栽培されていた伝統野菜で赤
紫色の大根。新鮮でみずみずしく、甘みと辛みのバランスがよく、歯切れ
県道多久-若木線沿い
長崎自動車道多久ICより車で がよいので酢の物やサラダにあいます。また、煮込んでも煮くずれしない
西多久公民館
20分又は、JR唐津線多久駅 のが特徴です。祭りでは、女山大根を使った様々な地元料理を食べるこ
とができます。
下車、タクシーで15分
○鬼火焚き 6：30-8：00
〇七草粥会、女山大根まつり 8：30-10：00

0955-72-4844

0952-23-6091

0952-29-9000

2019-01-012

鬼火焚き･七草粥会・
女山大根まつり

2019-01-13

2019-01-13

第57回鳥栖市祝成人ロード
レース大会
鳥栖市
第31回高校生鳥栖10キロロー
ドレース大会

成人を祝う行事の一つ。全国から1,500人あまりの選手が参加するこの大
会は、今年で祝成人ロードレース大会が57回目、高校生鳥栖10キロロー
JR鳥栖駅降車後、虹の橋（高
ドレース大会が31回目を迎える。なお、後者は日本陸上競技連盟公認に 鳥栖市ロードレース大会
体験・チャレンジし ベストアメニティスタジ
架）を東に渡り1分。
よるコースであり、全国高校駅伝大会県予選での九州各県優勝校などか 実行委員会
たい
アム
駐車場:有り(800台)
らの招待選手が参加します。
開催時間 9:00-12:00

2019-01-13

2018-01-13

ライトファンタジー
ファイナルイベント

佐賀市

まちあるきをしてみ 唐人町まちかど広場
たい
（中央大通り）

JR佐賀駅南口から徒歩
約１0分
駐車場：無し（近辺の有料駐
車場をご利用ください）

平成30年10月30日から実施された2018サガライトファンタジーのファイナ
ルイベントを開催。イルミネーションの中で行われるコンサートや様々な体 サガ・ライトファンタジー実
0952-40-7104
験型イベントが行われます。
行委員会事務局
開催時間 18：00-

2019-01-13

2019-01-13

初釜茶会

唐津市

季節を感じたい（風
茶苑「海月」
物詩）

大手口バスセンターから
名護屋方面行きバス乗車
名護屋城博物館入口バス停
下車、徒歩7分

市内の唐津焼窯元で作られた直径40㎝の大茶碗を使いお茶をいただく
茶会です。顔が隠れるほど大きなお茶碗を使うためなかなか思うように飲 茶苑「海月」
むことができないところに面白さがあり、茶会の間中笑いが絶えません。

0955-82-4384

2019-01-14

2019-01-14

伊万里ハーフマラソン2019

伊万里市

体験・チャレンジし
伊万里市民センター
たい

JR伊万里駅から徒歩10分
駐車場：臨時駐車場有り

伊万里焼の大壺がある伊万里津大橋や、九州最大規模のアーチ橋であ
る伊万里湾大橋を通るコースとなっています。新春の走り初めはぜひ伊 伊万里ハーフマラソン実
万里の地へお越しください。
行委員会事務局
開催時間 10：00- スタート

0955-23‐3187

2019-01-12

多久市

季節を感じたい（風 多久市西多久町板屋
物詩）
西多久公民館

JR唐津駅から徒歩10分

市内から集まる門松やしめ飾りを燃やし、江戸時代から伝わる勇壮な、新
春の祭典「鬼すべ」（通称：おんじゃ おんじゃ）。
1年間の無病息災、家内安全を祈ります。
唐津天満宮
14：00- 追儺祭
18：00- 松明に火をつけて町廻り

多久聖廟
（多久市多久町）

2019-01-17

2019-01-17

絵馬奉納式

多久市

芸術を堪能したい

2019-01-19

2019-01-19

ふな市

鹿島市

季節を感じたい（風
酒蔵通り
物詩）

0952-75-2205

0942-85-3522

12月にJR多久・唐津の2駅に出張設置している巨大絵馬に受験生らが合
格や学業成就の決意などを書いて投函された絵馬カードを集め、多久聖
長崎自動車道多久ICから車で 廟において、釈菜（せきさい）の様式にのっとって絵馬奉納式を行います。
多久市観光協会
15分
また合わせて、絵馬奉納式には、受験生やその家族の方々に参加いた
JR多久駅から車で10分
だき、多久聖廟内の孔子像の前で絵馬に意気込みを書いてもらい一緒に
奉納します。
奉納後は年末まで保管し、多久聖廟お火たきで焚きあげします。

0952-74-2502

酒蔵通り：JR肥前浜駅下車、 二十日正月に供える料理用のフナを取り扱う市で、300年以上続く伝統行
浜公民館
徒歩5分
事です。

0954-62-2534

1

Fax番号

0942-81-1361

0955-23-2615

イベント開始日イベント終了日 イベント名

開催地区

イベントの種類

鳥栖市

佐賀銀行鳥栖支店駐
JR鳥栖駅から徒歩約10分
まちあるきをしてみ
車場(鳥栖市本通町一
駐車場:有り(約10台)
たい
丁目793-2)

開催場所

鳥栖市内の市民団体と本通筋商店街などが、商店街の活性化、市民の
交流の場づくりを目的に朝市を毎月第3日曜日に開催！！新鮮な魚介類
とすの朝市実行委員会
や野菜、花苗などいろんなものが揃っています。
開催時間 9:00-12:00

水田：
090-4586-2138
赤司：
090-1343-5811

道の駅桃山天下市-波
体験・チャレンジし 戸岬
たい
（桃山天下市・波戸岬
第1駐車場）

九州オルレ唐津コース1月の定例ウォーク。
新春の唐津の自然や景色を歩いて体感できます。

0955-51-1052

2019-01-20

2019-01-20

とすの朝市

2019-01-20

2019-01-20

九州オルレ唐津コース
唐津市
1月定例ウオーク「海鮮オルレ」

2019-01-26

2019-02-11

第19回
うれしのあったかまつり

2019-01-26

2019-01-26

ＦＡＮＫ ＴＨＥ ＭＵＳＩＣ ｆｒｏｍ
嬉野市
ＢＢＢＢ

芸術を堪能したい

2019-01-26

2019-01-27

2019
クロカンフェスタinかしま

鹿島市

体験・チャレンジし
鹿島市陸上競技場
たい

2019-01-27

2019-01-27

百手まつり

神埼市

芸術を堪能したい

2019-01-27

2019-01-27

吉野ヶ里ロードレースin神埼市 神埼市

体験・チャレンジし 吉野ヶ里歴史公園周
たい
辺

2019-02-03

2019年さが農業まつり

佐賀市

季節を感じたい（風 九州佐賀国際空港東
物詩）
特設会場

2019-02-02

2019-02-02

松原稲荷神社初午大祭
ぜんざい祭り

佐賀市

季節を感じたい（風
松原神社境内
物詩）

2019-02-02

2019-02-02

初午祭

鹿島市

季節を感じたい（風
祐徳稲荷神社
物詩）

2019-01-30

嬉野市

アクセス情報

イベント紹介文

大手口バスセンターから名護
屋方面行きバス乗車
名護屋城博物館入口バス停
下車、すぐ
嬉野温泉バスセンターから徒
嬉野温泉商店街一帯、 歩すぐ
季節を感じたい（風
嬉野市体育館（宵の美 駐車場：シーボルトの湯駐車
物詩）
術館）
場
市営駐車場
リバティ（嬉野市社会
文化会館）

神埼町横武乙竜神社
（横武公民館）

問い合わせ先

鎮西町観光案内所

電話番号

嬉野の本通り商店街を中心に、百句百灯華灯籠や手作りの和紙灯籠が
優しい光を灯し立ち並びます。期間中の土日を中心に郷土芸能や芸能組 （一社）嬉野温泉観光協
合による踊りの披露があります。3年目を迎えるランタンアート「宵の美術 会
館」は必見です。

0954-43-0137

0954-42-0361

関西で結成された７人編成のニューオリンズスタイルのブラスバンド。コン
武雄北方ICより南へ20分、ま
サート終了後、地元中学校の吹奏楽部や市民吹奏楽団との共演ステー
嬉野市文化振興事業実
たは嬉野ICより東へ20分、嬉
ジ有り。
行委員会（リバティ内）
野市役所塩田庁舎近く
(前売り）大人1,500円、高校生以下500円（当日券）各500円増し 開演時
駐車場：リバティ
間：14時

0954-66-9320

0954-66-9321

鹿島市陸上競技場のクロスカントリーコースで学童・中学生・一般の部で
JR肥前鹿島駅下車、タクシー
駅伝が行われます。
鹿島市体育協会
で10分
1/27(土)午前:学童駅伝、1/28(日)午前:中学駅伝、午後:一般駅伝。

0954-62-3379

豊作や健康などを願い、一年の運勢を地区の各戸主の男性が、ひとり5
JR神埼駅から車8分
本の矢を放ち「大的・菱的・紙的」の3つの的を射て占う祭りです。市の重
駐車場：横武公民館駐車場 要無形民俗文化財に指定されています。
開催時間 15：00-16：00

神埼市商工観光課

0952-37-0107

0952-52-1120

JR神埼駅から徒歩10分
駐車場：吉野ヶ里臨時駐車
場（800台）

吉野ヶ里歴史公園を主会場に2km、4km、10kmのコース別にタイム
を競います。「きてんしゃい！みんなで走っぎ楽しかよ！」を
神埼市商工観光課
キャッチフレーズに、弥生の丘を楽しく走る競技大会です。
開催時間 10：30-13：00

0952-37-0107

0952-52-1120

JR佐賀駅バスセンターから、
さが農業まつり臨時バス（1日
3往復）で約40分、会場下車徒
歩すぐ
駐車場：会場内（無料）

参加型イベントが楽しめる体験・情報発信コーナーや産直コーナー、物産
館、農業機械コーナー、緑化木コーナーなど、さまざまな企画をご用意。
JA共済イメージキャラクターショーもあり、子どもから大人まで楽しめる盛 農業まつり事務局（JAさ
りだくさんのイベントです。
が総合企画課内）
開催時間：1/30-2/2 9：00-16：00
2/3
9：00-15：00

0952-25-5182

初午のお祭りにかかる神事です。ぜんざいのふるまいもあります。
開催時間 11：00-15：00

0952-24-9195

JR佐賀駅バスセンターから佐
賀市営・祐徳・西鉄バス佐嘉
神社方面行き「佐嘉神社前」
下車
駐車場：佐賀神社（有料）
JR肥前鹿島駅下車、バスまた
はタクシーで約10分
駐車場：神社無料駐車場（約
3,000台）

佐嘉神社

商売繁盛、大漁豊作、家内安全を祈願するお祭りです。面浮立などの芸
祐徳稲荷神社
能が奉納されます。

2019-02-03

2019-02-03

節分祭 豆まき神事

佐賀市

季節を感じたい（風
佐嘉神社
物詩）

2019-02-03

2019-02-03

節分祭

鹿島市

季節を感じたい（風
祐徳稲荷神社
物詩）

JR肥前鹿島駅下車、バスまた
はタクシーで約10分
節分豆まき神事が午前10時より1時間ごとに5回行われます。
駐車場：神社無料駐車場（約
3,000台）

季節を感じたい（風 熊野権現社加勢鳥保
物詩）
存会

佐賀駅バスセンターから佐賀
市営バスで橋津行き
芙蓉校前下車
徒歩5分
駐車場：無し

毎年2月の第2土曜日の夜に催される民俗行事で、青年2名が藁で編まれ
たみのと腰みのほか装束を付け、竹を持って打ち鳴らしながら熊野神社
内で所作を行います。その後地区内の各家庭をまわり、悪霊を払い、1年
の家内安全や五穀豊穣を祈願する小正月の神人訪問の伝統行事です。 加勢鳥保存会
国の重要無形民俗文化財に登録されており、平成３０年には、「来訪神
仮面・仮装の神々」の構成遺産の一つとしてユネスコ無形文化遺産に登
録されました。

0952-97-0166

【車】波佐見有田ICから5分
【JR】上有田駅・有田駅下車
有田町内の各商店・有
（有田館へは有田駅から車で
田館
5分、上有田駅から徒歩で15
分）

有田ならではの、焼き物にこだわったひなまつりイベントです。柿右衛門
やマイセンのひな人形の共演や有田焼で製作された世界最大の磁器製
ひな人形を展示します。有田の街なかでは、店舗や窯元で、有田焼雛人 有田観光協会
形が春を彩るほか、町内飲食店では、この時期限定の雛まつり限定メ
ニューでおもてなしします。

0955-43-2121

2019-02-09

2019-02-09

見島のカセドリ
（国重要無形民俗文化財）

2019-03-17

第15回
有田雛(ひいな)のやきものまつ 有田町
り

佐賀市

芸術を堪能したい

2

0952-24-9196

0954-62-2151

JR佐賀駅バスセンターから佐
賀市営・祐徳・西鉄バス佐嘉
神社方面行き「佐嘉神社前」
年男･年女が郷土の先人たちに扮し、豆まきを行います。
下車
開催時間：11：00-／14：00-／16：00駐車場：佐賀神社
※豆をまく人（サービス券有）
※その他見学者（有料）

2019-02-09

Fax番号

佐嘉神社

0952-24-9195

祐徳稲荷神社

0954-62-2151

0952-24-9196

0955-43-2100

イベント開始日イベント終了日 イベント名

開催地区

イベントの種類

開催場所

2019-02-10

2019-02-11

伊勢神社大祭・前夜祭

佐賀市

季節を感じたい（風
伊勢神社
物詩）

2019-02-10

2019-02-10

第59回唐津10マイルロードレー
唐津市
ス大会

体験・チャレンジし 唐津市和多田大土井
たい
唐津市陸上競技場

アクセス情報
JR佐賀駅バスセンターから佐
賀市営バス嘉瀬新町、久富行
き乗車7分、女子校前下車徒
歩5分
駐車場：会場近辺に若干の駐
車場を準備（無料）

イベント紹介文
問い合わせ先
例年2月11日を大祭日として、商売繁昌、五穀豊穣、子宝安産、進学合
格、開運等のご利益を祈願し、祭礼を10日の夕刻から徹夜で行ないま
す。また、大正12年から続く佐賀伊勢会大神の新旧引継ぎ通渡し神事が
伊勢神社
行なわれます。
開催時間： 大祭前夜祭 2/10 17：00大祭
2/11 15：00まで

電話番号

0952-23-4221

国際陸連公認コース、日本陸連公認コース
唐津市未来創生部スポー
JR筑肥線・和多田駅から徒歩 10マイル（一般男子）、女子10km（一般女子）、高校10km（高校男子）、高 ツ振興課
0955-72-9237
約10分
校女子5km（高校女子）
（唐津10マイルロードレー
日本三大松原である虹の松原を駆けるコース
ス大会実行委員会）

2019-02-11

2019-03-31

第19回佐賀城下ひなまつり

佐賀市

JR佐賀駅からバス10分。
呉服元町バス停下車徒歩1分
駐車場：佐賀市歴史民俗館
季節を感じたい（風 佐賀市歴史民俗館、徴
（無料）、徴古館（入館者１時
物詩）
古館ほか
間無料）※駐車場が少ないた
め満車の場合は、近辺の有料
駐車場をご利用ください。

2019-02-11

2019-02-11

灰ふりまつり

唐津市

唐津市湊
季節を感じたい（風
湊八坂神社
物詩）
（湊疫神宮）

厄年の男性が参拝者に灰を振りかけ、灰をかけられた人は一年間を無病
唐津バスセンター（大手口）か
息災で過ごせると言われ、毎年多くの方が参拝されます。
湊疫神宮
ら「湊呼子線」バスで約20分
また、拝殿天井には五穀豊穣や縁起物の絵馬が多数描かれており、そ
湊公民館前下車徒歩約10分
の間で祈願をうけると御利益があるとされています。

2019-02-16

2019-03-10

磁器ひいなまつり

伊万里市

芸術を堪能したい

JR伊万里駅からバス15分
駐車場：有り

秘窯の里大川内山にて行われる磁器ひいな祭りです。
各窯元による磁器雛の展示販売などが行われます。
開催時間 9：00-17：00

伊万里鍋島焼協同組合

0955-23-7293

2019-02-16

2019-02-16

春九州オルレフェアin
唐津コース「唐津スイーツオル 唐津市
レ」

道の駅 桃山天下市体験・チャレンジし 波戸岬
たい
（桃山天下市・波戸岬
第1駐車場）

大手口バスセンターから
名護屋方面行きバス乗車
名護屋城博物館入口バス停
下車、すぐ

唐津の自然や景色を歩いて体感できます。
地元のお菓子などのふるまいがあります。

鎮西町観光案内所

0955-51-1052

2019-02-17

2019-02-17

とすの朝市

佐賀銀行鳥栖支店駐
JR鳥栖駅から徒歩約10分
まちあるきをしてみ
車場(鳥栖市本通町一
駐車場:有り(約10台)
たい
丁目793-2)

鳥栖市

伊万里市大川内山

多久聖廟
（多久市多久町）

2019-02-21

2019-02-21

絵馬奉納式

多久市

芸術を堪能したい

2019-02-23

2019-02-24

梅まつり

嬉野市

季節を感じたい（風
みゆき公園梅林園
物詩）

佐賀藩鍋島家伝来の雛人形をはじめ、鍋島小紋や手織り佐賀錦などの
佐賀城下ひなまつり実行
おひなさまが豪華絢爛に勢ぞろい。佐賀市歴史民俗館や徴古館を中心と
委員会事務局（佐賀市観 0952-20-2200
して開催されます。
光協会）
開催時間：10：00-17：00

鳥栖市内の市民団体と本通筋商店街などが、商店街の活性化、市民の
交流の場づくりを目的に朝市を毎月第3日曜日に開催！新鮮な魚介類や
とすの朝市実行委員会
野菜、花苗などいろんなものが揃っています。
開催時間 9:00-12:00

12月にJR多久・唐津の2駅に出張設置している巨大絵馬に受験生らが合
格や学業成就の決意などを書いて投函された絵馬カードを集め、多久聖
長崎自動車道多久ICから車で 廟において、釈菜（せきさい）の様式にのっとって絵馬奉納式を行います。
多久市観光協会
15分
また合わせて、絵馬奉納式には、受験生やその家族の方々に参加いた
JR多久駅から車で10分
だき、多久聖廟内の孔子像の前で絵馬に意気込みを書いてもらい一緒に
奉納します。
奉納後は年末まで保管し、多久聖廟お火たきで焚きあげします。
嬉野インターより車で3分
駐車場：みゆき公園

【予定】約400本の梅林園にて、甘酒やうれしの茶、紅茶のふるまい、温泉
（一社）嬉野温泉観光協
湯どうふや地元特産物、嬉野銘菓の販売などが行われます。
会
時間：午前10時～午後4時

2019-02-23

2019-03-10

唐津のひいな遊び

唐津市

【古代の森会館】
JR筑肥線・虹ノ松原駅から徒
歩約20分
【埋門ノ館】
JR唐津駅から徒歩約15分
唐津市内各所
【旧唐津銀行】
まちあるきをしてみ (古代の森会館・埋門ノ
市内5会場で、ひなまつりイベントを開催。
JR唐津駅から徒歩約5分
たい
唐津市内に古くから伝わるひな人形の展示。
館・旧唐津銀行・旧大
【旧大島邸】
島邸、中尾家屋敷)
JR唐津駅から徒歩約12分
【中尾家屋敷】
唐津バスセンター（大手口）か
ら呼子行きバスで約30分呼子
バスターミナルから徒歩約5分

2019-02-24

2019-02-24

第68回公認鹿島祐徳ロード
レース

鹿島市

体験・チャレンジし
祐徳稲荷神社参道
たい

2019-02-27

2019-02-27

絵馬奉納式

多久市

芸術を堪能したい

多久聖廟
（多久市多久町）

0955-72-9182

0952-28-5656

0955-79-0216

水田：090-45862138
赤司：090-13435811

0952-74-2502

0954-43-0137

唐津のひいな遊び実行委
0955-77-0510
員会（古代の森会館内）

JR肥前鹿島駅下車、バスまた
はタクシーで約10分
ハーフマラソン（日本陸連公認）、公認5km、3km、2kmでレースが繰り広げ
鹿島市体育協会
駐車場：神社無料駐車場（約 られます。
3,000台）

0954-62-3379

12月にJR多久・唐津の2駅に出張設置している巨大絵馬に受験生らが合
格や学業成就の決意などを書いて投函された絵馬カードを集め、多久聖
長崎自動車道多久ICから車で 廟において、釈菜（せきさい）の様式にのっとって絵馬奉納式を行います。
多久市観光協会
15分
また合わせて、絵馬奉納式には、受験生やその家族の方々に参加いた
JR多久駅から車で10分
だき、多久聖廟内の孔子像の前で絵馬に意気込みを書いてもらい一緒に
奉納します。
奉納後は年末まで保管し、多久聖廟お火たきで焚きあげします。

0952-74-2502
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Fax番号

0954-42-0361

イベント開始日イベント終了日 イベント名

開催地区

イベントの種類

開催場所

アクセス情報

イベント紹介文

問い合わせ先

松原神社境内にて骨董市を開催。陶磁器や古民具、古布など様々な品
物が所狭しと並ぶ、九州有数の骨董市です。
開催時間 10：00-17：00

佐賀城下ひなまつり街な
か賑わいづくり実行委員 0952-22-7340
会

電話番号

Fax番号
0952-22-7346

2019-03-01

2019-03-03

佐賀城下春の骨董市

佐賀市

季節を感じたい（風
松原神社境内
物詩）

JR佐賀駅バスセンターから
佐嘉神社前バス停下車すぐ
駐車場：無し（近辺の有料駐
車場をご利用ください）

2019-03-01

2019-09-30

ヤマメ漁解禁（厳木川）

唐津市

体験・チャレンジし
厳木川(主に上流域）
たい

JR厳木駅から約1km

毎年3月1日から9月30日まで、厳木川でのヤマメ漁を解禁。遊漁料は、日 唐津市厳木市民センター
0955-53-7115
釣り1,000円、年釣り5,000円（竿釣り）。
産業課

0955-63-3120

2019-03-03

2019-03-03

九州オルレフェア嬉野コース
咲け・SAKEスイーツオルレ

嬉野市

自然を満喫したい

嬉野温泉バスセンターから
5Km 駐車場：嬉野市役所
嬉野庁舎（スタート地点まで
シャトルバス有）

嬉野コース毎年恒例のオルレフェア。 スイーツでおもてなし（予定） 要
申し込み 12月10日より受付 参加費1500円
午前9時より受付、10時スタート予定

0954-42-3310

0954-42-2960

JR浜崎駅から約0.5km

美しい日本のみち500選に選ばれた虹の松原を中心に、県内唯一の全国
公認コースである唐津・虹の松原ツーデーウオークを開催。
【9日(土)見帰りの滝と唐津城をたずねるみち】
一般社団法人唐津観光
5km、15km、25km、45km
協会浜玉観光案内所
【10日(日)鏡山と虹の松原をたずねるみち】
5km、10km、20km、30km

0955-56-6937

0955-56-7059

2019-03-09

2019-03-10

嬉野オルレコース

第9回唐津・虹の松原ツーデー
唐津市
ウオーク

ひきやま公園
まちあるきをしてみ
浜崎祇園山囃子保存
たい
会館横

うれしの温泉観光課

2019-03-09

2019-03-09

窓乃梅酒造蔵開き

佐賀市

佐賀駅バスセンターより佐賀
330年におよぶ歴史に支えたれた佐賀県内最古の酒蔵が今年も蔵開きを
市営バス佐賀大学・相応線又
開催します。
窓乃梅酒造
体験・チャレンジし
は嘉瀬新町・久保田線、いず
しぼりたて新酒の試飲販売、地元特産物の実演販売など。また、88ヶ所 窓乃梅酒造株式会社
（佐賀市久保田町大字
たい
れも久保田橋バス停下車徒
巡りの「のぞき見恵比須さん」も窓乃梅酒造内にあります。
新田1833番地）
歩8分
※自動車など運転者の試飲は固くお断りします。
駐車場：会場内（無料）

2019-03-15

2019-03-15

お粥開き神事

佐賀市

季節を感じたい（風
志賀神社
物詩）

JR佐賀駅より車で25分
駐車場：会場内（無料）

2月15日に粥を炊き、3月15日までの1ヶ月間、その粥を神殿に保管し、カ
ビの付着具合によってその年の吉凶を占うものです。(カビの色具合によ
志賀神社
り、災害・病気・豊作等を占う)
開催時間 7：00頃

0952-45-0968

2019-03-15

2019-03-15

お粥開き神事

佐賀市

海童神社
JR佐賀駅より車で25分
季節を感じたい（風
（佐賀市川副町大字犬
駐車場：会場内（無料）
物詩）
井道1098番地）

2月15日に粥を炊き、3月15日までの1ヶ月間、その粥を神殿に保管し、カ
ビの付着具合によってその年の吉凶を占うものです。(カビの色具合によ
海童神社
り、災害・病気・豊作等を占う)
開催時間 5：30頃

0952-45-0547

2019-03-17

2019-03-17

とすの朝市

鳥栖市

佐賀銀行鳥栖支店駐
JR鳥栖駅から徒歩約10分
まちあるきをしてみ
車場(鳥栖市本通町一
駐車場:有り(約10台)
たい
丁目793-2)

鳥栖市内の市民団体と本通筋商店街などが、商店街の活性化、市民の
交流の場づくりを目的に朝市を毎月第3日曜日に開催！！
新鮮な魚介類や野菜、花苗などいろんなものが揃っています。
開催時間 9:00-12:00

水田：090-45862138
赤司：090-13435811

2019-03-17

2019-03-17

波戸岬クロスカントリー大会

唐津市

唐津市
季節を感じたい（風
鎮西町波戸岬
物詩）
周辺

大手口バスセンターから
4km、2.7km、1.4kmのコースを小学生から壮年まで8種目に分かれて楽し 波戸岬
波戸岬方面行きバス乗車
くレースを行う。
クロスカントリー事務局
波戸岬バス停下車、徒歩5分

0955-82-6111

2019-03-23

2019-03-24

第5回嬉野温泉酒蔵まつり

嬉野市

まちあるきをしてみ
嬉野市内3酒蔵界隈
たい

【予定】嬉野市内各所、鹿島
【予定】各蔵での飲み比べ・試飲・販売や豪華景品が当たるスタンプラ
方面よりシャトルバス運行
リー、「3蔵セット」の限定販売や地元物産品の販売など。
時間：午
駐車場：JA佐賀塩田支所、中
前10時～午後5時
央広場

（一社）嬉野温泉観光協
会

0954-43-0137

2019-03-23

2019-03-24

鹿島酒蔵ツーリズム®2019

鹿島市

まちあるきをしてみ
市内6酒蔵
たい

市内循環バス運行（JR肥前鹿
島駅、肥前浜駅、6蔵など）駐 市内の6蔵元の蔵開きを同時開催し、各蔵様々な催しを行います。
車場：神社無料駐車場（約
開催時間 10：00-17:00
3,000台）

鹿島市商工観光課

0954-63-3412

2019-03-23

2019-03-24

第17回肥前浜宿花と酒まつり

鹿島市

まちあるきをしてみ
肥前浜宿
たい

JR肥前浜駅下車、徒歩5分
駐車場：浜小学校グランド
（500円）

肥前浜駅・交流施設オープニングセレモニー＆沿線市町物産展
酒の神様感謝まつり
合同蔵開き
角打ち（有料）コーナー第2回全国の酒VS鹿島の酒
郷土芸能
肥前浜宿着物装いコンテスト・杉玉づくり体験
開催時間 10：00-17:00

とすの朝市実行委員会

2019-03-23

2019-03-24

第7回祐徳門前春まつり

鹿島市

まちあるきをしてみ 祐徳稲荷神社門前商
たい
店街

2019-03-23

2019-03-24

第13回かしま発酵まつり

鹿島市

まちあるきをしてみ
中心市街地
たい

JR肥前鹿島駅下車、徒歩5分 発酵食品のPR、発酵グルメ、スイーツなどの試食、販売などがあります。
鹿島商工会議所
駐車場：市営駐車場有（有料） 開催時間 10：00-17:00

鳥栖市

鳥栖市重要無形民俗文化財。
老松神社に奉納する神幸祭で獅子舞とポンテン踊りが伝承されていま
曽根崎町信号から西へ約260 す。鉦と太鼓の伴奏によって演じられる「獅子舞」と「道ばやし」からなる伝
鳥栖市教育委員会
季節を感じたい（風 曽根崎老松神社（曽根
ｍ
統芸能です。大きな雄・雌の獅子が、童子の「獅子つり」につられるように
生涯学習課文化財係
物詩）
崎町）
駐車場:無し
して演舞します。人々を浄め、土地の悪霊を払い、豊作を祈願する貴重な
民俗芸能です。
開催時間 8:30-15:00

2019-03-24

曽根崎の獅子舞
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0954-42-0361

NPO法人水とまちなみの
0954-69-8004
会

両日開催：春まつり特製！「彩りいなり弁当」数量限定で販売
佐賀ん酒飲み比べコーナー・着物で散策
JR肥前鹿島駅下車、バスまた
24日：ちびっこ大歓迎！働く車大集合・不知火太鼓等、ステージアトラク
はタクシーで約10分
ション
駐車場：神社無料駐車場（約
25日：門前参道でクラシックカーの展示が行われます。桜並木の下で花
3,000台）
見も楽しめます。
開催時間 10：00-17:00

2019-03-24

0952-68-2001

門前活性化事務所

080-1532-3240

0954-63-3231

0942-85-3695

0942-83-0042

イベント開始日イベント終了日 イベント名
2019-03-24

2019-03-24

第30回虹の松原カップ西日本
選抜小学生クラブ駅伝競走大
会

2019-03-24

2019-03-24

桜と陣跡ウォーク

開催地区

イベントの種類

唐津市

開催場所

アクセス情報

イベント紹介文

体験・チャレンジし
虹の松原内
たい

ＪＲ筑肥線・東唐津駅から徒
歩約10分

西日本各地、約40チーム（400名）による小学生クラブ対抗駅伝。日本三
大松原である虹の松原を駆けるコース。

唐津市

季節を感じたい（風 唐津市
物詩）
鎮西町名護屋

大手口バスセンターから
名護屋方面行きバス乗車
名護屋城博物館入口バス停
下車すぐ

名護屋城跡の桜を愛で諸大名の陣跡や波戸岬など自分の体力に合わせ
唐津観光協会
コースを選べます。地元の食材を使った振る舞いなどもあります。

2019-03-31

2019-03-31

第32回とす弥生まつり

鳥栖市

JR鳥栖駅から直行便バス「鳥
栖プレミアム・アウトレット」下
車徒歩約10分。
季節を感じたい（風 田代公園
九州道鳥栖ICから約5分。
物詩）
（鳥栖市柚比町328-1）
鳥栖筑紫野道路柚比ICから
約2分
駐車場:有り(約100台)

2019-03-24

2019-03-24

第21回北波多文連まつり

唐津市

芸術を堪能したい

“自然と歴史のふるさと鳥栖”をテーマにした市民のおまつり「とす弥生ま
つり」では、満開の空の下、弥生時代の装束を着た若人が武人舞と巫女
舞を披露し、古代の火起こしや、勾玉作りの実演が行われます。また、会
場ではバザーなどのテントが並び多くの人で賑わいます。
開催時間 10:00-15:00

問い合わせ先
電話番号
唐津市未来創生部スポー
ツ振興課
（虹の松原カップ西日本選 0955-72-9237
抜小学生駅伝大会実行
委員会）

0955-74-3365

とす弥生まつり実行委員
会
0942-83-8415
（鳥栖観光コンベンション
協会）

0942-55-3867

北波多社会体育館

西九州自動車道北波多ＩＣか
ら車で5分
北波多文化連盟に所属の団体によるステージ発表、展示、お茶席など。 唐津市北波多市民セン
駐車場：社会体育館駐車場、 開催時間 10：00-16：30
ター産業課
北波多小駐車場

千代田町大島地区

自家用車等利用
駐車場：大島公民館駐車場

0955-53-7135

0955-64-3125

英彦山信仰が元となり、地区の若者約20人が3つの講元の家から出発、
二手に分かれて締込み姿で水を掛け合います。五穀豊穣と無病息災を
祈願する祭りで、約200年以上の伝統があります。極寒の日暮れ時に裸
神埼市商工観光課
でクリークの水をかけ合う祭りは、地区の人たちが律儀に守りぬいてきた
伝統あるまつりです。
開催時間 17：30-18：00

0952-37-0107

0952-52-1120

1,200年余りの歴史を持つ千栗八幡宮の春祭りで、日本三大粥祭りのひと
つです。神器の金鉢にお粥を盛り、東西南北と筑前、筑後、肥前、肥後の
4つに分け、神殿に奉納されます。お粥の表面に付いたカビの具合で農 千栗八幡宮
作物の出来具合や天候を占います。地震を占うことで有名です。
開催時間 8：30-15：30

0942-89-5566

神埼市

芸術を堪能したい

2018-03-15

お粥だめし

みやき町

季節を感じたい（風
千栗(ちりく)八幡宮
物詩）

JR佐賀駅バスセンターから西
鉄バス40番神埼経由久留米
行き乗車、千栗八幡宮前バス
停下車、徒歩1分
駐車場：無料駐車場(20台)

2018-09-中旬

2019-06月

唐津Qサバ

唐津市

季節を感じたい（風
唐津市内各店舗
物詩）

唐津市内各店舗

2019-01-05

2019-01-05

ほんげんぎょう

みやき町

季節を感じたい（風
白石神社
物詩）

JR中原駅より車で10分
駐車場：無料駐車場(50台)

吉野ヶ里夢ロマン軽トラ市

まちあるきをしてみ 吉野ヶ里歴史公園東
吉野ヶ里町
たい
口駐車場

JR吉野ヶ里公園駅下車（北
口） 徒歩15分
長崎自動車道東脊振ICから
車で10分

新鮮な野菜や果物、海産物、工芸品、衣料品等の自慢の品を軽トラック
の荷台で直接販売する朝市です。
100店舗以上のお店が並び、見ているだけでもおもしろい。
イベントも開催します。
【毎月第一日曜日に開催 時間：8:00-11:30】

吉野ヶ里町商工会

0952-52-4644

2019-02-03

吉野ヶ里夢ロマン軽トラ市

まちあるきをしてみ 吉野ヶ里歴史公園東
吉野ヶ里町
たい
口駐車場

JR吉野ヶ里公園駅下車（北
口） 徒歩15分
長崎自動車道東脊振ICから
車で10分

新鮮な野菜や果物、海産物、工芸品、衣料品等の自慢の品を軽トラック
の荷台で直接販売する朝市です。
100店舗以上のお店が並び、見ているだけでもおもしろい。
イベントも開催します。
【毎月第一日曜日に開催 時間：8:00-11:30】

吉野ヶ里町商工会

0952-52-4644

2019-02-11

群雄割拠！華麗なる武雄焼シ
リーズ「肥前やきもの園×群雄 武雄市
割拠！春の陣」

芸術を堪能したい

2019-2月中旬

2018-03-15

2019-01-13

2019-02-03

2019-02-08

2019-01-13

九州大学と唐津市との共同研究により卵から育てられた安全安心の完全
養殖マサバ（愛称：唐津Qサバ）を提供します。鮮度抜群で脂ののった唐 呼子観光案内所
津Qサバ料理をご賞味ください。
佐賀では「ほんげんぎょう」と呼ばれる伝統行事。正月飾りを燃やして、そ
の火を受けることで、1年の無病息災を祈るものです。白石神社の「ほん
成富兵庫茂安公保存会
げんぎょう」は高さ14mで、「日本一のほんげんぎょう」と銘打って、勇壮に
藤永 正広 代表
執り行われます。当日は、和太鼓演奏などのイベントも開催され、見物客
が賑わいます。

0955-82-3426

090-2506-2785

今回は、日本遺産である肥前やきもの園とコラボの特別仕様！やきもの
(1)JR武雄温泉駅からタクシー
と季節のスイーツが楽しめるイベント。金継ぎワークショップも同時開催！
陽光美術館・日本庭園慧
陽光美術館・日本庭園 で5分
0954-20-1187
やきものを”縫う”特別な時間を是非ご体験ください。料金 600円（スイー
洲園
慧洲園
(2)武雄・北方ICから車で15分
ツ＋ドリンクのセット） ※別途入館料が必要です。一般600円 高大生
駐車場有
500円 中学生以下無料 時間： 10：00～17:00（ラストオーダー 16:30）
JR武雄温泉駅から徒歩10分
長崎自動車道武雄北方ICか
御船山の麓に咲く、約3000本の梅を楽しめます。
武雄市営業部観光課
ら車で10分
梅林の中にある茶屋では、名物の梅の花餅がいただけます。入場：無料
駐車場：武雄神社前、梅林駐
車場

2019-02-09

2019-03下旬

観梅まつり

武雄市

季節を感じたい（風
御船が丘梅林周辺
物詩）

2019-02-23

2019-02-23

九州オルレ武雄コース
『スイーツオルレ』

武雄市

長崎自動車道武雄・北方ＩＣか
ら車で10分（スタート地点ま
体験・チャレンジし スタート：白岩体育館
で）
たい
ゴール：武雄温泉楼門
駐車場：白岩運動公園下駐車
場

2019-02-24

2019-02-24

お不動さんまつり

武雄市

芸術を堪能したい

「九州オルレ武雄コース」を歩くウォーキングイベントです。
（12.5km）
9時：受付開始、10時スタート
終了予定時刻：15時30分-16時30分 事前予約制

武雄市営業部観光課

西暦709年に行基菩薩が開基した寺で、標高380メートルに位置し、秘法
長崎自動車道武雄・北方ICか
柴燈護摩法要のあと火渡りの行があり、無病息災がかなえられるといい
大聖寺（北方町大字大 ら車で20分
ます。豊臣家の旗印を型どった「ひょうたんおこし」を笹につけ下山しま
杉岳山大聖寺
崎6694番地）
駐車場：有り（無料駐車場100
す。
台)
開催時間 13:00-(予定）
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0955-72-9182

0955-74-3355

大島の水かけ祭り

2019-2月中旬

Fax番号

0954-20-1189

0954-23-9237

0954-23-3816

0954-23-9237

0954-23-3816

0954-36-4934

イベント開始日イベント終了日 イベント名

開催地区

イベントの種類

開催場所
竹古場キルンの森公
園 飛龍窯

アクセス情報
イベント紹介文
世界一の容積を誇る飛龍窯。2月の聖なる夜に、6000本を超える陶器の
武雄市役所から無料シャトル
灯ろうが並び、飛龍窯を囲むように幻想的な光の海をつくりだします。ス
バスで30分
テージイベントや可愛い焼き物の展示販売など、楽しいイベント満載で
駐車場：武雄温泉駅周辺有料
す。
駐車場、武雄市役所（無料）
2/9 15：00-21：00、2/10 15：00-21：00 （予定）

問い合わせ先

電話番号

Fax番号

武雄市営業部観光課

0954-23-9237

0954-23-3816

2019-02-9

2019-02-10

TAKEO・世界一飛龍窯灯ろう祭
武雄市
り

芸術を堪能したい

2019-02-中旬

2019-02-中旬

橋の駅ドロンパ いちご祭り

佐賀市観光情報発信
季節を感じたい（風
会館 橋の駅 ドロン
物詩）
パ

諸富産のいちごやいちごを使ったお菓子など旬の味覚を楽しもう！
佐賀駅バスセンターから佐賀
佐賀南部産の新鮮野菜やおまんじゅうの実演販売など様々なブースが並
佐賀市観光情報発信会
市営バス諸富・早津江線乗車
びます。
館 橋の駅 ドロンパ
30分、昇開橋前下車徒歩1分
数量限定であつあつの海苔汁のふるまいもあります。
駐車場：無料
9：30～18：00

体験・チャレンジし
呼子朝市通り
たい

【予定】 ※内容は変更になる可能性があります。
●開催時間 8:00-12:00
●獲りたて朝市セルフバーベキュー
JR唐津駅から大手口バスセン
呼子朝市で買い物した食材をそのままバーベキューでいただけます
ター経由「呼子」行きバス乗車
●鮮魚捌き方教室
唐津市呼子市民センター
約30分
鮮魚の捌き方教えます！
産業課
0955-53-7165
長崎自動車道 多久ICから国
●お買い物抽選会
道204号経由で約60分
受付で抽選券付のお買い物券（１枚500円の金券）を購入し、朝市でお
駐車場：呼子朝市駐車場(無
買い物さらに抽選会で豪華商品が当たるかも!?
料)、呼子臨港駐車場(有料)
●朝市朝食の提供
新米の炊き立てご飯と味噌汁の無料サービス。※無くなりしだい終了し
ます。

2019-03(下旬） 2019-03（下旬）

佐賀市

呼子朝市ふれあいフェスタ

唐津市

JR吉野ヶ里公園駅下車（北
口） 徒歩15分
長崎自動車道東脊振ICから
車で10分

0952-47-5209

新鮮な野菜や果物、海産物、工芸品、衣料品等の自慢の品を軽トラック
の荷台で直接販売する朝市です。
100店舗以上のお店が並び、見ているだけでもおもしろい。
イベントも開催します。
【毎月第一日曜日に開催 時間：8:00-11:30】

吉野ヶ里町商工会

0952-52-4644

国内外から寄せられたアマチュア陶芸家による作品展です。
伊万里・有田焼伝統産業会館に展示されます。
(今回をもって終了となります。)
【開催時間：9：00～17：00】

伊万里市観光課

0955-20-9031

2019-03-03

2019-03-03

吉野ヶ里夢ロマン軽トラ市

まちあるきをしてみ 吉野ヶ里歴史公園東
吉野ヶ里町
たい
口駐車場

2019-03-23

2019-04-06

国際アマチュア陶芸展伊万里
2019

伊万里・有
田焼伝統産 芸術を堪能したい
業会館

2019-03-23予
定

2019-03-23予定 第4回鹿島おまつり市

鹿島市

まちあるきをしてみ
中心市街地
たい

ゆーゆんさがん酒のみくらべ、新鮮地元農産物・海産物の直売、鹿島産
JR肥前鹿島駅下車、徒歩5分
木材を使った木工製品の展示直売、オリジナルスイーツ等の販売。
駐車場：市営駐車場有（有料）
開催時間 10：00-17:00

鹿島市産業支援課

0954-63-3411

2019-03下旬

2019-04上旬

桜まつり

鹿島市

季節を感じたい（風
旭ヶ岡公園
物詩）

JR肥前鹿島駅下車、タクシー
一目5千本といわれる桜の名所で夜間ライトアップなど行います。
で約7分。
〇ライトアップ 18：00-22：00
駐車場：有り(無料駐車場)

鹿島市商工観光課

0954-63-3412

2019-2月初旬

2019-2月初旬

神幸節分祭

神埼市

季節を感じたい（風 神埼町櫛田宮及び長
物詩）
崎街道門前広場

・ＪＲ神埼駅から徒歩約10分 神埼の総鎮守「櫛田宮」能舞台で催される新春の福豆まきは豪華賞品が
・長崎道東脊振ＩＣから約 抽選で当たります。新設された門前広場では「櫛田の市」も盛大に開催。 神幸館
(10:00-14:00 ) ・福豆まき（11:00-）
15分

2019-2月初旬

2019-2月初旬

姉の七福神

神埼市

芸術を堪能したい

千代田町姉地区

2019‐3月中旬

2019－5月初旬

御船山楽園 花まつり

武雄市

芸術を堪能したい

御船山楽園

2019-3月下旬

2019-4月上旬

上峰町鎮西山ライトアップ

上峰町

自然を満喫したい

上峰町大字堤字鳥越

未定

未定

JR九州早春ウォーキング

佐賀市

未定

未定

伊万里梅まつり

未定

未定

海月のおひなまつり

伊万里市大川内町 大
川内山
JR伊万里駅からバス15分有
伊万里・有田焼伝統産 料駐車場あり
業会館

地区の若者が七福神の神々に扮して、午後から二手に分かれて家々を
西鉄バス江見経由佐賀・久留 回り、家内安全と豊作を祈願する祭りです。約300年の伝統があります
米線姉バス停下車、徒歩3分 が、七福神の神々が長い年月の間に少しずつ変化して口上も各々のもの 神埼市商工観光課
が伝えられれいます。
駐車場：姉公民館駐車場
開催時間 12：00-15：00
長崎自動車道 武雄北方IC下
3月中旬～5月初旬 御船山楽園花まつり 第28代武雄領主鍋島茂義に
車
より御船山を借景にして造園されました。3月中旬からは2000本の桜、4月
御船山楽園
国道34号線を「大村・嬉野」方
中旬から5月初旬は20万本のつつじや藤、しゃくなげが華やかな花のリ
面へ5km
レーを繰り広げます。
駐車場：無料駐車場有

0952-20-251

0952-37-0107

0952-52-9505

まちあるきをしてみ
JR佐賀駅
たい

JR佐賀駅下車すぐ
駐車場：無し(近辺の有料駐車 未定
場をご利用ください)

0952-24-4029

伊万里市

季節を感じたい（風 伊万里市梅園藤ノ尾
物詩）
（伊万里市木須町）

JR伊万里駅からバス15分
有料駐車場あり

西九州最大の梅園に県内外より多くの来客があり、観梅会や地元の子ど
も達による催しがあります。
ＪＡ伊万里営農部
（内容未定）
開催時間 未定

0955-23-5560

唐津市

季節を感じたい（風
茶苑「海月」
物詩）

大手口バスセンターから
名護屋方面行きバス乗車
名護屋城博物館入口
バス停下車、徒歩7分

期間中は、ひな人形の展示、季節のお菓子（日替わり）で呈茶を行いま
す。
茶苑「海月」
海月のひなまつりマルシェも開催。手作りパンとお菓子のお店などが出展
予定。

0955-82-4384

6

0952-52-1120

0954‐23‐3131

県道鳥栖川久保線の屋形原 約1,000本の桜の開花を夜間にライトアップして幻想の光に包まれる夜桜
信号を北へ1km
をご覧頂けます。
上峰町商工会
駐車場：有り(約40台)
ライトアップ時間 18：00～22：00

JR佐賀駅

0955-20-9032

0952-52-9569

イベント開始日 イベント終了日

event date sta event date end

イベント名

event title

開催地区 イベントの種類 開催場所

問い合わせ先

電話番号

佐賀県立
宇宙科学館

0954-20-1666

体験・チャレン 佐賀県立
ジしたい
宇宙科学館

佐治晴夫さんをお招きして、最初に長期宇宙滞在を
果たしたロシアのセレブロフ宇宙飛行士やソユーズ・
JR武雄温泉駅からタクシー15
アポロドッキング時の乗員・関係者の話や、ボイ
佐賀県立
分
ジャー計画関連では、当時のジェット推進研究所で 宇宙科学館
長崎自動車道武雄北方IC10分
のご経験などを交えて、宇宙や科学についてお話し
いただきます。

0954-20-1666

0954-20-1666

0954-20-1666

event areaevent category

アクセス情報

event access

イベント紹介文

event comment

event contact

event tel

楽しいクイズと実験で、宇宙や科学のふしぎを体験し
よう！
マンガを描いて、説明しちゃうぞ。

体験・チャレン 佐賀県立
ジしたい
宇宙科学館

JR武雄温泉駅からタクシー15
分
宇宙で宇宙服が必要なのはなぜ？
長崎自動車道武雄北方IC10分
空気の力でペシャンコ実験
寒い惑星に遊びに行こう
魔法使いになろう！
など

2019-01-13

月をめざしたアポロ展 関連イベント
ふしぎちゃんのわくわくサイエンス

2019-01-27

佐治晴夫氏 講演会
「宇宙のなかの私・私のなかの宇宙」
ービッグバンから”あなた”までー

2019-02-02

2019-02-03

字幕付プラネタリウム
「今夜の星空散歩」
～冬の星空を楽しもう～

武雄市

体験・チャレン 佐賀県立
ジしたい
宇宙科学館

より多くの方にプラネタリウムを楽しんでいただける
よう、字幕つきのプラネタリウム投映を行います。
JR武雄温泉駅からタクシー15
音声による星空の解説とともに、解説内容の一部を 佐賀県立
分
字幕として投映します。
宇宙科学館
長崎自動車道武雄北方IC10分
ゆったりと星空をながめながら、見ごろの星座・天体・
惑星などの話を楽しんでみませんか？

2019-03-16

2019-05-06

春の企画展「ビーコロ2019」

武雄市

体験・チャレン 佐賀県立
ジしたい
宇宙科学館

JR武雄温泉駅からタクシー15
ビー玉を転がしていろいろな仕掛けを動かしていく
分
「ビーコロ装置」を体験します。
長崎自動車道武雄北方IC10分

2019-01-13

2019-01-27

武雄市

武雄市

佐賀県立宇宙科学館

佐賀県立
宇宙科学館

Fax番号

event fax

イベント開始日 イベント終了日

2018-03-17

2019-01-20

2019-02-11

2019-01-14

2019-01-20

2019-03-31

イベント名

開催地区 イベントの種類

開催場所

アクセス情報

イベント紹介文

問い合わせ先

電話番号

FAX

肥前さが幕末維新博覧会 特
別展
佐賀市
「幕末明治の鍋島家 ―大名か
ら侯爵へ」

明治維新から150年を機に、長崎港の警備などに
力を注いだ10代佐賀藩主鍋島直正公の時代、そし
自家用車：佐賀大和ＩＣより車で て11代直大公や栄子夫人が活躍した侯爵鍋島家
の時代を中心に、直筆の手紙や愛用品などから、 徴古館
20分（駐車場：10台）
徴古館
芸術を堪能し
（公益財団法人鍋 0952-23-4200
佐賀市松原2丁 バス：佐賀駅バスセンターから その人となりと鍋島家の歴史に迫ります。
たい
島報效会）
市営・昭和・祐徳の各バスで「県 開館時間：午前9時30分～午後6時（最終入館
目5-22
庁前」または「佐嘉神社」下車 17:30）
入館料：400円（高校生以下は無料）
休館日：年末年始（12/29～1/3）

0952-234200

第10回香道体験会
「初春の香りを楽しむ」

佐賀市

自家用車：佐賀大和ＩＣより車で
20分（駐車場：10台）
徴古館
芸術を堪能し
佐賀市松原2丁 バス：佐賀駅バスセンターから
たい
市営・昭和・祐徳の各バスで「県
目5-22
庁前」または「佐嘉神社」下車

本格的な香木の香りを楽しめる、新春にふさわしい
イベントです。今年は「水鳥香」という組香を行いま 徴古館
（公益財団法人鍋 0952-23-4200
す。
島報效会）
時間：10時／11時／13時／14時の4回
参加費：2,000円（抹茶付き）

0952-234200

佐賀市

自家用車：佐賀大和ＩＣより車で
20分（駐車場：10台）
徴古館
芸術を堪能し
佐賀市松原2丁 バス：佐賀駅バスセンターから
たい
市営・昭和・祐徳の各バスで「県
目5-22
庁前」または「佐嘉神社」下車

明治から昭和初期の侯爵鍋島家歴代夫人が愛し
んだおひなさまをご紹介する恒例の雛祭りです。
徴古館
開館時間：午前10時～午後5時
（公益財団法人鍋 0952-23-4200
入館料：300円（小学生以下は無料／佐賀城下ひな
島報效会）
まつり共通券は600円）
休館日：なし

0952-234200

「鍋島家の雛祭り」展

微古館

イベント開始日 イベント終了日 イベント名

開催地区 イベントの種類 開催場所

アクセス情報

イベント紹介文

問い合わせ先

電話番号

Fax番号

【博物館】

2018-04-01

2019-03-31

博物館常設展
「佐賀県の歴史と文化」

佐賀市

JR佐賀駅から南へ2,2㎞（徒歩
約30分）／佐賀駅バスセンター
から市営バス1番のりば「佐賀
空港」，3番のりば「平松循環」・
「広江・和崎」で「博物館前」下
佐賀県立博物館
車徒歩約1分・「佐賀城跡線」で
芸術を堪能し
１・2号・大展示
「サガテレビ前」か「佐賀城跡」
たい
室
で下車徒歩約4分／市営・昭
和・祐徳・西鉄バスで「県庁前」
下車南へ600ｍ
（徒歩約10分）
駐車場：有り

2019-01-01

2019-01-27

新収蔵品展

佐賀市

芸術を堪能し 佐賀県立博物館
たい
3号展示室

〃

平成29年～30年度に当館で新たに収蔵された各分 佐賀県立博物
野の資料作品を展示します。
館・美術館

2019-02-05

2019-02-11

第9回諸冨家具コレクション

佐賀市

芸術を堪能し 佐賀県立博物館
たい
3号展示室

〃

家具へこだわりの強い一般の方をターゲットにアー
諸冨家具振興協
トとしての家具・美術鑑賞に値する家具をテーマと
0952-47-5097
同組合
して展示を行う。

2019-02-14

2019-02-28

内山孝－カンヴァスの陽光－

佐賀市

芸術を堪能し 佐賀県立博物館
たい
3号展示室

〃

日展で活躍中の洋画家・内山孝の洋画作品約30点
を展示。外国や佐賀県の陽光にあふれた美しい風
景画を中心に紹介します。

2019-03-05

2019-03-10

第10回佐賀裸婦デッサン会

佐賀市

芸術を堪能し 佐賀県立博物館
たい
3号展示室

〃

裸婦デザインを主に絵画の展示

2019-03-12

2019-01-17

第13回 中美九州展

佐賀市

芸術を堪能し 佐賀県立博物館
たい
3号展示室

〃

2019-03-19

2019-03-24

第41回さが行動美術展

佐賀市

芸術を堪能し 佐賀県立博物館
たい
3号展示室

〃

絵画（洋画）彫刻

さが行動美術協
090-3414-1608
会（近藤）

2019-03-26

2019-03-31

第10回二科会デザイン部佐賀
佐賀市
支部展

芸術を堪能し 佐賀県立博物館
たい
3号展示室

〃

B全、B2デザインポスター展及び小作品展

二科会デザイン
部佐賀支部
090-2507-8298
（川原）

2018-11-28

2019-02-11

吉岡徳仁 ガラスの茶室 - 光
佐賀市
庵

芸術を堪能し 佐賀県立美術館
たい
2・3・4号展示室

〃

デザイン・建築、現代美術の領域において活動し、
吉岡徳仁展実行
国際的に高く評価されている吉岡徳仁氏の展覧
0952-23-9112
委員会事務局
会。

2019-02-26

2019-03-03

九州コンテンポラリーアート
2019佐賀

佐賀市

芸術を堪能し 佐賀県立美術館
たい
2・3・4号展示室

〃

九州8県で活躍するコンテンポラリー作家70名が参 九州コンテンポ
加するトリエンナーレ形式展示、平面からインスタ ラリーアート実行
レーションまで多領域にわたる展覧会。
委員会

2019-03-05

2019-03-10

第29回佐賀北高校芸術科美
術専攻卒業作品展・第51回佐 佐賀市
賀北高等学校美術部「ペタ展」

芸術を堪能し 佐賀県立美術館
たい
2・3号展示室

〃

絵画・彫刻・デザイン等の作品展示

佐賀北高等学校 0952－26－
（甲斐）
3211

2019-03-05

2019-03-10

第49回水彩連盟佐賀支部展
（白水会展）

佐賀市

芸術を堪能し 佐賀県立美術館
たい
4号展示室

〃

25人50点ほどの展示

水彩連盟佐賀支
部（古川）

2019-05-06

岡田三郎助の花物語－万花
描く辻永とともに－

佐賀市

芸術を堪能し 佐賀県立美術館
たい
2・3・4号展示室

〃

佐賀が輩出した洋画家・岡田三郎助と、彼の没後
にアトリエを継承した洋画家・辻永。2人はいずれも
0952-25植物を愛し、作品として描きました。本展では、両 佐賀県立美術館 0952-24-3947
7006
者に共通のテーマ「花」に着目し、作品や遺愛品を
紹介します。

2019-03-16

佐賀県立博物館・美術館

自然・民俗・考古・歴史・美術・工芸の分野による展
示。佐賀の大地の成り立ちや自然環境の特性を御
覧いただける資料、古代から近代までの考古や歴
0952-25佐賀県立博物館 0952-24-3947
史資料、そして有明海漁撈具など、佐賀ならではの
7006
資料を一堂に展示します。
時間 9：30～18：00

東京中美展出品作を中心に油絵・水彩・その他

0952-24-3947

0952-257006

佐賀裸婦デッサ
0952-29-1940
ン会
中央美術協会佐
080-1534-9741
賀支部 （平方）

2019-03-16

2019-05-06

人間国宝 中島宏 追悼展－
佐賀市
永遠の青磁－

芸術を堪能し 佐賀県立美術館
たい
2・3・4号展示室

〃

本展は、初期作品から晩年までの約１００点によ
り、生涯にわたる作陶活動を振り返り、偉大な芸術
サガテレビ
家として生きた中島宏氏の全貌をさまざまな視点
からとらえる展覧会です。

2019-11-27

2019-02-11

OKADA-ROOM Vol.12

佐賀市

芸術を堪能し 佐賀県立美術館
たい
OKADA-ROOM

〃

近代洋画壇で活躍した佐賀県出身の画家・岡田三
郎助の作品を常時ご覧いただける「OKADA0952-25佐賀県立美術館 0952-24-3947
ROOM」。代表作の数々や関連資料を通して、岡田
7006
の美の世界をお楽しみください。

2019-2-

2019-

OKADA-ROOM Vol.13

佐賀市

芸術を堪能し 佐賀県立美術館
たい
OKADA-ROOM

〃

近代洋画壇で活躍した佐賀県出身の画家・岡田三
0952-25郎助の作品を常時ご覧いただける「OKADA佐賀県立美術館 0952-24-3947
7006
ROOM」。代表作の数々や関連資料を通して、岡田
の美の世界をお楽しみください。

佐賀県立博物館・美術館

0952-29-9111

電話番号

Fax番号

JR唐津駅から昭和バス「名護
佐賀県立名護屋
文禄・慶長の役を契機に大きく発展し、今も飛躍を 佐賀県立名護屋
屋城博物館入口」下車徒歩約５
城博物館
続ける佐賀県の陶芸文化に触れてください。
城博物館
分

0955-82-4905

0955-82-5664

歴史と文化を堪
能したい

学芸員の調査研究活動の成果等を基に、日韓交
流史や「名護屋城跡並びに陣跡」、佐賀県・唐津・
JR唐津駅から昭和バス「名護
佐賀県立名護屋
東松浦地方の歴史や文化、韓国の歴史や文化な 佐賀県立名護屋
屋城博物館入口」下車徒歩約５
城博物館
どに関する講座を名護屋城博物館１階ホールで開 城博物館
分
催しています。
資料代：100円

0955-82-4905

0955-82-5664

歴史と文化を堪
能したい

JR唐津駅から昭和バス「名護
佐賀県立名護屋
文禄・慶長の役や韓国の伝統工芸に関する収蔵資 佐賀県立名護屋
屋城博物館入口」下車徒歩約５
城博物館
料を中心に紹介します。
城博物館
分

0955-82-4905

0955-82-5664

唐津市

歴史と文化を堪
能したい

学芸員の調査研究活動の成果等を基に、日韓交
流史や「名護屋城跡並びに陣跡」、佐賀県・唐津・
JR唐津駅から昭和バス「名護
佐賀県立名護屋
東松浦地方の歴史や文化、韓国の歴史や文化な 佐賀県立名護屋
屋城博物館入口」下車徒歩約５
城博物館
どに関する講座を名護屋城博物館１階ホールで開 城博物館
分
催しています。
資料代：100円

0955-82-4905

0955-82-5664

唐津市

歴史と文化を堪
能したい

島津義弘陣跡と JR唐津駅から昭和バス「波戸
周辺陣跡
岬」下車徒歩約３分

島津義弘陣跡の発掘調査現場や周辺の陣跡をめ
佐賀県立名護屋
ぐりながら、発掘調査の成果や当時の名護屋の様
城博物館
子について、学芸員が説明します。

0955-82-4905

0955-82-5664

歴史と文化を堪
能したい

学芸員の調査研究活動の成果等を基に、日韓交
流史や「名護屋城跡並びに陣跡」、佐賀県・唐津・
JR唐津駅から昭和バス「名護
佐賀県立名護屋
東松浦地方の歴史や文化、韓国の歴史や文化な 佐賀県立名護屋
屋城博物館入口」下車徒歩約５
城博物館
どに関する講座を名護屋城博物館１階ホールで開 城博物館
分
催しています。
資料代：100円

0955-82-4905

0955-82-5664

イベント開始日

イベント終了日

イベント名

イベントの種類

開催場所

2018-11-30

2019-01-14

テーマ展2
「陶芸の心と技 －武雄の現 唐津市
代の陶芸家たち17－」

歴史と文化を堪
能したい

2019-01-20

2019-01-20

なごや歴史講座
「出動！唐津藩船手の長崎
警衛」

唐津市

2019-02-01

2019-03-24

テーマ展3
唐津市
「名博コレクション展 第2部」

2018-02-18

2019-02-17

なごや歴史講座
「城下の暮らし －肥前名護
屋の暮らしを考える」

2018-03-03

2019-03-03

発掘調査現地説明会

2019-03-17

なごや歴史講座
「幻の居城 肥前名護屋 ～
唐津市
その保存活用と博物館の歩
み～」

2018-03-18

開催地区

アクセス情報

名護屋城博物館

イベント紹介文

問い合わせ先

イベント開始日 イベント終了日 イベント名

開催地区 イベントの種類 開催場所

アクセス情報

イベント紹介文

問い合わせ先

電話番号

2018-11-01

2019-01-14

肥前さが幕末維新の「志」展

佐賀市

佐賀県立
芸術を堪能し
佐賀城本丸歴史 佐賀大和ICから約20分
たい
館

2019-01-02

2019-01-06

2019年佐賀城「志」のお正月

佐賀市

佐賀県立
体験・チャレン
佐賀城本丸歴史 佐賀大和ICから約20分
ジしたい
館

日本の伝統的なお正月を体験しよう

2019-02-16

2019-03-07

こどもびなの宴

佐賀市

佐賀県立
芸術を堪能し
佐賀城本丸歴史 佐賀大和ICから約20分
たい
館

佐賀城下ひなまつり関連イベントとして、市内の小学 佐賀県立
生が手づくりしたおひな様を佐賀城本丸歴史館の
佐賀城本丸歴史 0952-41-7550
300畳の大広間に展示します。
館

佐賀城本丸歴史館

北海道開拓や沖縄の行政等で活躍した島義勇と11 佐賀県立
代齋藤用之助の事績を主に紹介し、彼らの偉業が基 佐賀城本丸歴史 0952-41-7550
になった現在の交流についても紹介します。
館
佐賀県立
佐賀城本丸歴史 0952-41-7550
館

Fax番号

イベント開始日

イベント終了日

イベント名

アクセス情報

イベント紹介文

問い合わせ先

電話番号

Fax番号

event_access

event_comment

event_contact

event_tel

event_fax

明治維新１５０年記念展
有田晩香窯
有田町
－明治から平成の窯元の軌跡
－

JR佐世保線有田駅・MR有田駅
下車 徒歩12分 西九州自動
赤絵屋から窯元へと変わりながら続く有田焼の窯
芸術を堪能し
車道波佐見・有田インターから
九州陶磁文化館
元晩香窯の豊富な資料を展示し、明治～平成の有 九州陶磁文化館
たい
車で10分
田焼の歴史を振り返る。
駐車場／あり
無料300台

0955-43-3681

0955-433324

第50回有田工業高等学校卒
業制作展

JR佐世保線有田駅・MR有田駅
下車 徒歩12分 西九州自動
芸術を堪能し
車道波佐見・有田インターから 佐賀県立有田工業高等学校生徒の卒業制作作品
九州陶磁文化館
九州陶磁文化館
たい
車で10分
展
駐車場／あり
無料300台

0955-43-3681

0955-433324

第37回西松浦郡小・中学校学
有田町
童美術展

JR佐世保線有田駅・MR有田駅
下車 徒歩12分 西九州自動
芸術を堪能し
車道波佐見・有田インターから 西松浦郡内の小中学校児童生徒の陶磁器・彫塑
九州陶磁文化館
たい
車で10分
等の作品を展示
駐車場／あり
無料300台

九州陶磁文化館

0955-43-3681

0955-433324

第3回九陶陶芸教室OB有志展 有田町

JR佐世保線有田駅・MR有田駅
下車 徒歩12分 西九州自動
芸術を堪能し
車道波佐見・有田インターから 九州陶磁文化館陶芸教室卒業生有志による作品
九州陶磁文化館
たい
車で10分
を展示
駐車場／あり
無料300台

九州陶磁文化館

0955-43-3681

0955-433324

第33回有田窯業大学校卒業
制作展

有田町

JR佐世保線有田駅・MR有田駅
下車 徒歩12分 西九州自動
芸術を堪能し
車道波佐見・有田インターから
九州陶磁文化館
佐賀県立有田窯業大学校学生の卒業制作作品展 九州陶磁文化館
たい
車で10分
駐車場／あり
無料300台

0955-43-3681

0955-433324

第30回九州陶磁器デザイナー
有田町
協会展

JR佐世保線有田駅・MR有田駅
下車 徒歩12分 西九州自動
芸術を堪能し
車道波佐見・有田インターから 九州陶磁器デザイナー（通称DAKTダクト）会員によ
九州陶磁文化館
九州陶磁文化館
たい
車で10分
る作品を展示
駐車場／あり
無料300台

0955-43-3681

0955-433324

第３4回有田陶交会展

有田町

JR佐世保線有田駅・MR有田駅
下車 徒歩12分 西九州自動
芸術を堪能し
車道波佐見・有田インターから 有田の窯元青年部による作品を展示。毎年テーマ
九州陶磁文化館
九州陶磁文化館
たい
車で10分
を決めて、新しい作品を紹介
駐車場／あり
無料300台

0955-43-3681

0955-433324

有田町

JR佐世保線有田駅・MR有田駅
下車 徒歩12分 西九州自動
芸術を堪能し
車道波佐見・有田インターから ２０１５年に逝去した陶磁器デザイナー深川篤氏の
九州陶磁文化館
九州陶磁文化館
たい
車で10分
作品を展示
駐車場／あり
無料300台

0955-43-3681

0955-433324

event_date_sta event_date_end event_title

2018-12-15

2019-01-22

2019-01-29

2019-02-05

2019-02-19

2019-02-26

2019-03-12

2019-03-19

2019-01-14

2019-01-27

2019-02-03

2019-02-11

2019-02-24

2019-03-03

2019-03-17

2019-03-31

深川篤 回顧展

開催地区

イベントの種類

開催場所

event_areaevent_category .

有田町

九州陶磁文化館

