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Topics

01

2016年 4月 日本遺 産認定！！
「日本磁器のふるさと 肥前
〜百花繚乱のやきもの散歩〜」
佐賀・長崎両県にまたがる「肥前窯業圏」には、有田焼、伊万里焼、唐津焼をはじめ
様々な個性際立つ陶磁器があります。また、青空に向かってそびえる窯元の煙突や
トンバイ塀は脈々と続く窯業の営みを物語り、伝統の技と美、景観を五感で感じる
ことができます。日本遺産認定を機に様々な取り組みを進めていきます。

問「肥前窯業圏」
活性化推進

協議会事務局（佐賀県文化課）
☎0952-25-7236

※佐賀・長崎両県の関係自治体・団体による
「肥前窯業圏」活性化推進協議会を設立し、
「肥前窯業圏」を活用した取り組みを進め
ています。
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2018年の明治 維 新150年に向け
広域 観光プロジェクト「平成の薩 長土肥連合」
鹿児島県、山口県、高知県、佐賀県では平成30年の明治維新150年に向け、幕末維新期の歴史
をテーマとした広域観光プロジェクトとして「平成の薩長土肥連合」を立ち上げました。共通
のテーマの下に遠隔地の県が連携することは全国的にも珍しく、テーマ性・ストーリー性を持
つ広域観光ルートをご提案します。
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問（一社）
佐賀県観光連盟

☎0952-26-6754

03

佐 賀県は
面白い取 組み が
たくさんあるよ

2016 熱気 球世界選 手 権開催！
バルーンミュージアムも10月OPE N
今年で37回目となる佐賀バルーンフェスタ。2016年、佐賀熱気球世界選手権が佐
賀市でおこなわれます。世界選手権の開催は1997年に続いて3回目。競技の他にも
さまざまなイベントを実施します。そして、2016年10月には、熱気球をテーマとした
日本初となる佐賀バルーンミュージアムがオープンします。

問

2016佐賀熱気球世界選手権
実行委員会

☎0952-29-9000
期間／2016年10月28日（金）〜11月6日（日）
問

佐賀市観光振興課

☎0952-40-7111
営／10：00〜17：30（予定）
料金／大人500円、児童・生徒200円

04

熱い 想い をもつ佐 賀県民と旅行 者をつなぐ

「抱く県、佐 賀」SAG A MONOG ATARI

問（一社）
佐賀県観光連盟

☎0952-26-6754
ＨＰ http://i-daku-saga.jp/

佐賀県のとびっきり魅力的な人たちと、出会い、抱き合い、交流する。
そんな、新しい旅のカタチです。人との出会い、触れ合いが、なによりも心に残る思
い出になる。佐賀県を訪れた方に、一生忘れられない出会いと経験を。
「SAGA MONOGATARI」は旅先での偶然の出会いを必然にする、新しい旅のカタチ
です。熱い想いをもった佐賀県民に出会う、そんな交流プログラムをご提案します。
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佐賀城本丸歴史館

1 歴史学習

スケールの大きさを肌で感じる！
佐賀市三大遺産と博物館めぐり
佐 賀市の南部エリアを中心に佐 賀市三大 遺 産（世界文化遺 産・ラムサール

条 約湿地・機械 遺 産）を巡るコース。近代日本の最先端を歩んだ佐 賀藩の
歴史や自然を感じることができます。

学習のポイント
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01

世界的に注目される観光地や
自然を見て学ぶことができる

02

国内においても貴重な生物や
自然を見て学ぶことができる

東よか干潟は日本一のシギ・チドリ類の飛
来地、シチメンソウは国内最 大の群生地、
ムツゴロウ・ワラスボは有明海のみ生息。

03

三重津海軍所跡では
日本最古のドライドック
復元模型展示

04

スケールの大きさを肌で感じ
ることで、視野を広げて人生
を見つめることができる

幕 末・維 新 期 に活 躍した 偉 人について学
ぶことで 、歴 史 や文化 に関 心 を持ち理 解
を深めるとともに、人生における目標達成
に向けた志や努力の大 切さを知ることが
できます。

筑後川昇開橋

（橋の駅ドロンパ）

〈佐賀市〉見学時間 50分
現存する国内唯一の昇開式可動橋。機械遺産にも認
定されています。1時間に1回可動し渡ることができま
す。(地震による改修工事のため6/1からは1日1回の可
動)また隣接する橋の駅ドロンパでは、特産物の買い
物や佐賀の観光情報を知ることができます。又多目的
トイレも完備しており、休憩所としても利用できます。
クラス行動 グループ行動

問

佐賀市観光振興課

☎0952-40-7111

東与賀干潟

（干潟よか公園）
〈佐賀市〉見学時間 30分
2015年5月ラムサール条約湿地に登録さ
れた、日本一のシギ・チドリ類の飛来地。
ムツゴロウやワラスボなどの底生生物が
多く生 息し、秋にはシチメンソウが海岸
線に鮮やかに広がります。
全体行動 クラス行動 グループ行動

問

佐賀市東与賀支所

☎0952-45-1022

世界文化遺産

三重津海軍所跡

〈佐賀市〉見学時間 30分

三重津
海軍所跡
〈佐賀市〉

2015年7月世界文化遺産に登録された「明治日本の産業革命遺産」
構成資産の一つ。幕末佐賀藩海軍の本拠地であり、日本の近代化の
礎となりました。
（佐野常民記念館に隣接）
クラス行動 グループ行動

1分

佐野常民記念館
〈佐賀市〉見学時間 60分

佐野常民
記念館
〈佐賀市〉

日本赤十字社の生みの親であり、幕末から明治の時代を背景に、政治・産
業・科学・芸術の分野で先進的な活動を展開した佐野常民の情報館です。
クラス行動 グループ行動

問

佐野常民記念館

3分

☎0952-34-9455

場所／佐賀県佐賀市川副町大字早津江津446-1
営／9：00〜19：00 休／月曜（祝祭日の場合は翌日）
年末年始（12月29日から1月3日まで）、その他臨時日
料金／入館無料（展示室は有料） 駐車場／大型バス可

筑後川
昇開橋
〈佐賀市〉

バーチャルで
当時の景色が
見れる！！

体験メニュー
TIME TRAVEL【体験：5台】

時空を超えて幕末の三重津 海軍所へ瞬間移動。まるでその場に入り込んだような
感覚と360度見渡せる広大な空間を心ゆくまで体感いただけます。

VR SCOPE【体験：80台】

手には地図、耳にはイヤホン、首にVR SCOPEをかけたら、さあ出かけよう、三重津
海軍所跡へ。音声ガイダンスを聞きながら、見どころポイントへ。VRスコープをのぞ
くと、約160年前の三重津海軍所をイメージしたパノラマ画像をご覧いただけます。

15 分

佐賀城本丸歴史館

東与賀干潟
〈佐賀市〉

〈佐賀市〉見学時間 60分

日本最大級の大きさ 木造の本丸御殿を復元！
1838年に佐賀藩10代藩主鍋島直正が再建した佐賀城本丸御殿の一部
を忠実に復元した歴史博物館。本丸御殿の復元としては日本初、木造
復元建物としては日本最大級となる2,500平方メートルを誇ります。館
内では、佐賀城の変遷と本丸御殿の復元の様子をはじめ、
「 幕末・維新
期の佐賀」をテーマに、藩政改革や時代を先導した近代科学技術の導
入、世界に活躍した先哲の偉業について分かりやすく紹介しています。

15 分

佐賀城
本丸歴史館
〈佐賀市〉

クラス行動 グループ行動

〈小中高校生向け〉 ボランティアガイドによる館内案内、
情報コーナー（ゲーム、デジタル展示、図書）
〈小学生向け〉 紙芝居、クイズラリー、ワークシートでの調べ学習

5分

NEW
問

佐賀県立佐賀城本丸歴史館

バルーン
ミュージアム
〈佐賀市〉
P3.4を参照

☎0952-41-7550

場所／佐賀市城内2-18-1 営／9：30〜18：00
休館日／12月29日〜31日 その他臨時休館日あり 入館料／募金をお願いしています

佐賀の八賢人おもてなし隊
佐 賀の歴史と誇りを後世に伝承！

幕末・維新期にかけて怒濤のように流れ込む異国文化
に揺れ動いた日本。国内最大級の木造復元建物である
佐賀城本丸歴史館では、日本の近代化に大きく貢献し
た「幕末・維新期の佐賀」を体感することができます。

佐賀の八賢人に扮した役者が本丸歴史館の館内や玄関
前で日曜に一日5回寸劇上演！歴史上のエピソードをも
とに、笑いと希望が盛り込まれた寸劇は大人気です。

60 分
嬉野温泉
宿泊
〈嬉野市〉
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エコ学習

2 体験学習

見て、触れて、味わえる体験学習
ものづくり体験・工場見学
豊富な水、広い平野そして恵まれた気候の佐賀市。佐賀ならでは

の、ものづくり体験・工場見学をご紹介いたします。環境や人、そし
て佐賀の地に根付いた歴史ある『ものづくり』の心が学べます。

野中蒲鉾

学習のポイント

01
02

7

制作工程を体験することで
食に対する感謝の心を育む

熟練の職人から直接学ぶことができます。
無 農 薬で 栽 培した自家 製そば 粉を 使 用 、
丁寧な指導で、初めての方も安心して体験
できます。

伝統工芸を体験することで
歴史と暮らしを学ぶ

〈佐賀市〉体験時間30〜120分／受入人数50名
創業大正13年、経 験を活かし魚の練り製品を製造・
卸・販売している会社。体験工房では、販売すり身を
練って絞って蒲鉾・ちくわ等の手作り体験ができます。
クラス行動 グループ行動

問

03
04

ごみ処理の様子を見学し、
ごみ問題が自分の生活と深く
関わりのある問題であること
を実感できる

☎0952-23-3658

西山田農園（そば打ち体験）

30 0 年の 伝 統を守り続ける匠の 技を直 接
学ぶことができます。

世界最大のアミノ酸工場で
アミノ酸を楽しく
学ぶことができる

野中蒲鉾

場所／佐賀市西与賀町大字高太郎
体験料／540円〜1950円（コースにより異なる）

〈佐賀市〉体験時間60〜90分／受入人数40名
農家のテーマパークとして、そば打ち体験や果物狩り
など、季節ごとの自然の恵みを味わえる体験ができ
ます。そば打ち体験では、自分で打ったそばをその場
で食べることができます。
クラス行動 グループ行動

問

西山田農園

☎0952-62-1226

場所／佐賀市大和町川上1955-1
体験料／基本1人1鉢（300ｇ）2000円、2人1鉢（300ｇ）3000円

肥前名尾和紙
〈佐賀市〉体験時間90〜120分／受入人数（見学）40名（体験）20名

三重津
海軍所跡
〈佐賀市〉
P00を参照

三百年以上の歴史を持つ佐賀の肥前名尾和紙。
（ 佐賀県重要無形文
化財）展示館では多くの和紙をはじめ試作品や一点ものなどの作品
を展示。また工房では紙すき作業の見学や体験がでます。
クラス行動 グループ行動

問

肥前名尾和紙

☎0952-63-0334

場所／佐賀市大和町名尾4754

体験料／1500円

1分

味の素工場見学（アミノ酸コース）

佐野常民
記念館
〈佐賀市〉
P5.6を参照

〈佐賀市〉体験時間75〜90分／受入人数120名
世界最大のアミノ酸工場でアミノ酸を楽しく学ぶことができます。
巨大な発酵プラント、九州工場ミュージアムの見学や、アミノ酸に触
れて味わうアミノ酸体験ができます。

3分

全体行動 クラス行動 グループ行動

問

味の素九州工場

筑後川
昇開橋
〈佐賀市〉
P5.6を参照

☎0120-47-4963（工場見学申込専用）

場所／佐賀市諸富町大字諸富津450

体験料／無料

バイオマス産業都市でのエコ学習

20 分

佐賀市はバイオマス産業都市として、ごみ焼却場から排出されるガスからCO2を取り出す、CO2分離回収装
置を設置。日本だけではなく世界でも類を見ない取り組みとなっています。

昼食
〈佐賀市〉

佐賀市エコプラザ
清掃工場

リサイクル工場

〈佐賀市〉
佐賀市の環境を豊かにする為に、ごみの減量・資源の有効活用に関す
る情報を発信するとともに、科学的に正しい知識に基づいて環境のこ
とをわかりやすく学んでもらうための佐賀市の環境学習の拠点。

20 分

クラス行動 グループ行動

問

佐賀市エコプラザ

休館日／水曜日、年末年始

ものづくり体験
〈佐賀市〉

☎0952-33-0520

営／10：00〜17：00

工場見学
〈佐賀市〉

バイオマス産業都市さが

エコ学習
〈佐賀市〉

CO2分離回収装置
〈佐賀市〉見学時間120分／受入人数90名
佐賀市清掃工場では排出ガスからの二酸化炭素の分離回収・活用の研
究に取り組んでおり、二酸化炭素分離回収装置の稼動を開始。
全体行動 クラス行動 グループ行動

問

佐賀市バイオマス産業都市推進課

見学／対応については事前確認要

☎0952-30-2431

吉野ヶ里メガソーラー発電所

20 分

宿泊
〈佐賀市〉

〈吉野ヶ里町〉
吉野ヶ里メガソーラー発電所”てるてるの森”は、吉野ヶ里地域との共生
をはかり、太陽光発電を身近に体感し、学ぶことのできる、再生可能エ
ネルギー普及と地域発展のシンボルとなる施設です。
クラス行動 グループ行動

問

佐嘉吉野ヶ里ソーラー合同会社

☎0952-37-5165
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渓流登り体験

3 自然体験

ぐるっと唐津・玄海①
大自然の中で心と体と知を育む
唐津市は海・山・川の豊かな自然に恵まれ、大陸との交流によって生まれた

文化や歴史、伝統が息づく町です。豊かな自然、人とのふれあいのなかで優
しい心を育む暮らしを体験しよう。

学習のポイント

01

海・山・川の環境について
学習する

02

集団行動することで
協調性と連帯感を育む

03

体験を通して豊かな
感受性を養う

04

漁業・農業を体験し
人々の暮らしを学ぶことで
生きる力を育む

05
9

調理体験を通して
食べ物への感謝の心を
学習する

魚バーガーつくり体験

〈唐津市〉体験時間

120分

玄海灘でとれた、新鮮な魚をつかって魚バーガー
を作ります新鮮な魚と獲れたてのフレッシュな野
菜でハンバーガーをつくり、試食まで行います。
受入人数／10〜30人

受入時期／通年

クラス行動 グループ行動

唐津焼体験

〈唐津市〉体験時間

120〜180分

唐津焼の歴史を学び、造形から絵付けまでをおこ
ない、世界に一つだけの作品を創作します。手び
ねりから絵付けまでを行います。
受入人数／10〜120人

受入時期／通年

全体行動 クラス行動 グループ行動

各体験の
お問い合わせ先

唐津よかばい旅倶楽部

社団法 人 唐 津 観 光 協会

佐賀県唐津市新興町2935-1（JR唐津駅内）

TEL.0955-74-3611

FAX.0955-74-3612

ATA事業部

少し沖へ漕ぎ出すだけで、心が自由になっていく
ヨット体験（マリンスポーツ）

旧高取邸
曳山展示場など
〈唐津市〉
P11.12参照

ヨットに乗って玄海の風になろう！
〈唐津市〉体験時間 180分

日本有数のヨットのメッカでもある佐賀県ヨットハーバー
で、日頃体験できない「海」について深く学んだり、ヨットと
いう文化にふれ海洋スポーツの素晴しさを体感できます。
受入人数／20〜40人

35 分

受入時期／通年

クラス行動 グループ行動

シーカヤック体験

（ふれあい自然塾）

佐賀県立
名護屋城
博物館
〈唐津市〉
P11.12参照

〈唐津市〉体験時間 120分
波静かないろは島で安全に楽しむことができるシーカヤッ
ク。海の環境について学ぶことができ、自然を大切にする
気持ちを育てます。
受入人数／10〜20人

受入時期／通年

グループ行動

35 分

船釣り体験
〈唐津市〉体験時間 120〜180分

昼食
〈唐津市〉

船釣り体験を通して地元の漁師生活を学ぶ。漁師さんとの
交流を深め、豊かな人間関係を築きあげます。
受入人数／20〜36人

受入時期／通年

クラス行動 グループ行動

地引網体験

20 分

〈唐津市〉体験時間 90分
大漁を期待して、みんなで力を合わせて沖にある巨大な網
を岸まで引き寄せます。網で獲れた魚を地元の漁師さん
により解説をします。獲れた魚を料理する場合は追加料
金がかかります。
受入人数／30〜100人

受入時期／通年

自然体験
〈唐津市〉
みんなで
協力して地引網
大漁かな!?

全体行動 クラス行動 グループ行動

川の流れを辿っていけば、そこには命の源がある
渓流登り体験

民博体験
〈唐津市〉
P11.12参照

〈唐津市〉体験時間 120分
渓流と自然を楽しみながら観音の滝を目指し上流へと登っ
ていく。アドベンチャーを通じて困難に立ち向かう勇気や
知恵を育てます。渓流のぼりが終った後は、心と体が爽快！
受入人数／40人〜

35 分

受入時期／6月〜9月

全体行動 クラス行動 グループ行動

事前学習

渓流のぼりをすることで
どのような困難が想定されるか
をチェックします。

実践学習

ライフジャケットの付け方や
安全面についてのレチャー。
渓流のぼりに挑戦！！

事後学習

達成後の喜びを
レポートにまとめましょう。
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虹の松原

4 民泊体験

ぐるっと唐津・玄海②
大自然の中で心と体と知を育む
唐津では、宿泊自体を学習の大切なテーマとし、宿泊の受け入れ側でも教育の

一貫である宿泊体験であると理解し、子供たちの受け入れの用意をしています。
農村・漁村地 域の民泊を通して、その暮らしや人とのつながりの大切さを実感
し、様々な事を行い楽しむ事をテーマとしています。

学習のポイント

01
02

暮らしや人とのつながりの
大切さを実感

農 村・漁村 地 域の民泊を通して、その暮ら
しや人との つ な がりの 大 切 さを実 感し 、
様々な事を楽しむ事をテーマとしています。

家族として生活することで
お互いを思いやる心、
信じ合う気持ちを育む

生徒たちは、家族の一員として家業のお手
伝いをしたり、食事を一 緒に作ったり、い
ろいろな話をし、お互いを思いやる心、信
じ合う気持ちを育てます。

03
11

歴史を様々な角度から学ぶ
ことで、より広い知識と
歴史と現代の関わりを学ぶ

唐 津と民泊体 験〈2泊3日〉
1日目

福岡方面［車：60分］
【唐津市】
唐津体験プログラム
（体験＋体験型民泊 etc.）
2 日 目（ 体 験 型 民 泊 ）
【有田町】 やきもの体験
長崎方面［車：60分］
3日目

歴 史と農・漁体 験〈2泊3日〉
1日目

福岡［車：60分］ 佐賀空港［車：20分］
【佐賀市】佐賀城本丸歴史館
2 日 目（ 体 験 型 民 泊 ）
【唐津市】
唐津体験プログラム
（体験＋体験型民泊 etc.）
長崎方面・平戸方面［車：120分］
3日目

宿泊自体が学習の大切なテーマ
「体験型民泊」
農山漁村地域

三重津
海軍所跡
〈佐賀市〉
P5.6を参照

〈唐津市〉
唐津、玄海地域の民家に泊まり、受け入れ家族の皆様も普段着の付き合
いをさせていただきます。子 供たちは、家族の一員として家業 のお手伝
いをしたり、食事をつくったり、いろいろな話をします。お互いを思いや
る心、日頃悩んで いることも、父ちゃん、母ちゃんは真剣に向き合います。
時には叱ることもありますが、信じあう気持ちを伝えたいと思います。

1分

グループ行動

こんなことをします！

●ミカンハウスでの出荷の手伝い ●各家庭でのオリジナル作業
●畑作業（玉葱の収穫、きゅうりの箱詰め）
●鯛の養殖場での餌やり ●マイ箸づくり体験 ●松葉かき体験
●絵手紙体験 ●草細工をつかったブレスレット作り体験
●乗馬体験 ●魚つり体験 etc.
問

唐津よかばい旅倶楽部

☎0955-74-3611

社団法人唐津観光協会

20 分

佐賀城本丸
歴史館
〈佐賀市〉
P5.6を参照

ATA事業部

場所／佐賀県唐津市新興町2935-1（JR唐津駅内）

肥前名護屋城 歴史を超えてここに甦る！
佐賀県立名護屋城博物館

佐野常民
記念館
〈佐賀市〉
P5.6を参照

90 分

© 西和夫・アルセッド建築研究所

宿泊
〈唐津市〉

〈唐津市〉見学時間 90分（博物館）＋60〜90分（城址）
天下人 豊臣秀吉の命で築城され、当時は大坂城に次ぐ規模を誇った
「肥前名護屋城」。わずか7年で廃城となった“幻の巨城”が、最新技術を
使って現代によみがえります。
クラス行動 グループ行動

バーチャル名護屋城【体験人数：300人】

体験
プログラム
〈唐津市〉

天下人の城と諸大名の陣屋、城下町の様子を高精細CGを駆使して再
現。特に、名護屋城跡では、バーチャルリアリティ(VR)によって名護屋
城の壮大な姿が甦ります。タブレットを使って「420年前の名護屋城」
をあなたもぜひ体験してください。

謎解きガイドツアー【体験人数：300人】

アプリを利用し、名護 屋城 跡観 光案内ガイドとともに、様々な謎解き
をしながら城 跡を巡るツアー。オリジナルキャラクターと記念写真を
撮ったり、ガイドの説明で名護 屋城がより詳しくさらに楽しく探索で
きます。見事ゴールをすると博物館でオリジナル記念品もGET！

肥前名護屋城さるき【体験人数：300人】

ＮＨＫ大河ドラマ「真田丸」の真田幸村など全国から集まった戦国大
名の「陣 跡」を地元 案内人と一 緒に『さるき』
（ 歩き）ながら、
「 安土桃
山時代」の息吹を感じましょう♪

体験型民泊
〈唐津市〉
バーチャルで
楽しく歴史が
学べる！！

35 分

●大ホール（500名収容）でもバーチャル名護屋城を上映可
（雨天時はホールにて自由操作盤でVR名護屋城を体験可。事前申込）
●城跡案内タブレット（60台）を無料で貸出
●スマートフォンアプリでも体験可
●館内展示専用のタブレットや音声ガイドも無料貸出中
問

佐賀県立名護屋城博物館

佐賀県立
名護屋城
博物館
〈唐津市〉

☎0955-82-4905

場所／唐津市鎮西町名護屋1931-3 営／9：00〜17：00
休館日／月曜日 ※月曜日が祝休日の場合はその翌平日
年末12月29日〜31日 ※1月1日〜1月3日は開館しています。
2016年11月21日〜2017年3月23日は工事のため臨時休館いたします。
入館料／無料 ※特別企画展期間中は有料です。

佐 賀県 立
名護 屋城 博 物 館
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吉野ヶ里歴史公園

5 体験学習

ルーツを探る！佐賀平野で
築かれた日本文化の礎
古代より世界との交 通の拠点であった佐賀。渡来

人から学んだ技術を駆使し、独自の文化を華ひら
かせていきました。吉野ヶ里 遺 跡をはじめとする
遺跡群が、それらを証明しています。

吉野ヶ里発 掘当時の様子

くすりの歴史を知ろう！

学習のポイント

01

制作工程を体験することで
歴史と暮らしを学ぶ

02

古代を体験することで
歴史と暮らしを学ぶ

03

発掘や遺跡の保存や
再現を見ることで
遺跡の管理について
知ることができる

04

集団行動することで
協調性と連帯感を育む

中冨記念くすり博物館
〈鳥栖市〉体験時間 30分〜120分
生薬を使った香り袋作りが体験できます。昔の人がくすり
作りに用いていた薬研（やげん）という道具を使い、香りの
よい植物性生薬をすり潰して芳香剤を作る教室です。昔
ながらのくすりの作り方を体験することができます。でき
あがったものは江戸時代につかわれていたものと同じデ
ザインのくすり袋に詰めてお持ち帰りいただけます。
クラス行動 グループ行動

問

中冨記念くすり博物館

場所／鳥栖市神辺町288-1
体験料／700円（体験時間120分

☎0942-84-3334
20〜40名）

白石焼窯元めぐり
し ら い し や き か ま も と

〈みやき町〉体験時間 30分〜120分
４軒の窯元が伝統の灯を守っています。作品を見たり買ったりしてもよし、
自然豊かな小道を散歩してもよし、江戸時代の登り窯跡を見学してもよし、
と区域全体がマイナスイオンに包まれたパワースポットとなっています。
グループ行動
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問

みやき町観光協会

☎0942-96-4208

日本が震えた！世紀の大発見
中冨記念
くすり博物館
〈鳥栖市〉

吉野ヶ里歴史公園
弥生人の声が聞こえる！

〈吉野ヶ里町〉見学時間 2〜3時間
弥生時代の遺跡の中でも吉野ヶ里遺跡は、神埼
市と吉野ヶ里町にまたがり、推定延長2.5kmの壕
に囲まれた日本最大級の規模の弥生時代の環壕
集落（かんごうしゅうらく）跡です。弥生時代にお
ける「クニ」の中心的な集落の全貌や、弥生時代
700年間の移り変わりを知ることができ、日本の
古代の歴史を解き明かす上で極めて貴重な資料
や情報が集まっています。これらは、中国の史書
「魏志倭人伝（ぎしわじんでん）」に記された邪馬
台国の姿を彷彿とさせるもので、国の特別史跡に
も指定されています。また、有柄銅剣やガラス製
管玉等の出土品は国の重要文化財に指定される
など、高い学術的価値を有するものです。
全体行動 クラス行動 グループ行動

問

吉野ヶ里歴史公園

☎0952-55-9333

場所／神埼郡吉野ヶ里町田手1843
休園日／12月31日、1月の第3月曜日とその翌日
営／9：00〜17：00（6月1日〜8月31日9：00〜18：00）
利用料金／大人（15歳以上）420円［団体280円］、
小人（小・中学生）80円［団体40円］、
シルバー（65歳以上）200円、幼児（6歳未満）無料

10 分

昼食
〈鳥栖市〉

北内郭

吉野ヶ里集落の中で最も重要で神聖な場所とされており、当時まつ
りごとが 行われていた所と考えられています。巨大な祭殿をはじめ、
9棟の建物が復元されています。

40 分

※団体料金は小学生以上の方20名以上から適用となります。

吉野ヶ里
歴史公園
〈吉野ヶ里町〉

歴代王たちの墓

北 墳丘墓

本物の甕棺と遺構面を発掘された当時の状況で展示されています。

40 分

体験学習プログラム
吉野ヶ里ならではの様々な古代体験プログ
ラムに参加できます。

三重津
海軍所跡
〈佐賀市〉
P5.6を参照

勾玉づくり【体験人数：150人／時間60分】
1分

佐野常民
記念館
〈佐賀市〉
P5.6を参照

土笛づくり【体験人数：150人／時間60分】
・火起こし
・舞の稽古
・鏡製作

・銅鐸制作
・組ひも
・布つくり etc

昔の人の
暮らしを体感
できるよ！

14

多久聖廟
6 歴史学習

知識が深まる
天山の恵みと孔子の教え
雄大な天山のふもと、豊かな自然の恵みによって生まれた文化や歴史、
伝統が息づく町です。歴史を辿り、人とのふれあいのなかで生きる力を
育みます。

多久聖廟

学習のポイント

01

山・川、里山の環境について
学習する

02

集団行動することで
協調性と連帯感を育む

03

歴史を通して豊かな
感受性を養う

04

工場見学を通して
食べ物への感謝の心を
学習する

〈多久市〉見学時間

40分

多久聖廟は、宝永5年（1708）多久茂文が孔子像を安置
し、領民に「敬」の心を培わせるために建てた孔子廟で
す。現存する聖廟としては足利学校（栃木県）、閑谷学
校（岡山県）に次ぐ古い建物です。建築様式は、禅宗様
仏堂形式と呼ばれる我が国の代表的な建築様式です
が、彫刻や文様で中国的な雰囲気を出しています。現在
は、国指定重要文化財として大切に保全されています。
クラス行動 グループ行動

問 公益財団法人孔子の里 ☎0952-75-5112
場所／多久市多久町東の原1642

古地図ウォーク

〈多久市〉体験時間

60分

文教の里と呼ばれる多久城下町を古地図をもと
に歩く偉人の足跡をたどるルート。多久聖廟など
歴史遺産と自然で癒されます。
グループ行動
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問

多久市観光協会

☎0952-74-2502

里山の恵み、長崎街道とシュガーロード
友桝飲料（工場見学）

天山登山
〈小城市〉

自分だけのサイダー

〈小城市〉体験時間 40分

昼食
〈山頂〉

蛍の郷の天然水を使った「スワンサイダー」や「こどもび
いる」の製造される模様を見学することができます。工場
を見学した後は、自分だけのオリジナルサイダーを作って
飲むことができます。
クラス行動 グループ行動

問

友桝飲料

☎0952-72-5588

場所／小城市小城町岩蔵2575-3
受入人数／〜50人 受入時期／通年

60 分

多久聖廟
〈多久市〉

天山登山・
天山スキーリゾート
〈小城市〉体験時間 120分
比較的簡単に頂上まで行ける山であり、休日は家族連れ
の観光客で賑わいます。晴れた日は有明海や雲仙を一望
できます。また、冬場には佐賀県唯一の人工スキー場。そし
て北部九州のスキーヤー御用達のスポットです。

35 分

友桝飲料
工場見学
〈小城市〉

全体行動 クラス行動 グループ行動

問

天山スキー場

☎0952-58-2336

羊羹資料館
〈小城市〉見学時間 30分
ユニークな資料館として知られる羊羹資料館は、昭和16年
に建てられた煉瓦づくりの洋館を、昭和59年、資料館とし
て改装。村岡総本舗小城本店の横にあります。エキゾチッ
クで威風堂々としたその姿は時の流れの中でも色褪せる
ことがありません。平成9年、国の有形文化財に登録されま
した。資料館の内部は１階が休憩室、2階が展示室となって
います。2階の展示室には羊羹の製造道具、原料、製造工
程、歴史、珍しい外国産羊羹のレッテルなどを展示し、ビデ
オ放映での紹介も行っています。和菓子ファンはもちろん、
旅行客、修学旅行の小学生に至るまでいろんな人々が見
学に訪れています。
クラス行動 グループ行動

問

村岡総本舗

15 分

清水の滝
〈小城市〉

10 分

受入人数／50名

☎0952-72-2131

清水の滝

羊羹資料館
〈小城市〉

下流の
祇園川は蛍の
生息地です

〈小城市〉見学時間 40分
幅13ｍの清流が落差75ｍの崖を垂直に落ちてくるさまは
豪快でありながら、美しさを感じさせます。滝の水は全国
名水百選にも選ばれたほどの清流で、その清流にさらされ
た鯉を使った鯉のあらいや鯉こくなどの料理は小城の名
物として知られています。
クラス行動 グループ行動

問

小城市商工観光課

☎0952-37-6129

30 分

宿泊
〈佐賀市〉
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干潟体験
7 自然体験

干潟体験・自然学習教室
日本でココだけの体験を！！
有明海は日本一の干満の差6ｍを誇り、干潮時には全国の干潟面積の約4割を占

める広大な干潟が現れます。干満の大きさ・流入河川の多さ・塩分濃度の変化な

ど、その特殊な環境を背景に有明海には多種多様な生き物が生息し、その中には
日本でも有明海でしか見ることができないめずらしい生き物がいます。

学習のポイント

01

有明海の環境について
学習する

02

集団行動することで
協調性と連帯感を育む

03

体験を通して豊かな
感受性を養う

04

漁業を体験し
人々の暮らしを学ぶことで
生きる力を育む

05 学習する

自然への感謝の心を
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どろんこになろう！！
干潟体験 ミニ・ガタリンピック
干潟の上でユニークな競技を繰り広げる「鹿島ガタリンピック」。全国的にも有名に

なったこのイベントを気軽に体験できます。全身泥だらけになってあそびつつも、干
潟やそこに住む生物について学ぶことができるスタイルが人気を集めています。

【準備するもの】

・水着
・汚れても良いＴシャツ
（処分可能※処分料必要）
・タオル等の海水浴用具
・短パン
（女子の方で短パンをはいてもOK）

【その他】

・コンタクトレンズは着用しないで下さい
（着用しないといけない場合は要ゴーグル）
・必ずＴシャツは着用してください（怪我防止）
・会場内の禁煙にご協力ください
・貴重品を更衣室等に
置かないでください
（コインロッカー有り）

【使用禁止になっているもの】 【ガタタビについて】
・シャンプー
・ボディソープ類（環境保護の為）
・ドライヤー

各体験の
お問い合わせ先

体験時にガタタビ(ゴムタビ)を
お貸しいたします。

七浦地区振興会干潟体験事業部
TEL.0954-63-1768 FAX.0954-63-1788

地球のぬくもりを感じることができる！
干潟体験（ミニガタリンピック）

〈鹿島市〉体験時間 120〜180分

干潟体験
〈鹿島市〉

ガタリンピックの競技種目より3つを体験します。上位入賞者に
はメダルや賞状を授与。年間1万人以上の実績があり人気です。
全体行動 クラス行動 グループ行動

受入時間／9：00〜17：00（潮が引いている時間）
受入人数／最大800人 受入時期／4月中旬〜10月

【競技種目】

●Ａ．人間むつごろう ガタスキー競争
Ｂ．むつかけ疑似体験競争
●潟上綱引き
●ガタフライ競争

道の駅鹿島
昼食
〈鹿島市〉

または

干潟
環境教室
〈鹿島市〉

【料金】

団体（30名以上）…… 1,800円（1名）
29名以下の団体……54,000円（一律）
●体験料の中に含まれるもの
潟タビ貸出し、ガタスキー使用料、シャワー使用料、
その他体験に関わる一式

【タイムスケジュール】
9：00

七浦海浜スポーツ公園（道の駅鹿島到着）

9：15

歓迎のあいさつ

9：25

10：10

10：50

10 分

着替え（15分）
干潟体験

祐徳稲荷神社
〈鹿島市〉

シャワー・着替え（約40分）
表彰式（10分）

体験終了（お弁当やバーベキューも合わせることができます）

※干潟展望館には、有明海の珍しい生き物を展示した
ミニ水族館があり、入場無料でどなたでも見学できます。

鹿島市・佐賀市の干潟、ラムサール条約湿地に登録！
干潟環境教室

20 分

〈鹿島市〉体験時間60分
干潟の生態系は天然の浄化フィルター。さらに多様な生物
を生み出す、貴重な水産資源。この一石二鳥のシステムは
人工ではまねの出来ない高度なシステムです。生物や自然
環境など自然に触れながら学ぶことができます。

自然学習教室（干潟環境教室）

有明 海 の 生き物 やそこに住 んで いる人々と生き物の関わり、
有明海の潮の仕組み等を学習してもらい、環境のことや生き
物を考えるきっかけにしてもらいたいという思いで始めました。

嬉野温泉
宿泊
〈嬉野市〉

全体行動 クラス行動 グループ行動

料金／1名 2,500円（テキスト、ミニガタリンピック体験料込）
自然学習教室のみ…950円（1名）

棚じぶ漁体験

満潮時に、海中に建てた櫓の先にある四ツ手網を上げ下
げする事により、魚が採れるという有明海ならではの伝
統漁法。有明海は潮の流れが早いので、潮の流れに沿っ
て河口付近では魚が回遊します。その特性を活かした漁
です。江戸時代から続く漁法ですが、鹿島市では、現存す
る２基の棚じぶで体験が出来ます。
グループ行動

料金／１潮につき１基…1,000円（1基の定員は5〜10人）

自然学習教室とセットで体験可。※但し、潮の条件を確認の上になります。
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秘窯の里 大川内山
8 グリーンツーリズム

伊万里グリーンツーリズム
心も体もまるごと元気！
伊万里市は佐 賀県西部にあり、周囲は佐 賀県 唐津市・武 雄市・有田町・長

崎県松浦市・佐世保市に隣接し、伊万里湾を中心に海・山・川と自然に恵ま

れています。そんな自然に恵まれた環境で思い出深い田舎体験をしてみま
せんか。

学習のポイント
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01

海・山・川の環境について
学習する

02

集団行動することで
協調性と連帯感を育む

03

体験を通して豊かな
感受性を養う

04

漁業・農業を体験し
人々の暮らしを学ぶことで
生きる力を育む

05

日本の優れた技術、
島国日本には欠かせない船舶
の存在を身近に感じる

カラダで感じる大地の恵み。
農業・林業体験

〈伊万里市〉
グループ行動

梅の収穫

5月から6月に実る梅の収穫を体験できます。収穫
しながら農家さんならではの梅の活用術を聞いて
みるのもおすすめです。

梨・ぶどう・きんかんの観光農園アシスタント

梨で有名な伊万里市で観光農園のお手伝い作業
が体験できます。あまくてみずみずしい梨やぶど
うを育てるお手伝いをしてみませんか。

田植え・稲刈り

きれいな水と空気が育む大地の恵み。伊万里産の
お米は自信をもって誇れるおいしいお米です。特
典がうれしい棚田オーナー制度もあります。

この他にも様々な栽培・収穫体験があります。
●みかんの収穫

● 梨の 作業

●玉ねぎ栽 培・収穫

●ぶどうの摘 粒作業

●アスパラガスの収穫

●苺の 作業

●芋の根付と収穫

●椎 茸のこま打ち・収穫

…etc

伊万里の文化に触れて、新たな発見に出会う。
創作体験 〈伊万里市〉

農業・
林業体験
〈伊万里市〉

グループ行動

ロクロ体験

ロクロを体験したいという方はこちらへ！
匠の優しい指導できっと素敵な作品ができるはず。

絵付け体験

こちらで絵付けした皿（カップ他）は、後日お客様のもとへ送られてきま
す。伊万里が誇る匠の技を体験してください。

この他にも様々な創作体験があります。
●梅漬け

●梅を使った料理

●桜もち作り

●ぎょうざ作り

● 郷土料理作り

●ガーデニング体験

●草 木染め

●天然塩作り
…etc

●豆 腐作り

昼食
〈伊万里市〉

●そば打ち

農家民泊

〈伊万里市〉受入民泊軒数／23軒

※1軒につき5名まで

さりげない心配りにホッと心が安らぐ、そんな時間を伊万里で過ごして
みませんか。受入れしている民泊先のお父さんお母さんは、みなさんを
家族のようにあたたかく迎えてくれます。

各体験・民泊のお問い合わせ先

創作体験
大川内山など
〈伊万里市〉

伊万里グリーン・ツーリズム推進協議会

TEL.0955-23-2110 FAX.0955-23-2474

日本の製造技術に学ぶ。
日本の造船技術見学

〈伊万里市〉見学時間

民博体験
〈伊万里市〉

90分

名村造船所は日本で第3位の造船所で、生活維持に欠かせない石油輸
送船、貨物船を中心とした造船所です。製造過程の一部を見学すること
により、日本の優れた技術、島国日本には欠かせない船舶の存在をもっ
と身近に感じることができます。
全体行動 クラス行動 グループ行動

受 入 人 数／１回あたり最 大80名

日本の製造技術

完全 予 約制

集成材工場見学

原木集荷から製材、乾燥、集成、プレカット、流通までの工程を一度に学
べます。同社の商品化した「ドライビーム」は、阪神大震災などをきっか
けに強度に優れ、工期短縮にもつながる乾燥材として注目されるように
なった製品を見学することができます。

〈2日目〉
農業・
林業体験
〈伊万里市〉

カップ麺の製造工程見学

日常生活に欠かせなくなった即席めんの製造工程を見学することによ
り、品質管理、流通について学べます。
「 赤いきつね」はここで生産され
ています。同工場で生産されている商品のお土産付（ひとり２個）
問

伊万里市観光課

駐車場／大型バス可

観光戦略室

昼食
〈伊万里市〉

☎0955-20-9031

市指定天然記念物

伊万里湾カブトガニ繁殖地

工場見学
〈伊万里市〉

国内では瀬戸内海沿岸と北部九州の沿岸の数か所が全国でも数少ないカブト
ガニの生息地として知られていますが、中でも伊万里湾は、日本最大の生息・
繁殖地とされています。伊万里湾では、毎年６月から８月の大潮の日の満潮時
に、カブトガニがつがいで浜にやってきて産卵する姿を見ることができます。
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佐賀県立宇宙科学館

9 歴史・科学体験

時を紡ぐ伝統文化から
驚きの最新技術まで

見どころ
いっぱい！！
武雄・嬉野

佐賀の魅力は、なにも歴史的舞台や豊かな自然ばかりではありません。
宇宙と科学をテーマにした科学館から、400年の歴史を誇る世界一の飛
龍窯まで、驚きや発見、感動が楽しめるスポットをご紹介します。

世界一の登り窯で

学習のポイント

01

宇宙・地球の環境について
学習する

02

集団行動することで
協調性と連帯感を育む

03
04

陶芸体験

〈武雄市〉体験時間 60〜120分
飛龍窯は、武雄のやきもの発祥の地である武雄
市武内町の竹古場キルンの森公園内にあります。
昭和20年代はじめまで使われていた登り窯を参考に建設され全長23m、一度に12万個の湯飲み
を焼成することができる巨大な登り窯です。ろくろ体験、手びねり体験、絵付け体験等ができます。
クラス行動 グループ行動

工作や実験、
観察など体験を通じて、
科学的な見方や創造性を育て、
発見や創造の素晴らしさを
伝えることができる。
伝統工芸を体験し
物づくりの精神を育む

問

受入人数／ろくろ体験10名、手びねり体験30名、絵付け体験30名

竹古場キルンの森公園「飛龍窯」 ☎0954-27-3383

場所／武雄市武内町大字真手野24001-1

日本産業遺産

志田焼の里博物館
〈嬉野市〉体験時間 60〜120分
大正から昭和にかけて稼働していた大型やきもの工
場を、当時のままの状態で保存された博物館です。国
内最大級の石炭窯は圧巻。館内ではやきものの製造
過程を見学（解説つき）できるほか、絵付けやろくろな
どのやきもの体験も可能。ピザ焼体験も好評です。
受入人数／100名
全体行動 クラス行動 グループ行動
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問

志田焼の里博物館

☎0954-66-4640

佐賀県立宇宙科学館

《ゆめぎんが》

〈武雄市〉体験時間

佐賀県立
宇宙科学館
ゆめぎんが
〈武雄市〉

120〜180分

2015年にリニューアルオープンした佐賀県立宇宙科学館
《ゆめぎんが》は、子どもたちの好奇心を触発するため、殆
どの常設展示アイテムが見て・触って・体感する「楽しく学
べる」内容に生まれ変わりました。
全体行動 クラス行動 グループ行動

<日本初！>スペースサイクリング

10 分

空中に張ったロープを自転車で渡るいわば自転車の綱渡
り。高さ4.5ｍ。科学の原理で落ちないと分かっていても、
下を向くと怖い...。しかし、そのスリルが快感となって何度
も試したくなります。

昼食
〈武雄市〉

ムーンウォーク

地球の重力の6分の1といわれる月の重力を疑似体験でき
ます。体験直後その場でジャンプしてみると、自分の体が
重く感じるという体験が出来ます。

佐賀発見ゾーン

座席数／200席

35 分

日本では有明海と八代海の干潟にしか生息していない珍
しい生物、ムツゴロウ・ワラスボ・シオマネキの生態展示を
している「ゆめぎんがアクアリウム」は“佐賀ならでは”の展
示として必見です。
問

佐賀県立宇宙科学館

☎0954-20-1666

場所／佐賀県武雄市武雄町永島16351
営／平日（火〜金）9：15〜17：15、土・日・祝9：15〜18：00
休／月曜日（月曜日が祝日の場合は翌平日）
※春休み・GW・夏休み期間中は休館日はありません
【臨時休館日】９月初旬 ※お電話等でご確認ください
【年末休館日】2016年12月29日（木）〜31日（土）
料金／当日セット（常設展示＋プラネタリウム）
高校生540円・小中学生360円・幼児180円
駐車場／大型バス可（無料）

重要伝統的建造物群保存地区

江戸時代の物流を学ぶ

塩田津

45 分

飛龍窯
〈武雄市〉
or
志田焼の里
博物館
〈嬉野市〉

塩田津
〈嬉野市〉

20 分

嬉茶楽館
〈嬉野市〉

〈嬉野市〉体験時間 60〜90分
塩田津の町並み散策（専門ガイドによる解説付き）。川港
「塩田津」を拠点に、当時の物流の要として栄えた長崎街
道塩田宿の歴史や当時の様子が学べます。
クラス行動 グループ行動

西岡家住宅（国指定重要文化財）

5分

船問屋を営んでいた豪商の町家。建物の随所に当時の繁
栄がしのばれます。

嬉茶楽館
き ん さ ら ん か ん

嬉野温泉
宿泊
〈嬉野市〉

日本一おいしいお茶の淹れ方教室
〈嬉野市〉体験時間 30〜60分
日本茶インストラクターによるお茶の淹れ方教室。日本茶を
入れる習慣が減ってきている現代において、お茶の淹れ方を
通じて、日本古来のおもてなしの文化を学ぶことができます。
クラス行動 グループ行動

問

嬉茶楽館

受入人数／30名

☎0954-43-5266
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有田焼
10 伝統芸術体験

世界を魅了し続ける
メイド・イン・佐賀
1616年、日本初の磁器が有田で焼かれました。以降、赤絵を施す柿右衛門、鍋島藩の秘窯で焼
く鍋島様式など、時代ごとに変化を遂げました。江戸期には伊万里港から輸出された古伊万里
がヨーロッパ王侯貴族を魅了。伊万里・有田焼は、世界に誇るやきものへと発展しました。

学習のポイント

01

世界的に注目される
やきものを学ぶことができる

02

伝統工芸を体験することで
感性をみがく

03

ろくろの土や染付の筆など
実際に触れることで
やきものの伝統技術と
その仕事について学ぶ

04

世界に誇る文化遺産を
見ることで、その繊細な技術
を肌で感じ、視野を広げる

泉山磁石場

スケールの
大きさが
わかります！

〈有田町〉見学時間 30分
陶祖・李 参 平が 磁 器 の原料である陶石を
発見した日本の磁器発祥の地。もともとは
山だったところを400年間掘削し続けた結
果、現在のような独自の景観になりました。
クラス行動 グループ行動

トンバイ塀の
ある裏通り
〈有田町〉見学時間 30分
トンバイ塀とは解体した登り窯の廃材を利
用して作られた塀。他にも、裏通りには、レ
ンガ造りの工場や煙突など有田焼の産業
の歴史を物語る風景が広がっています。
グループ行動

各種の
お問い合わせ先
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有田観 光協会
TEL.0955-43-2121 FAX.0955-43-2100

有田 町家めぐり

九州陶磁
文化館
〈有田町〉

〈有田町〉見学時間 120〜180分
国の「重要伝統的建造物群保存地区」に選定されている有田内
山地区は、江戸時代後期から昭和初期にかけて建てられた町家
が軒を連ね、風情ある景観が今も残っています。観光ガイドの案
内でめぐります。
グループ行動

重要伝統的建造物群保存地区

10 分

〈有田市〉見学時間 30〜120分
泉山磁石場
〈有田町〉

国指定の「重要伝統的建造物群保存地区」に選定されている有
田内山地区は、江戸時代後期から昭和初期にかけて建てられた
町家が軒を連ね、風情ある景観が今も残っています。
グループ行動

有田やきもの体験
有田焼の見学・買物

ロクロ体験

【時間：30分】

【人数：8人／時間：30分】

手びねり体験

絵付け体験

昔の有田焼から現代作家の作品、
日用食 器 等 3万点の 有田 焼 を展
示・販売しております。

【人数：350人／時間：60分】

土を手で ひねり 、自由な 発 想で
制作できます。
1作品 1,500円（税別）

15 分

電 動ロクロを 使って 、茶 碗 などが
制 作できます。団 体 様はローテー
ション対応。1作品 2,500円（税別）

昼食
〈有田町〉

【人数：350人／時間：40分】

マグカップ・皿などに、下絵付の
体験ができます。
1作品 800〜1,000円（税別）

15 分

佐賀県立九州陶磁文化館

町家めぐり
〈有田町〉

〈有田町〉見学時間 60分

日本磁器の発祥〜世界に愛された有田焼〜
日常生活に欠かすことのできない食器。その食器の多くは磁器製品で
あり、日本の磁器として最初に誕生した有田焼の歴史は日本磁器の歴
史でもあります。何故、有田の地で磁器生産が始まったのか、どのよう
に発展してきたのか、海外輸出の歴史も含め、やきものについて伝統と
歴史を学ぶことができます。

5分

全体行動 クラス行動 グループ行動

問

佐賀県立九州陶磁文化館

☎0955-43-3681

場所／西松浦郡有田町戸杓乙3100-1
営／9：00〜17：00 ※入館は16：30分まで
休／月曜日 ※月曜日が祝日の場合は開館 年末12月29日〜31日
観覧料／無料 駐車場／大型バス可

やきもの
体験
〈有田町〉

蒲原コレクション（有田町所蔵）

青木龍山作品コレクション

40 分
九州の古陶磁
（重要文化財）

嬉野温泉
宿泊
〈嬉野市〉
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施設情報
佐賀市

施

設

佐賀県立佐賀城本丸歴史館
さがけんりつ

さがじょうほんまるれきしかん

話 0952-41-7550

ＦＡＸ 0952-28-0220

定休日 年中無休（12/29〜31は休館。臨時休館あり）

佐 野常民記 念 館
ＦＡＸ 0952-34-9465

定休日 月曜（祝日の場合は翌日）、年末年始（12/29〜1/3）その他臨時日

佐 賀市歴史 民俗 館
ＦＡＸ 0952-22-6849

徴古 館
ＦＡＸ 0952-23-4200

徐 福長 寿館
ＦＡＸ

0952-98-0696

定休日 月曜（祝日の場合は翌日）、年末年始

佐 賀市大隈 記 念 館
さがしおおくまきねんかん

所在地 佐賀市水ヶ江2丁目11番11号
ＦＡＸ 0952-23-2891

定休日 年末年始（12月29日〜1月3日）

三瀬ルベール 牧場 どんぐり村
みつせるべーるぼくじょう

どんぐりむら

所在地 佐賀市三瀬村杠2234-67
電

話 0952-56-2141

ＦＡＸ 0952-56-2839

定休日 年末年始、1月2月6月の火曜、その他天候による不定休あり
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駐車場 大型バス不可

ＨＰ

http://sagarekimin.jimdo.com/

佐賀大和ICより車で20分
駐車場 付近にあり（1台2000円）

受入時間 9：30〜16：00
ＨＰ

http://www.nabeshima.or.jp/

佐賀大和ICより車で10分

入場料 団体（20人以上） 一般200円、
小・中100円

所在地 佐賀市金立町金立1197-166

話 0952-23-2891

佐賀大和ICより車で25分

受入時間 9：00〜17：00（最終受付16：00）

アクセス 長崎自動車道

じょふくちょうじゅかん

電

http://www.saganet.ne.jp/tunetami/

受入人数 最大50名

定休日 日祝日、
展示準備期間、年末年始

話 0952-98-0696

ＨＰ

入場料 300円（小学生以下は無料）

所在地 佐賀市松原2-5-22

電

駐車場 大型バス2台

受入時間 9：00〜17：00（最終受付16：00）

アクセス 長崎自動車道

ちょうこかん

話 0952-23-4200

受入人数 最大100名

受入人数 最大100名

定休日 月曜（祝日の場合は翌日）、祝日の翌日（土日は営業）、年末年始及び資料整理期間

電

佐賀大和ICより車で40分

入場料 無料

所在地 佐賀市柳町2番9号
話 0952-22-6849

http://sagajou.jp/

アクセス 長崎自動車道

さがしれきしみんぞくかん

電

ＨＰ

入場料 団体（20人以上） 大人240円、
小人80円

所在地 佐賀市川副町大字早津江津446-1
話 0952-34-9455

駐車場 大型バス6台（臨時大型バス16台）

受入時間 9：30〜18：00

アクセス 長崎自動車道

さのつねたみきねんかん

電

佐賀大和ICから車で25分

入場料 無料（満足度に応じた寄付をお願いしています）
受入人数 最大300名

所在地 佐賀市城内2-18-1
電

アクセス 長崎自動車道

受入人数 最大150名

駐車場 大型バス10台

受入時間 9：00〜17：00（最終受付16：30）
ＨＰ

http://www2.saganet.ne.jp/jyofuku/

アクセス 長崎自動車道

佐賀大和ICより車で25分

入場料 団体（20人以上） 大人200円、
小人100円
受入人数 最大100名

駐車場 大型バス3台

受入時間 9：00〜17：00（最終受付16：30）
ＨＰ

http://www.okuma-museum.jp/

アクセス 長崎自動車道

佐賀大和ICより車で25分

入場料 団体（20人以上） 大人400円、小人（4歳〜中学生）200円
受入人数 最大100名

駐車場 大型バス24台

受入時間 10：00〜17：00（最終入場16：30）12/2〜2/28の平日〜16：00まで
ＨＰ

http://www.dongurimura.com/

佐 賀バルーンミュージアム
さがばるーん みゅーじあむ

話 0952-40-7111
（佐賀市観光振興課）

定休日 要確認

唐津市

施

入場料 団体（20人以上） 大人350円、
高校生以下140円
受入人数 最大200名程度 駐車場

所在地 佐賀市松原2丁目
電

アクセス JR佐賀駅より徒歩15分

2016年10月オープン

大型バス3台

受入時間 10：00〜17：30（予定）
ＨＰ

設

佐 賀県立名護 屋城 博物 館
さがけんりつ

なごやじょうはくぶつかん

所在地 唐津市鎮西町名護屋1931-3
電

話 0955-82-4905

ＦＡＸ 0955-82-5664

定休日 月曜（祝日の場合は翌日）、年末年始（12/29〜31）

末盧 館（菜 畑 遺 跡・末 盧 館）
まつろかん（なばたけいせき・まつろかん）

話 0955-73-3673

ＦＡＸ

0955-73-3673

定休日 月曜（祝日の場合は翌日）、年末年始（12/29〜1/3）

唐 津城
ＦＡＸ 0955-72-5697

曳山展示場
ＦＡＸ 0955-73-4361

12月第1火・水曜

旧高取邸
ＦＡＸ 0955-75-0289

定休日 月曜（祝日の場合は翌日）、年末年始（12/29〜1/3）

玄海海中展望塔
げんかいかいちゅうてんぼうとう

所在地 唐津市鎮西町波戸1628番地の1地先
電

話 0955-82-5907

多久ICから車で40分

入場料 団体（20人以上） 大人160円、
小人 (4才〜14才) 80円
駐車場 要問い合わせ

受入時間 9：00〜17：00
ＨＰ

http://www.karatsu-bunka.or.jp/matsuro.html

多久ICから車で30分
駐車場 大型バス8台

受入時間 9：00〜17：00（最終受付16：40）
ＨＰ

http://www.karatsu-bunka.or.jp/shiro.html

多久ICから車で40分

受入人数 最大150名

駐車場 大型バス4台

受入時間 9：00〜15：00
ＨＰ

http://www.karatsu-bunka.or.jp/hikiyama.html

多久ICから車で40分

入場料 団体（20人以上） 大人400円、
小人（4才〜14才）200円

所在地 唐津市北城内5番40号
話 0955-75-0289

アクセス 長崎自動車道

アクセス 長崎自動車道

きゅうたかとりてい

電

http://saga-museum.jp/nagoya/

入場料 団体（20人以上） 大人240円、小人（4歳以上15歳未満）120円

所在地 唐津市西城内6番33号

定休日 12月29日〜31日

ＨＰ

アクセス 長崎自動車道

ひきやまてんじじょう

話 0955-73-4361

受入時間 9：00〜17：00

受入人数 最大200名以上可

定休日 12月29日〜31日まで

電

駐車場 大型バス7台

入場料 団体（20人以上） 大人320円、小人 (4才以上15才未満)160円

所在地 唐津市東城内8-1
話 0955-72-5697

受入人数 最大400名

アクセス 長崎自動車道

からつじょう

電

多久ICから車で70分

入場料 無料

受入人数 最大50名

所在地 唐津市菜畑3359-2
電

アクセス 長崎自動車道

ＦＡＸ 0955-82-5907

定休日 年中無休（荒天候時は休館の場合あり）

受入人数 最大200名以上可

駐車場 大型バス

台

受入時間 9：00〜17：00（最終受付16：30）
ＨＰ

http://www.karatsu-bunka.or.jp/kyutakatoritei.html

アクセス 長崎自動車道

多久ICより車で1時間

入場料 団体（20人以上） 大人200円、
小人100円
受入人数 最大100名

駐車場 大型バス5台（1時間無料）

受入時間 9：00〜18：00（10月〜3月は17：00まで）
ＨＰ
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唐津市

施

設

マリンパル呼子
まりんぱるよぶこ

所在地 唐津市呼子町呼子4185-27
電

話 0955-82-3001

ＦＡＸ 0955-82-5546

定休日 年中無休（海上不良の場合は欠航）

鳥栖市

施

なかとみきねんくすりはくぶつかん

所在地 鳥栖市神辺町288-1
電

話 0942-84-3334

ＦＡＸ 0942-84-3177

定休日 月曜（祝日の場合は翌日）、年末年始

鳥栖スタジアム（ベストアメニティスタジアム）
とすすたじあむ（べすとあめにてぃすたじあむ）

所在地 鳥栖市京町812番地
電

話 〈鳥栖観光コンベンション協会〉0942-83-8415

定休日 月曜（祝日の場合は翌日）、年末年始、
試合日前後

施

受入人数 最大200名（数回に分けて）

駐車場

大型バス10台

受入時間 9：00〜17：00
ＨＰ

http://www.marinepal-yobuko.co.jp/

アクセス 長崎自動車道

鳥栖ICから車で3分

入場料 団体（20人以上） 大人200円、高・大100円、小・中50円
受入人数 最大100名

駐車場 大型バス4台

受入時間 10：00〜17：00（最終受付16：30）
ＨＰ

http://www.hisamitsu.co.jp/syakai/kusuri/

アクセス 長崎自動車道

鳥栖ICから車で10分

入場料 無料
受入人数 最大100名以上可

駐車場 大型バス複数可

利用時間 9：00〜22：00
ＨＰ

http://www.city.tosu.lg.jp/762.htm

アクセス 長崎自動車道

所在地 多久市多久町1843番地3
電

話 0952-75-5112

ＦＡＸ 0952-75-5320

定休日 年中無休

施

多久ICから車で20分

入場料 無料

たくせいびょう

受入人数 制限なし

駐車場

大型バス20台

受入時間 随時
ＨＰ

http://www.ko-sinosato.com/

設

大川内山・鍋島藩窯公園
おおかわちやま・なべしまはんようこうえん

所在地 伊万里市大川内町乙1806番地
電

話 0955-23-7293

ＦＡＸ 0955-23-7294

定休日 年中無休

伊万里サテライト

話 0955-20-2190

定休日 土日祝祭日

武雄北方ICから車で30分

入場料 無料
受入人数 最大500名

駐車場 大型バス数十台

受入時間 9：00〜17：00（最終入場16：30）

http://www.imari-ookawachiyama.com/

アクセス 長崎自動車道

武雄北方ICから車で45分

入場料 無料

所在地 伊万里市山代町久原字平尾1-48
電

アクセス 長崎自動車道

ＨＰ

佐賀大学海洋エネルギー研究センター
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入場料 団体（10人以上）大人（中学生以上）1470円、小人（小学生）950円

設

多久 聖 廟

伊万里市

多久ICより車で1時間10分

設

中冨記 念くすり博 物 館

多久市

アクセス 長崎自動車道

ＦＡＸ 0955-20-2191

受入人数 最大120名
受入時間 木・金曜
ＨＰ

駐車場

大型バス5台

14：00〜16：00

http://www.ioes.saga-u.ac.jp/jp/

武雄市

施

設

佐賀県立宇宙科学館「ゆめぎんが」 アクセス
さがけんりつうちゅうかがくかん「ゆめぎんが」

所在地 武雄市武雄町永島16351
電

話 0954-20-1666

ＦＡＸ 0954-20-1620

定休日 月曜（祝日の場合は翌日）、春休み・GW・夏休み期間中は休館日なし、年末（12/29〜31）

「飛 龍窯」
竹 古 場キルンの森公園
ひりゅうがま

所在地 武雄市武内町真手野24001-1
電

話 0954-27-3383

ＦＡＸ 0954-27-3383

定休日 火曜（祝日の場合は翌日）、
年末年始（12/28〜1/3）

鹿島市

施

武雄北方ICから車で10分

入場料 団体（20人以上）大人410円、高校生240円、小中生160円

受入人数 最大1000名

駐車場 大型バス30台

受入時間 （平日）9：15〜17：15、
（土・日・祝）〜18：00、
（春休み・GW・夏休み）〜19：00（最終受付16：30）
ＨＰ

http://www.yumeginga.jp/

アクセス 長崎自動車道

武雄北方ICから車で20分

入場料 無料
受入人数 最大100名以上可

駐車場 大型バス6台

利用時間 9：00〜17：00
ＨＰ

http://www.asobo-saga.jp/search/detail.html?id=5

設

道の駅 鹿島 干潟体験
みちのえきかしま

ひがたたいけん

所在地 鹿島市大字音成甲4427-6
電

話 0954-63-1768

ＦＡＸ 0954-63-1788

定休日 期間中なし
（4月中旬〜10月下旬）

祐 徳稲荷神 社
話 0954-62-2151

体験料 ミニガタリンピック…団体（30名以上）1800円
受入人数 最大800名

駐車場 大型バス20台

受入時間 9：00〜17：00
（有明海が引き潮の時間）
ＨＰ

http://michinoekikashima.jp/

受入人数 制限なし
ＦＡＸ 0954-62-2153

定休日 年中無休

施

武雄北方ICから車で40分

武雄北方ICから車で30分

入場料 無料 祐徳博物館（団体20名以上）大人200円、大・高100円、中・小50円

所在地 鹿島市古枝
電

アクセス 長崎自動車道

アクセス 長崎自動車道

ゆうとくいなりじんじゃ

嬉野市

長崎自動車道

駐車場 大型バス数十台

受入時間 随時（祐徳博物館9：00〜16：30）
ＨＰ

http://www.yutokusan.jp/

設

志田焼の里博 物 館
しだやきのさとはくぶつかん

所在地 嬉野市塩田町久間乙3073
電

肥前吉田焼窯元会館
ひぜんよしだやきかまもとかいかん

所在地 嬉野市嬉野町大字吉田丁4525-1
話 0954-43-9411

定休日 12月29日〜1月1日

体験料 団体（20名以上）
受入人数 最大100名

武雄北方ICから車で10分
大人200円、小人100円
駐車場 大型バス7台

受入時間 9：00〜17：00

話 0954-66-4640

定休日 毎週水曜、
年末年始

電

アクセス 長崎自動車道

ＦＡＸ 0954-43-8538

ＨＰ

http://www.shidayaki-museum.com/

アクセス 長崎自動車道

嬉野ICから車で10分

入場料 無料
受入人数 最大70名

駐車場 大型バス5台

受入時間 8：30〜16：30
ＨＰ

http://www.ktknet.ne.jp/yoshidayaki/
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吉野ヶ里町

施

設

吉野ヶ里 歴史公園

アクセス 長崎自動車道

入場料 団体（20人以上） 大人（15歳以上）280円、
小・中40円

よしのがりれきしこうえん

所在地 神埼郡吉野ヶ里町田手1843
電

話 0952-55-9333

ＦＡＸ 0952-55-9330

定休日 12月31日、
1月の第3月曜とその翌日

有田町

施

受入人数 最少20名

駐車場 大型バス100台

受入時間 9：00〜17：00、
（6月〜8月）9：00〜18：00
ＨＰ

http://www.yoshinogari.jp/

設

佐 賀県立 九 州陶 磁 文化 館
さがけんりつきゅうしゅうとうじぶんかかん

所在地 西松浦郡有田町戸杓乙3100-1
電

話 0955-43-3681

ＦＡＸ 0955-43-3324

定休日 月曜（祝日の場合は開館）、
年末（12月29日〜31日）

泉山磁石場
話 0955-43-2121

ＦＡＸ 0955-43-2100

ありたかん

ＦＡＸ 0955-41-1301

定休日 年末年始

ありたぽーせりんぱーく

所在地 西松浦郡有田町戸矢乙340-28
ＦＡＸ 0955-41-0025

定休日 年中無休

ちゃいな・おん・ざ・ぱーく

所在地 西松浦郡西有田町原明乙111
話 0955-46-3900

定休日 年末年始

大型バス50台

http://saga-museum.jp/ceramic/

波佐見・有田ICより10分

ＦＡＸ

0955-46-4848

駐車場 大型バス数十台

受入時間 随時

http://www.arita.jp/

アクセス 西九州自動車道

波佐見・有田ICより10分

入場料 無料 【からくり人形】団体（10名以上）大人160円、小・中120円
駐車場

大型バス1台

受入時間 9:30〜17:00

http://www.arita.jp/spot/post̲45.html

アクセス 西九州自動車道

波佐見・有田ICより3分

入場料 無料
受入人数 下絵付450名・手びねり350名・ろくろ9名 駐車場 大型バス50台
受入時間 9：30〜17：00（最終受付16：00）
ＨＰ

チャイナ・オン・ザ・パーク
電

ＨＰ

ＨＰ

有田ポーセリンパーク
話 0955-41-0030

駐車場

受入時間 9：00〜17：00

受入人数 最大35名

所在地 西松浦郡有田町幸平1-1-1

電

受入人数 最大1000名

ＨＰ

「有田館」
伝 統 文化の交流プラザ
話 0955-41-1300

入場料 無料

受入人数 制限なし

定休日 年中無休

電

波佐見・有田ICより10分

入場料 無料

所在地 西松浦郡有田町泉山1-5
電

アクセス 西九州自動車道

アクセス 西九州自動車道

いずみやまじせきば
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東脊振ICから車で5分

http://www.nonnoko.com/app/

アクセス 西九州自動車道

佐世保三川内ICより5分

入場料 無料
受入人数 最大100名

駐車場 大型バス10台

受入時間 9：00〜17：00（最終受付16：00）
ＨＰ

http://www.fukagawa-seiji.co.jp/cotp/

浜野浦の棚田

道
動車 料】
州自路）
【無
西九津道

ぼたんと緑の丘
いろは島

鳥栖プレミアム・アウトレット
中冨記念くすり博物館

（唐

バイ
パス

【無

清水の滝

鉄道
松浦

厳木

江里山の棚田

見帰りの滝

天吹酒造

料】

宇宙科学館
﹁ゆめぎんが﹂

世界文化遺産
三重津海軍所跡

九州佐賀
国際空港

ラムサール条約湿地
東よか干潟

補助金・助成金のお知らせ
詳しい情報は各市へお問い合わせください。

武 雄 市

観光客誘致対策助成金

【お問い合わせ】武雄市

営業部 観光課

〒8 43-8639 佐賀県武 雄市武 雄町大字昭和1-1
TEL.0954 -23-9237 FA X.0954 -23-7102
E-mail：kankou@cit y.takeo.lg.jp
武 雄市のホームページ ht tp: //w w w.cit y.takeo.lg.jp/

嬉 野 市

嬉野市大会等誘致対策補助金

【お問い合わせ】嬉野市

うれしの温泉観光課

〒8 43- 0301 佐賀県嬉野市嬉野町大字下宿乙1185番地
TEL.0954 - 42-3310 FA X.0954 - 42-2960
E-mail：kankou@cit y.ureshino.lg.jp
嬉野市のホームページ ht tp: //w w w.cit y.ureshino.lg.jp/
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佐賀 県アクセスのご案内

map

JR博多駅

筑肥線

呼子
30

80

平戸

南波多
谷口IC

武雄

佐世保

武雄北方ＪＣＴ

波佐見有田ＩＣ

佐世保大塔ＩＣ

佐世保みなとＩＣ

嬉野ＩＣ

嬉野 塩田

久保田駅
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白石

東よか干潟

大川
〈世界文化遺産〉
三重津海軍所跡

九州佐賀国際空港

鹿島

新大阪

太良

有明海

Information
◆ 飛行機での所要時間

→九州佐 賀国際 空港

東 京〈成田国際 空港〉→九州佐 賀国際 空港
東 京〈羽田空港〉→福岡空港

約1時間50分
約2時間

約1時間30分
約2時間45分

東 京〈羽田空港〉→長崎空港
お問い合わせ
TEL.0952- 4 6 - 010 0
0570 - 029 -222
0570 - 666 -118
TEL.0120 -747-707

◆ 新幹線での所要時間
名古屋→新鳥栖

新大阪→新鳥栖

約5時間15分

約3時間45分

約2時間50分

お問い合わせ
JR九州案内センター

佐賀県観光連盟

TEL.050 -3786 -1717

佐 賀市城内１丁目1-59 TEL .0952-26 - 6754 FA X .0952-26 -7528
ホームページ「あそぼーさが」 ht tp: //w w w. asobo - s aga.jp/
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13分

新鳥栖

38分 80分
筑肥線

佐賀
61分

唐津

肥前山口

佐世保線

ハウステンボス

74分

長崎

◆ 佐賀県観光のお問い合わせ

佐 賀のインフォメーション

東 京→新鳥栖

81分

肥前鹿島干潟

雲仙

佐賀ターミナルビル
ANA
春秋 航空 日本
JAL

広島

博多

九州
新幹線

大村

東 京〈羽田空港〉

145分

176分

長崎本線

長崎県

30

神埼

佐賀駅

肥前山口駅

J R 所 要 時 間 の目安

新鳥栖駅

佐賀

目安の移動時間（分）

鳥栖JCT

東脊振

川上峡
温泉

10

山陽新幹線

多久ＩＣ

小城

鳥栖

30

長崎自動車道

長崎本線

佐世保三河内ＩＣ

多久

福岡県

三瀬

佐賀大和ＩＣ

高速道路
一般道路

太宰府ＩＣ

70

古湯・熊の川温泉

45

ＪＲ
新幹線

鹿児島本線

有田

車

道

60

伊万里

25

九

自
州

動

福岡空港

福岡市都市高速

九州新幹線鹿児島ルート

松浦鉄道

佐世保

西

筑肥線

西九州自動車道
今福IC

唐津
線
津
唐

佐賀県

60

唐津〜壱岐

佐 賀県 観 光 連 盟

TEL.0952-26-6754

佐 賀県 観 光課

TEL.0952-25-7098

佐 賀県首都圏事 務所

TEL.03-5212-9099

佐 賀県関西・中京事 務所

TEL.06-6344-8031

◆ 佐賀県内各市町観光のお問い合わせ
佐 賀市観 光 協会

TEL.0952-20-2200

唐 津 観 光 協会

TEL.0955-74-3355

鳥栖観 光コンベンション協会

TEL.0942-83-8415

多久市観 光 協会

TEL.0952-74-2502

伊万里市観 光 協会

TEL.0955-23-3479

武 雄市観 光 協会

TEL.0954-23-7766

鹿島市商工観 光課

TEL.0954-63-3412

小 城 市観 光 協会

TEL.0952-72-7423

嬉野 温 泉観 光 協会

TEL.0954-43-0137

神 埼市観 光 協会

TEL.0952-37-0107

吉野ヶ里町商工観 光課

TEL.0952-37-0350

基山町 観 光 協会

TEL.0942-50-8226

上峰町産業課

TEL.0952-52-7414

みやき町 観 光 協会

TEL.0942-96-4208

有田観 光 協会

TEL.0955-43-2121

大町町産業 振 興課

TEL.0952-82-3151

江北町 総務企画課商工情 報 係

TEL.0952-86-5612

白石町産業課

TEL.0952-84-7121

太良町 観 光 協会

TEL.0954-67-0065

