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Topics

01

肥前さが幕末 維 新 博覧会

【会期】2018年3月17日（土）〜2019年1月14日（月・祝）

2018年は、明治維新から150年目を迎えます。幕末・維新期に国内最先端の科学技

術を有し、日本近代化のトップランナーとして明治維新の鍵を握っていた佐賀。西洋

の技術をいち早く取り入れ、日本初の鉄製大砲や実用蒸気船などを作り上げた高度

なものづくりの「技」、その技術を支えた「人」と「志」を、最新の映像技術で体感でき、
佐賀県が世界に誇る有田焼などの“器”と一流シェフの料理とのコラボレーションな

ど、佐賀県の歴史、食、文化が一同に会し、思う存分楽しんでいただける博覧会です。
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佐賀県 肥前さが幕末維新博事務局
☎0952-25-7504
https://www.saga-hizen150.com/

会期／2018年3月17日〜2019年1月14日
会場／佐賀市城内エリアを中心に
県内全域で開催
・幕末維新記念館
・葉隠みらい館
・リアル弘道館
・ユージアム サガ
・唐津サテライト館
・鳥栖サテライト館
（P.9〜P.12参照）
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平成30年2月グランドオープン
ＴＡＱＵＡ

平成 30年 4月オープン
うれしの茶交 流 館

ホテル、天然ラドン温 泉、岩 盤浴、温 水プール、キッズコー
ナー等を完備した総合リゾート施設でレストラン、宴会場、
最大250名収容のコンベンションホールも併設し新しく多
久温泉TAQUAとしてリニュアルオープン！

うれしの茶に関する歴史が学べるほか、お茶をつかった茶
染め体験や、お茶の淹れ方教室などを楽しむことができま
す。また、お茶やお茶をつかったスイーツを提供する喫茶ス
ペースも利用可能。

問

天山 多久温泉 TAQUA

☎0952-75-7766 所／多久市北多久町小侍805-5
駐／500台以上、大型バス可（無料）
宿泊／36部屋（和洋・和室・洋室・特別室）147人
タクアプール／10：00〜20：00 大人700円、小人400円
温泉／大浴場（露天風呂あり）10：00〜23：00
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問

問

うれしの茶交流館

☎0954-42-3308（嬉野市 うれしの茶振興課）
所／嬉野市嬉野町岩屋川内乙
※施設概要は平成29年12月に決定します。
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平成29年9月9日オープン
吉野 麦 米 よしのばくべい

平成 31年 3月オープン（予定）
道の駅 しろいし

9月9日オープン！「佐賀の恵みと出合う場所」というコンセ
プトを掲げ、地元の米や麦を使ったレストランや石窯パン工
房など、地元産品を中心に販売します。直売所の他、地元産
大豆で作る豆腐やうちたての蕎麦、おこわなどがオススメ！
国道385号沿いで、長崎道の東脊振ICから吉野ヶ里歴史公
園までの通りにあり、新たな立ち寄りスポットです。

白石平野と有明海に面した干潟で有名な白石町にあり、地
元で取れた新鮮な農産物や特産品を販売します。レストラ
ンやファストフードコーナーもあり、旅の途中の休憩スポッ
トとして注目です。

問

吉野麦米

☎0952-37-8983 所／神埼郡吉野ヶ里町大曲1407-1
駐／大型バス4台、マイクロバス3台、乗用車90台程度（無料）
休／火曜日 営／9：00〜19：00
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問

道の駅

しろいし

☎0952-84-7123（白石町 産業創生課）
所／杵島郡白石町大字福富下分
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佐 賀でしたい10のこと!!

さがんまるしぇめぐり発行！

-絶景スポットでアクティビティ!-

おいしいモノ・コトに出会う 8 4スポット掲載

豊かな自然に恵まれた佐賀県には、絶景スポットやアクティ
ビティがたくさんあります。そんな佐賀を体感できるおすす
めするアクティビティを、美しい写真でご紹介。ぜひ訪れて
みたくなる! 新しい佐賀を体感できる! 知らなかった佐賀の
魅力を連盟ホームページ『あそぼーさが』でご紹介します。

風光明媚な海岸線を誇る玄界灘に面し、南には最大干満差
6ｍの広大な干潟の広がる有明海に接した肥沃な佐賀平野
が広がっています。のんびりとした田園風景が広がる農業
や水産業の盛んな県です。観光客も多い道の駅・直売所を
中心に、世界的に有名な陶磁器、豊かな自然に育まれた高い
品質の食べ物、のんびりとくつろげる温泉など見どころがた
くさん掲載しています。ぜひご覧ください。

問 （一社）
佐賀県観光連盟

問 （一社）
佐賀県観光連盟

☎0952-26-6754 所／佐賀市城内1丁目1-59
HP／http://www.asobo-saga.jp/ 「あそぼーさが」で検索！

☎0952-26-6754 所／佐賀市城内1丁目1-59
HP／http://www.asobo-saga.jp/ 「あそぼーさが」で検索！
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絶景で
アクティビティ

Sea kayak

シーカヤック体験〈唐津市肥前町〉

いろは島の風 景の中をカヤックで 巡る海のお散歩です。湾内は波がないので初心 者
の方もスイスイ進みます。カヤックの上からしか見ることの出来ない風景や海底の景
色など沢山の自然を体験します。

5

佐賀の絶景で特別な体験！

Beach Yoga

ビーチヨガ〈唐津市〉

唐津のビーチで波の音を聞きながら、風を感じながらヨガを楽しむことができます。
唐津城や虹の松原など絶景のロケーションで体感するヨガは格別です。

唐津に宿泊した次の日の朝は、清々しい1日をヨガ体験でスタートしませんか！
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絶景で
アクティビティ

Mutsukake

むつかけ体験〈鹿島市〉

「むつかけ」とは、干潮時に干潟の上で活動するムツゴロウに針をかけて捕る伝統漁法。
現在では数名しかむつかけをするむつかけ師はいません。むつかけ名人に弟子入り体

験！！世界でココだけしかできない魅体験(未 体験)を是非体験して自然と伝 統を感じ
とってください。
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佐賀の絶景で特別な体験！
Trekking

多良岳トレッキング〈太良町〉

太良町の東に位置する多良岳。標高996ｍで天然林があり、希少性の高い動植物の宝庫で
す。また奈良時代には修験 道の霊場として栄えていた歴史もある“パワースポット”。貴重

な自然や文化財など見どころがいっぱいの多良岳は登山やトレッキングの魅力満載です。

8月上旬には、日本一の群生を誇るオオキツネノカミソリ（写真上）を見ることができます。
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「幕末、佐 賀藩ほどモダンな藩はない。」
―司馬遼太郎『アームストロング 砲』より―

・
『幕末体感シアター』幕末維新期の佐賀にタイムトラベルしたかのような体験

・
『からくりwall』時代を動かした佐賀の技術を紹介。反射炉、蒸気船、鉄製大砲 等
・
『賢者ラウンドシアター』近代日本の発展に貢献した佐賀の賢人を紹介 他

9

高橋是清を教師に迎

え、近代日本を代表する
建 築 家となった 辰 野 金
吾らが 学んだ 奇 跡 の 藩

校「耐 恒 寮」から輩出さ

れ た 偉 人 たちを 紹 介し
ます。

日本 四 大 売 薬 の 一 つと
して 発 展してき た 配 置

売薬の歴史や、明治から
鉄 道や高速 道 路など 交

通 の 要 衝として 発 展し
続 ける鳥 栖 の 魅 力を 紹
介します。
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3
1.幕末維新記念館

2.佐賀城本丸歴史館

3.佐野常民記念館

4.徴古館

1

2

4

5

5.大隈重信記念館

肥前さが幕末維新博覧会をまるっと楽しむ

幕末・明治維新佐賀めぐり
個
テーマ館

幕末 維 新記念 館
葉隠みらい館
リアル弘 道 館

一
前 売

600 円
300 円
300 円

人
チケット3

般
当日

800 円

前 売

体

600 円

400 円 1,000 円 1,200 円 300 円
400 円

※「チケット3」は、テーマ館（3館）の共通入館チケット
※県内外の高校生以下の児童・生徒及び障がい者（介助者１名含む）は無料
※団体は、20名以上での利用
※前売は、開幕日前日（平成30年3月16日）まで購入可
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当日

団

300 円

01

02

福岡市から出発

鳥栖市

みえつかいぐんしょあと・さのつねたみきねんかん

佐賀市

40 分

団体 個人

三重津海軍所跡・佐野常民記念館
三重津海軍所跡に隣接する佐野常民記念館で無料体
験できる「みえつSCOPE」を使えば、見えない三重津が
見 えてくる 。迫 力 満 点の 半 球 型「 みえつドームシア
ター」や佐野常民の偉業を顕彰する展示室もあります。

所要時間

30 分

鳥栖サテライト館

（中冨記念くすり博物館）

日本四大売薬の一つとして発展してきた配置売薬の歴史
や、明治から鉄道や高速道路など交通の要衝として発展
し続ける鳥栖の魅力を紹介します。
問

肥前さが幕末維新博推進協議会

03
佐賀市
個人

問

50 分

ユージアムサガ

佐野常民記念館

☎0952-34-9455

所／佐賀市川副町大字早津江津446-1
営／9:00〜19:00（ VR体験は17：00まで） 駐／大型バス可（無料）
休／月曜（祝日・振替休日の場合は翌日）、年末年始12/29〜1/3
展示室観覧料／大人300円、小人(小中高生)100円

所要時間

40 分

☎0952-25-7504

所／鳥栖市神辺町288-1 駐／大型バス可（無料） 営／10：00〜17：00
休／月曜（祝日の場合は翌日）、年末年始 料金／博物館の入館料が必要

団体 個人

15 分

ゆーじあむさが

明治期に建てられた洋館で、佐賀の食材にこだわ
り、国内外で活躍する気鋭の料理人が手掛ける料
理を、明治期の華麗なデザインの器や佐賀県が誇
る人間国宝・三右衛門の器で楽しんでいただけます。
問

1分

04

肥前さが幕末維新博推進協議会

佐賀市

☎0952-25-7504 所／さがレトロ館（佐賀市城内）
収容人数／ランチ70〜80名、ディナー30〜40名
【トップシェフ・デイ】月1回程度で実施 ※予約制
ランチ・ディナー30〜40名

団体 個人

5分

所要時間

40 分

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

幕末・維 新期の日本で 最も輝いていた佐 賀藩。佐 賀
城本丸歴史館はその時代をわかりやすく伝える施設
として開館しました。天保期の佐賀城本丸御殿の遺
構を保護しながら復元したこの施設は、木造復元物
としては全国最大級の規模を誇ります。
問 佐賀県立佐賀城本丸歴史館 ☎0952-41-7550
所／佐賀市城内2丁目18-1 営／9:30〜18:00
休／12月29日〜12月31日(その他臨時休館あり）
駐／大型バス可（無料） 料金／無料

5分
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所要時間

30 分

幕末維新記念館
ばくまついしんきねんかん

「肥前さが幕末維新博覧会」のメインパビリオン。幕末維新期の佐賀の
偉業や偉人など、佐賀の魅力を最新の映像技術等によりダイナミック
団体 個人
に紹介し、まるでタイムトラベルしたかのような体験ができます。

佐賀市

問
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肥前さが幕末維新博推進協議会

5分

☎0952-25-7504

りあるこうどうかん

1分

肥前さが幕末維新博推進協議会

☎0952-25-7504
所／佐賀市柳町3-15（旧古賀家） 駐／大型バス可
営／9：30〜18：00 休／無休 料金／P.11参照

佐賀市

団体 個人

佐賀市

葉隠みらい館

30 分

大隈重信記念館

☎0952-23-2891

所／佐賀市水ヶ江2丁目11番11号

営／9：00〜17：00 休／年末年始（12月29日〜1月3日） 駐／大型バス可（無料）
料金／大人300円、子ども150円、団体（20名以上）大人200円、子ども100円

30 分

‐HAGAKURE MIR AIK AN‐

はがくれみらいかん

江戸時代の武士の心得を表した佐賀発祥の「葉隠」。
現代に生きる「葉隠」を知り、体験することで、自らがよ
り良く生きる“意志”を発見するテーマ館です。ここに
来れば、あなたの中の「葉隠」のイメージが変わります。

肥前さが幕末維新博推進協議会 ☎0952-25-7504

所／佐賀市柳町3-12（旧三省銀行） 駐／大型バス可
営／9：30〜18：00 休／無休 料金／P.11参照
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唐津サテライト館

（旧唐津銀行）

所要時間

世界的政治家として、また早稲田大学の創設者として有名な大隈重信に関
する歴史資料を展示するほか、大隈の生涯を映像資料で紹介しています。
問

08
団体 個人

5分

おおくましげのぶきねんかん

所／佐賀市松原2-5-22

所要時間

問

大隈重信記念館

☎0952-23-4200

30 分

大隈 重信、江 藤 新平など、近代日本の形
成 に貢 献した 人物を多 数 輩出した藩 校
団 体 個 人 「弘道館」
について知るためのテーマ館で
す。実際に、その「学び」を体験していただ
くことで、
「 幕末維新記念館」で得た先人
たちへの感動を深めます。
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徴古館

所要時間

佐賀市

問

40 分

団体 個人

「肥前さが幕末維新博覧会」に合わせて企画展
を開催。旧佐賀藩主・侯爵鍋島家伝来の貴重な
歴史資料・美術工芸品を見ることができます。

佐賀市

問

徴古館 ちょうこかん

駐／10台（無料） HP／http://www.nabeshima.or.jp/
※博覧会期間中の休館日等、詳細はお問合せください。

所／佐賀市城内2丁目1番35号（市村記念体育館） 駐／大型バス可
営／9：30〜18：00 休／無休 料金／P.11参照

リアル弘道館

06

所要時間

80 分

唐津市
宿泊

唐津市

団体 個人
問

高橋是清を教師に迎え、近代日本を
代表する建築家となった辰野金吾ら
が学んだ奇跡の藩 校「耐 恒寮」から
輩出された偉人たちを紹介します。

肥前さが幕末維新博推進協議会 ☎0952-25-7504

所／唐津市本町1513-15 駐／専用駐車場あり
営／9：00〜18：00 休／12月29〜31日 料金／無料
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1

2

3

4

1.2.4月〜10月は剣先イカのシーズン。豊かな甘みと食感は、天下一品。 3.肥前町いろは島をシーカヤックでお散歩。 4.玄海町の浜野浦の棚田。フォトジェニックなスポットとして人気。

玄界灘のめぐみを体感！

玄界灘フォトジェニックな旅
ココもオススメ!!

ココもオススメ!!

ななつがま

神秘の洞窟「 七ツ釜 」を間近に見る！

菜の花の浜 野浦の棚田

国の天然 記念物にも指定されている七ツ釜は、玄武 岩がその波
の荒々しさで知られる玄界灘の荒波にさらされ浸食されてできた
景勝地です。断崖は深くえぐられ、その名の通り７つの洞窟が並列
し、自然の驚異を感じさせてくれます。

棚田百選にも選ばれている浜野浦の棚田でウオーキングを楽しん
だ後は、玄海町のブランド魚「仮屋湾の真鯛」を楽しめるイベント。
玄海町の真鯛は、臭みもなく脂がのって美味しいと有名です。真鯛
を炭火で焼く浜焼きや、鯛めしは絶品！たくさんの人で賑わいます。

大人気マリンパル呼 子 イカ丸 遊覧

問
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マリンパル呼子

☎0120-425-194

真鯛ウォーキング

問

唐津観光協会 玄海オフィス・玄海町地域振興課

☎0955-51-3007

福岡から出発

02

85 分

唐津市

団体 個人

呼子のイカ

01

よぶこのいか

所要時間

120 分

シーカヤック体験

呼子名物のイカは、透明でとろけるような舌触りで、甘みもたっぷり。下足は天
ぷらや塩焼きにして美味しさを2度楽しめます。イカの種類は4〜5種類ほどあ
り、その時期ごとのイカを食べることができ、一年を通じて美味しいイカが味
わえます。

40 分

しーかやっくたいけん

いろは島周辺をシーカヤックで巡る海の散歩。湾内は波がない
ので初心者にオススメ！海からみる棚田、無人島や動物など普
段みることのできない光景に魅了されます。ガイド付で安心！

唐津市

団体 個人

問

ふれあい自然塾ひぜん

問

呼子観光案内所

☎0955-51-9088

所／唐津市肥前町満越886-3 受入人数／20名
期間／シーカヤック体験 3月20日〜11月30日

料金／2,050円

秀吉も食べたかも！?
名護屋の伝統食
「いのち長だご」

10 分

30 分

唐津市

団体 個人

ももやまてんかいち

道の駅 桃山天下市

問 名護屋城博物館 ☎0955-82-4905
所／佐賀県唐津市鎮西町名護屋1931-3
駐／大型バス可（無料） 営／9：00〜17：00
休／月曜 ※祝日の場合はその翌日 12月29日〜31日
料／無料 ※特別企画展期間中は有料です

休／1/1〜1/3

名護屋城跡観光案内所

波戸岬

唐津市

問

唐津市鎮西市民センター産業課

☎0955-53-7155
所／唐津市鎮西町波戸1489
駐／235台（一部有料 300円）

15 分

06
玄海町

団体 個人

所要時間

90 分

15 分

呼子の朝市散策・イカの一夜干し体験

07
唐津市

団体 個人

よぶこのあさいちさんさく・いかのいちやぼしたいけん

日本三大朝市の一つで、丁寧につくられた干物が人気。
唐津のイカは活き造りが有名ですが、一夜干しにするこ
とで旨みが凝 縮され、より豊かな美味しさになります。
唐津のイカで一夜干しを自分で作ることができます。
問

唐津よかばい旅倶楽部

受入人数／4〜20名

☎0955-82-5774

はどみさき

波戸岬は東松浦半島に突き出た小
さな岬。美しい風景はもちろん、海
中から突き出た白い海中展望塔は
必見。魚の群れや海草など海中観
察が楽しめます。夜は星空の観察
スポットとして知られています。

団体 個人

波戸岬名物の
「サザエのつぼ焼」

3分

5分

05

40 分

日本唯一の外征の城である肥前名護屋城は豊臣秀吉
が天下統一後、大陸進出を図った文禄慶長の役に国
内拠点として築いた巨大な城です。国内でこれほど名
だたる武将が一堂に会した城・陣跡はありません。ボ
ランティアガイドとめぐる「肥前名護屋城さるき」は人
気！博物館ではバーチャル名護屋城も楽しめます。

☎0955-51-1051

所／唐津市鎮西町名護屋1859 駐／大型バス可（無料）
営／農産7:00〜18:00、水産8:30〜18:00、物産館9:00〜18:00
所要時間

なごやじょうあと・さがけんりつなごやじょうはくぶつかん

団体 個人

風光明媚な唐津市鎮西町は400年前の桃山時代、全国から人と物産が集まり、
諸大名たちがもたらした諸国の文化、大陸・南蛮の文化が融合して一種独特
の華やかなムードと活気がみなぎっていました。道の駅鎮西「桃山天下市」は、
そんな桃山文化のエキゾチックな「市」の様子を現在に再現した観光商業施
設です。呼子の味覚をたっぷりお買い物できるスポットです。
問

60 分

名護屋城跡・
佐賀県立名護屋城博物館

唐津市

道の駅 桃山天下市
みちのえき

所要時間

04

所要時間

03

☎0955-82-3426

☎0955-74-3611

料金／1,800円（送料込・要予約）

唐津市
呼子宿泊

泊

唐津Qサバ
からつきゅーさば

所要時間

浜野浦の棚田

20 分

はまのうらのたなだ

玄界灘に面した海岸から駆け上がる階段のように、斜面
を幾重にも連なり、自然の景色を映し出します。特に代き
から田植えの時期には夕陽がオレンジ色に染まり海と水
田とあぜ道とが描く造形美は一段とすばらしいものです。
問

唐津観光協会 玄海オフィス

☎0955-51-3007 所／東松浦郡玄海町大字浜野浦
駐／大型バス可（無料） 見頃／夕日4月下旬〜5月下旬

団体 個人

唐津市と九州大学が共同研究を行い
うまれた完全 養 殖マサバの新ブラン
ド「唐津Qサバ」。臭みがなく、トロの
ような美味しさは関東や関西からも
訪れる方がいらっしゃるほど。

問 唐津観光協会 ☎0955-74-3355
唐津市 時期／9月〜6月（7月・8月は産卵期のため）
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1

2

3

1.たら竹崎温泉は広大な有明海を眺めながら入ることができます。 2.有明海には多種多様な生き物が生息しています。 3.フォトジェニックなスポットとして人気の海中鳥居。

全国の干潟面積の約4割を占める広大な干潟

宝の海 有明海めぐり
ココもオススメ!!

有 明海を楽しむアクティビティ

有 明海を楽しむアクティビティ

観 光潮干狩り〈 佐賀市川副町 〉

むつかけ体 験〈鹿島市〉

全国でもここだけの、海のど真ん中で行う潮干狩り。漁 船に乗っ
て待っていると、海がみるみる干潟に！有明海の日本一の干満差
（6m）を体感することができます！時期は4月〜5月。
問／佐賀市観光協会 ☎ 0952-20-2200
15

ココもオススメ!!

有明海の 伝 統漁法を体験。全長10 mほどの先の針に引っ掛けて
釣る漁。1時間、釣竿の操り方を練習した後は、広大な干潟へ。思う
ように進まないガタスキーを乗りこなして、ムツゴロウを探します。
問／道の駅鹿島 ☎ 0954-63-1768

長崎から出発

75 分

02
太良町

団体 個人

01
鹿島市

団体 個人

竹崎かに「かにまぶし」

所要時間

40 分

祐徳稲荷神社

30 分

かにまぶしは、かにの身が全部むいてご飯の上にかけてあるから、食べ
るだけ！殻むき無しで手が汚れません。一度で三通りの違った味を楽し
めます。①かにみそをかけて② 秘伝のまぶしダレをかけて③特製ポン酢
をかけて。最後に、薬味・お茶をかけて、さっぱりとお召し上がりください。

ゆうとくいなりじんじゃ

タイなど海外からも多くの参 拝者が訪れる日本三大稲荷の1
つ祐徳稲荷神社。年間約300万人もの人が訪れます。総漆塗り、
極彩色の社殿の美しさから「鎮西日光」と言われています。東
西に山があり、川が流れる自然に囲まれた同神社は「気が上が
る」神社として人気があり、梅、桜、ツツジ、フジと四季折々に
花々が咲き誇るようすに「花の神社」とも呼ばれています。
問

祐徳稲荷神社

☎0954-62-2151

問

10 分

03
太良町
個人

所要時間

10 分

04
鹿島市

団体 個人

かいちゅうとりい・かいちゅうどうろ

フォトジェニックな場所として人気の海中鳥居。干潮の時に
姿を現す、有明海の沖へと続く「海中道路」。潮の満ち引き
を通じて月の引力を感じることができるスポットです。
問

太良町観光協会 ☎0954-67-0065 駐／大型バス可（無料）

05

漬蔵たぞう

10 分
or
1分

06
鹿島市

団体 個人

07
鹿島市

団体 個人

所要時間

ソフトクリームは、
女性に人気！

娘が幸せになるようにと願いをこめて名付けられた銘
酒「幸姫」は、縁起物としても人気。蔵見学もできます。
地酒を使ったノンアルコールのソフトや、美容・健康に
良い甘酒、日本酒で漬けた梅酒もオススメ！
問

幸姫酒造株式会社 ☎0954-63-3708

みちのえきかしま

“笑 顔とおもてなし”の道の駅として九州・沖縄
道の駅連絡会より最優秀賞を受賞した道の駅！
有明海の豊富な海産物は、人気商品。
「 鹿島ガタ
リンピック」の会場としても有名で、
「 干潟体験」
もできます。ムツゴロウにも会える水族館も！

所／鹿島市古枝甲599 駐／大型バス可（無料）
営／8：00〜17：00 休／1月1、2、3日

30 分

5分

所要時間

観光酒蔵

かんこうさかぐら

肥前屋

30 分

ひぜんや

築100年超の歴史情緒あふれる空間で、櫂入れ
の写真スポットや四代目による軽妙なトークで
街の歴史や酒造りについて知ることができま
す。ここでしか買えない蔵出し限定酒や、日本
酒・焼酎など約20種の試飲が出来ます。
問

15 分
or

さちひめしゅぞう

20 分

つけぐらたぞう

☎0954-63-2601
所／鹿島市浜町1192
駐／有・大型バス共同（無料）
営／9:00〜16:00 休／不定休

幸姫酒造

道の駅鹿島

漬蔵たぞう

問

20 分

所要時間

問 道の駅鹿島 ☎0954-63-1768
所／鹿島市音成甲4427-6 駐／大型バス可（無料）
営／9:00〜18:00 休／7月第2水曜

7分

150年以上変わらず、昔ながらの漬
鹿島市 け物を作り続けている老舗の漬け
団体 個人
もの蔵。地元の野菜を酢漬けにした
「百年ピクルス」はオススメです。

所要時間

☎0954-68-3545

15 分

所／鹿島市古枝乙1855

海中鳥居・海中道路

旅館 豊洋荘

所／藤津郡太良町大浦野崎港前 駐／あり（無料）
料／2,700円（税別）かにまぶし飯、かにちゃん蒸し、漬け物、デザート2種

肥前屋

☎0954-63-2468

所／鹿島市浜町乙2761-2 休／不定休
駐／有・大型バス共同（無料） 営／10:00〜17:00

2017年新館オープン！

たら竹崎温泉
たらたけざきおんせん

太良町宿泊

泊
太良町

団体 個人

ナトリウム炭酸水素塩泉が肌をしっと
りなめらかにしてくれる「たら竹崎温
泉」。雄大な有明海を見ながら温泉に
ゆっくり浸かった後は、太良名物「竹
崎かに」を堪能できます。
問

太良町観光協会
☎0954-67-0065
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1

2

4

5

1.源右衛門窯の作業場。歴史ある建物、使い込まれた道具に、職人の神聖な雰囲気を感じます。見学可。 2.唐津やきもんまつり。じっくりと作品と対話しお気に入りをみつけます。 3.ガラス張りの
ギャラリーが印象的な「in blue暁」。薄く端正なフォルムと白い肌、青みがかった釉薬が美しい作品が並びます。 4.奇岩が切り立ち、三方を山に囲まれた大川内山は、まるで山水画のよう。 5.認定を
受けた伊万里の工芸士が直接指導する創作体験は「やきもの」の伝統技法を体感できます。

佐賀といえば、
「 やきもの」。伊万里・有田焼、唐津焼を知る

やきものの聖地めぐり
やきものイベント

やきものイベント

有田陶器市

唐津やきもん 祭り

大 川内山

毎年 4月29日〜5月5日

6月中旬〜8月31日

J R 有 田 駅 周 辺 か ら上有 田 駅 ま で の 約
4km、500を超える店が建ち並び、日没ま
でワイワイガヤガヤと賑わいます。掘り出
し物があったり、若手作家の作品が見ら
れたりと、やきもの好きにはお楽しみが
いっぱい。軍手にスニーカーのいでたち
でリュックを持参すると楽チンです。

唐津焼は、楽焼、萩焼と並ぶ「日本三大茶
陶器」のひとつ。茶陶とも呼ばれ、昔から
茶人に愛されてきました。使うほどに味
わい深く、艶やかになっていくのが魅力
です 。唐 津やきもん 祭りは 、やきものの
販 売はもちろんですが、器と食を結び 付
けたイベントが多いのが特徴です。

世界の至宝である磁 器「鍋島」の 伝 統 技
を今に伝える30数軒の窯元が、軒を連ね
る秘窯の里・大川内山（おおかわちやま）。
夏になると軒 先には各窯 元の 技 術 の 粋
を集めた風 鈴がつるされ、吹き抜ける風
が心地よい音を奏でます。風鈴の絵付け
体験も人気です。

毎年 4月29日〜5月5日

17

やきものイベント

風 鈴まつり

01

佐賀県立名護屋城博物館

02

福岡から出発

なごやじょうはくぶつかん

文禄・慶長の役では朝鮮半島から多くの人々が戦国
大名によって日本に連れて来られました。その中の
優れた技術を持つ陶工は九州各地で製陶を行いま
した。
「 日本列島と朝鮮半島との交流 史」をテーマ
に 、原 始 から現 代まで の 数 千 年 の 交 流 を 示す 約
220点の資料を常設展示室で展示しています。

唐津市

団体 個人

佐賀県立名護屋城博物館

問

90 分

60 分

所要時間

唐津焼で楽しむ抹茶と生菓子

30 分

からつやきでたのしむまっちゃとなまがし

3分

☎0955-82-4905

所／佐賀県唐津市鎮西町名護屋1931-3
駐／大型バス可（無料） 営／9：00〜17：00
休／月曜 ※祝日の場合はその翌日 12月29日〜31日
料／無料 ※特別企画展期間中は有料です

所要時間

唐津市

団体 個人

およそ四百年前、豊臣秀吉によって築城された名護屋城。その一角に
建てられた茶苑「海月」は城跡の歴史と豊かな自然に囲まれた静かな
茶室です。抹茶と生菓子を唐津焼の器で楽しむことができます。
問

名護屋城 茶苑「海月」 ☎0955-82-4384

所／唐津市鎮西町名護屋3458 駐／大型バス可（無料）
料／500円（入苑、抹茶、和菓子） 営／9:00 〜 17:00
休／第2・第4水曜、12月29日〜1月2日

80 分

タブレット端末等を用いて再現CGを見ながら名護屋城跡を散策できる「バーチャル名護屋城」

5分

04
有田町

団体 個人

所要時間

60 分

団体 個人

きゅうしゅうとうじぶんかかん

九州陶磁文化館は、肥前陶磁を中心に九州全域の陶磁器を収集し
ています。館内には九州陶磁の歴史や各時代の特徴などをわかり
やすく展示しているほか、現代作家の作品も紹介しています。

佐賀県立九州陶磁文化館

ありたやきごぜん

有田町産の鶏肉を使 用した焼・酢・煮・蒸・揚の5つ
の料理が有田焼の器を彩り、有田の各店が創意工
夫して目と舌と心を愉しませてくれる、ご当地グルメ。

有田町

佐賀県立 九州陶磁文化館

問

03

60,000食突破！有田焼五膳

問 有田観光協会 ☎0955-43-2121
所／有田町内4店舗 料／1,300円(税込)
・お食事処 本陣 ・すし料理専門店 亀井鮨
・ギャラリー有田 ・レストランまるいし

10 分

☎0955-43-3681

所／西松浦郡有田町戸杓乙3100-1 駐／大型バス可（無料）
営／9:00〜17:00 休／月曜 ※月曜が祝日の場合は開館 年末12月29日〜31日
料／無料 ※特別企画展期間中は有料です

5分

06
有田町

団体 個人

所要時間

ありたうちやまちく

泊

団体 個人

有田観光協会

団体 個人

15 分

泉山磁石場
いずみやまじせきば

有田焼400年の原点となった採石場。山がごっ
そりえぐられた奇景は、見るものを圧倒します。
問

有田観光協会

☎0955-43-2121

所／西松浦郡有田町泉山1-5

駐／8台（無料）

20 分

☎0955-43-2121

駐／50台・大型バス可（無料）
ガイド／【要予約】1〜5名1500円、6〜15名3000円、
16〜30名4500円、31〜45名6000円（60分あたり）

伊万里牛
いまりぎゅう

伊万里牛や、西日本一の栽培面積
と収穫量を誇る伊万里梨、ブドウ、
車エビ、日本酒など、伊万里は美食
の宝庫。中でも伊万里牛は、伊万里
を訪れたらまずは食べたい逸品。
また伊万里温泉はとろっとろの湯
ざわりで、心も身体も癒されます。
問

有田内山地区

有田内山の重要伝統的建造物群保存地区から有田
異人館、香蘭社をガイドとともに、江戸から明治にか
けての有田焼の歴史を町並みとともにご案内します。
問

伊万里市

有田町

60 分

重要伝統的建造物群保存地区

05

所要時間

伊万里市観光戦略室
☎0955-20-9031

10 分

07

伊万里市
団体 個人

所要時間

秘窯の里 大川内山
ひようのさと

70 分

江戸時代に大川内山は鍋島藩の御用窯（幕府への献上品のみを制作する窯）が設置さ
れ、一般庶民には販売されない当時の最高級品のみが製作された歴史を持つ土地です。
その歴史はもちろん、窯元見学も可能。伝統工芸士監修絵付け体験も人気です。
問

伊万里宿泊

おおかわちやま

ガイドと巡る窯元見学

伊万里市観光戦略室

☎0955-20-9031

駐／15台、大型バス可（無料）

ガイド／1〜10名1000円、11〜20名2000円、21〜30名3000円、31〜50名4000円
指導料／伝統工芸士1名5000円（20名以内につき1名が指導） 絵付け体験／湯呑・そば猪口800円〜
※完成品送料別途要 目安1000円程度
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2

3

1

4
1.嬉野町内に広がる茶畑は、地 域によって茶畑の形が多様で個性ある風景を醸し出します。 2.「日本三

日本茶樹栽培発祥 吉野ヶ里
煎茶道の祖 高遊外売茶翁
釜炒り茶発祥の地 嬉野

大美肌の湯」として有名な嬉野温泉。 3.茶畑はオルレコースでも見ることができます。 4.嬉野の若手茶

農家7人が、その季節に一番美味しいお茶を提供するために、入念な準備と調合を重ねる。そのお茶を自ら
淹れ、接客し、サーブするという、特別な空間。−嬉野茶時−

佐賀お茶の聖地めぐり
ココもオススメ!!

あつあつトロトロ

嬉 野温 泉名物 温 泉湯どうふ
「温 泉湯どうふ」は温 泉水で煮込む嬉野の名物料理。温 泉成分に
よって淡雪のようにやわらかでなめらかな豆 腐と、まろやかな豆
乳スープを味わえます。肉や料理と一 緒に鍋物でも、そのまま葱
や鰹節を添えても美味しい、身体にやさしい名物料理です。
19

トピックス!!

嬉 野茶 時 ―Ure sh i no Ch adok i―
嬉 野の若手 茶農 家7人

温泉旅館で茶農家が最上級のお茶でおもてなしをするイベント。四季
にあわせて、年に四回開催され、その季節に一番美味しいお茶と季節
やお茶に合わせたオリジナル甘味を華やかにアレンジしたスイーツが
楽しめます。7人の茶農家が創りだす新たなお茶の表現に注目！
問

嬉野茶時

https://www.ureshinochadoki.com/

01
吉野ヶ里町
団体 個人

所要時間

20 分

日本茶樹栽培発祥の地

福岡から出発

にほんちゃじゅさいばいはっしょうのち

1191年、臨済宗の開祖栄西禅師は宋（今の中国）留学から
帰る際、霊仙寺に滞在し、宋から持ち帰った茶の種子を霊
仙寺西の谷の石上（いわかみ）坊の庭にまき、茶を栽培し、
その製法をもたらしました。これが、
「 日本最初の茶樹栽
培地」であるといわれるところです。
問

吉野ヶ里町商工観光課

40 分

02
佐賀市

☎0952-37-0350

団体 個人

所要時間

肥前通仙亭

佐賀市地場産品交流会館

40 分

ひぜんつうせんてい

40 分

佐賀が生んだ煎茶道の祖“高遊外売茶翁”を紹介しています。その昔、お茶は
薬として珍重された時代があり、身分の高い人の飲み物でした。売茶翁は、上
流階級の文化だった喫茶の風習を庶民にまで広めた人です。肥前通仙亭では、
煎茶体験セット(有料)が味わえます。
問

03
佐賀市

団体 個人

20 分

☎0952-65-2152

NEW

04

えつりょうり

佐賀市観光協会

所／佐賀市松原四丁目6番18号

嬉野市

エツ料理

日本では筑後川流域 でのみ見られる珍魚です。5月から7月
までの短い期間のみ、賞味することができます。淡白な味わ
いなので 揚げ物料理や、すり身をお吸い物の椀種にしたり
と、美味しくいただけます。爽やかな風が吹く、筑後川の船上
でエツを食するのもまた格別です。
問

肥前通仙亭

駐／23台（無料） 営／9：00〜17：00（おもてなし茶屋は16：00）
休／月曜（祝日の場合はその翌日）、祝日の翌日（土、日曜除く）、年末年始、臨時休館あり
料／無料 煎茶体験セット500円 受入人数／35人

団体 個人

70 分

うれしの茶交流館
うれしのちゃこうりゅうかん

うれしの 茶に関する歴 史 が 学べる
ほか、お茶をつかった茶染め体験や、
お茶 の 淹れ 方 教 室などを 楽しむこ
とができる。また、お茶 やお茶をつ
かった スイーツを 提 供 する喫 茶 ス
ペースも利用可能。
問

☎0952-20-2200

所要時間

50 分

嬉野市うれしの茶振興課

☎0954-42-3308
所／嬉野市嬉野町岩屋川内乙
駐／あり

20 分

05
嬉野市
個人

所要時間

20 分

嬉野茶畑

06

うれしのちゃばたけ

先人 達が積み上げた、美しい石積みの茶 畑に
感 動。そこから先に進み、標高450ｍまで上が
ると、パノラマのように広がる陣野パイロット
茶園へ。ここからは青々とした茶 畑と、大 野原
高原、そして大村湾まで望むことができます。
問

うれしの温泉観光課

所要時間

肥前吉田焼窯元会館

40 分

ひぜんよしだやきかまもとかいかん

肥前吉田焼は生活向けの食器類を焼いてきたことから窯元によって伝
嬉野市 統的な青磁から現代的なデザイン、伝承や物語をあしらった意匠のもの
団体 個人
など様々。2010年にグッドデザイン・ロングライフデザイン賞を受賞した
「水玉茶器」は、肥前吉田焼・副千製陶所の伝統柄。レトロな趣ながら可
愛さもあり、まさにロングセラーにふさわしい製品です。

15 分

☎0954-42-3310

問

肥前吉田焼窯元協同組合

☎0954-43-9411

所／嬉野市嬉野町大字吉田丁4525-1 駐／50台（無料）
休／12月29日〜1月1日 営／8:30〜16:30 料／体験料700円〜2,100円

15 分

泊
嬉野市

団体 個人

07
嬉野市

団体 個人

日本三大美肌の湯
にほんさんだいびはだのゆ

嬉野温泉

うれしのおんせんのあさごはん

朝食として人気なのが温泉湯どうふ。
身 体にやさしい味わいがうれしいメ
ニューです。また、一部旅館では郷土
料理の嬉野茶を使用した茶がゆも味
わうことができます。
問

うれしのおんせん

足湯から開放感ある露天風呂、嬉野茶のお風呂など個
性豊かな温 泉がある嬉野温 泉。開湯130 0年を超え、
風情と歴史を感じさせる温泉街です。湯上りはまるで
一皮むけたようなつるつるスベスベの肌に！

嬉野温泉の朝ごはん

嬉野温泉観光協会
☎0954-43-0137

嬉野温泉宿泊
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1
5月の明るい日差しは、新緑のやわらかなモミジの葉を透して園内に降り注ぎます。別邸の障子や空気までもが淡い緑色に染まって、春ならではの特別な九年庵になっています。

新緑に染まる初夏

癒しの新緑めぐり
ココもオススメ!!

モミジの新緑に癒される

マイナスイオンを浴びる

知る人ぞ知る紅 葉の名所「環境芸 術の森」。作 礼山の斜面を利用
して造られ、広さは約13万平方メートル。植樹された木々は1万本
を超えます。紅 葉の時期はもちろん、人 気なのですが、新緑の時
期も格別。新緑のヒーリングスポットになっています。

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。

環 境 芸 術の森〈 唐津市 〉

21

ココもオススメ!!

清水の滝〈小 城 市〉

01

【春の一般公開】新緑の九年庵

神埼市

団体 個人

しんりょくのくねんあん

一面に広がる140本のモミジ新緑は美しく、秋とはまた
違う園内になっています。来園された方の満足度は高
く、ゆったりと静かな空間が楽しめます。

神埼市観光協会

問

所要時間

40 分

02

福岡市から出発

神埼市

75 分

団体 個人

☎0952-37-0107

神埼めん懐石

所／神埼市神埼町的 駐／大型バス可（有料）
料／高校生以上300円（美化協力金）
期間／5月3日（木・祝）〜5日(土・祝）

かんざきめんかいせき

380年の伝統ある神埼そうめんと、神埼の割
烹 文化 の 豪 華 なコラボ 。各 店 舗 で 独 自のメ
ニューがお座敷で食べるリッチな昼食です。

10 分

問

神埼市商工観光課

料／2,160円

☎0952-37-0107

8店舗でご提供

10 分

03
神埼市

団体 個人

10 分

04

吉野ヶ里町
団体 個人

吉野ヶ里歴史公園
よしのがりれきしこうえん

問

吉野ヶ里歴史公園

梅の花 佐賀神埼村
うめのはな

30 分

さがかんざきむら

湯葉・豆腐工房をはじめ、豆腐や豆乳を使ったヘ
ルシーな商品や、ハム工房の商品が購入できます。
潤厚な風味の「豆乳ソフトクリーム」や「もっちり
嶺岡豆腐」、焼きたてパンが人気。
問 直売所
「おしとり」 ☎ 0952-53-4114
所／佐賀県神埼市城原3580 駐／あり（無料）
営／9：00〜18：00 休／年末年始

所要時間

120 分

NEW

3分

弥生時代の代表的な遺跡として有名な吉野ヶ里遺跡。最近はフォト
ジェニックなスポットとして若い女性から外国人旅行者まで幅広く
人気です。遺構を元に様々な建物が復元されており、古代の暮らし
を見て、感じて、体験できるスポットとして人気です。

所要時間

☎0952-55-9333

所／神埼郡吉野ヶ里町田手1843 駐／大型バス可（有料）
営／9:00〜17:00（ 時季で異なる） 休／12月31日、1月の第3月曜とその翌日のみ休園
料／大人420円、小中学生80円、6歳未満無料

30 分

05

吉野ヶ里町
団体 個人

所要時間

60 分

吉野麦米〜佐賀の恵みと出会う場所〜
よしのばくべい

2017年秋に、民営の農産物直売所がオープン！
地 場産の米 や麦を使ったレストランや石窯パ
ン工 房など、歴 史公園を訪れる観 光客が立ち
寄れる新しいスポットです。
問

吉野麦米

☎0952-37-8983

所／神埼郡吉野ヶ里町大曲1407-1
駐／大型バス4台、マイクロバス3台、乗用車90台程度（無料）
休／火曜日 営／9：00〜19：00

06
佐賀市

団体 個人

所要時間

30 分

川上峡観光屋形船

3分

かわかみきょうかんこうやかたぶね

屋形船に乗って、佐賀市川上峡を優雅に泳ぐ300匹の鯉
のぼりを眺めましょう。巨石パークの夜桜ライトアップな
ど、同時期に近隣で開催されるイベントも必見です。
問

佐賀市観光協会

07
佐賀市

団体 個人

問

佐賀川上峡温泉
古湯・熊の川温泉

☎0952-20-2200

白玉まんじゅう

さがかわかみきょうおんせん
ふるゆ・くまのかわおんせん

しらたままんじゅう

米 粉を 使った饅 頭 で 、
中には甘さ控えめの餡
が入っています。つるん
となめらかで、もちもち
の食感が人気の秘密。

佐賀市観光協会 ☎0952-20-2200

佐賀市
宿泊

泊
佐賀市

団体 個人

約38度のぬるめの泉温と、ぬるぬる
とした心地良い肌触りという特徴。歴
史も古く、多くの方に愛されている温
泉です。
問

佐賀市観光協会
☎0952-20-2200

22

1

3
1.御船山楽園

2.武雄温泉の楼門

3.武雄神社

4

4.慧洲園・陽光美術館

佐賀県のうまかもん&よかとこ

さがんまるしぇめぐり

伊万里の旬と武雄のあかり展
ココもオススメ!!

アート県庁プロジェクト

星 空のすいぞくかん
多くの来場者に楽しんでいただいた佐賀県庁展望ホールで行われ
ている夜景プロジェクションマッピング。2017年は「２つの海」を
テーマに新しくなりました。佐賀の夜 景を自由に泳ぎまわる魚た
ちを見て楽しむだけでなく、体全体で楽しめる演出も！観覧無料
23

2

ココもオススメ!!

佐賀県観光連盟

夏休 みキャンペーンスタンプラリー
佐賀県観光連盟では、毎年夏休みに合わせて佐賀県の観光地を
めぐって、泊まって、ステキな賞品が当たる喜び倍増のキャンペー
ンを行っています。

01
伊万里市
団体 個人

みちのえき

いまり

ふるさとむら

フルーツ狩り（8月下旬〜）の案内、伊万里梨をはじめ特産品の直
売や伊万里牛のレストラン、BBQコーナーなど伊万里の魅力が詰
まった道の駅です。

道の駅 伊万里 ふるさと村

問

所要時間

福岡市から出発

道の駅 伊万里 ふるさと村

02

70 分

伊万里市

☎0955-41-0030

団体 個人

所／伊万里市南波多町井出野2754-9 駐／大型バス可（無料）
営／直売8:00〜18:00、レストラン11：00〜22：00（os21:00）
休／水曜（物産館のみ第3水曜）祝日の場合、振替になることがあります

伊万里牛重箱御膳

15 分

60 分

いまりぎゅうじゅうばこごぜん

伝統の伊万里焼による重箱の器と、肉質4等級以上という伊万
里産黒毛和牛を組み合わせた贅沢な御膳。

伊万里市観光戦略室

☎0955-20-9031

問

15 分

るーらるの「小ねぎ丼」
1,100円

04
伊万里市
団体 個人

秘窯の里 大川内山
ひようのさと

90 分

風鈴まつり

ふうりんまつり

世界の至宝である磁器「鍋島」の伝統技を今に伝える約30軒の窯元が、軒
を連ねる秘窯の里・大川内山。夏になると軒先には各窯元の技術の粋を集
めた風鈴がつるされ、夏の風物詩として知られる「風鈴まつり」が開催され
ます。吹き抜ける風が心地よい音を奏でます。
問

所要時間

おおかわちやま

伊万里鍋島焼会館

☎0955-23-7293

25 分

所／伊万里市大川内町乙1848

駐／大型バス可（無料） 期間／6月中旬〜8月31日
風鈴絵付け体験／大小とも1,000円 焼成後の送料別

03
伊万里市
団体 個人

35 分

所要時間

松浦一酒造

40 分

まつうらいちしゅぞう

1716年創業の歴史ある酒蔵で、県内外から見
学客が訪れます。蔵名がついた日本酒「松 浦
一」をはじめ、地 元 産の梅をつかったフルー
ティな梅酒は試 飲・購入ができます。母屋の
屋根 裏で 発見された「河伯のミイラ」もご 利
益があると評判！
問 松浦一酒造株式会社 ☎0955-28-0123
所／伊万里市山代町楠久312 駐／大型バス可（無料）
営／9：00〜17：00 休／年末年始

05
武雄市

団体 個人

武雄のあかり展
たけおのあかりてん

4回目を迎える武雄市の夏の風物
詩。市内各所があかりで演出され、
昼とは異なる表情を見せます。武
雄に泊まってゆっくり楽しめます。
問

07
武雄市

団体 個人

所要時間

60 分

御船山楽園
みふねやまらくえん

約170年前に開園した武雄領主・鍋島茂義公ゆかりの御船
山楽園は国が認定した名勝地。静寂が広がる真夏の夜、世
界で活躍するウルトラテクノロジスト集団「チームラボ」が
制作したデジタルアートで優美な世界が現れます。ひと夏
限りの光の芸術と物語を堪能してください。
問

御船山観光ホテル

☎0954-23-7766

5分

06
武雄市

団体 個人

☎0954-23-3131

所／武雄市武雄町武雄4100 駐／大型バス可（無料）
期間／7月中旬〜9月末
営／20:00〜22:30 8月15日以降は19:30〜22:30
料金／大人1600円、中高生1200円、小学生800円、未就学児は無料

武雄市観光協会

所要時間

慧洲園・陽光美術館
けいしゅうえん・ようこうびじゅつかん

慧洲園は、足立美術館やボストン美術館天心園をはじめ、約200もの名
園を手がけた中根金作氏が造った池泉回遊式日本庭園。涼を感じさせ
る大滝や緑鮮やかな夏モミジ、朱色の太鼓橋がカラーライトに照らさ
れて優しく浮かび上がります。
問

武雄市宿泊

40 分

慧洲園・陽光美術館

☎0954-20-1187

所／武雄市武雄町武雄4075-3 駐／大型バス可（無料）
期間／7月中旬〜9月末 営／開場18:00 点灯19:30〜22:00
料金／大人800円、学生700円（中学生以下は保護者同伴の場合無料）
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1
1.多久聖廟で年２回（春は４月１８日）執り行われる釈菜（せきさい）は聖廟創建以来欠かすことなく行われています。

佐賀県のうまかもん&よかとこ

さがんまるしぇめぐり

小城・多久をめぐる開運旅
ココもオススメ!!

25

ココもオススメ!!

祇園川のホタル〈 小 城 市 〉

聖光 寺の二千 年ハス〈多久市〉

小城の初夏の風物詩である祇園川の源氏ボタル。夕闇を縫うよう
に乱舞する様子は、自然が生み出す幻想的な光のショーと言えま
す。シーズンになれば、左手には源氏ボタル、右手にはヒメボタル
が乱舞し、他のホタルスポットでは楽しめない２種類のホタルの光
を楽しめます。時期／5月下旬〜6月上旬

聖 光寺（しょうこうじ）は多久 聖 廟の近くにある神 仏混合の寺院
です。ピンクの二千年ハスと白の舞 妃 蓮を見ることができます。
早朝の清々しい空気の中で出会う二千年ハスは、荘厳な美しさで
す。時期／6月下旬〜7月下旬

01
小城市

団体 個人

村岡総本舗 羊羹資料館
むらおかそうほんぽ

福岡市から出発

ようかんしりょうかん

小 城市は全国的にも珍しく、市内に20軒以上もの
羊羹屋が集中している街です。展示室には、羊羹の
製造道具や原料、製造工程、歴史、珍しい外国産羊
羹のレッテル（ラベル）など展示しています。
問

村岡総本舗 羊羹資料館

所／小城市小城町861
営／8：00〜17：00

65 分

02
小城市

団体 個人

☎0952-72-2131

休／10台（無料）

所要時間

30 分

10 分

鯉料理
こいりょうり

全国名水百選に選ばれた清水川
の清流に、約１か月もの間さらさ
れた清水の鯉は川魚特有の臭み
は無く、身は引き締まりさっぱり
とした魚に生まれ変わります。そ
の鯉のあらいをお店こだわりの
酢 味噌 で 食べ れば、その味はま
さに絶品です。鯉はコラーゲンも
豊富なため「恋」に効くかも．．．．

小城市観光協会

問

☎0952-72-7423

10 分

03
小城市

団体 個人

04

所要時間

30 分

天山酒造
てんざんしゅぞう

問

天山酒造株式会社

小城市

10 分

初夏にはホタルが乱舞する祇園川そばにたたずむ酒造。天山
の湧き水を仕込み水に地元の生産者の方が育てた山田錦を
はじめ厳選した酒米で、芳醇な味わいの酒をつくっています。

団体 個人

所／小城市小城町岩蔵1520 駐／あり（無料） 営／9:00〜17:00
休／日・祝休（土曜休業の場合あり） ※酒蔵見学(要予約)

多久市

団体 個人

所要時間

30 分

ほたるのさと

朝早くから新鮮な野菜がズラリ！小 城羊羹や鯉のあら
い、鯉こく（レトルト）など小 城ならではの商品も並び、
小さな発見が楽しい直売所。地元小学校とも連携し、農
産物を通して“ふるさと愛”を発信しています。

たくせいびょう

儒学の祖、孔子を祀る孔子廟。国内に現
存する孔子廟としては最古の廟の 一つ
で国の重要文化財に指定されています。
創建後、春と秋の年2回、孔子とその弟子
を祀る伝 統 行事「釈 菜」を執り行ってい
ます。学問の神様として受験生に人気！
問

所要時間

多久市観光協会

☎0952-74-2502 所／多久市多久町1837-1
駐／大型バス可（無料） ガイド／対応可

07

06
多久市

団体 個人

30 分

多久市物産館 朋来庵
たくしぶっさんかん

ほうらいあん

多久聖廟のとなりにあるお土産屋。孔子様グッ
ズや学業成就、合格祈願のお守り、絵馬をはじ
め、多久市の観光キャラクター「多久翁さん」の
かわいいグッズも人気です。
問

多久市物産館 朋来庵

所／多久市多久町1837-1
休／第3火曜・月末最終日

多久市

団体 個人

龍孫の郷散歩道

☎0952-74-2502

駐／あり（無料）
営／9：30〜17：00

所要時間

りゅうそんのさとさんぽみち

新日本歩く道紀行100選に認定された、
「 龍孫の郷〜肥前多久〜聖学
華開き文教の風薫る城下散歩道」。アップダウンも少なく年配者や初
心者にも優しいウォーキングに最適なコース。現代に残る多久の古地
図「元禄絵図」
「 嘉永絵図」に描かれた多久城下と現在の多久町の地
形や道筋、屋敷跡などを比べると大部分の配置が変わっておらず江
戸時代の多久城下町にタイムスリップしたような感覚で、歴史を感じ
ながら歩けるルートになっています。龍孫の郷散歩道では、スマート
フォンのアプリ「ポケット学芸員」を使用することにより各スポットの
詳しい情報を受けることができます。
問

羊羹が入った
鯉焼き

25 分

多久聖廟

3分

60 分

多久市観光協会

☎0952-74-2502 所／多久市多久町1837-1
駐／大型バス可（無料） ガイド／対応可

20 分

ほたるの郷

問 ほたるの郷 ☎0952-72-5114
所／小城市小城町岩蔵81−8 駐／大型バス可（無料）
営／8：00〜18：00 休／8月15〜16日、1月1〜4日

☎0952-73-3141

05

所要時間

NEW

泊
多久市

天山 多久温泉 TAQUA
てんざん

たくあ

団体 個人

ホテル、天 然ラドン温 泉、岩 盤 浴、温 水プール、キッズコー
ナー等を完備した総合リゾート施設でレストラン、宴会場、
最大250名収容のコンベンションホールも併設し新しく多久
温泉TAQUAとしてリニュアルオープン！
問

多久市宿泊

たくおんせん

株式会社タクア

☎ 0952-75-7766

所／多久市北多久町小侍805-5 駐／大型バス可（無料）
グランドオープン 2018年2月 タクアプール／10：00〜20：00
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1
1.高野寺の空中回廊。シャクナゲの季節は花々を見下ろすことができます。

咲き誇る花々！フォトジェニックな旅

春景色 花めぐり
ココもオススメ!!

ココもオススメ!!

浦ノ崎駅 桜のトンネル

小 城公園の桜

ぼたんと緑の丘

見頃／3月下旬〜4月上旬〈伊万里市〉

見頃／3月下旬〜4月上旬〈小城市〉

見頃／4月中旬〜5月中旬〈唐津市〉

小 城 藩 初 代 藩主の 鍋島元 茂と２代目藩
主の直能 が造営した小 城公園は、
「 日本
の歴 史公園百選」に選ばれており、佐 賀
県内で唯一「さくら名所百選」にも選ばれ
た名庭園です。約3,0 0 0本もの桜が織り
なす景色は圧巻です。

世界 のぼた んと芍 薬 が 咲き競う九 州 一
のぼたん園「ぼたんと緑 の丘」で 開 催す
るイベント 。園 外には 、子 供 の 森 や芝 生
広 場 の 他、竹 林 などがあります。期 間中
は、ぼたん・花苗の販 売や地 場産品の直
売など出店コーナーもあり賑わいます。

「 松 浦 鉄 道 浦ノ崎 駅 」の 線 路 をおおうソ
メイヨシノは、1930年の駅開業と同時に
植樹され、地元の方々に大 切に守られて
きました。約90本が誇らしげに列車の風
景を演出します 。見頃に合わせて「 桜 の
駅まつり」も開催されます。
27

ココもオススメ!!

01
基山町

団体 個人

大興善寺
大興善寺は、別名「つつじ寺」と呼ばれるほどのつつ
じの名所です。本堂の裏山一帯の75,000平方メー
トルのつつじ園は、見頃の４月中旬〜５月初旬にな
ると約５万本のつつじで埋め尽くされます。つつじ
の花が映える名所「一目一万本」においては、つつじ
の花々の鮮やかさに圧倒されます。
問

所要時間

40 分

02

福岡市から出発

だいこうぜんじ

大興善寺

鳥栖市

50 分

団体 個人

花やしき
はなやしき

広大な４千坪の敷地を擁し、池に映る森の緑は美しく、木立の中にただずむ
レストランです。ピアノとヴァイオリンなどとの生演奏のなかで、佐賀産和牛
などお食事を楽しめます。

☎0942-92-2627

所／基山町大字園部3628 駐／大型バス可（有料）
営／8:30〜日没 料／大人500円、小中学生300円

問

10 分

花やしき

☎0942-83-2000

所／佐賀県鳥栖市柚比町296-1 駐／大型バス可（無料）
営／11:30〜16:00（OS15:00） 17:00〜21:00（OS20:00）※6〜9月は30分延長
休／なし（年末年始除く） 最大席数／150席

1分

03
鳥栖市

団体 個人

中冨記念くすり博物館
世界と日本のくすりの歩みを学ぶことのできる珍しい博物館。
300年前に始まった田代の製薬・売薬に関する資料も多数展示。
併設の植物園では約400種の薬用植物を鑑賞できます。20名
以上のお申込みで香り袋作り体験も！3月17日から開催される 50 分
「肥前さが幕末維新博覧会」のサテライト館でもあります。
問

所要時間

50 分

04

なかとみきねんくすりはくぶつかん

中冨記念くすり博物館

武雄市

団体 個人

☎0942-84-3334

所／鳥栖市神辺町288番地1 駐／大型バス可（無料）
営／10：00〜17：00（最終入館16：30）
休／月曜（祝日の場合は開館、翌火曜休館）、年末年始
料／大人300円、高大200円、小中生100円
所要時間

30 分

06
武雄市

団体 個人

所要時間

シャクナゲ寺 高野寺
こうやじ

古文書に基づいて復元された元禄の庭は、美しい
苔と四季折々の木々が見る位置によって様々な表
情を見せてくれます。特に上からシャクナゲを見下
ろす空中回廊はおすすめ。開運厄除の祈願の寺で、
庭を眺めながら静かな時間を。
問

高野寺

15 分

武雄の大楠
たけおのおおくす

樹 齢30 0 0 年をこえる武
雄 のパワースポット 。大
楠 にいたるまで の 新 緑
の モミジ や 竹 林 も 思 わ
ず写真を撮りたくなる神
秘的なロケーション。

05
武雄市

団体 個人

武雄温泉物産館
たけおおんせんぶっさんかん

30 分

武雄温泉物産館

☎0954-22-4597

所／武雄市武雄町昭和805
駐／大型バス可（無料） 休／なし
営／8：30〜17：30

5分

団体 個人

所要時間

佐 賀県、西九州の物産から地元の愛情野菜
までズラリ！中で も 、プリンやマドレ ーヌ 、
ドーナツなどのオリジナルスイーツが好評！
いつも多くの人で賑わっています。
問

武雄市

☎0954-36-3616

所／武雄市北方町志久3245 駐／大型バス可（無料）
拝観料／500円 お笑い説法／30〜200名

10 分

07

40 分

所要時間

40 分

御船山楽園

武雄鍋島がゆ

みふねやまらくえん

たけおなべしまがゆ

御船山の断崖を借景とする約15万坪の広大な園内に、
20万本のつつじ、2千本の桜、春もみじ。樹齢170年の
大藤など、華麗な花絵巻が繰り広げられます。県内初
の国登録記念物。※夜間ライトアップ18：30〜22：00
問

御船山観光ホテル

☎0954-23-3131

所／武雄市武雄町武雄4100 駐／150台（大型バス15台）
料／大人500円〜、小人200円〜※時期によって変動
見頃／桜：3月下旬〜4月中旬
武雄市宿泊
つつじ：4月中旬〜5月上旬、大藤：4月下旬〜5月上旬

泊
武雄市

団体 個人

武雄産米(ヒノヒカリ等)や武雄焼の
器を使 用するなど、武 雄らしさにこ
だわり、各 宿 趣 向を凝らした「朝 粥
(武 雄 鍋島がゆ)」をご 堪 能 あれ。武
雄 温 泉で癒された身 体に染みわた
る美味しさです。
問

武雄市観光協会
☎0954-23-7766
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佐賀の花・ホタルごよみ（3月中旬〜9月）
桜

3月中旬〜4月上旬

馬場の山桜 〈武雄市〉

白石神社の桜 〈みやき町〉

御船山楽園の大藤 〈武雄市〉

桜のトンネル円応寺 〈武雄市〉

柿右衛門窯のしだれ桜 〈有田町〉

祐徳稲荷神社 〈鹿島市〉

祐徳稲荷神社の桜 〈鹿島市〉

竹崎城址展望公園 〈太良町〉

神野公園の桜 〈佐賀市〉

徐福サイクルロードの桜 〈佐賀市〉

菜の花 3月中旬〜4月上旬

鏡山の桜 〈唐津市〉

しゃくなげ 4月上旬〜5月上旬

高野寺のしゃくなげ 〈武雄市〉

小城公園の桜 〈小城市〉
浄徳寺のシャクナゲ 〈神埼市〉

名護屋城跡の桜 〈唐津市〉

神埼駅の菜の花 〈神埼市〉

ぼたん 4月中旬〜5月中旬
納戸料の百年桜 〈嬉野市〉
山田神社のシャクナゲ 〈有田町〉

田代公園の桜 〈鳥栖市〉

つつじ

4月下旬〜5月上旬

ぼたんと緑の丘 〈唐津市〉
轟の滝公園の桜 〈嬉野市〉
西渓公園の桜 〈多久市〉

藤

4月下旬〜5月上旬

十可苑のつつじ・しゃくなげ 〈佐賀市〉

仁比山公園の桜 〈神埼市〉
唐津城の藤 〈唐津市〉
桜のトンネル浦ノ崎駅 〈伊万里市〉
鏡山のつつじ 〈唐津市〉

宝珠寺ヒメシダレ桜 〈神埼市〉
御船山楽園の桜 〈武雄市〉
29

真木の大藤 〈鳥栖市〉

御船山楽園のつつじ 〈武雄市〉

ベゴニア

祐徳稲荷神社 〈鹿島市〉

3月〜6月

ハス

6月下旬〜7月中旬

菖蒲

5月下旬〜6月中旬

オオキツネノカミソリ 〈太良町〉

サギソウ

8月

みやきホタル公園 〈みやき町〉

聖光寺の二千年ハス 〈多久市〉
専称寺大つつじ 〈多久市〉6月上旬

7月中旬〜8月上旬

嬉野温泉ホタルバス 〈嬉野市〉
ポンポコ村ベゴニアガーデン 〈唐津市〉

大興善寺のつつじ 〈基山町〉

オオキツネノカミソリ

保養村のホタル 〈武雄市〉

樫原湿原のサギソウ 〈唐津市〉

彼岸花

9月中旬

アジサイ 6月中旬〜下旬
吉野ヶ里歴史公園の
大賀ハス 〈吉野ヶ里町〉

江里山の彼岸花 〈小城市〉
大和中央公園の菖蒲 〈佐賀市〉

ブーゲンビリア 年中

見帰りの滝のアジサイ 〈唐津市〉
千栗土居公園のハス 〈みやき町〉

ゆうすげ 7月上旬〜下旬
山下菖蒲園 〈みやき町〉

大聖寺のアジサイ 〈武雄市〉

ブーゲンハウス嬉野 〈嬉野市〉

ラベンダー5月下旬〜6月上旬

コスモス 9月下旬〜10月中旬
ゆうすげの里 〈唐津市〉
中木庭棚田・ダムのアジサイ 〈鹿島市〉

ひまわり 7月中旬〜下旬

チャイナ・オン・ザ・パーク 〈有田町〉

ホタル

佐賀空港近く 〈佐賀市〉

5月下旬〜6月上旬

祐徳稲荷神社 日本庭園 〈鹿島市〉

ひょうたん島公園ひまわり畑 〈佐賀市〉
コスモスまつり 〈神埼市〉

祇園川のホタル 〈小城市〉
白木のアジサイ 〈神埼市〉
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イベントカレンダー

3月
2月上旬〜3月中旬

注目の
イベント

3月15日

肥前さが幕末維新博覧会

会期／2018 年 3月17日（土）〜2019 年1月14日（月・祝）
（P.9〜P.12参照）

みやき町

御船山楽園 花まつり

お粥だめし

有田町

有田雛のやきもの祭り

武雄市

3月中旬〜5月上旬

お粥だめしは日本三大粥（かゆ）祭りの一つに数えら
れる不思議なお祭り。その年の吉凶を占うお祭りで、
1200年以上の歴史を持っています。

15万坪の広大な敷地に20万本ものツツジが咲き誇る
景 色は圧巻。色とりどりのツツジの 他に、桜 や大 藤、
夜はライトアップを楽しむことができます。

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。柿 右 衛 門のマイセン 製 のひな人 形 の 共 演や 世
界最大の磁器製ひな人 形（有田焼）を展示。有田の街
なかで は、店 舗 や窯 元で、有田 焼 雛 人 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。

3月24日、25日

鹿島市

佐賀市

川上峡春まつり

鹿島酒蔵ツーリズム®

鹿島市内の6蔵元の蔵開きを同時開催し、各蔵様々な
催しが 行われます。酒 蔵をめぐりながら食・文化・歴
史が楽しめるイベントです。

2月中旬〜3月上旬

3月中旬〜5月中旬

市民の皆さまから寄贈されたこいのぼりを多くの人
に楽しんでもらおうと始まったもので、川上峡官人橋
の上下流に約300匹のこいのぼりが群舞します。

伊万里市

磁器ひいなまつり

「磁 器ひいなまつり」では、窯元がつくった磁 器 製のひ
な人 形や 絵 皿、カップなどを展示。窯 元の 個 性 が表れ
た作品の数々をご覧ください。

3月24日、25日

嬉野市

嬉野温泉酒蔵まつり

3蔵での飲み比べ・試飲・販売を開催。鹿島酒蔵ツーリ
ズム会場を結ぶ無料シャトルバスも運行。嬉野と鹿島
あわせて9つの蔵めぐりが楽しめます。

2月中旬〜3月31日

佐賀市

4月
4月上旬

佐賀城下ひなまつり

武雄市

武雄温泉春まつり

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、佐賀ならではの素敵なおひなさまが豪
華絢爛に勢ぞろいします。

柄崎太鼓を皮切りに、提灯で飾り付けられた宵みこし
の前 夜 祭、県警 音楽隊 パレード、稚 児行列、飾りみこ
しやさくら踊りの本祭が行われます。

3月下旬

唐津市

さくらと陣跡ウォーク

豊臣秀吉が築城した肥前名護 屋城跡は桜の名所とし
ても有名。満 開の桜を楽しみながら唐 津を代 表する
史跡を巡るウォーキングイベント。

2月下旬〜3月中旬

唐津のひいな遊び

唐津市

九州で 最も古いといわれる寛 永雛や、
「 御殿 雛（ごてん
びな）など、唐津に伝わる江 戸時 代のおひなさまなど、
雅なひな人形がズラリと勢ぞろいする様は圧巻です。
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4月29日〜5月3日

秘窯の里大川内山

伊万里市

春の窯元市

「秘窯の里・大川内山」の窯元市。その他通常より値引
した価 格での焼き物の販 売。新緑の美しい景色の中
散策を楽しむことができます。

※イベントスケジュールは変 更になる場合がございます。
各施 設・主催事務所にご確 認ください。

4月18日

多久市

多久聖廟春季釈菜

多久聖廟創建後、300年以上脈々と続いています。式
典では、雅 楽 が演奏され、中国「明」時 代の 装 束の 祭
官が孔子と主な4人の弟子の像にお供えをします。

注目の
イベント

肥前さが幕末維新博覧会

会期／2018 年 3月17日（土）〜2019 年1月14日（月・祝）
（P.9〜P.12参照）

4月29日〜5月5日

有田町

有田陶器市

全 国 各地 からやきものファンが集う、全 国 最 大の陶
器市。町内4k mの通りにおよそ50 0の店が立ち並び、
毎年100万人以上の人出でにぎわいます。

5月
5月3日〜6日

国の名勝

神埼市

九年庵春の一般公開

新 緑 が際 立つ5月初 旬、明 治 の実 業 家の別 荘と庭 園
は、この季節、足元の苔と頭上に広がる青モミジの新
緑によって、空気まで緑色に染まります。

4月29日

唐津市

4月中旬〜5月中旬

唐津市

ぼたんと芍薬まつり

唐津神社 春季例大祭

奈良時代の創建といわれる唐津神 社の春の例大祭。
秋の 例 大 祭である唐 津くんちの曳山が、この日は唐
津市民会館前に勢揃いします。
（ 雨天中止）

九州最大級のぼたんと芍薬園「ぼたんと緑の丘」で開
催されるイベントです。4月中にはぼたん、5月には芍
薬が楽しめます。

5月下旬

鹿島市

鹿島ガタリンピック

有明海の干満の差で生じる干潟の中での泥んこ運動
会。ガタスキー競 走、綱引き、宝 探し等ユニークな競
技の目白押し。

4月29日〜5月5日

唐津市

唐津やきもん祭り

多 彩 な 唐 津 焼 と 唐 津 文化 の 祭 典で す 。唐 津 焼 の 展
示 、販 売 から 、唐 津 の 食と唐 津 焼 の 器 のコラボレ ー
ションまで様々なイベントが催されます。

4月中旬〜5月上旬

基山町

大興善寺つつじ祭

「恋人の聖地」となった大興善寺のつつじ園開園
色とりどり5万本のつつじは 必見。期 間中、大 興 善 寺
までの道沿いに土産品の出店で賑わいます。

5月下旬

佐賀市

麦秋カフェ

２日間だけの麦秋Cafeが麦秋の中にオープン！自然の恵みが
もたらす美しい眺めの中、地元食材を使ったピザを味わいな
がら、ミニコンサートなど、特別なひと時をお愉しみください。

4月29日〜5月5日

伊万里陶器まつり

伊万里市

2018年より装いも新たに有田陶器市の開催に併せ、
大々的に開催します。お気に入りの器がきっと見つか
ります。

4月下旬〜5月下旬

佐賀市

川副町観光潮干狩り

船で沖合いに出て、しばらく潮が引くのを待つと、広大な干潟
が現れます。干潟では、アサリ、赤貝、タコ、タイラギ、カニ、イ
ソギンチャクなど、有明海ならではの生き物に遭遇できます。
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イベントカレンダー

6月
6月第1土日

注目の
イベント

6月中旬〜8月31日

肥前さが幕末維新博覧会

会期／2018 年 3月17日（土）〜2019 年1月14日（月・祝）
（P.9〜P.12参照）

伊万里市

唐津市

国際渓流滝登り in ななやま

大川内山 風鈴まつり

唐津市

7月下旬

透明感溢れる風鈴の音色が響く「風鈴まつり」。7月中
旬に行なわれるボシ灯ろう祭りでは、大 川内山一 帯
が幻想的な雰囲気に包まれます。

観音の滝下流の渓 流を泳いだり登ったりしながら自
然の中を歩き、数箇所のチェックポイントを回りつつ
ゴールを目指します。

7月

8月

呼子大綱引き

岡 組と浜 組に二分し、直径15 c m、長さ4 0 0 mの大 綱
を、ドラと火矢の合図で引き合い、岡組が勝った年は
豊作、浜組が勝った年は大漁と伝えられています。

6月上旬

佐賀市

若葉杯熱気球大会

ベテランから新人までしのぎを削る伝統ある大会。約
20機が参加し、熱戦を繰り広げるほか、会場では熱気
球に乗ることができる熱気球体験搭乗も開催します。

6月上旬〜

見帰りの滝あじさいまつり

大聖寺あじさいまつり

武雄のあかり展

8月1日〜8月5日

太良町

きゅうり封じ祭

市内各所の観光スポットによるライトアップや灯りの
演出。別世界に迷い込んだような、幻想的な雰囲気を
楽しんでみませんか。

この祭りは、各人1本の胡瓜に願い事を書いた和紙を結
び、護 摩 堂内のお 地 蔵さんに胡 瓜を 供え、護 摩をたい
て、法要祈願、人生の諸々の苦患を克服する行事です。

7月中旬

8月上旬

唐津市

九州花火大会

佐 賀 県 唐 津市の夏の風物 詩。唐 津 城のバックに打ち
上げられる華 やかな大輪の花火が、風情ある夏の 夜
空を彩ります。

伊万里市

伊万里の夏・どっちゃん祭り

伊万里津のかつての賑わいぶりを、
「焼物積出」
「女神輿」
「市
民総踊」などで再現したお祭りです。その中でも女みこしは見
どころで、掛け声とともに神輿を持ち上げる様は圧巻です。

武雄市

6月から7月上旬にかけて、色とりどりの50 0 0 株のア
ジサイが咲き誇ることから、通称「アジサイ寺」として
広く親しまれています。
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武雄市

唐津市

見帰りの滝周辺に50種 類約4万株のあじさいが咲き
乱 れます。毎 週日曜日には町 内 各地で いろいろなイ
ベントも行われます。

6月上旬〜

7月上旬〜9月下旬

7月下旬

ボシ灯ろうまつり

伊万里市

焼成の時に使うボシという素焼きの器3000 個にキャ
ンドルが灯されます。ゆらゆらとゆらめく光が大川内
山を包み、幻想的な雰囲気を楽しめます。

8月上旬

城原川ハンギーまつり

神埼市

特産品の菱とりに使うハンギーで、様々な競漕を行う
水辺のイベントです。当日参加のファミリーで楽しむ催
しもあり、夜はステージや花火で賑わうまつりです。

注目の
イベント

※イベントスケジュールは変 更になる場合がございます。
各施 設・主催事務所にご確 認ください。

8月上旬

唐津市

カレーの王者決定戦 in からつ

佐 賀県 各所の美味しいカレーのお店が集合。来場 者
が出展 者のカレーを食べ比べ、一 番 美 味しかった 店
を決定します。各種催し物も盛りだくさん。

8月20日〜9月30日

肥前さが幕末維新博覧会

会期／2018 年 3月17日（土）〜2019 年1月14日（月・祝）
（P.9〜P.12参照）

9月23日

武雄市

武雄の荒踊奉納

10月28日

多久市

多久聖廟秋季釈菜・孔子祭

4 8 0 年 の歴 史を誇る踊りは、武 雄にのみ伝わる勇壮
活 発 な武 士の踊りで、武 雄の 代 表 的な伝 統 芸 能。国
の重要無形民俗文化財に指定されています。

国の重要文化財である「多久聖廟」で行われる孔子と
四配を祀る伝 統 行事で、多久 聖 廟創建以来30 0年以
上続いています。

9月下旬

10月22日、23日

伊万里市

梨狩り・ブドウ狩り

『フル ーツの里』伊万里では、梨やぶどうの 観 光 農 園
が毎年盛況です。試食ができ、もぎたてのフルーツの
ジューシーさと美味しさに感動です。

小城市

流鏑馬奉納

江里山彼岸花まつり

真っ赤な彼岸花があぜ道を彩る江里山の棚田周辺で
行 わ れます 。農 産 物 加 工 品 の 販 売 や 、か かしフェス
ティバルが行われます。

8月上旬〜12月下旬

武雄市

平家討伐のため源頼朝が武雄神社に戦勝祈願を行ったところ、武雄神社の使
いの白鷺に励まされて戦に勝つことができたため深謝しさらに勅使を送りま
した。これを迎え武雄領主が流鏑馬を奉納したのが始まりといわれています。

佐賀市

みつせ高原キャンペーン

期 間中は加 盟 店に設 置してあるスタンプ を集 めて、
抽選で三瀬 高原ならではの特産品などが当たるスタ
ンプラリーも実施します。

10月22日、23日、24日

伊万里市

伊万里トンテントン祭り

江 戸時 代 から続く伊萬里神 社の 祭りで、荒神 輿と団
車 が激しくぶつ かる日本 3 大 けんか 祭りのひとつで
す。

10 月
10月中旬

鹿島市

秋の蔵々まつり

酒 造りが 盛 んな肥 前浜 宿で行うイベント。酒 蔵を中
心にアートや音楽、様々な催しが開催されます。

10月中旬

鳥栖市

とす長崎街道まつり

ボランティアガイドが案内する街 歩きイベント。各 神
社での芸能 舞 台、えびす巡りスタンプラリーを実 施。
各会場で販売される「藩札」を買えば通行手形やお菓
子、おむすび等と引き換えられます。また、侍や町人、
旅 人など江 戸時代の衣装を着た人々が町を練り歩く
など昔にタイムトリップした感覚が味わえます。

9月
9月中旬

鹿島市

かしま伝承芸能フェスティバル

佐賀県で最も伝承芸能が多く残る鹿島市ならではの
祭典です。市内の伝承芸能が一堂に会して、祐徳稲荷
神社の境内で披露されます。

10月中旬

鹿島市

第６回鹿島はしご酒

酒処鹿島市で鹿島駅周辺飲食店で行うイベント。
酒蔵も各店に入りおもてなし。

34

Information

佐 賀県アクセスのご 案内
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

30

佐世保みなとＩＣ

嬉野 塩田

25

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

◆ 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

有明海

福岡空港

約1時間50 分
約2時間
約1時間30 分

お問い合わせ
TEL.0952- 4 6 - 010 0
0570 - 029 -222
0570 - 666 -118
0570 - 025- 071

◆ ＪＲ・新幹線での所要時間
新大阪→新鳥栖

約2時間50 分

名古屋→新鳥栖

約3時間45分

東

京→新鳥栖

約5時間15分

博多駅→佐 賀駅

約37分

お問い合わせ
JR九州案内センター

TEL.050 -3786 -1717

◆ バスでの所要時間
福岡空港→佐 賀駅
福岡天神→佐 賀駅

約1時間15分
約1時間16分

お問い合わせ
西日本鉄 道株式会社

佐賀県観光連盟
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13分

新鳥栖

38分 80分
筑肥線

佐賀
61分

TEL.0570 - 0 0 -1010

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/

唐津

肥前山口

佐世保線

雲仙

佐賀ターミナルビル
ANA
春秋 航空 日本
JAL

81分

博多

九州
新幹線

大村

東 京〈羽田空港〉 →

広島

肥前鹿島干潟

太良

東 京〈羽田空港〉 →

145分

176分

長崎本線

長崎県

嬉野ＩＣ

久保田駅

白石

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
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◆ 佐賀県観光のお問い合わせ
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

