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佐賀県マップ

トピックス

佐賀・長崎広域ルート

佐賀・福岡広域ルート

10月 2016佐賀熱気球世界選手権

10月 女子旅・有田

11月 佐賀の紅葉－大興善寺・九年庵・清水竹灯り－

11月 佐賀の紅葉－武雄・多久・唐津－

紅葉マップ・イベントカレンダー

12月 佐賀県の温泉・宿泊地紹介

1月  開運ツアー－唐津－

1月  祐徳稲荷神社－街歩き－

2月  梅園

3月  桜と酒

3月  桜と史跡

梅桜マップ・イベントカレンダー

県内施設のご紹介

インフォメーション



世界文化遺産
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世界文化遺産
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日本磁器誕生・有田焼創業400年
九州陶磁文化館 －人間国宝と三右衛門－

Topics
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日本で最初の磁器である有田焼が誕生し400年を迎える2016年。佐賀県や有田町
では、様々なイベントが開催されます！九州陶磁文化館においても、年間を通し特
別企画展をはじめ様々な展覧会を実施します。2016年に行われる3回の特別企画
展は入場無料で素晴らしい作品に出会えるチャンス！

人間国宝と三右衛門

期間／2016年8月11日（木・祝）～9月25日（日）

佐賀県有田焼創業400年事業　特別企画展

特別企画展

佐賀県立 九州陶磁文化館問
☎0955-43-3681　営／9：00～17：00
住／西松浦郡有田町戸杓乙3100-1
休／月曜（祝日開館）12/29～31
料金／無料　駐／有（無料300台）

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。

「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

問

※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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佐賀県が誇る人間国宝の井上萬二、中島宏、14代今泉今
右衛門の三氏と歴代三右衛門（今泉今右衛門、酒井田柿
右衛門、中里太郎右衛門）の作品を展示。

日本磁器誕生

期間／2016年10月7日（金）～11月27日（日）

佐賀県有田焼創業400年事業　特別企画展

有田磁器の革新と発展を軸に、日本磁器400年の歩みと
美を紹介。

日本磁器の源流

期間／2016年12月9日（金）～2017年1月15日（日）

佐賀県有田焼創業400年事業　特別企画展

色絵薄墨墨はじき雪文鉢
14代今泉今右衛門作

青瓷彫文壺
中島宏作

白磁緑釉椿彫文面取壺
井上萬二作

有田焼の源流であり、世界市場でライバルとなった中国
磁器との影響関係を紹介。
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2016熱気球世界選手権開催！
バルーンミュージアムも10月OPEN
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
日本初となるバルーンミュージアムがオープンします。

祐徳稲荷神社
エレベーターが完成
2016年5月1日、祐徳稲荷神社にエレベーターが完成します。
ご本殿への参拝はもちろん、奥の院へも近くなり、高齢者や
お体が不自由な方に更に優しい神社となります。
日本初のガラス張りのエレベータ―は必見です！花々が美
しい東山公園や広い境内を眺めることができます。

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

佐賀市観光振興課問
☎0952-40-7111
営／10：00～17：30（予定）
料金／大人500円、児童・生徒200円

祐徳稲荷神社問
☎0954-62-2151　住／佐賀県鹿島市古枝 
料金／祐徳博物館入館料　大人300円、大学・高校生200円
中学・小学生100円（団体20名以上割引）　駐／3000台（無料）
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さがグルメ情報検索
「あそぼーさが」で公開！
6月1日より佐賀県観光連盟のHP「あそぼーさが」内で佐賀
県内の「さがグルメ情報」がOPENします。現在、試験運用中。
第1弾、ということで141店舗が掲載されます。イカが食べた
い！カニが食べたい！など、メニューから検索も可能です。ま
だまだ情報は少ないですが、今後第2弾、第3弾と展開してい
きます!!

一般社団法人 佐賀県観光連盟問
☎0952-26-6754
http://www.asobo-saga.jp/gourmet/
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みかわち焼

三川内皿山めぐり

江迎町（えむかえちょう）

本陣屋敷跡

やきもの公園

波佐見陶器まつり

平戸ひらめまつり 鷹島肥前大橋

長崎ランタンフェス
ティバル

グラバー園

ちゃんぽん・皿うどん

冷水岳公園展望台からの眺め
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佐賀・長崎広域ルート
ざっくりご提案！

GO!  佐賀

Saga Nagasaki

平戸

佐世保

江迎鹿町

たびら平戸口

三河内

波佐見

松浦

ハウステンボス

早岐

長崎

GO!  長崎

合わせて 

2倍楽しい！

世界で最も
ブリリアントな

（輝くような）焼物

平戸往還の宿場町
遊び心のある水琴窟や
庭に癒されます

幻想的な光が
百万人を魅了します
長崎新地中華街で
中華に舌鼓！

貸切列車
レトロン号

モダンなデザインで
人気の波佐見焼

モダンなデザインで
人気の波佐見焼

佐賀と長崎は
とっても近い！
佐賀と長崎は
とっても近い！



秋の有田陶磁器まつり

唐津焼

唐津くんち

浦ノ崎駅 桜のトンネル

伊万里・有田焼

志田焼の里博物館

武雄・古唐津焼   

武雄温泉

祐徳稲荷神社

たら竹崎温泉

竹崎かに・竹崎カキ

呼子のイカ

大川内山 やきもの

嬉野温泉
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やきものルート

松浦鉄道周遊ルート

観光・温泉ルート

三河内⇒波佐見⇒有田⇒伊万里⇒唐津・武雄・嬉野

佐世保⇒江迎鹿町⇒たびら平戸口⇒松浦⇒浦ノ崎⇒伊万里⇒有田

長崎・ハウステンボス⇒嬉野・武雄・太良
鹿島⇒太良⇒長崎・ハウステンボス

太良

嬉野

有田

伊万里

浦ノ崎
唐津

武雄

鹿島

一度食べたら
やみつき！

透き通るイカ！

イベント目白押し！
今もなお世界中で
人気を誇る有田焼

日本三大美肌の湯
つるつる

スベスベの肌に！

ミシュラン
グリーンガイド
☆☆二つ星の
人気観光地

満開の桜が
松浦鉄道の列車で
桜吹雪に！

宿泊にお
ススメ

宿泊におススメ

宿泊におススメ

宿泊に
おスス

メ

伊万里牛
驚きの美味さ！

伊万里牛
驚きの美味さ！

呼子の朝市は
日本三大朝市のひとつ

干物がおススメ

呼子の朝市は
日本三大朝市のひとつ

干物がおススメ

一年中美味しい
竹崎かに

一年中美味しい
竹崎かに



福岡

佐賀

福岡

佐賀 佐賀7

佐賀・福岡広域ルート

酒蔵まつり

ざっくりご提案！

期間／2017年3月25日（土）.26日（日）
参加酒蔵／矢野酒造・峰松酒造場・光武酒造場
富久千代酒造・幸姫酒造・馬場酒造場

Saga Fukuoka

鹿島酒蔵ツーリズム®《鹿島市》
鹿島市内の6つの酒蔵が同時に蔵開きを行い、酒の試飲や、おつまみ・地
元発酵食品などの販売が人気。獅子舞・面浮立披露など様々なイベント
があり、祐徳門前春まつり、肥前浜宿花と酒まつり、発酵まつりと鹿島
おまつり市も同時に開催されます。各おまつり会場をつなぐ循環バス、
さらにお酒を飲んでほろよい気分で宿泊できるよう、嬉野・太良への循
環バスも運行しています。（嬉野温泉酒蔵まつりも同時開催）

期間／2月中旬
参加酒蔵／旭菊・池亀・筑紫の誉・花の露
比翼鶴・萬年亀・瑞穂綿・杜の蔵・有薫

城島酒蔵びらき《久留米市》
毎年2月中旬に開催される九州最大規模の酒蔵開き。城島の酒
の飲み比べ、元気鍋、角打ちコーナー、城島龍神太鼓の演奏、地
場産の新鮮な野菜や城島の特産品も販売。酒蔵が一般開放さ
れ、蔵元ならではの雰囲気を味わえます。メイン会場からは各
開放酒蔵へのシャトルバスが運行し1日中楽しめます。

ひなまつり

柳川雛祭りさげもんめぐり
《柳川市》
柳川の春を彩る柳川雛祭りさげもんめぐり。2月中旬
から4月初旬までの約50日間にわたり、市内各所で
美しいひな飾りやさげもんが飾られ、着飾った子ど
もたちの「おひな様水上パレード」など、さまざまな
催しが開催されます。

佐賀城下ひなまつり《佐賀市》
佐賀藩鍋島家の城下町として栄えた佐賀市。こ
こで繰り広げられる「佐賀城下ひなまつり」は、
絢爛豪華なひな人形が見どころです。鍋島家に
伝わる資料や武具・美術品などを収蔵する徴古
館は、明治天皇の孫にあたる鍋島直泰夫人・紀久
子氏や13代直大夫人・栄子氏の絢爛豪華なひな
段飾りが並びます。人形の優美な顔や繊細な衣
装、小さなお道具に注目して下さい。



福岡 福岡

佐賀

福岡 福岡
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世界文化遺産

頂点を極めた2つの日本酒  佐賀・福岡酒蔵めぐり

異なる趣のひなまつりを愛でる  ひなめぐり　

幕末・明治へタイムスリップ  世界文化遺産めぐり

GO!  佐賀

GO!  福岡合わせて 

2倍楽しい！

三池炭鉱関連《大牟田市》
三池炭鉱宮原坑は、明治政府から三池炭鉱の払
い下げを受けた三井財閥が、1898年、最初に独
自開発を行った坑口。高さ22メートルの第二立
坑の櫓、煉瓦造りの巻上機、デビーポンプ室など
が保存されており、石炭採掘の工程をつぶさに
知ることができます。石炭や資材の運搬、工場の
製品・原材料の輸送をするために敷設された専
用鉄道の跡も残っています。

三重津海軍所跡《佐賀市》
幕末に佐賀藩が洋式船による海軍教育を行うととも
に、藩の船の係留地として、また修船・造船を行う場
として機能した施設です。発掘調査によって洋式船
の修理のための部品の補修・製造を行った遺構や修
理・造船のため船を引きこむための現存するのもの
で国内最古ドックの木製骨組遺構が発見されまし
た。また、日本で初めての実用的な国産蒸気船「凌風
丸」が建造されました。（1865年）

人気の城島の酒の飲み比べ

詳しい情報はP28

喜多屋 蔵びらき《八女市》
毎年3月（2016年は3/5.6）に開催される、福岡県
八女市の酒蔵「喜多屋」の蔵開き。喜多屋の「大吟
醸 極上 喜多屋」は2013年のIWC（インターナ
ショナル・ワイン・チャレンジ）の日本酒部門で、
最優秀賞チャンピオンサケを受賞しました。事前
に予約をすれば、蔵見学は通年実施しています。

富久千代酒造《鹿島市》
４店の酒屋の若手後継者たちと共に大切に育て
てきた「鍋島」。平成23年、世界的権威のあるコン
クール、ＩＷＣで見事チャンピオン・サケに選ば
れた。

天吹酒造《みやき町》
天山酒造《小城市》

明治日本の
産業革命遺産



福岡から出発福岡から出発

10月
October

20分40分

熱気球世界選手権は２年に１度開催され、世界の国々を代表するトップパイロット
が集結し、世界チャンピオンを決める熱気球競技の世界最高峰の大会です。佐賀で
は1997年以来19年ぶり、3回目の開催となります。世界中から100機を超える熱気
球が集まり、佐賀の空で熱い競技を繰り広げます。

大迫力！！空のオリンピック

2016佐賀熱気球世界選手権

2016佐賀熱気球
世界選手権〈佐賀市〉
世界各国から100機を超えるバルーンが参加
する世界最高峰の熱気球大会。期間中は、競
技の他に、さまざまなイベントを実施します。
団体 個人 女子旅 シニア

団体 個人団体 個人

2016佐賀熱気球世界選手権実行委員会
☎0952-29-9000　 駐車場／大型バス可
期間／2016年10月28日（金）～11月6日（日）
競技時間／6：45～、15：00～
WEB／http://www.sibf.jp/2016worlds/

バルーンミュージアム
樋渡さん

問
ふわふわ優雅に見えるバルーンっ

て、実はスカイスポーツなんです！

楽しみ方がぐーんと広がるツボを

ご紹介します！！

10月～11月のお祭り情報 !!

40分
所要時間

120分
所要時間

長崎自動車道 佐賀大和IC

唐津くんち〈唐津市〉流鏑馬奉納〈武雄市〉
平文治2年（1186年）、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。
問 武雄市観光協会　☎0954-23-7766
期間／10月23日（日）　見学無料

唐津神社の秋季例大祭。一番曳山「赤獅子」
から十四番曳山「七宝丸」まで14台の曳山
が笛や太鼓の囃子にあわせ「エンヤ、エン
ヤ」、「ヨイサ、ヨイサ」の掛け声とともに唐
津のまちを練り歩きます。曳山行事は、国の
重要無形民俗文化財に指定されています。
問 唐津観光協会　☎0955-74-3355
期間／11月2日（水）、3日（木）、4日（金）

佐賀インターナショナルバルーンフェスタ（佐賀市）

やぶさめほうのう

NEW
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佐賀市



川上峡温泉まで70分古湯・熊の川温泉まで90分

10分（季楽）～
30分（菖蒲）

10分～
90分

団体 個人

団体 個人

団体 個人

団体 個人

団体 個人 団体 個人

女子旅 シニア

佐賀バルーンミュージアム〈佐賀市〉
【10月開館（予定）】バルーンを年中体感できる日本初
「バルーンミュージアム」がオープン！館内には、大型ハ
イビジョンシアター、バルーンの歴史や仕組み、タスク
（競技）の紹介コーナー、フライトシュミレーターなどが
あり、バルーン好きの方だけではなく、バルーンの知識
がない方もお楽しみいただけます。

「海の紅葉」とよばれ

るシチメンソウを見

ながら有明海の干潟

のひとときを過ごし

てみませんか。

佐賀市観光振興課　☎0952-40-7111問

シチメンソウ〈佐賀市〉
佐賀市東与賀町の有明海に面した
干潟の海岸に群生する塩生植物の
シチメンソウが観察できます。晩秋
の風物詩としても有名で、11月上旬
には「干潟よか公園」を中心に「シチ
メンソウまつり」が開かれます。

佐賀市東与賀支所　☎0952-45-1022問

見た目も個性的な“有明もの”を味わう
ご主人自ら漁に出て獲った、むつごろうやくらげ、
くちぞこなど新鮮な有明海の幸に出会えます。
むつごろう亭丸善

☎0952-45-2911　住／佐賀市東与賀町田中466-27
料金／有明御膳1,500円（税込）

問東よか干潟
大島さん

至高の「佐賀牛」その真髄を味わう

【宿泊】古湯・熊の川温泉〈佐賀市〉、川上峡温泉〈佐賀市〉

JAグループ佐賀直営で、ステーキはもちろん、せ
いろ蒸し、焼きしゃぶなどの料理を堪能できます。

佐賀牛レストラン　季楽本店
☎0952-28-4132　住／佐賀市大財3丁目9-16
料金／佐賀牛ロースランチ4,900円（税込）

問

問

人と自然がつくる「心と体の養生食」
会席風のご膳と松花堂弁当は、旬の山野菜を使っ
た一品一品手を加えたやさしい味が楽しめます。

森の香　菖蒲ご膳
☎0952-57-2011　住／佐賀市富士町大字関屋3798-33
料金／ご膳弁当1,620円（税込）　山野菜ご膳会席2,160円～

40分
所要時間

秋に咲くひまわりとハゼ山の紅葉〈みやき町〉

10月末に開園し、11月一杯楽しめる季節外れのひまわり園。見頃となる
11月中旬には、お向いのハゼ山も紅葉を迎え、赤と黄色のコントラスト
が楽しめます。土日限定のグルメテントや無料バルーンアート、棚田ミ
ニコンサートもお薦め。

問 みやき町観光協会
☎0942-96-4208　 駐車場／大型バス可　期間／10月下旬～11月

40分
所要時間

綾部のぼたもち 鎌倉時代に源頼朝の奥州征伐の際に、綾部領
主が兵士にふるまった祝いの餅が起源とされ
ています。やわらかい一口大の餅に、たっぷり
とまぶしたこし餡のほどよい甘さが好評です。

みやき町　古村さん

ここもおススメ！！

駐車場／有（大型バス可）
まつり期間／2016年10月29日（土）～30日（日）
ライトアップ／2016年10月29日（土）～11月6日（日）

住／佐賀市松原2丁目2-27
営／10：00～17：30（予定）　休／要確認
料金／大人500円、児童・生徒200円　駐車場／大型バス可

ふるゆ・くまのかわおんせん かわか みきょうおんせん

佐賀市おススメ観光地

佐賀県立佐賀城本丸歴史館〈佐賀市〉
36万石の栄華を築いた雄藩・鍋島藩の拠点
となった本丸を全国の宮大工の手により復
元。鍋島藩の歴史を伝える資料館として整備
されました。貴重な資料が多数展示され、幕
末から明治にかけ、近代日本の礎づくりに躍
動した鍋島藩の歴史を知ることができます。

問 佐賀県立佐賀城本丸歴史館　☎0952-41-7550　住／佐賀市城内2-18-1
営／9：30～18：00　休／正月、臨時休館有　駐／有（大型バス6台）

さがじょうほんまるれきしかん

三重津海軍所跡〈佐賀市〉
世界文化遺産!!

「明治日本の産業革命遺産 製鉄・鉄鋼・
造船・石炭産業」に含まれる三重津海軍
所跡。海軍所跡地に5つのみどころポイ
ントで、「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画
像を360°みることができます。

問 佐野常民記念館　☎0952-34-9455　住／佐賀市川副町大字早津江津446-1
営／9：00～17：00　休／月曜・年末年始、臨時休館日有　駐／有

みえつか いぐんしょあと

団体 個人 女子旅 シニア

団体 個人 女子旅 シニア

この餅は幸福を招く

ということで、縁起担ぎに

買い求める人も多いですよ。
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佐世保から出発佐世保から出発

日本初のバリスタタクシーで
有田観光〈有田町〉
運転手の隣にコーヒーマシンが設置さ
れ、有田焼のカップで無料でコーヒーを
楽しめます。乗客定員9名。
佐賀空港～有田町間のリムジンタク
シーとしても運行されています。

10月
October

1分

30分

女子に嬉しい有田のパワースポットをガイドの案内で巡る散策メニュー。樹齢
1,000年の大公孫樹や縁結びの神様などを巡ります。また、ハートのトンバイ塀
探しにもチャレンジ！有田館では、好きなカップであたたかいコーヒーをどうぞ。

泉山磁石場〈有田町〉
有田焼400年の原点となった採石場。泉山陶石に含まれるこの白い磁
石に含まれる成分はファンデーションなどの化粧品の原料となる鉱物
で、女性にとっては大変身近なものです。秋は美しい紅葉も楽しめます。
団体 個人

個人

女子旅 シニア

団体 個人 女子旅 シニア有田観光協会　☎0955-43-2121　駐／8台

有田観光協会　旗島さん

問

有田の知っ得情報！

問 有田観光協会  ☎0955-43-2121　有田タクシー  ☎0955-42-3131

有田異人館〈有田町〉
有田の豪商であった田代助作が1876年
（明治9年）に陶磁器を買い付けに来た
外国商人の宿泊・接待施設として建築し
た和洋折衷の建物で佐賀県重要文化
財。町が所有者から寄贈を受けて改装
中。2016年10月仮オープン予定。（正式
オープンは2017年度以降）

団体 個人 問 有田観光協会　☎0955-43-2121

30分
所要時間 大公孫樹〈有田町〉

樹齢1,000年、高さ約40m、幹
の太さ約12mの堂々とした大
公孫樹。11月下旬には、黄金色
に輝きます。有田を代表するパ
ワースポットです。

有田観光協会
☎0955-43-2121

問

20分
所要時間

7分

5分

トンバイ塀（有田町）

おおいちょう
いず みやまじせきば

女子旅　
有田のパワースポット巡り

普段は、陶石をはこぶ

トラックの通路ばってん、

紅葉の時期だけ

開放するばい！！

11
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2分

30分

団体 個人 女子旅 シニア

団体 個人 女子旅 シニア

団体 個人 女子旅 シニア

団体 個人 女子旅 シニア

 有田ランチ情報！

【宿泊】嬉野温泉〈嬉野市〉

ＤＩＮＩＮＧ瑞〈有田町〉
陶箱弁当でおなじみの日
本料理保名が2015年に
オープンさせたキッチンス
タジオ。有田焼の骨董な
ど特別な器で味わえます。

問 日本料理保名　☎0955-42-2733
住／有田町本町丙833-4　料金／6,000円（税込）～
人数／8～20名

有田焼五膳〈有田町〉
ありたどりを５つの調
理法で調理して、有田
焼の玉手箱のような器
に盛り付けます。食後
の飲み物、デザート付。

団体 団体個人団体 個人 問 有田観光協会　☎0955-43-2121
店舗／亀井鮨、本陣、レストランまるいし、ギャラリー有田
料金／1,300円（税込）　

有田御膳〈有田町〉
有田名物ごどうふや有田
の食材を使用したお料理
を有田焼の器に盛り付け
た「有田」を味わえる御膳
です。有田唐船大観音御
堂をご拝観いただけます。
（日本最大級の観音様を描いた掛け軸）問 観山亭

☎0955-46-3511　料金／1,000円（税抜・平日限定）

15分

2分

5分 15分

2分

貴好人〈有田町〉
有田・肥前のポップ＆モダンな器のセレクト
ショップ。人気の豆皿、さんのんさんストラップ
も販売しています。

参加者には、有田焼の可愛い
ハートの箸置きをプレゼント！

貴好人　☎0955-25-9877問

重要伝統的建造物群
保存地区〈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。
団体 個人 女子旅 シニア

団体 個人 女子旅 シニア

有田観光協会　☎0955-43-2121問

ガイド有

夫婦楠、抱き藤
〈有田町〉
弁財天神社の大藤は、抱きつく
ように夫婦楠に枝を伸ばして
います。抱き藤は、良い出会い
と恋愛運に、夫婦楠は家庭円
満・友達運に恵まれると親しま
れています。

有田観光協会
☎0955-43-2121

一人 1,600円 ガイド料、保険料、
ドリンク代含む
※個人の場合は、
コミュニティバス往復
（ひとり400円）
別途かかります。

住／西松浦郡有田町上幸平1丁目1-4
営／10：00～17：30（日曜～17：00）
休／水曜　駐車場／3台

☎0955-41-1300
住／西松浦郡有田町幸平1丁目1-1
営／9：30～16：30　休／年末年始
カラクリ人形観覧／大人200円、子供150円
駐車場／4台

問

20分
所要時間

伝統文化の交流プラザ有田館〈有田町〉
世界で唯一の"有田焼のカラクリ人形"を上演して
います。また2階のカフェでは、好きな有田焼のカッ
プでコーヒーを召し上がることができます。

有田館問

20分
所要時間

20分
所要時間

20分
所要時間

山王神社〈有田町〉
12年に一度の申年に行われる山王神社
のお祭り。山王神社には猿のご神体が祭
られています。"猿"は"縁"に通じること
から、縁結びにご利益があるとされてい
ます。また、トンバイ塀商店会では、さん
のんさんのストラップも販売。

有田観光協会　☎0955-43-2121問

ハートのトンバイ塀〈有田町〉
トンバイ塀とは、登り窯を築くときに用いる耐火レンガや窯
道具を赤土で塗り固めて作られた塀のことです。やきものの
町の歴史や風情が色濃く残る風景です。その中にある、ハー
ト型をしたトンバイ探しにチャレンジ！

有田観光協会　☎0955-43-2121問

20分
所要時間

NEW

ず い

さん のうじんじゃ

きこうじん

20分
所要時間

ガイドツアー
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福岡から出発福岡から出発

11月
November

15分20分

秋の楽しみの１つ「紅葉狩り」。綺麗に色付いた景色を眺め、散策したり、収
穫の秋で美味しい旬の料理を楽しんだり、温泉で癒されたり…もっとも佐賀
が魅力的な季節です。たとえ毎年訪れていても同じ景色には二度と出会えな
いもの。チャンスを逃さず、ぜひお越しください。

紅に染まる季節

秋の佐賀を存分に楽しむ

大興善寺〈基山町〉
その昔、植林の神様「イソノタケル」と地元の娘が契りを
結んだという伝説に由来する大興善寺契山（だいこうぜ
んじちぎりやま）。平成22年7月、恋人の聖地に認定。平
成24年にはテレビ番組ホコタテで有名な日本タングス
テン基山工場製の最強金属で作られたハートのモニュ
メントを設置。「契山」と「つつじ」の花
言葉に込められた「愛」に縁を求め、同
地を訪れる人が増えています。
団体 個人

団体 個人 団体 個人

女子旅 シニア

大興善寺　☎0942-92-2627
住／三養基（みやき）郡基山町園部3628　期間／11月中旬～12月上旬　営／8：30～17：00
料金／大人500円、小中学生300円　駐／大型バス可

問

紅葉ライトアップ情報

60分
所要時間

60分
所要時間

長崎自動車道 鳥栖IC

大興善寺のライトアップ〈基山町〉 大山祇神社〈鳥栖市〉
毎年、紅葉の見ごろに合わせて大山祇
神社では、紅葉ライトアップを開催し
ます。昼間とはまた違った幻想的な風
景を見に、ぜひ足をお運び下さい。

問 鳥栖市　商工振興課
☎0942-85-3605
期間／11月中旬

7万5千㎡の庭園に500本以上のもみ
じが植えられており、紅葉の色合いと
大興善寺の萱葺屋根との調和が絶妙
なコントラストを醸し出します。上品で
ロマンチックな大興善寺のライトアッ
プです。
問 大興善寺　☎0942-92-2627
期間／11月中旬～12月上旬

九年庵（神埼市）

だ いこうぜんじ

おおやまづみじんじゃ

きやまちょう

鳥栖市神埼市

佐賀市
小城市

基山町
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40分

45分

武雄温泉まで50分古湯・熊の川温泉まで30分

住所／鳥栖市神辺町288-1　駐／有（バス4台）
営／10：00～17：00（最終入館16：30）
料金／大人300円、高大200円、小中生100円　体験料／500円
休／月曜（祝日の場合は開館、翌火曜休館）、年末年始

中冨記念くすり博物館
【期間限定】Myお屠蘇体験〈鳥栖市〉
日本に二ヶ所しかない珍しいくすりの博物館。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、生薬をすり潰して屠蘇散を作る体験。昔ながらのく
すりの作り方を体験することができます。日本酒に１週
間ほど漬け、香りと味の良いお屠蘇をいただけます。

本殿のうらの岩の

間から湧き出るご

神水（金剛水）を猿

の石像にかけると

病が去るともいわ

れています。

中冨記念くすり博物館　☎0942-84-3334問

清水竹灯り〈小城市〉
清水の滝とその周辺の紅葉を約１万本
もの竹灯篭で幻想的に彩るイベントで
す。開催期間中は周辺の鯉料理店とタ
イアップし、フェアを開催しています。

小城市商工観光課問

個人におススメな見どころ

神埼市
執行さん

【宿泊】古湯・熊の川温泉〈佐賀市〉、武雄温泉〈武雄市〉

カフェ・ド・ブルー〈鳥栖市〉
お食事からパフェまでとに
かくメニューが豊富!!九州
新幹線開業に合わせて誕
生した、ご当地グルメ「トス
ン・カレー・ロール」と「と
りこどん」が食べられます。

個人
問 カフェ・ド・ブルー
☎0942-83-5617　住／鳥栖市宿町716-1

鉄道カフェ　門トス〈鳥栖市〉
鉄道のまち鳥栖市ならで
はの鉄道愛好家の和み
の空間！精巧な街並みの
ジオラマがあり、自分の
列車を持込み走らせるこ
とができます。

個人問 鉄道カフェ門トス
☎0942-80-2332　住／鳥栖市大正町784-7-3Ｆ

エミューキーマカレー〈基山町〉
エミューキーマカレーは、
牛肉に近い食感が楽し
め、クセもなく、ヘルシー
で、豚肉の約4倍の鉄分
を含むと言われています。

団体 個人問 基山町観光協会
☎0942-50-8226　住／三養基郡基山町宮浦218

40分
所要時間

団体 個人 女子旅 シニア ガイド有

団体 個人 女子旅 シニア

九年庵と仁比山神社散策〈神埼市〉
仁比山公園の愛逢橋を渡る段階から「九
年庵の観光」は始まっています。城原川か
ら見るロケーションも美しく、参道周辺も
楽しめます。九年庵は頭上の紅葉とともに
足元に広がる緑の苔も見どころのひとつ
です。九年庵を出た所にある仁比山神社
の紅葉も含めて満足のいく紅葉狩りです。

神埼市観光協会　☎0952-37-0107
期間／11月15日～23日（9日間）　料金／高校生以上300円（美化協力金）
駐／有料（バス可）

問

団体 個人 女子旅 シニア

60分
所要時間

湖畔に浮かぶ森のレストラン〈鳥栖市〉
生演奏を聞きながら優雅にお食事を楽しめる
人気の高いレストラン。広大な４千坪の庭園で、
四季折々の景観も味わえ散策も楽しめます。

花やしき
☎0942-83-2000　住所／鳥栖市柚比町296-1
料金／2,000円前後～

問 団体 個人 団体 個人 団体 個人

創作懐石料理の神埼めん懐石〈神埼市〉
380年の伝統ある神埼そうめんと、その昔からの割
烹文化が息づいている神埼の豪華な食とがコラボ。
お座敷で静かにゆっくりと食べるリッチな昼食です。

神埼市商工観光課
☎0952-37-0107
料金／【要予約】2,000円（税別）　

問

鯉料理〈小城市〉
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、清水の鯉は臭みがなく、お
店こだわりの酢味噌でいただく絶品グルメです。

小城市商工観光課
☎0952-37-6129
料金／2,000円～3,000円

問

ランチにおススメ！！

☎0952-37-6129
料金／協力金500円
中学生以下無料
※シャトルバス無料
期間／
11月15日～23日予定

なかとみきね ん

きよみずたけあかり

くね んあん にいやまじんじゃ

と　そ



長崎から出発長崎から出発

廣福寺〈武雄市〉
聖一国師が開山となって創建された。仏殿に
安置されている国重要文化財「木造四天王
立像」は、運慶の作といわれ、ほぼ完全に保
管されているのは珍しく、九州で最も優れた
彫刻の一つと言われています。紅葉の季節
には、期間限定で一般公開を行っています。

1分

25分

15分

御船山楽園〈武雄市〉
佐賀藩第28代武雄領主・鍋島茂義が、大和の格調高い画風として日本
を代表する狩野派の画師を京都より数名招き、完成予想図を描かせ約
3年の歳月を費やし造園させたのが始まりです。「たまゆらの夕べ」とし
て行われるライトアップは九州最大級。

団体 個人 女子旅 シニア

団体 個人 女子旅 シニア

御船山観光ホテル　☎0954-23-3131問

武雄の紅葉スポット

問 武雄市観光協会　☎0954-23-7766
料金／300円　期間／11月中旬～下旬

黒髪山・乳待坊公園〈武雄市〉
乳待坊公園展望台からは黒髪山が一
望でき、自然の素晴らしさと黒髪山の
神秘を感じることができる。雄岩、雌岩
と木々のコントラストは一見の価値あ
りです。

問 武雄市観光協会  ☎0954-23-7766
駐車場／10台

慧洲園〈武雄市〉
九州随一といわれる約4千坪の純
日本庭園。茶畑と日本庭園を背景
に、2000屯あまりの石組の中を水
が流れ、変化に富んだ植え込みで
壮大な名園美を構成しています。

慧洲園・陽光美術館問

50分
所要時間

長崎自動車道武雄北方IC

団体 個人 個人

11月
November

紅葉の武雄・多久・唐津をめぐる

住／武雄市武雄町大字武雄4100　期間／11月上旬～12月上旬
営／8：00～17：00　休／年中無休　
料金／大人600円　駐車場／150台（大型バス可）

みふ ねやまらくえ ん

こうふくじ くろかみやま ちまちぼうこうえ ん

けいしゅうえ ん

☎0954-20-1187
住／武雄市武雄町大字武雄4075-3
営／9：00～17：00
休／不定休　料金／各600円
庭園と美術館の共通券1000円

秋の楽しみの１つ「紅葉狩り」。綺麗に色付いた景色を眺め、散策したり、収穫の
秋で美味しい旬の料理を楽しんだり、温泉で癒されたり…もっとも佐賀が魅力的
な季節です。たとえ毎年訪れていても同じ景色には二度と出会えないもの。
チャンスを逃さず、ぜひお越しください。

御船山楽園（武雄市）

90分
所要時間

15

唐津市

多久市

武雄市

長崎

福岡



30分

30分

50分

20分 30分

紅葉ランチ情報！

唐津観光協会　山下さん

唐津観光協会
山下さん

100年前に建てら

れた旧家の廃材で作

られた風遊山荘で

は、ゆっくりお茶を

飲みながら休憩する

ことができます。

ガイド 亀川さん

佐賀牛極上カルビ焼弁当〈武雄市〉
A5等級の佐賀牛を自家製
ダレで味付けした焼肉と
一頭から少量しか取れな
い部位「三角」をカルビに
してのせた、佐賀牛の旨味
を堪能できるお弁当です。

問 カイロ堂（JR武雄温泉駅構内）
☎0954-22-2767　料金／1,620円（税込）

野菜たっぷり、
ヘルシーちゃんぽん！〈武雄市〉

とにかく野菜がたっぷり！
新鮮な野菜を強火で炒め
スープで手早く煮込んで
いるので、ほどよいシャキ
シャキ感を楽しみながら
食べていただきます。

問 井手ちゃんぽん
☎0954-36-2047　料金／700円（税込）

佐賀の酒と生そばが楽しめる
酒蔵レストラン 大平庵〈多久市〉

造り酒屋だった酒蔵の
店内で、江戸前風の生
そばと天ぷらが楽しめ
ます。隣接する酒蔵資
料館では日本酒の試
飲・購入ができます。

問 酒蔵レストラン　大平庵
☎0952-76-2455　料金／天ぷら定食そば付1,500円（税込）

見帰りの滝〈唐津市〉
日本の滝百選の一つ。唐津市相知の見帰りの
滝は九州指折りの落差を誇ります。春は桜、夏
は深緑、秋は紅葉がそれぞれに滝を彩ります。
滝一帯は見帰りの滝公園として整備され、滝を
様々な角度から眺めることができます。
団体 個人 女子旅 シニア

唐津駅総合観光案内所　☎0955-72-4963問

唐津焼体験〈唐津市〉
唐津焼の歴史を学び、造形から絵付けをして独自
の作品を創作します。手びねり体験は手で紐状に
した土を積み重ね成形し、出来上がった作品に絵
付けしていきます。絵付け体験はあらかじめ素焼き
にした皿、もしくは湯呑にお好きな絵を描いていた
だきます。焼き上がりまで2ヵ月ぐらいかかります。
団体 個人 女子旅 シニア

唐津よかばい旅倶楽部　☎0955-74-3611問

環境芸術の森〈唐津市〉
自然豊かな厳木町の作礼山南西斜面に位置する約18haの私有林です。
「森仙之塾平之もみじ会」が集い、標高887ｍの作礼岳(サライダケ）に全影
をキャンパスとして石・土・木を植え付け荒れ果てた自然を蘇らせています。
団体 個人 女子旅 シニア

環境芸術の森　☎0955-63-2433　駐／50台（バス30台）問

ガイド有

ガイド有

団体 個人 女子旅 シニア

多久聖廟〈多久市〉
国の重要文化財である孔子を祀る多
久聖廟も美しい紅葉に囲まれます。さ
らに紅葉シーズンに合わせて多久聖
廟の特別一般公開（予定）も行われ、神
秘的な世界観に誰もが魅了されます。

団体 個人 女子旅 シニア

公益財団法人　孔子の里問
60分
所要時間

【宿泊】サバ活〈唐津市〉
九州大学と唐津市との共同研究により安心・安全
な養殖サバ。天然にもまけない美味しさです。呼子
町と鎮西町の旅館でサバを使った宿泊プランも提
供しています。

上場旅館組合　☎0955-82-0678
場所／呼子及び鎮西周辺　期間／9月～6月
料金／旅館によってプラン料金が違います。

問

60分
所要時間

60分
所要時間

30分
所要時間

観音の滝
〈唐津市〉
名護屋城で秀吉
の身のまわりの
世話をしていた広
沢局が眼病を患
い、この生目観音
で二十一日間祈
祷し、滝の水で目
を洗ったところ眼
病が完治したこと
から、眼病を治す
観音様として知ら
れています。

団体 個人 女子旅 シニア

唐津駅総合観光案内所　☎0955-72-4963問

20～30分
所要時間

60分
所要時間

たくせいびょう

みかえりのたき

かん のん のたき

多久城下町
古地図ウォーク
〈多久市〉
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。

多久市観光協会
☎0952-74-2502

問

団体 個人

☎0952-75-5112　
住／多久市多久町東の原1642
駐／100台（大型バス可）

NEW

60分
所要時間

多久聖廟には、仙人の世界を表す

様々な彫刻が施されています。

また、聖廟の中に入らないと見ることが

できない雄大な龍の天井絵なども必見ですよ！

完全養殖の

安全安心なサバです。

生が苦手な方は

石焼きもおススメ！

団体 個人 団体 個人

団体 個人

16

住／唐津市厳木町平之　期間／～12月上旬　8：00～16：30
料金／大人500円（美化協力金）
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紅葉マップ／イベントカレンダー

福岡方面

長崎方面

佐世保方面
（ハウステンボス）

大興善寺
基山町

秋のひまわり
みやき町

清水竹灯り
小城市

高速

高速

西渓公園
多久聖廟
多久市

御船山楽園
武雄市

乳待坊公園
武雄市

大川内山
伊万里市

有田の
大いちょう
有田町

祐徳稲荷神社
鹿島市

多良岳県立自然公園
多良岳水源の森
太良町

春日渓谷
嬉野市

轟の滝
嬉野市

見帰りの滝
唐津市

シチメンソウ
佐賀市

九年庵
神埼市

N

高速道路
一般道路

目安の移動時間（分）

観音の滝
唐津市

川上峡 佐賀市

40

20

30

35

25

15

30

30

40

40

30

3035

35

25

50 45
25

20

20

50
50

60環境芸術の森
唐津市

高速30

車での所要時間

川上峡《佐賀市》 清水竹灯り《小城市》 環境芸術の森《唐津市》
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紅葉見頃／イベントカレンダー

10
月

11
月

12
月

流鏑馬奉納
《武雄市》

10/23（日）

5

10

15

20

25

30

祐徳稲荷神社《鹿島市》 大川内山藩窯公園《伊万里市》 九年庵《神埼市》

多久聖廟
「秋季釈菜」
《多久市》

10/23（日）

祐徳稲荷神社
お火たき
《鹿島市》

12/8（木）

九年庵一般公開
《神埼市》

11/15（火）
～11/23（水）

清水竹灯り
《小城市》

11/19（土）
～11/27（日）

御船山楽園の
紅葉まつり
《武雄市》

11月上旬
～12月上旬

孔子の里
紅葉まつり
《多久市》

11/15（火）
～11/23（水）

秋の
有田陶磁器
まつり
《有田町》

11/19（土）
～11/27（日）

炎の響宴
「薪窯めぐり」
《有田町》

11/19（土）.20（日）

伊万里トンテントン
《伊万里市》

10/21（金）.22（土）.23（日）

唐津くんち
《唐津市》

11/2（水）
3（水）.4（水）

鍋島藩窯秋祭り
《伊万里市》

11/1（火）
～11/6（日）

シチメンソウまつり
《佐賀市》

10/29（土）.30（日）　　　　　

2016佐賀熱気球
世界選手権
《佐賀市》

10/28（金）～11/6（日）

大興善寺
の紅葉
《基山町》

11月中旬
～12月上旬

秋に咲く
ひまわり園
《みやき町》

10/30（日）
～11/27（日）

ハートライトフェスタ
2016
《鳥栖市》

12月上旬
～12月下旬

紅
葉
の
見
頃

シ
チ
メ
ン
ソ
ウ
の
見
頃
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10

15

20

25

30

5

10

15

20

25

30



日本三大美肌の湯の一つ　とろとろの温泉を体感

トロトロとしたお湯が特徴の嬉野温泉は、「日本三大美肌の湯」の一つ。入浴
することで肌が美しくなると言われ、女性客を中心に人気です。伝統ある旅館
で、歴史に浸りながら入るのも良し、露天風呂で四季を愛でるのも良し。

湯宿広場
「足湯」と「足蒸し湯」が無料で楽しめる憩いの広場。
10～15分つかると体の芯からポカポカに。足湯は
バリアフリーに対応しています。
嬉野温泉観光協会　☎0954-43-0137問

嬉野温泉観光協会　☎0954-43-0137問

12月
December

佐賀県の温泉・宿泊地紹介

嬉野温泉エリア

嬉野名物！温泉湯どうふ
嬉野産大豆を使った豆腐と、胃腸にやさしい温泉水
の効果で、体の中から美肌になれるかも？ふわふわ・
トロトロのやさしい食感は、嬉野自慢の逸品です。

団体 個人

団体 個人

団体 個人

団体 個人

団体 個人

個人

嬉野温泉観光協会　☎0954-43-0137問

ブーゲンハウス嬉野
広大な温室にブーゲンビリアが360度咲き誇る嬉
野の新スポット。温泉を楽しんだ後は、花の楽園で
癒されてみませんか。
株式会社ブーゲンハウス　☎0954-43-7544問

開湯は約1300年前。歴史ある温泉で癒される

「肥前国風土記」に記載されるほど歴史が古く、宮本武蔵や伊達政宗、伊能忠
敬、シーボルトなどが入浴したと言われています。武雄温泉のシンボル楼門
（国重要文化財）は、東京駅を設計した辰野金吾の設計によるものです。

武雄温泉しあわせの朝
朝の活動として、朝風呂や朝座禅、楼門干支見学、武雄
市図書館モーニングツアーなど。武雄温泉に泊まること
でしか得られない朝活を用意しております。
武雄市観光協会　☎0954-23-7766問

武雄市観光協会　☎0954-23-7766問

武雄温泉エリア

佐賀県立宇宙科学館《ゆめぎんが》
九州最大規模の自然科学系博物館。体験を通じて、自
然科学や宇宙の不思議に触れることができます。最
新式の投影機器を備えたプラネタリウムがあります。
佐賀県立宇宙科学館　☎0954-20-1666問

樹齢3000年の大楠
武雄市内には、樹齢3000年を超す大楠が3本（川古・武
雄・塚崎）存在します。悠々と地に根を張った姿は、豊か
な生命力を象徴し、見る人にパワーを与えてくれます。
武雄市観光協会　☎0954-23-7766問

う れ し の お ん せ ん

た け お お ん せ ん
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風情あふれる空間で心づくしのおもてなし

唐津は、風情あふれる和風旅館が魅力。市の中心部には唐津温泉
がわき、周辺には温泉を備える旅館も。新鮮な地元の食材をふん
だんに使った夕食や、和風旅館ならではの朝食も楽しめます。

イカの活き造り
呼子の新鮮なイカをたっぷり味わえるのが、この
活き造り。独特の歯ごたえと甘みが魅力の半透
明のイカの刺身を味わったら、残ったゲソなどを
天ぷらで。衣はサクッと、身は柔らかく絶品です。
唐津観光協会　☎0955-74-3355問

唐津観光協会　☎0955-74-3355問

唐津温泉エリア

海や山の絶景湯あり、美人の湯ありと、様々な表情を見せてくれる佐賀県内の温泉。
癒しの温泉に佐賀県産の絶品グルメで旅行者たちも大満足！

歴史は2000年以上　山の名湯

「古湯はぬる湯」という言葉が知れ渡っているほど、ぬるめの温
泉が特徴で、ぬる湯に長い時間つかることで、体の芯から温まり
更に寒い日でも湯冷めしにくいと人気です。

白玉饅頭
うるち米の粉をこねて蒸し、餡を詰めてもう一度
蒸す"二度蒸し"が上品な甘さと食感を生みだして
います。つるんとなめらかな口当たりと、もちもち
とした食感が人気で、川上峡名物のお土産です。
佐賀市観光協会　☎0952-20-2200問

佐賀市観光協会　☎0952-20-2200問

古湯・熊の川温泉エリア

有明海の絶景を眺める自慢の温泉

多くの宿で有明海を眺める展望風呂を持ち、開放感抜群です。周囲に明るい
建物などがないため、星空の美しさは格別！泉質はナトリウム炭酸水素塩泉
で、ほんのり塩味のある温泉。神経痛や五十肩、冷え性などに効能があります。

竹崎かに
竹崎かにはガザミと呼ばれるワタリガニの一種で
す。竹崎かには一年中食べることができます。甘
い身やカニミソ、内子（メスカニ）の味は格別です。
太良町観光協会　☎0954-67-0065問

太良町観光協会　☎0954-67-0065問

たら竹崎温泉エリア

竹崎カキ
大粒で焼いても縮みにくい竹崎カキ。濃厚な味で甘
みがあるのが特徴です。11月～4月頃には10数軒の
カキ焼店が賑わいます。（通称：たらカキ焼海道）
太良町観光協会　☎0954-67-0065問

太良みかん
多良岳山系の清らかな水で育まれた太良みかんは有明
海の潮風が当たることで甘みも増し、まろやかな味が特
徴です。不知火やはるか、クレメンティン等種類も豊富。
太良町観光協会　☎0954-67-0065問

た け ざ き お ん せ ん

ふ る ゆ く ま の か わ か ら つ お ん せ ん

団体 個人

団体 個人

団体 個人

団体 個人 団体 個人
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唐津温泉♨
古湯・
熊の川温泉

♨

武雄温泉♨

嬉野温泉
♨

たら竹崎温泉♨



福岡から出発福岡から出発

1月
January

5分

20分

20分

佐賀県内にある聖地・パワースポットをご紹介！祐徳稲荷神社や宝当神社など
有名なところから、知る人ぞ知るところなど。年の初め、パワーをチャージして開
運な一年になれるツアーをご紹介いたします。

新春！佐賀県大開運ツアー

宝満神社〈唐津市〉
元々は安産の神社だったのが、ネーミングが宝が
満つる神社ということで、開運神社として有名にな
りました。宝くじファン必見の場所です。
団体 個人 女子旅 シニア

唐津よかばい旅倶楽部　☎0955-74-3611問

宝当神社〈唐津市〉
評判が評判を呼んで、宝くじファンに人
気を集めている神社です。島には触れる
と縁起がよい猫や握手すると御利益が
あると言われているおばちゃんがいたり
と幸運スポットの島です。

唐津よかばい旅倶楽部　問

おススメ初詣☆情報

問 有田観光協会　☎0955-43-2121
駐／50台(無料）

20分
所要時間

福岡前原道路 前原IC

団体 個人 女子旅 シニア

陶山神社〈有田町〉
日本における磁器発祥の地・有田の町
を見下ろす高台に、陶山神社は万治元
年（1658）に建立されました。神社の石
段を上ると、白磁に淡いブルーの唐草
文様が描かれた美しい磁器製鳥居が、
参拝者を迎えてくれます。

団体 個人
問 佐嘉神社　☎0952-24-9195
住／佐賀市松原2-10-43　駐／有

佐嘉神社〈佐賀市〉
昭和8年の創建で、佐賀鍋島藩10代藩
主鍋島直正と11代藩主鍋島直大を祀
る社として広く知られています。この
佐嘉神社を一番に、同じ敷地内で7社
お参りできる七社詣が人気です。

団体 個人

10分

10分

☎0955-74-3611
定期船「ニューたかしま」／
（1日6往復・渡航時間10分）大人片道210円
☎090-9077-8844　定員／101名
※荒天時、欠航することもあります。
　多客時は臨時便が出ます。

ほうまんじんじゃ

ほうとうじんじゃ

すえやまじんじゃさがじんじゃ

60分
所要時間

鏡山からみる虹の松原（唐津市）

唐津観光協会
山下さん

境内には日本でも

珍しい裸足の

二宮金次郎像がいます。

ぜひご覧ください。
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唐津市



5分

20分 15分

30分

25分

唐津城〈唐津市〉
別名「舞鶴城」とも言われ、桜・
藤の名所でもあります。
H28年10月～H29年夏まで展
示改修工事。

唐津よかばい旅倶楽部問

ガイド
神田さん

【宿泊】唐津市内

40分
所要時間

うなぎの竹屋〈唐津市〉
明治創業、木造3階建て
の建物は大正12年築で
平成10年、登録有形文
化財に指定されました。
うなぎは元来縁起の良
い食べ物とされており、
うなぎの皮を財布に入
れておくとご利益がある
ともいわれています。
※30名様収容できます。

うなぎの竹屋  ☎0955-73-3244問

団体 個人 女子旅 シニア

団体 個人 女子旅 シニア 団体 個人 女子旅 シニア

団体 個人 女子旅 シニア

団体 個人 女子旅 シニア

問 武雄神社　☎0954-22-2976
住／武雄市武雄町大字武雄5335　駐／100台

武雄神社〈武雄市〉
縁結びスポットの夫婦檜や大楠でも知
られる武雄神社。源頼朝が戦勝祈願の
ために使者をつかわしたという古文書
が残る歴史のある神社で、日本有数の
巨木を神木とし、パワースポットとして
全国各地から参拝客が訪れています。

団体 個人
問 千栗八幡宮　☎0942-89-5566
住／三養基郡みやき町大字白壁千栗2403　駐／有

千栗八幡宮〈みやき町〉
神亀元年（729年）に建てられた千栗八
幡宮。町の重要文化財にも指定されて
いる、堂々とした石造肥前鳥居がシンボ
ルです。毎年3月15日に開催されるお粥
だめしは日本三大粥（かゆ）祭りの一つ
に数えられ、その年の吉凶を占います。

団体 個人

佐賀城下にある恵比須さんは820体を超え、
その数は日本一とも言われます。様々な恵比
須様に出会えるご利益ある街歩きです。

恵比須DEまちづくりネットワーク
☎0952-40-7137
ガイド／ 1人500円※詳細は、要問合せ

問
団体 個人

巨石パーク〈佐賀市〉恵比須めぐり〈佐賀市〉
10m以上の巨石群が点在。数千年の時を経た石は、肥
前国一の宮として栄えた与止日女神社のご神体として
伝えられ、神秘的な力を宿していると言われています。

巨石パーク管理棟
☎0952-64-2818　住／佐賀市大和町大字梅野329-5
営／9:00～17:00(※巨石散策道への入場は16時まで)

問 団体 個人

カッパのミイラ〈伊万里市〉
松浦一酒造の創業は正徳6年（1716年）。水神様と
してお祭りする河伯のミイラなど自由に見学する
ことができます。 事前予約で蔵の案内も。 

松浦一酒造株式会社
☎0955‐28‐0123　住／伊万里市山代町楠久312
問 団体 個人

他にも！パワースポット

☎0955-74-3611
料金／410円
駐／196台（有料）

鏡山空中参拝
〈唐津市〉
展望台からの眺めは絶景で
す。高島と神集島が浮かぶ唐
津湾と日本三大松原の一つで
ある虹ノ松原が一望できます。

唐津よかばい旅倶楽部
☎0955-74-3611

問

湊・八坂神社〈唐津市〉
その昔、疫病が流行り、その病を治めよう
と村人参集い、お祭り（祈願）したところ、
たちまち病も治った古事により疫病、厄を
祓う神として崇めらている。

唐津よかばい旅倶楽部
☎0955-74-3611　駐／20台（無料）

問

40分
所要時間

マリンセンター
おさかな村〈唐津市〉
海の幸を集めた海産物・お土産・お
食事処。お土産の干物が大人気！

マリンセンターおさかな村問

40分
所要時間

40分
所要時間

40分
所要時間

ちりくはちまんぐう

みなと・やさかじんじゃ

かが みやまくうちゅうさん ぱ い

☎0955-56-2200
営／8:00～19:00（大食堂は16:00まで）
休日／1月1日　駐／300台（無料）

営／11:30～19:00（日・祝～18：30）
休／水曜、1月1日～3日　駐／なし

唐津の案内なら

私達に任せて！！

ディープな唐津を一緒に

回らっさんですか！
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長崎から出発長崎から出発

1月
January

30分

日本三大稲荷の祐徳稲荷神社

開運！着物姿で街歩き

街歩きプラン〈鹿島市〉
祐徳稲荷神社への参拝が、いつもと違う気分
で体験できます。着物を着て参拝し、プロの写
真家が撮影するので、特別感満載！着物から履
物まで用意しておりますので、手ぶらでOK！男
性用や子供用着物もあります。
団体 個人 女子旅 シニア

祐徳和装処SARUKU　☎080-4273-0127
営／10:00-15:00（14:00受付終了）　着つけ20分
休／不定休　料金／普段着（男・女）5,000円（税別）
オプション／フォトプラン　5,000円（税別）
その他、婚礼衣装（花嫁・花婿）プラン、七五三プラン
等ございます※前日までの要予約
駐／有（祐徳稲荷神社駐車場）

問

長崎自動車道 嬉野IC

NEW

祐徳稲荷神社（鹿島市）

120分
所要時間

着物が着れる観光情報

問 よそほひ処　二葉
予約受付☎080-8356-3440

長崎街道街歩き〈佐賀市〉
旧久富家住宅で着物で楽しめるプラ
ンがあります。長崎街道の町並みと着
物はとても絵になります。歴史的建造
物群の壁や、門、窓枠など、何気ないも
のでも撮影ポイントになり、写真に残
したくなります。

団体 個人
問 元祖忍者村 嬉野温泉 肥前夢街道
☎0954-43-1990

肥前夢街道〈嬉野市〉
嬉野温泉にある「元祖忍者村 嬉野温泉 肥
前夢街道」は、江戸時代の長崎街道を再現
した歴史体験型テーマパーク。園内には、
代官所やはがくれ忍者屋敷、からくり屋敷、
手裏剣道場、忍者吹き矢道場などがあり、
江戸時代にタイムスリップして楽しめます。

団体 個人

佐賀県内にある聖地・パワースポットをご紹介！祐徳稲荷神社や宝当
神社など有名なところから、知る人ぞ知るところなど。年の初め、パ
ワーをチャージして開運な一年になれるツアーをご紹介します。
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鹿島市

太良町



10分

20分～
30分

祐徳稲荷神社〈鹿島市〉
伏見稲荷と笠間稲荷とともに日本三大稲荷に数えら
れる神社。木々の緑に映える建物の鮮やかな朱色が
印象的で、社殿は総漆塗り。石壁山を背後にして本
殿がたち、山裾の広い境内には楼門、神楽殿が立っ
ています。その美しさから「鎮西日光」とも呼ばれて
います。

祐徳稲荷神社　☎0954-62-2151問

重要伝統的建造物群保存地区
塩田津の町並み〈嬉野市〉

江戸時代後期より、長崎街道の宿場と有明海からの川港として栄えた塩田
津。当時の商家・町家が多く残っており、最近ではギャラリーやお食事処と
して利用されています。専門ガイドの案内による街歩きも好評です。

問 塩田津町並み交流集会所 ☎0954-66-3550　駐車場／有（バス可）

問 志田焼の里博物館　☎0954-66-4640
営／9：00～17：00　休／水曜、年末・年始
料金／大人300円、小人150円（団体20名以上割引）
駐／有（バス可）　やきもの体験も可能です。　　　

志田焼の里博物館
大正3年から昭和59年まで稼働したやきもの
工場が、そのまま残された博物館。木造建築
の雰囲気や、国内最大級の大窯も必見。

開運うどんセット〈鹿島市〉
全200席。いなり寿司3個がついた「開運うどんセッ
ト」。麺やスープにこだわった自慢の逸品。祐徳稲
荷神社の門前店ということで縁起担ぎも！「いな
り」の中には蒲鉾の「おみくじ」が入っています。

家督屋門前店　☎0954-62-3675　営／9:00～
休／不定休　料金／開運うどんセット700円

問

道の駅鹿島〈鹿島市〉
有明海を一大パノラマで楽しめる干潟
展望館、お土産が豊富にそろう「千菜市
（せんじゃ～いち）」、カキ焼き施設など
で年中楽しめる道の駅。

道の駅鹿島　☎0954-63-1768問

団体 個人 女子旅 シニア

団体 個人 女子旅 シニア

団体 個人 女子旅 シニア

団体 個人 女子旅 シニア ガイド有

ここもおススメ！！

個人におススメな見どころ

祐徳稲荷神社のお火たき〈鹿島市〉
祐徳稲荷神社新嘗祭の夜
の神事。この日は家庭に
ある御札やお守りを持ち
寄って焼却。この火にあた
ると無病息災の御利益が
あるといわれています。 
（12月8日20時点火）

ふな市〈鹿島市〉
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
伝統行事。
（1月19日早朝）

うれしのあったかまつり〈嬉野市〉
約130個の華灯籠や手作
りの和紙灯籠が嬉野の本
通り商店街に優しい光を
灯します。期間中の土日に
は、郷土芸能や芸能組合に
よる踊りも披露されます。

団体 個人
団体 個人

団体 個人

問 祐徳稲荷神社
☎0954-62-2151

問 鹿島市　浜公民館
☎0954-62-2534

問 嬉野温泉観光協会
☎0954-43-0137

祐徳博物館入館料／大人300円、大学・高校生200円
中学・小学生100円、団体20名以上割引あり
駐／2500台（無料）

ラムサール条約登録湿地
肥前鹿島干潟〈鹿島市〉
肥前鹿島干潟は、塩田川、鹿島川
の河口と海岸に発達する干潟で
あり、東アジアにおけるシギ・チ
ドリ類の重要な渡りの中継地で、
世界に3000羽しかいない希少種
クロツラヘラサギの越冬地と
なっています。

60分
所要時間

40分
所要時間

40分
所要時間

40分
所要時間

40分
所要時間

40分
所要時間

【宿泊】嬉野温泉〈嬉野市〉
たら竹崎温泉〈太良町〉

ゆうとくいなりじんじゃ

しおたつ

営／9:00～18:00　休／元旦
駐車場／有（バス可）

1分

1分

本殿の高さは18m。

京都の清水寺よりも

高いんですよ！

「道の駅鹿島」前の

干潟にも貴重な鳥たちが

飛来しますよ。
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福岡から出発福岡から出発

2月
February

30分

10分

大梅園を各自歩きながら観梅をお楽しみいただけます。敷地内にある高台からは
広大な梅園と伊万里市街を見晴らすことができその光景は見事です。梅園の向か
いには通称伊万里富士と呼ばれる腰岳もご覧いただけます。食事の前に梅を使っ
た万能梅ダレ作り体験後、梅づくし料理の食事となります。　　　

艶やかな梅を満喫

伊万里・武雄・小城の梅園

伊万里梅園
藤ノ尾観梅〈伊万里市〉
西九州最大規模（24 h a）に咲く約
6,500本の梅を無料で見学いただけま
す。観梅時期：2月下旬
団体 個人 女子旅 シニア

団体 個人 女子旅 シニア

JA伊万里営農畜産部
☎0955‐23‐5560
期間／2月下旬～　駐／有

問

ここもおススメ観光情報

問 伊万里市観光協会
☎0955-23-3479

問 武雄市観光課
☎0954-23-9237　期間／2月中旬

60分
所要時間

西九州自動車道・唐津伊万里道路　南波多IC

梅づくし料理〈伊万里市〉
梅を使った万能梅ダレづくり体験と梅づくし料
理の昼食（大人数の場合は人数ごとの大皿盛り
などでの提供となる場合がございます）　

伊万里市産業部観光課  ☎0955-23-2110
営／8：30～17：15　料金／2000円～
期間／通年

問

秘窯の里大川内山〈伊万里市〉 世界一登り窯「飛龍窯」
灯ろう祭り〈武雄市〉
バレンタインの時期になると、6000本以
上の灯ろうやイルミネーションの灯りで、
幻想的な光の海をつくりだします。

レンガ造りの煙突や30軒の窯元が立
ち並び、350有余年の歴史と伝統が息
吹いています。ボランティアガイドによ
る伊万里鍋島焼の詳しい特徴や歴史
の説明並びに窯元の職人の制作行程
などを見学することもできますよ！

団体 個人 団体 個人

伊万里梅園藤ノ尾観梅（伊万里市）

60分
所要時間

いまりば いえ ん

ひよう おお かわちやま

ふじのお かん ば い
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武雄市



35分10分

40分

00分

御船が丘梅林の梅〈武雄市〉
御船山の東側山麓一帯に広がる約5万坪の梅林で、2月中旬から3月上旬にかけ
て、約3000本の梅が開花し、観梅祭りが催されます。 

武雄市観光協会　☎0954-23-7766　期間／2月中旬～3月下旬　駐／50台（無料）

他にもおススメな見どころ

【宿泊】佐賀市内

レモングラス〈武雄市〉
武雄で愛情いっぱい育て
られた 『レモングラス』 
は、お茶やお菓子、そして
鍋のスープなど人気の特
産品となっています。

団体 個人問 武雄市観光協会
☎0954-23-7766

寒鯉まつり〈小城市〉
冬はより温度の低い山手
の水で静かに過ごし、産
卵に備えて栄養を蓄えた
りすることで脂がのって
美味しい鯉が味わえます。

団体 個人問 清水鯉料理振興会
☎090-9585-9222（鯉しげ・江里口）

伊万里牛の重箱御膳〈伊万里市〉
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
御膳が出来上がりました。

団体 個人問 伊万里市観光協会
☎0955-23-3479

30分
所要時間

駐／4月（春の窯元市）・11月（秋の窯元市）期間中のみ有料　普通車500円・大型車1,000円
料金／絵付け　湯呑・そば猪口800円～※完成品送料別途要　目安1,000円程度
伝統工芸士指導料＠1名5,000円（お客様20名以内につき伝統工芸士1名が指導）　　

団体 個人 女子旅 シニア ガイド有

団体 個人 女子旅 シニア

伝統工芸士監修
絵付け体験〈伊万里市〉
400年の伝統を受け継ぐ伊万里・有田焼
伝統工芸士の指導やアドバイスを受けな
がら絵付けを行う貴重な体験プランで
す。体験後は各自自由に大川内山の散策
をお楽しみいただいたり、ボランティア
ガイド（別途料金要）の案内で伊万里の
歴史や伝統を垣間見ることができます。

伊万里市観光戦略室　☎0955-20-9031　期間／通年問

問

牛尾梅林〈小城市〉
果実栽培の歴史としては県内最古といわれている牛尾梅林。
淡い白や桃色のコントラストをなす全景や、間近で見る可憐
な花びら、下から眺める迫力ある姿など、見る場所によって
異なる趣きが魅力。

小城市商工観光課　☎0952-37-6129　駐／20台問

団体 個人 女子旅 シニア

高傳寺〈佐賀市〉
梅の名所として名高く、紅梅、白梅の開花時期にはたくさんの見
物客で賑わいます。樹齢400年といわれる紅梅「霊徳寿梅」（れ
いとくじゅばい）も咲き誇り、訪れる人の目を楽しませています。
高傳寺　☎0952-23-6486　　

住／佐賀市本庄町大字本庄1112-1
問 団体 個人

他にも梅をご紹介

みふ ね がお か ば いりん

うしのおば いりん

60分
所要時間

40分
所要時間

こうでんじ

みゆき梅林園〈嬉野市〉
広大な敷地が広がるみゆき公園内にある、約
400本の梅が植えられ、福岡県の太宰府天満宮
から贈られた八重紅梅や一重浮白梅もあります。
嬉野温泉観光協会

☎0954-43-0137
問 団体 個人

有須田家のしだれ梅〈唐津市〉
樹齢100年以上、樹高6ｍ、幹回り1ｍの枝垂れ
紅梅。この古木のそばには樹齢約60年の古株が
花を咲かせ、訪れる人の目を楽しませてくれます。
浜玉観光案内所

☎0955-56-6937　住／唐津市浜玉町横田上459-1　料金／200円
問 団体 個人
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福岡から出発福岡から出発

3月
March

00分15分

30分

3月、佐賀県内にはいたるところで花の競演が繰り広げられます。群生の桜
から一本桜まで、同じサクラでも場所によって表情はさまざま。イベントや
近場の見どころ、グルメなどをあわせ、その時期にしか出会えない美観をお
楽しみください。

春爛漫！桜と酒を巡る旅

白石神社〈みやき町〉
白石焼のお膝元、皿山地区のシンボル。佐賀藩白石鍋島家領主
や江戸時代の土木治水の神様と呼ばれた成富兵庫茂安公を神
様として祀る格式高い神社です。広々とした参道には桜が咲き
誇り、最盛期には桜のトンネルとして名所となっています。
団体 個人 女子旅 シニア

みやき町観光協会　☎0942-96-4208問

白石焼窯元めぐり
〈みやき町〉
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。

みやき町観光協会
☎0942-96-4208

問

3月おススメイベント情報

問 鹿島市商工観光課
☎0954-63-3412　期間／3月25日（土）、26日（日）

問 嬉野市うれしの温泉観光課
☎0954-42-3310　期間／3月25日（土）、26日（日）

20分
所要時間

長崎自動車道 鳥栖IC

団体 個人 女子旅 シニア

鹿島酒蔵ツーリズム〈鹿島市〉 嬉野温泉酒蔵まつり〈嬉野市〉
嬉野の3蔵で銘酒を楽しめる、春の酒
蔵イベント。毎回数万人が訪れる鹿島
酒蔵ツーリズムとの同時開催で、
あわせて9つの蔵めぐりが楽しめま
す。（毎年3月最終土日開催）

佐賀県最大の酒処、鹿島市内の6つの
酒蔵が同時に蔵開きを行い、各蔵では
酒の試飲販売や様々なイベントが行わ
れます。祐徳門前春まつり、肥前浜宿
花と酒まつりも同時開催です。

団体 個人 団体 個人

小城公園（小城市）

しらいしじんじゃ

しらいしやきかまもと

40分
所要時間

綾部のぼたもちも
お土産におススメ！
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小城市



25分 10分

45分

10分

35分

神埼麺懐石〈神埼市〉
380年の伝統ある神埼そうめんを味
わえる、豪華な懐石。お座敷で静か
にゆっくりと味わえるのも魅力です。

神埼市商工観光課問

個人におススメ！ご当地グルメ

【宿泊】古湯・熊の川温泉

シシリアンライス〈佐賀市〉
佐賀人気のご当地グルメ。1枚
のプレート皿に温かいライスを
敷き、その上に炒めたお肉と生
野菜を盛り合わせ、マヨネーズ
をかけたものが基本形です。

とりこどん〈鳥栖市〉
鳥栖市の20店舗で提供してい
るご当地グルメ「とりこどん」。
鶏肉と卵を用い、中華風や、パ
スタ、ピザ、うどんなどさまざ
まなスタイルで楽しめます。

個人個人個人

マジェンバ〈小城市〉
店の数だけ違う味があり、
さらに一つの器に何種類も
の味覚が詰まっています。こ
の味わいの幅広さがマジェ
ンバの魅力の一つです。

問 小城市観光協会
☎0952-72-7423

問 佐賀市観光協会
☎0952-20-2200

問 鳥栖観光コンベンション協会
☎0942-83-8415

60分
所要時間

天吹酒造〈みやき町〉
天然花酵母から抽出した酵母で作られる日本酒
は、女性にぴったりの香り豊かな味わい。ワイン感
覚で飲めると海外でも人気です。酒蔵は国の登録
文化財になっており、建物見学、工場見学、さらに
試飲まで楽しめるお得なスポット。

天吹酒造　☎0942-82-2001問

団体 個人 女子旅 シニア

団体 個人 女子旅 シニア

団体 個人 女子旅 シニア

団体 個人 女子旅 シニア

弥生時代の遺跡が豊富に眠る鳥栖市。「とす
弥生まつり」では、満開のサクラとともに弥
生装束の武人舞や巫女舞を楽しめます。

鳥栖市商工振興課
☎0942-85-3605　見頃／3月下旬～4月上旬
※夜桜ライトアップ（19時～22時）　駐／有（120台）

問 団体 個人

仁比山公園〈神埼市〉田代公園〈鳥栖市〉
約100本のソメイヨシノが咲くこちらもおス
スメ。"愛のかけ橋"として縁起を呼ぶ全長
60mの「愛逢橋（あいあいばし）」も人気です。

神埼市役所商工観光課
☎0952-37-0107　見頃／3月下旬～4月上旬
駐車場／あり

問 団体 個人

徐福サイクルロード〈佐賀市〉
道の両側に約1,200本のソメイヨシノのサク
ラ並木が続き、旧国鉄佐賀線跡を活用した
通りとなっているので、古い駅舎跡も必見。

佐賀市諸富支所
☎0952-47-2131　見頃／3月下旬～4月上旬
駐車場／あり

問 個人

佐賀県内桜スポット

☎0952-37-0107　駐／有
料金／2,000円（税別）

住／みやき町東尾2894　
営／10：00～11：30
休／土日祝
料金／500円（要予約）
駐／有

宝珠寺
ヒメシダレサクラ〈神埼市〉
佐賀県の名木・古木に認定されている、穴
場的な一本桜。背景の山や田園、宝珠寺の
趣きと合わさりひと際存在感があります。

神埼市商工観光課
☎0952-37-0107

問

40分
所要時間 小城公園〈小城市〉

小城藩初代藩主の鍋島元茂、二代藩主
直能が造営した名庭園。四季を通じて美
しい表情を見せてくれる公園ですが、や
はりおすすめは春の桜。その美しさは朝
廷の耳にも届いたという程。「さくら名所
百選（（財）日本さくらの会選）」にも選ば
れた約3000本の桜が咲き誇り、シーズ
ンともなれば花見客でにぎわいます。

小城市商工観光課
☎0952-37-6129
駐／有

問

40分
所要時間

住／小城市小城町岩蔵1520
営／8：30～17：00
休／日祝、土曜不定※要確認　駐／有

天山酒造〈小城市〉
2015年7月全米日本酒歓評会に於いて
「七田純米吟醸」が吟醸酒部門で準グラ
ンプリ受賞。お酒の原料である米・水の
品質にこだわって造る天山酒造の日本酒
は、豊かな香りとなめらかさが絶品！

天山酒造　☎0952-73-3141問

40分
所要時間

40分
所要時間

銘菓の小城羊羹
ぜひ味わって

あまぶきしゅぞう

かんざきめんか いせき ほうしょうじ

てんざんしゅぞう

おぎこうえ ん

団体 個人 女子旅 シニア
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福岡から出発福岡から出発

3月
March

100分

春爛漫！桜と史跡を巡る旅

国の特別史跡名護屋城跡
佐賀県立名護屋城博物館
〈唐津市〉
趣のある石垣があちらこちらに見られ、春には約400
本のソメイヨシノが花を咲かせます。隣接して「佐賀
県立 名護屋城博物館」や、茶室と日本庭園を備えた
「茶苑　海月」があり、周辺には名だたる戦国武将の
陣跡が点在。「九州オルレ・唐津コース」圏内でもある
ので、ウォーキングに挑戦してみるのもおススメです。
期間限定で名護屋城ライトアップも開催されます。

謎解きガイドツアー
タブレットを持って謎解き
をしながら名護屋城を巡
ります。
名護屋城跡観光案内所→
東出丸→三ノ丸→本丸→
名護屋城博物館
所要時間：60分
ガイド料：お一人様400円

バーチャル名護屋城
わずか5ヶ月で築城され、
当時の大阪城につぐ規模
を誇った名護屋城。当時の
天下人の城と諸大名の陣
屋、城下町の様子等データ
をもとにCGを駆使して再
現しています。

佐賀県立名護屋城博物館　☎0955-82-4905
住／唐津市鎮西町名護屋1931-3　営／9：00～17：00
休／月曜 ※祝休日の場合はその翌平日　年末12月29日～31日
料金／無料※特別企画展期間中は有料です。
休館／H28年11月21日～H29年3月23日※耐震工事のため

問

唐津おススメ観光情報

桜の時期には、夜桜が

ライトアップされます。

また、名護屋城築城の

際に行った石割で割れ

なかった岩が今でも

残っており、パワース

ポットとなっています。

問 肥前名護屋城歴史ツーリズム協議会
名護屋城跡観光案内所　☎0955-82-5774

問 マリンパル呼子　☎0120-425-194
料金／中学生以上1200円（要予約）

福岡前原有料道路 西九州自動車道 前原IC

団体 個人 女子旅 シニア

陣跡ウォーク〈唐津市〉 名護屋浦歴史クルーズ〈唐津市〉
肥前名護屋城を海から眺め、案内ガ
イドとともに呼子湾を巡ります。
呼子港→名護屋浦→呼子港
（所要時間：30分）
10名様以上の申し込みで要予約

名護屋城周辺を散策します。周辺の石
垣や戦国武将の陣跡は歴史を感じさ
せます。400年前に思いを馳せながら、
心地よい汗を流しませんか。

団体 個人 団体 個人

名護屋城跡（唐津市）

60分
所要時間

なご やじょうあと

3月、佐賀県内にはいたるところで花の競演が繰り広げられます。群生の桜から一
本桜まで、同じサクラでも場所によって表情はさまざま。イベントや近場の見どこ
ろ、グルメなどをあわせ、その時期にしか出会えない美観をお楽しみください。
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多久市

武雄市

太良町



20分

15分

25分

75分

50分

20分

御船山楽園〈武雄市〉
御船山の麓にサクラ約2,000本が、
色を添え、期間限定で九州最大のラ
イトアップも行われます。武雄鍋島
家ゆかりの格調高い庭園が魅せる、
申し分のないシーンの連続です。

御船山楽園　☎0954-23-3131問

多久市観光協会
渡辺さん

太良町観光協会
木原さん

【宿泊】たら竹崎温泉

60分
所要時間

西渓公園〈多久市〉
多久出身の炭鉱王・高取伊好が巨額の私財
を投じて整備した公園で、郷土資料館など
文化施設が揃っているのが特長です。約
400本のソメイヨシノが彩る山水公園なら
ではの趣きを堪能できます。

多久市観光協会　☎0952-74-2502問

団体 個人 女子旅 シニア

団体 個人 女子旅 シニア 団体 個人 女子旅 シニア

太良おススメ観光情報

問 太良町観光協会　☎0954-67-0065 問 JR多良駅　☎0954-67-2410

海中道路・海中鳥居〈太良町〉 ＪＲ多良駅（幸せの鐘）〈太良町〉
「良いことが多い駅」と書くＪＲ多良
駅。駅のホームには良いことがたくさ
んあるようにと幸せを願う「幸せの
鐘」があります。１回鳴らすと幸せを
呼び、２回鳴らすと２人が幸せになり、
３回鳴らすと皆が幸せになります。

干潮の時に姿を現す、有明海の沖へと続く
「海中道路」。この道路は太良町の漁業にな
くてはならない荷揚げ用の作業道路で町
内に3箇所あります。多良漁港の海中道路
のそばには大魚神社の第二の鳥居「海中鳥
居」もあり、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。

団体 個人 団体 個人

佐賀県の名木・古木に認定されている、穴
場的な一本桜。背景の山や田園、宝珠寺の
趣きと合わさり、ひと際存在感があります。

神埼市商工観光課
☎0952-37-0107　駐車場／あり
問 個人 個人 個人

馬場の山桜〈武雄市〉ヒメシダレサクラの一本桜〈神埼市〉
なだらかな傾斜をなす景観地に、樹高
12m、幹回り約3.8mの美しい姿を披露。幹
は根元から2本に分かれています。

武雄市観光協会
☎0954-23-7766　駐車場／なし
問

納戸料の百年桜〈嬉野市〉
茶どころならではの風光明媚な眺めととも
にある一本桜。下から眺めれば迫力もあり、
樹に宿る生命力が感じられます。

嬉野温泉観光協会
☎0954-43-0137　駐車場／あり
問

佐賀県内の一本桜

桜のトンネル
円応寺〈武雄市〉
永正16（1519）年に開山された曹洞
宗のお寺。ソメイヨシノなど約100本
が境内を優しい雰囲気で満たします。

武雄市観光協会　☎0954-23-7766問

40分
所要時間

道の駅太良〈太良町〉
十分な広さの駐車場やトイレ等が備え
られ、展望ひろばでは有明海の景色を
眺めながらゆっくりと寛げます。また特
産品販売所「たらふく館」では新鮮な海
の幸・山の幸が販売されています。潮の
満ち干きを通じて、月の引力を体感する
ことができる道の駅です。

太良町観光協会
☎0954-67-0065

問

40分
所要時間

竹崎城址展望台公園〈太良町〉
竹崎城を模した展望台からは、東に有明
海を隔てて大牟田・遠くは阿蘇の山々、
西に多良岳山系、南に雲仙、北に有明佐
賀空港が一望でき360°のパノラマを満
喫できます。

太良町観光協会
☎0954-67-0065

問

団体 個人 女子旅 シニア

団体 個人 女子旅 シニア

40分
所要時間

40分
所要時間

せ いけいこうえ ん

た　ら たけざきじょうしてん ぼうこうえ ん

みふ ねやまらくえ ん

え ん のうじ

なんどりょう

毎年「孔子の里桜まつり」を開催。

開催期間中は土日を

中心に多彩なイベントで

盛り上がりますよ！

道の駅太良では

みかんを試食ができます！

たくさんの種類の中から

自分の好みを探せますよ！
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梅・桜マップ／イベントカレンダー

福岡方面

長崎方面

佐世保方面
（ハウステンボス）

田代公園
鳥栖市

白石神社
みやき町

小城公園
小城市

牛尾梅林
小城市

高傳寺
佐賀市

西渓公園
多久聖廟
多久市

御船山楽園
武雄市

円応寺
武雄市

馬場の山桜
武雄市

御船が丘梅林
武雄市

浦ノ崎駅
桜のトンネル
伊万里市

陶山神社
有田町

祐徳稲荷神社
鹿島市

竹崎城址展望台公園
太良町

轟の滝
嬉野市

納戸料の
百年桜
嬉野市

みゆき公園
嬉野市

徐福
サイクルロード
佐賀市

仁比山公園
神埼市

宝珠寺
ヒメシダレサクラ
神埼市

N

高速道路
一般道路

目安の移動時間（分）

梅

藤ノ尾観梅
唐津市

名護屋城跡
唐津市

唐津城
唐津市

有須田家のしだれ梅
唐津市

桜

30

20

45

25

45

30

35

20

30

25
15

20

35

30

30

35

20

45
45

20

15

30

車での所要時間

仁比山公園《神埼市》 名護屋城跡《唐津市》 祐徳稲荷神社《鹿島市》

20
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梅・桜見頃／イベントカレンダー

1
月

2
月

3
月

5

10

15

20

25

30

轟の滝《嬉野市》 浦ノ崎駅桜のトンネル《伊万里市》 田代公園《鳥栖市》

うれしの
あったかまつり
《嬉野市》

1月下旬
～2月上旬

唐津の
ひいな遊び
《唐津市》

2月下旬
～3月上旬

肥前名護屋城
さくらライトアップ
《唐津市》

3月中旬
～4月上旬孔子の里

桜まつり
《多久市》

3月下旬
とす弥生
まつり
《鳥栖市》

3月下旬

磁器
ひいなまつり
《伊万里市》

2月中旬
～3月上旬

有田雛の
やきものまつり
《有田町》

2月上旬
～3月下旬

佐賀城下
ひなまつり
《佐賀市》

2月中旬
～3月下旬

世界一登り窯
「飛龍窯」灯ろう祭り
《武雄市》

2月中旬

ふな市
《鹿島市》

1/19（木）

鹿島酒蔵
ツーリズム®
《鹿島市》

3/25（土）.26（日）
嬉野温泉
酒蔵まつり
《嬉野市》

3/25（土）.26（日）

サガ・
ライトファンタジー
《佐賀市》

10/28（金）
～1月上旬

桜
の
見
頃

菜
の
花
の
見
頃

梅
の
見
頃
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10

15

20

25

30

5

10
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県内施設のご紹介

吉野ヶ里歴史公園
弥生人の声が聞こえる！
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。

吉野ヶ里歴史公園
☎0952-55-9333
住／神埼郡吉野ヶ里町田手1843
料金／大人420円、小人80円
休／12月31日、1月の第3月曜日とその翌日
駐／有（バス100台）
所要時間／120分

問

佐賀県立佐賀城本丸歴史館
日本最大級の大きさ木造の本丸御殿を復元！

「御城」と聞くと、石垣の上にそびえたつ「天守閣」を連想しますが、実は権力を象徴す
る建物であり、機能としては「櫓（倉庫）」に過ぎませんでした。藩主が政治を行い、生
活をしていたのは本丸御殿です。佐賀城本丸歴史館は、藩主が住んでいた佐賀城跡
に、当時のすがたを忠実に復元した建物です。木造の建物は、日本でも最大級の大き
さで2,500ｍ2を誇ります。館内では「幕末・維新期の佐賀」や、幕末維新期を先導した
佐賀藩の科学技術、佐賀が輩出した偉人について、分かりやすく紹介しています。

佐賀県立佐賀城本丸歴史館
☎0952-41-7550　住／佐賀市城内2-18-1
営／9：30～18：00
休／12月29日～31日、臨時休館あり
駐／有（大型バス9台）

問

おまちしております！

佐賀城本丸ボランティア
佐賀城本丸歴史館では、毎日ボランティア
ガイドスタッフが常駐しております。
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佐賀県立九州陶磁文化館
古伊万里をはじめとする九州の陶磁器を展示

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、世界有数の
陶磁器専門の美術館です。

佐賀県立九州陶磁文化館　☎0955-43-3681
住／西松浦郡有田町戸杓乙3100-1　料金／無料　営／9：00～17：00　駐／310台（バス可）
休／月曜※月曜が祝日は開館、年末12月29日～31日※1月1日～1月3日は開館

問

蒲原コレクション
日本に里帰りした蒲原コレクション(有田町所蔵)の古伊万里101点
は、この九州陶磁の歴史展示室の目玉となっています。

佐賀県立宇宙科学館《ゆめぎんが》
2015年7月11日リニューアルオープン！

佐賀県立宇宙科学館《ゆめぎんが》は、1999年7月に「宇宙から地球・佐賀を
発見する。佐賀から宇宙を発見する。」をテーマにオープン。「宇宙・地球・佐
賀」と「わたしたち」のつながりをより深く感じることができる科学館です。

佐賀県立宇宙科学館「ゆめぎんが」　☎0954-20-1666
住／武雄市武雄町永島16351　料金／大人510円、高校生300円、小中生200円
休／月曜（祝日の場合は開館）、年末（12月29日～31日）　駐／有（バス6台）

問

<日本初！>スペースサイクリング
高さ4.5ｍに張られたロープを自転車で綱渡りします。科学の原理
を利用すれば、こんなこともできるのです。

佐賀県立名護屋城博物館
「天下人の幻の巨城」を楽しめます。

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。

佐賀県立名護屋城博物館
☎0955-82-4905　住／唐津市鎮西町名護屋1931-3　料金／無料
休／月曜（祝日の場合は開館）、年末（12月29日～31日）　駐／有（バス7台）
休館／H28年11月21日～H29年3月23日※耐震工事のため

問

バーチャル名護屋城
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。タブレットを使って「420年前の名護屋城」を体験できます。



Information
佐賀のインフォメーション

東京〈羽田空港〉　　→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
東京〈羽田空港〉→長崎空港

約1時間50分
約2時間
約1時間30分
約2時間45分

佐賀ターミナルビル
ANA
春秋航空　日本
JAL

お問い合わせ

TEL.0952-46-0100
　   0570-029-222
　   0570-666-118
TEL.0120-747-707

◆ 飛行機での所要時間

東京→新鳥栖
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

JR九州案内センター

お問い合わせ

TEL.050-3786-1717

◆ 新幹線での所要時間

佐賀県観光連盟

佐賀県観光課

佐賀県首都圏事務所

佐賀県関西・中京事務所

TEL.0952-26-6754

TEL.0952-25-7098

TEL.03-5212-9099

TEL.06-6344-8031

◆ 佐賀県観光のお問い合わせ

佐賀県観光連盟

◆ 佐賀県内各市町観光のお問い合わせ
佐賀市観光協会

唐津観光協会

鳥栖観光コンベンション協会

多久市観光協会

伊万里市観光協会

武雄市観光協会

鹿島市商工観光課

小城市観光協会

嬉野温泉観光協会

神埼市観光協会

吉野ヶ里町商工観光課

基山町観光協会

上峰町産業課

みやき町観光協会

有田観光協会

大町町産業振興課

江北町総務企画課商工情報係

白石町産業課

太良町観光協会
佐賀市城内１丁目1-59　TEL.0952-26-6754　FAX.0952-26-7528
ホームページ「あそぼーさが」　http://www.asobo-saga.jp/

TEL.0952-20-2200

TEL.0955-74-3355

TEL.0942-83-8415

TEL.0952-74-2502

TEL.0955-23-3479

TEL.0954-23-7766

TEL.0954-63-3412

TEL.0952-72-7423

TEL.0954-43-0137

TEL.0952-37-0107

TEL.0952-37-0350

TEL.0942-50-8226

TEL.0952-52-7414

TEL.0942-96-4208

TEL.0955-43-2121

TEL.0952-82-3151

TEL.0952-86-5612

TEL.0952-84-7121

TEL.0954-67-0065
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