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はっち・田川地域全般の観光に関するお問い合わせ

田川広域観光協会
〒825-0014 福岡県田川市魚町8-27 三愛ビル1F
TEL 0947-45-0700　　FAX 0947-45-0710
営業時間 9：00～17：30　　定休日 日祝日・年末年始

田川地域各市町村お問い合わせ

田川市役所 たがわ魅力向上課 たがわ魅力向上係
TEL 0947-44-2000

香春町役場 産業振興課 商工観光係
TEL 0947-32-8406

添田町役場 まちづくり課 観光係
TEL 0947-82-1236

川崎町役場 農商観光課 商工観光係
TEL 0947-72-3000

糸田町役場 地域振興課 商工観光係（旧産業経済課）
TEL 0947-26-4025

大任町役場 産業経済課
TEL 0947-63-3001

福智町役場 まちづくり総合政策課 政策推進係
TEL 0947-22-7766

赤村役場 政策推進室
TEL 0947-62-3000
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田川に
お越しになる際には
田川に
おお越越ししににななるる際際ににはは
田川に
お越しになる際には
■平成筑豊鉄道株式会社
　 金田駅　☎0947-22-1000

■西鉄バスお客さまセンター
　 ☎0570-00-1010

■九州旅客鉄道株式会社
　 田川後藤寺駅　☎0947-44-0019
　 田川伊田駅　　☎0947-44-1129

田川を回遊したいなら
お任せください
田川を回遊したいなら
お任お任せせくくだだささいい
田川を回遊したいなら
お任せください

■つばめタクシー
　 ☎0947-45-0023

■田川構内自動車株式会社
　 ☎0947-44-4111（後藤寺）

■平和タクシー株式会社
　 ☎0947-42-3355

■鎮西交通有限会社
　 ☎0947-42-4113

■田川構内自動車株式会社
　 ☎0947-44-2311（伊田）

列車で70分 列車で60分

初夏をつげる
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田川地方の神幸祭は、英
彦山から始まります。英
彦山神宮御神幸祭では、
神輿三基が奉幣殿前から
御旅所まで、二日間かけ
て往来します。一基約
400㎏ある神輿を担ぎ、参
道約 800ｍある石段を上
り下りする姿はまさしく
圧巻です。

350 年以上続く伝統芸能。鬼に抱かれ、大き
な声で泣く赤ん坊は、元気に育つと言われて
います。

正八幡神社神幸祭は鎌や刀、杖を使っ
て武術的演技を行う杖楽や獅子舞が有
名。源為朝が源氏の興隆と武運長久を
願って奉納したことが起源とされてい
ます。

独特のきやりや音頭とと
もに「五穀豊穣」と「里人
の多幸」の祈りを捧げま
す。巨大な山車に四方か
ら綱を張り、バランスを
取りながら進む姿は迫力
満点！

添田町 英彦山神宮御神幸祭英彦山神宮御神幸祭

正八幡神社神幸祭 大内田岩戸神楽 大任町内各地区 神幸祭 古宮八幡神社神幸祭 糸田祇園山笠正八幡神社神幸祭 大内田岩戸神楽

　 英彦山神宮　　英彦山
神宮 ☎0947-85-0001
場 問

4月中旬から5月上旬にか
けて町内各地で神幸祭が
行われます。本町地区の
神幸祭は五穀豊穣と無病
息災を祈念する祇園祭が
一緒になったものです。

添田町 添田町内各地区 神幸祭添田町内各地区 神幸祭

　 添田町内各地区
　 添田町まちづくり課
☎0947-82-5965

場
問

　 赤村 大内田区公民館
　 赤村 政策推進室
☎0947-62-3000

場
問

４月下旬から５月上旬にかけて町内各所で神
幸祭が行われ、大行事秋水地区の貴船神社の
神幸祭では古くから「川渡り」が行われてい
ます。

大任町内各地区 神幸祭

　 大任町内各地区
　 大任町 産業経済課
☎0947-63-3001

場
問

古代から銅の生産地として知られた採銅所に
ある古宮八幡神社。この神輿は白木造、杉の
葉葺き屋根となっており全国的に珍しいもの
です。

古宮八幡神社神幸祭

　 古宮八幡神社下御旅所
　 古宮八幡神社
☎0947-32-4910

場
問

煌びやかな装飾を施した重さ約 2トン
の山笠を、男衆が力の限り担ぎます。
夜には提灯に明かりが灯され、幻想的
な祭りとなります。

糸田祗園山笠

　 フェスティバルパーク糸田
　 糸田町 地域振興課（旧産業経済課）
☎0947-26-4025

場
問　 正八幡神社　　 川崎町 社会教育課

☎0947-72-3000
場 問

福岡県指定無形民俗文化
財第１号に登録され、福岡
県五大祭りのひとつであ
る川渡り神幸祭は、豪華
絢爛な神輿と山笠が彦山
川を渡る華麗で勇壮なま
つりで、期間中は、多くの
露店が軒を連ね、約20万
人の来場者で賑わいます。

田川市 風治八幡宮川渡り神幸祭風治八幡宮川渡り神幸祭

　 風治八幡宮、彦山川周辺
　 田川市 たがわ魅力向上
課 ☎0947-44-2000

場
問

　 赤小学校上赤分校付近
　 赤村 政策推進室
☎0947-62-3000

場
問

　 春日神社、田川後藤寺駅
周辺　　田川市 たがわ魅力
向上課 ☎0947-44-2000

場
問

田川地域の神幸祭シーズ
ンを締めくくる祭りです。
また奉納される「春日神社
岩戸神楽」は福岡県指定
無形民俗文化財に登録さ
れています。

田川市 春日神社神幸祭春日神社神幸祭

川崎町

赤 村 福智町 赤 村 香春町

赤 村 大任町 香春町 糸田町

祭り
スケジュール
祭り

スケジュール

光明八幡神社神幸祭 伊方山笠競演会 我鹿八幡神社神幸祭光明八幡神社神幸祭
赤坂神社と白鬚神社の二
つの神社があり、それぞ
れ氏子の山笠が前夜祭に
限り一堂に会します。ど
の山笠も個性ある華やか
な電飾で、その美しさを
競い合います！
　 福智町公民館方城分館前広
場　　 福智町 まちづくり総合
政策課 ☎0947-22-7766

場
問

伊方山笠競演会
山笠中央に二本の大きな
柱があり、柱の周りには
幟幡や飾り花など多くの
飾り付けがなされていま
す。山笠の動きによって
飾り付けが美しく揺れる
姿には圧倒されます。
　 我鹿八幡神社、今川公
園付近　　赤村 政策推進
室 ☎0947-62-3000

場
問

我鹿八幡神社神幸祭
平成 25 年に創建 1300 年
を迎えた日本でも屈指の
歴史ある香春神社。この
神社の神幸祭は、地域住
民にとって田植えが忙し
くなる前の一大イベント
として楽しみにされてい
ます。
　 香春神社　　香春神社
☎0947-32-2868
場 問

香春神社神幸祭香春神社神幸祭

●4/9（土）・10（日）【添田町】英彦山神宮御神幸祭
●4/30（土）【赤村】大内田岩戸神楽
●4/30（土）・5/1（日）【香春町】古宮八幡神社神幸祭
●4月中旬～5月上旬【添田町】添田町内各地区 神幸祭
●4月下旬～5月上旬【大任町】大任町内各地区 神幸祭
●5月上旬【川崎町】正八幡神社神幸祭
●5/3（火）・4（水）【香春町】香春神社神幸祭

●5/3(火)【福智町】伊方山笠競演会 ※赤坂神社・白鬚神社神幸祭は4（水）・5（木）　　
●5/4（水）・5（木）【赤村】光明八幡神社神幸祭
●5/4（水）・5（木）【赤村】我鹿八幡神社神幸祭
●5/14（土）・15（日）【糸田町】糸田祇園山笠
●5/21（土）・22（日）【田川市】風治八幡宮川渡り神幸祭
●5/28（土）・29（日）【田川市】春日神社神幸祭
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