［道の駅 おおとう桜街道］

入口の陶壁や総工費 1億円の ここが
「優美トイレ」など癒しの空間 おススメ！
を演出。
温泉施設「さくら館」と
農産物直売所や飲食店が入っ
た
「もみじ館」
に分かれ、子ども
が楽しめる大型遊具や電動
2015年9月にオープンしたばか
カートも。
りの温泉プールや宿泊設備など

公園

大型駐車場

遊具

霊峰英彦山の麓で育った逸品が揃う

［道の駅 歓遊舎ひこさん］
自然豊かな添田で育まれた安
全で新鮮な農林物産や郷土色
豊かな品を展示販売。
食事処で
は、旬の野菜をふんだんに使っ
たバイキングが人気。

ここが
メ！
おスス

智町）

田駅間（福

駅〜金
伊田線 人見

口駅
田川線 内田駅〜柿下温泉
（赤村）

を完備した公設ドッグラン

家族連れに大人気「子供わくわくパーク」
※入場無料（有料アトラクション有）
住 添田町大字野田1113-1 ☎0947-47-7039
営 9：00〜18：00 休 12／31〜1／1
駐 約120台

住 大任町今任原1339 ☎0947-63-4430
営 直売所9：00〜18：30・食事10：00〜19：00
・温泉10：00〜22：00 休 不定休 駐 約500台

福岡方面からの玄関口でお出迎え

［道の駅 いとだ］

新鮮な地元特産が揃う拠点施設

［道の駅 香春］

ここが
メ！
おスス

日田彦山線

1日乗り放題ちくまるキップ

線

温泉無料
特典付き

平成筑豊鉄道沿線を楽しむなら「ちくまるキップ」が断然お得！

♪
おすすめ

DO YOU 農？

どろんこフェスティバル ザ・田植
今年で 30 回目を迎える赤村の恒例イベン
ト。
昔ながらの手植え体験やほたるの見学、
地元の自然食材を使った昼食など、大自然
を心行くまで満喫できるイベントです。
※事前予約

開催日：5月下旬（決定次第、
赤村ホームページにて紹介）
場 源じいの森
問 赤村 産業建築課 産業振興係
☎0947-62-3000

お得で楽しいお買い物を！

道の駅いとだ
おじゅごんち市
毎月第 3 日曜（8 月は第 2 日曜日）に開催されて
いるおじゅごんち市。毎月異なるテーマで、特売
品の販売やふるまい、ステージイベント等を催
しています。4 月 16 日（土）、17 日（日）の『5 周
年感謝祭』では、スペシャルゲストや、エアー遊
具にビンゴ大会など、楽しいイベントが盛り沢
山！詳細は 12 ページ。
開催日：毎月第3日曜
（8月は第2日曜日）
場 道の駅いとだ
住 糸田町162-4
☎0947-26-2115

ファミリー特典
土曜日・日曜日・祝日・振替休日及び年
末年始（12 月30 日〜1 月 3日）は、キップ
1 枚でこども（小学生）一人が無料で一緒
に乗車可能。
（こども券でも可）

内田駅
田川線

【お問い合わせ】

平成筑豊鉄道株式会社

豊前桝田駅

※電話番号等は下欄をご覧ください。

JR
平成筑豊鉄道

◀へいちく（平成筑豊鉄道）キャラクター ちくまる

美味しいパンで大満足！

かわさきパン博
2016
今年で 5 回目を迎えるかわさきパン博は、
毎年大賑わいになる人気イベント。
田川地
域内外問わず、多くのパン屋さんが一堂に
会し、会場はパンの美味しそうな香りに包
まれます。
開催日：4月24日
（日）
場 川崎町民会館周辺、
中央体育館ほか
住 川崎町大字田原791
問 川崎町観光協会
☎0947-73-3838

※おススメのイベント情報はまだまだたくさん！ 12・13 ページをご覧ください。
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田川伊田駅

源じいの森温泉に無料で入湯できる特典も。
大人 1,000 円／こども 500 円

イベント情報

線

寺

藤

後

典を受けることもできる。また、源じいの森駅から徒歩2分の

線
日田彦山

大自然を元気いっぱい
味わえる☆

る友の会に加盟している施設・店舗等にキップを提示すれば特

住 香春町大字鏡山1870-1 ☎0947-32-8727
営 9：00〜18：00 休 1／1〜1／3、不定休
駐 約90台

香春駅

糸田線

金田駅

伊田・糸田・田川線にて１日何度でも乗り降り可能で、ちくま
住 糸田町162-4 ☎0947-26-2115
営 9：00〜18：00 休 1／1〜1／2
駐 約110台

日田彦山線

万葉集で詠まれる花々を植樹している万葉公園
が隣接。四季折々の花々を楽しめる。

香春駅（香春
町）

田

糸田祇園山笠にあわせて、煌びやかな装飾を施
した山笠を展示。

万葉の里香春町の情報発信の
拠点。
物産直売所「わぎえの里」
では、地元農家が育てた安全で
新鮮な野菜や地元食材を使っ
た漬物、お菓子などの加工品や
工芸品などを販売。

ここが
メ！
おスス

伊

旬の味覚を取りそろえる物産
直売所では、毎月第 3 日曜日に
「おじゅごんち市」を開催。
フー
ドコートでは、名物の「石炭ソ
フト」をはじめ多彩なメニュー
をご用意。

）
駅（添田町

田
線 豊前桝

日田彦山

田川地域には︑九州旅客鉄道の日田彦山線・後藤寺線と

めいっぱい遊べる大型
遊具※入場無料（有料
アトラクション有）

一日遊べる日本最大規模の道の駅

温泉

平成筑豊鉄道の伊田線・田川線・糸田線があり︑沿線住民の足として活躍しています︒

トイレ

列車にガタゴト揺られ︑車窓に広がる雄大な自然や季節とともにうつろう美しい田畑︑

コンビニ

そして︑そこに暮らす人々の姿を眺めながら︑のんびりゆっくり田舎の景色を楽しむ︒

充実した道の駅

お食事

アイコン説明

伊田線 下伊
田駅〜田川
伊田駅間
（田川市）

そんなゆったりとした時間こそ︑最高の贅沢に感じます︒

だけじゃ
寄り道
ない！
もったい

のんびりした時間が心地いい

﹇鉄道と撮る田川の景色﹈

（^^）
/
田川で遊ぼう！

あなたのステキな写真をお待ちしています！
日田彦山線の写真を投稿する
［ ゆっくりのんびり日田彦山線 ］
http://www.hitahiko.jp/
【お問い合わせ】

●日田彦山線活性化推進沿線自治体連絡会事務局
（北九州市総務企画局政策部企画課内）
〒803-8501 北九州市小倉北区城内 1-1
TEL：093-582-2158 FAX：093-582-2176

パーク ＆ ライド で

環境に優しい公共交通利用を！

平成筑豊鉄道の写真を投稿する
［ へいちくフォトギャラリー ］
http://www.heichiku.net/photo/
【お問い合わせ】

●平成筑豊鉄道株式会社

〒822-1201 田川郡福智町金田 1145-2
TEL：0947-22-1000 FAX：0947-22-0910

パーク&ライドとは、最寄り駅まで自動車・自転車でアクセスし、駅の駐車場等を利用し、公共交
通に乗り換え、目的地まで移動する方法です。公共交通を利用することにより、エコでもあり渋滞
のストレスから解放される、環境にも利用者にも優しく未来に公共交通を残すことに繋がります。

6

