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日土火応募締切：5/10　  必着

出張！なんでも鑑定団 in 香春 お宝募集
香春町合併 60周年
記念事業として、出
張！なんでも鑑定団
が香春町にやってき
ます！あなたのとっ
ておきの「お宝」を鑑
定してもらいません
か。時代、ジャンルは
問いません。これは
というお宝を是非ご
応募ください。
※申込用紙は香春町ホーム
ページをご覧ください。

※代表的な伝統行事やイベントを紹介しています。各イベントの詳細及びその他の行事については、
　たがわネット若しくは各市町村のホームページをご覧ください。

5月下旬

ザ・田植
昔ながらの手植えによる田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、赤村の大
自然を堪能できるイベントです。詳細が決まり次
第、赤村公式ホームページに掲載予定です。皆さ
んの参加をお待ちしています。

4/16 日17 AREA_ 赤　村AREA_ 糸田町AREA_ 香春町

道の駅いとだ おじゅごんち市『5周年感謝祭』
2011年4月15日に開駅した「道の駅いとだ」は、
おかげさまで今年4月で5周年を迎えます。そこ
で4月16日17日の2日間で「5周年感謝祭」を行い
ます。子供も遊べる「エアー遊具」や豪華景品が
当たる「ビンゴ大会」、そしてスペシャルゲスト
として、バラエティー番組で活躍中の「どぶろっ
く」さんが登場します。当日は、バンドバージョ
ンとして音楽に合わせネタを披露します。その他、
楽しいイベントをたくさん企画しております。

3/13

赤村トロッコ油須原線
一度も走ることなく
廃線となった、旧国
鉄油須原線を走る観
光トロッコです。往
復約3.4kmをゆっく
りと走り、終点のト
ンネルではコウモリ
が皆さんを迎えてく
れます。『幻の鉄
道』をごゆっくりと
お楽しみください。

4月上旬

添田公園桜まつり

3月下旬～5月上旬

おおとう桜街道周辺の花々
「花としじみの里」大任町は、春～初夏にかけて町全体が
花に包まれます。6.3km に渡る桜街道、四季折々の花が
咲き乱れるおおとう花公園、建徳寺古墳公園等、大任町で
春の訪れを感じて下さい｡
菜の花･･･3月下旬～4月中旬
桜･･･4月上旬～5月上旬
チューリップ･･･4月～5月

丸山公園花まつり
約１千本のソメイ
ヨシノが柔らかな
ピンク一色に染ま
り、訪れる人の心
を和ませます。お
祭り期間中は、園
内に露店も並びま
す。夜間のライト
アップもあり、夜
桜を楽しむにも最
適です。

添田公園はソメイヨシ
ノ・ヤエザクラ・ヤマ
ザクラなど約1,600本
の桜が植えられており、
その桜が公園いっぱい
に咲き乱れ、たくさん
の人の目を楽しませま
す。夜には、ライト
アップされた桜とその
枝々からのぞく星空で、
昼間とは一味違った景
色を楽しむことができ
ます。

3月下旬～4月上旬

虎尾桜

DATA_

会場／平成筑豊鉄道赤駅前
料金／大人300円､小学生以下
150円､幼児無料
赤村 政策推進室
☎0947-62-3000

田川市伊田墓地に眠る、
炭鉱で働き亡くなられ
た方々をはじめ、全て
の無縁仏の供養を行う
ことを目的とした事業
です。翔魂之碑参拝を
永続的に後世に伝えて
いくためにも、田川地
域の方々に参加してい
ただきたいと考えてお
ります。

400年以上の歴史を誇
る国指定の伝統的工芸
品、上野焼。春の陶器ま
つりは、今年で43周年
を迎える伝統あるまつ
りです。割引商品が並
び、スタンプラリーや
企画展も開催します。
上野焼がお手頃価格で
購入できますので、是
非この機会に！

DATA_

会場／田川市民球場横 金仏墓地
住所／田川市伊田2745-2
公益社団法人 田川青年会議所
☎0947-44-6348

DATA_

会場／道の駅いとだ
おじゅごんち市場 からすお
住所／糸田町162-4
道の駅 いとだ
☎0947-26-2115

DATA_

会場／添田公園
住所／添田町添田1576
添田町 まちづくり課
☎0947-82-1236

DATA_

会場／大任町B&G海洋センター
住所／大任町大字大行事3096
OTOレインボーホール
☎0947-63-4832

DATA_

会場／おおとう桜街道周辺・おおとう花公園・建徳寺古墳公園
大任町 総務企画財政課・産業経済課
☎0947-63-3000

DATA_

会場／丸山公園
住所／田川市丸山町19-1
田川市 たがわ魅力向上課
☎0947-44-2000

虎尾桜は推定樹齢
600年。福岡県内の
桜では最古で、大き
さもエドヒガンでは
最大、緋色の花が特
徴です。日本の名桜
100選にも選ばれて
います。
（町指定文化財）
※登山道を歩きますので、
歩きやすい靴で!!

DATA_

会場／福智山山麓
住所／町営駐車場から徒歩約25分
福智町 まちづくり総合政策課
☎0947-22-7766

約5千株のツクシ
シャクナゲが開花し、
期間中の土日祝日に
は、シャクナゲ苗の
販売や地元の特産品
の販売等のイベント
が園内特設テントで
行われます。園内へ
の飲食物の持ち込み
もでき、ピクニック
気分で楽しめます。

DATA_

会場／英彦山花園
住所／添田町大字英彦山1487
英彦山スロープカー
☎0947-85-0375

DATA_

香春町 総務課
☎0947-32-2511
香春町観光協会
☎0947-85-8035

DATA_

会場／赤村 源じいの森
住所／赤村大字赤6933-1
赤村 産業建設課産業振興係
☎0947-62-3000

DATA_

会場／定禅寺境内
住所／福智町弁城3624
平成筑豊鉄道「金田」駅より、車で約5分

定禅寺
☎0947-22-0637

ひたひこウォーキング ～春日神社神幸祭と炭坑ゆかり     
の地を巡るウォーキング～

ＪＲ九州ウォーキング
の参加者対象のひたひ
こウォーキング・スタ
ンプラリーでは、１回
参加する毎にゴールで
スタンプを押印、スタ
ンプが指定数集まると
先着順で素敵な賞品を
プレゼントします。今
春の田川市コースは春
日神社神幸祭に併せて
実施します。

5/295/28 スタート受付 10：00～12：30
ゴール受付 11：00～16：00 前夜祭 5/28AREA_ 添田町AREA_ 田川市

第51回 英彦山山開き
夏山シーズンの始
まりを告げる英彦
山山開き。今年は
奉幣殿で祈願祭と
記念手ぬぐいの配
布を予定していま
す。前日には英彦
山青年の家で前夜
祭を開催します。
皆様の参加をお待
ちしています。

DATA_

会場／祈願祭：奉幣殿
添田町 まちづくり課
☎0947-82-1236

今年で 5 回目を迎える
「かわさきパン博」は、今
年もよりパワーアップ
して皆様をお迎えしま
す。昨年同様、ＪＲ日田
彦山線の臨時列車も運
行予定。今回も多くのパ
ン屋さんが集まり、お客
様に「おいしい時間をか
わさきで」味わっていた
だきたいと思います。

DATA_

会場／スタート受付：田川伊田駅
ゴール受付：田川後藤寺駅
田川後藤寺駅
☎0947-44-0019
田川市 たがわ魅力向上課
☎0947-44-2000

AREA_ 赤　村4/15

英彦山花園 シャクナゲまつり
AREA_ 添田町 AREA_ 大任町

AREA_ 福智町 AREA_ 田川市 AREA_ 添田町

樹齢500年以上の県
指定天然記念物「迎
接（こうじょう）の
藤」。例年ゴールデ
ンウィークあたり
から見頃を迎え、
定禅寺の境内が薄
紫色に染まります。
藤まつりでは、尺
八の演奏や藤供養
が行われます。

金 祝4/29 11:30 ～

金 日～5/1

3/25 金 金～4/8

藤まつり
5月中旬

花いっぱい 花植えボランティア
建徳寺古墳公園花
壇でボランティア
による花植えを実
施します。みなさ
ま是非ご参加くだ
さい。
※日時未定 広報誌等で通
知します。

DATA_

会場／金山あじさい園
住所／筑豊烏尾トンネル出口
近く（看板有）
糸田町 地域振興課（旧産業経済課）
☎0947-26-4025

春には桜が、梅雨
になると7千株以上
植樹された多種多
様なあじさいが、
辺り一面に咲き誇
ります。隣接する
メガソーラー展望
台では田川盆地を
一望できます。

桜：3月下旬～4月中旬／あじさい：6月

金山あじさい園の花々
AREA_ 糸田町 AREA_ 大任町 AREA_ 福智町

DATA_

会場／上野焼陶芸館及び窯元一円
住所／福智町上野2811
上野焼陶芸館（火曜定休）
☎0947-28-5864

日4/3 受付 8：30～　開会式 9：20～
スタート 10：00～AREA_ 大任町

第26回 花としじみの里おおとうマラソン
県内外から多くのラン
ナーが参加する大任町
の春のビックイベント
です。満開の桜が咲き誇
る桜街道を駆け抜ける
コースは 2km・5km・
10km の 3 種類で起伏
が少なく、大変走りやす
いと好評です。本年の参
加申し込みは平成 28
年2月29日（月）をもっ
て終了しています。

DATA_

会場／大任町B&G海洋センター
住所／大任町大字大行事3096
大任町 総務企画財政課
☎0947-63-3000

日4/24 ※なくなり次第終了AREA_ 川崎町

かわさきパン博2016

土4/16 13：30 受付開始
14：00～ 参拝開始AREA_ 田川市

田川翔魂之碑参拝事業

DATA_

会場／川崎町民会館周辺、
中央体育館ほか
住所／川崎町大字田原791
川崎町観光協会
☎0947-73-3838

土 土日

●金田公園（福智町）
●虎尾桜（福智町）
●添田公園（添田町）
●丸山公園（田川市）
●香春神社（香春町）
●桜街道（大任町）
●中元寺川沿い
　（糸田町）
●黄金桜（川崎町）
●金山サクラ園
　（糸田町）
●赤村役場周辺（赤村）
●源じいの森施設内
　（赤村）

桜

●英彦山花園
　（添田町）

ラベンダー

●神宮院（香春町）
●添田公園（添田町）
●英彦山登山道（添田町）

梅

●定禅寺（福智町）
●内木城の大藤
　（川崎町）
●丸山公園
　（田川市）

藤
●成道寺公園
　（田川市）
●金田公園
　（福智町）
●英彦山花園
　（添田町）

つつじ

●な・ひ・こ畑（川崎町）
●おおとう花公園（大任町）

ひまわり

●英彦山花園
　（添田町）

ヤマブキ ●建徳寺古墳公園
　（大任町）

チューリップ
●大内田地区
　（赤村）

れんげ草

●池のおく園
　（田川市）

牡丹
●池のおく園
　（田川市）

芍薬
●英彦山花園
　（添田町）

ドウダンツツジ
●英彦山花園
　（添田町）

シャクナゲ

●英彦山神宮参道（添田町）
●英彦山花園（添田町）
●金山あじさい園（糸田町）
●道の駅万葉公園（香春町）

あじさい

見頃Check！

四季折々に咲く花の情報をお届け。
お花見計画はこれで決まり！

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

日4/22 ～24 9：00～
 17：00AREA_ 福智町

第43回 上野焼 春の陶器まつり
金

13 12




