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雄大な自然︑
特色ある歴史・文化︑

活気ある道の駅・直売所︑

日々の疲れを癒す温泉の数々︑

そして炭坑遺産など

魅力があふれる田川地域︒

春に数多く開催される

﹁田川まるごと博物館マンス﹂
は︑

地域の祭りやイベントの他︑

魅力ある観光スポットや

グルメ等を知ってもらい︑

多くの人に訪れていただくことを

目的としています︒

また︑
マンス期間中は

道の駅や温泉等をめぐる

スタンプラリーも実施します︒

糸田町

この冊子を手にしていただいたのも

皆添橋周辺の桜並木

何かのご縁です …
魅力あふれる田川地域を

北
中央
南

エリア別

所 糸田町244
■
☎ 0947-26-4025/ 糸田町役場 地域振興課
■
P あり
■

楽しんでみませんか︒

MAP p.9 C-1 1

道の駅いとだ近くに位置し、約700株の桜が咲
き乱れます。種類によってピンクの濃淡が楽し
め、散り始めるとそよ風に花びらが舞って春爛
漫の風情も魅力的です。また梅雨時期には、約
7,000株のあじさいも楽しめます。

田川地域を満喫！

糸田町

春の日帰り
りりり
回遊ガガガガガ
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金山あじさい園

MAP p.9 C-2 2

皆添橋を起点とし、中元寺川沿いに咲き誇る桜
が楽しめる場所。3月下旬から4月上旬にかけて
見頃を迎えます。対岸となる糸田駅からの眺め
はおすすめです。

所 皆添橋周辺
■
0947-26-4025 / 糸田町役場 地域振興課
☎ 0947-26-402
■
P なし
■

店長おすすめ！ホルモン定食
脂身が少なくヘルシーなホ
ルモンを厳選して使用して
いるので、女性にもおすす
めの一品！

福智町

甘さを控え、お客様の「ま
た食べたい！」を目指して
います。見た目も豪華で
可愛らしいフラワーケーキ
（写真奥・要予約）
は、お誕
生日やプレゼントに最適
です！

17

チャンポン▶
700円

味八 田川店

ドライブにぴったりのこれからの季節︒
エリアごとに回遊するもよし！
好きなスポットやグルメを選んで
回遊するもよし！
田川地域の厳選 スポット・
グルメを
をを か所ご紹介します︒

Point!

北

▲ ホルモン定食 1,050円
MAP p.9 A-1 11

2月に創業20周年を迎えた味八田川店。
人気メニューのチャンポンは、麺を長崎から取
り寄せるほどのこだわり。美味しいものをお腹
いっぱい食べてほしいという思いから、ほとん
どのメニューがボリューム満点なので、大勢で
シェアするのもgood！

エリア

糸田町・福智町

五感で
楽しむ旅

所 福智町上野168 ■
☎ 0947-28-3990
■
営 月 /11：00 〜 13：30
■

水〜土 /11：00 〜13：30、
17：00 〜19：30
日 /11：00 〜 14：30、17：00 〜19：30
休 火曜 ■
P 30台
■

MAP p.9 B-1 3

図書館・歴史資料館以外にも、カフェ、ものづくり工房、クッキング
ラボ、乳幼児や中高生のためのスペースなど、さまざまな機能があ
ります。
目的がなくても立ち寄りたくなる場所として、また子育て
支援の拠点として、
人生に寄り添う施設を目指しています。

■はっち・田川地域全般の観光に関するお問合せ

■田川地域各市町村お問合せ

一般社団法人 田川広域観光協会

田川市役所 たがわ魅力向上課
たがわ魅力向上係

〒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
E-mail tagawa-net@tagawa-net.jp
営業時間 9：00〜17：30
定休日 日祝日・年末年始

あんフラワーカップケーキ
（3個セット）
1,350円

果樹園の中のレストラン

手作りケーキのお店 lislis
手作り

ラピュタファーム

MAP p.9 C-1 10

糸田町

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

糸田町役場 地域振興課 商工観光係
TEL 0947-26-4025

川崎町役場 農商観光課 商工観光係
TEL 0947-72-3000

大任町役場 産業経済課
TEL 0947-63-3001

赤村役場 政策推進室
TEL 0947-62-3000

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

ランチバイキング
【受付】
10：30〜13：30

（土日祝祭日は14：30まで）

隠れ家的な場所にあるlislisでは、あんこを使用
したあんフラワーケーキを販売しています。
浮島生地の上にあんこのお花が飾られており、
しっとりヘルシーな一品です。
しっとりヘルシーな
（要予約）

【お食事】
11：30〜（入店後 80 分間）

所 糸田町真岡1189-19
■
☎ 0947-26-2131
■
営 10：00〜18：00
■
休 火曜・他
■
P 4台
■

【料金】
大人（中学生以上）1,890 円
小学生 1,180 円
シルバー（70歳以上）1,780 円
ゴールド（85 歳以上）1,580 円
幼児（4,5,6歳）780 円
幼児（2,3 歳）480 円

【定休日】
月・木曜

（祝祭日は営業、
翌日振替休）

〒827-0001 福岡県田川郡川崎町大ヶ原

TEL. 0947-47-4000
http://laputa-f.com

※すべて税抜金額です

館内にオープンする
カフェもお楽しみに！

2017. 3.19
（日）オープン！

ライフソリューション事業本部

福智町

コンセプトは「ふくちの智と地が
交わる場所」。新たな知識や情報を
得る〝智〟と、培われてきた風土や
歴史に触れる〝地〟の拠点が一つに
なった空間です。

information

日立マクセル
株式会社

福智町図書館・歴史資料館
ふくちのち

Point!

Point!

所 福智町赤池 970-2
■
☎ 0947-28-4100/ 福智町中央公民館（ふくちのち担当）
■
開 10：00 〜19：00 ■
休 火曜・毎月1日 ■
P 50 台
■
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※ 3〜5ページの価格は全て税込です。
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