
EVENT TAGAWA

AUTUMN-WINTER

心　感動空間

田川エリアで秋の
魅力を楽しむJR沿
線のウォーキングが
田川市・添田町・香
春町・川崎町で開

かれます。参加スタンプを集めると特産品など
のプレゼントも。詳しくはお問い合わせください。

駅長おすすめの

JR九州ウォーキング

10/13 ・27 ・11/11 ・18広域

田川伊田駅・香春駅・西添田駅出発

問田川後藤寺駅 ☎0947-44-0019

AREA DATE

10月の神待祭では
全神楽が奉納され
拝殿で行われる奉
納は神がかり的な
雰囲気を味わえま

す。甘酒の振舞いをいただきながら、ぜひご
観覧ください。終了後には福引きもあります。

春日神社神待祭神楽奉納

10/27田川 土 18:30 ｰ 23:00

春日神社拝殿会場

問田川市役所 商工観光課 ☎0947-44-2000

AREA DATE TIME

「美しい川をいつま
でも」という思いを
込めた河川美化活
動の一環として飾ら
れるイルミネーショ

ン。高さ5.5ｍもの巨大ツリーと川面に映る光
は、とても幻想的で心和む光景です。

彦山川イルミネーション

川を愛でる灯火の夕べ

12/24  前後 日没ｰ22:00

彦山川 伊田番田河原会場

問田川商工会議所 ☎0947-44-3150

DATE TIME

月田川
AREA

香春・鏡山地区の
史跡・万葉歌碑を
徒歩で巡ります。
深秋の風に吹かれ
ながら、ゆったりと

した時間の中で、古代ロマンを感じてみませんか。

第20回ふくおか県民文化祭2012「悠久の文学展」

万葉の里めぐり

11/17香春 土 13:30 ｰ 16:00

香春町町民センター会場

AREA DATE TIME

「日本人の忘れもの」と題し、
氏の著書『青春の門』（筑
豊編）に出てくる “香春岳”
が間近に見える会場で開
催される講演会。この貴
重な機会をお見逃しなく！

県民文化祭2012「悠久の文学展フォーラム」

五木寛之氏講演会

万葉集で詠われた
歌が７首存在する
香春町で行われ、 
20 回目を迎える文
化イベント。広く

短歌を募集し、入選歌の発表と表彰を行いま
す。お申し込みは10月15日月 必着です。

第20回 平成万葉の集い

問平成万葉の集い実行委員会 ☎0947-32-8410

添田の物産を一堂
に展示即売する「ふ
る里まつり」では姉
妹町の北海道美深
町も出品し、多くの

人で賑わいます。２日目の14 時からは、勇壮な
武者合戦が注目の「岩石城まつり」が行われます。

ふる里まつり・岩石城まつり

問添田町役場 地域産業推進課 ☎0947-82-1236

「まつりふっとうてん」
「総合文化祭」「ふ
くしまつり」が川崎
町役場周辺で同時
開催される「まつり

かわさき」。地元食材やグルメ、子どもダンス
等のステージ企画や作品展示など多彩な内容。

まつりかわさき

問川崎町役場 ☎0947-72-3000

「消防団による記念
放水」「GO！GO！
三輪車リレー」「ラ
ムネ早飲み」「しじ
み祭りわくわく大

抽選会」など、盛りだくさんの内容で企画して
います。周辺の紅葉とともにお楽しみください。

しじみ祭り

問大任町商工会 ☎0947-63-2241

当日は豪雨災害の
復旧支援御礼イベ
ントとして1回乗車
100円運賃の「100
円列車」を実施。金

田駅および赤駅で、多彩なイベントを開催します。
詳しくはチラシやホームページでご確認ください。

へいちくフェスタ 2012

問平成筑豊鉄道 ☎0947-22-1000

道の駅おおとう桜
街道もみじ館でク
リスマスコンサー
トを開催します。
うっとりするような

音楽で彩られる聖なる夜を道の駅おおとうで
で過ごしてみませんか。

クリスマスコンサート

12月下旬（クリスマス前後）大任

会場

問大任町役場 企画財政課 ☎0947-63-3000

AREA DATE

月に１回、約30分
間隔で運行してい
る大好評の赤村ト
ロッコ油須原線。
幻の鉄路でトロッコ

列車が蘇ります。終点はアッと驚くような場所に！ 
12月～２月の冬期期間は団体予約のみの運行。

赤村トロッコ列車

赤村 10:00ｰ16:00

平成筑豊鉄道「赤駅」会場

問赤村役場 政策推進室 ☎0947-62-3000

AREA DATE TIME

熱気球日本選手権で２度
の王者に輝いた「風翔軍」
のバルーンに乗れる飛行
体験では、福智山麓の絶
景が見渡せます。ごきげ
んなステージやフードコー
トもぜひお楽しください。

福智「夢」バルーンフェスタ

11/25福智 日 10:00 ｰ 18:00

福智町方城グラウンド会場

問福智町商工会 青年部 ☎0947-28-5055

AREA DATE TIME

足利尊氏より安国寺
に指定された古刹で
数 の々寺宝を誇る興
国寺。年に１度の観
音大祭では、県指

定文化財の観音堂に安置されている尊氏ゆか
りの千手観音像が、特別に一般公開されます。

興国寺千手観音大祭

問天目山 興国寺 ☎0947-28-3081

田川地域の自然や
食べ物、文化など
の魅力に触れる「田
川まるごと EXPO 
2012」を初開催。

多彩な体験プログラムを準備して、みなさん
のご参加をお待ちしています。

田川広域連携プロジェクト

田川まるごとEXPO2012

10/20  －11/25広域 日

田川地域各地会場

AREA DATE

土

2012

とき
 めく

TAGAWAの秋・冬 ワクワク
イベント目白押しっ！ともに炭鉱夫とし

て働いた経験をも
つ版画家・千田梅
二とうえだひろし
の作品展です。

田川市美術館企画展

炭鉱の版画家 千田梅二とうえだひろし

11/10 －12/24月 9:30ｰ17:30

田川市美術館会場 田川市新町11-56
【MAP】P15.C-2

問田川市美術館 ☎0947-42-6161（団体割引有）

DATE TIME

土

　一般:300円／高大生:100円／小学生:50円料

江戸末期に疫病で
幼い子どもが次々
と命を落としたた
め、村人が祈願し
たところ「子どもの

喜ぶ人形芝居を奉納するように」という弁財天
のお告げにより始まった歴史ある奉納です。

伊加利人形芝居奉納

1/1田川 祝 7:00 ｰ

岩亀八幡神社会場

問田川市役所 商工観光課 ☎0947-44-2000

AREA DATE TIME

香春町内の商店が
特設テントに大集
合。作品展示、フ
リーマーケット、ス
テージでのイベン

トショーなど、さまざまな企画が盛りだくさん
です。5日月は作品展示と植木市のみの開催。

ふる里かわら秋まつり

11/4 －5月

香春町役場駐車場会場

問香春町観光協会 ☎0947-32-2070

DATE TIME

日香春
AREA

問悠久の文学展実行委員会 ☎0947-32-8410
　 100円料

11/24香春 土 14:00 ｰ 16:15

香春町町民センター会場

AREA DATE TIME

問悠久の文学展実行委員会 ☎0947-32-8410
　 1,000円（香春町町民センター窓口で販売）料

12/2香春 日 13:30 ｰ 16:00

香春町町民センター会場

AREA DATE TIME

10/27 ・28日 10:00ｰ16:00

添田公園 駐車場会場

DATE TIME

土添田
AREA

川崎町役場周辺会場

10/28大任 日 10:00ｰ

水辺公園会場

AREA DATE TIME

興国寺 観音堂会場 福智町上野 1892
【MAP】P15.A-2

DATE

田川
AREA

川崎
AREA

催しガイド催しガイド2012

11/10 ・11日土

田川市伊加利 1072
【MAP】P15.C-3

香春町高野 994
【MAP】P15.B-3

田川市宮尾町 6-13
【MAP】P15.C-2

田川市番田河原河川敷
【MAP】P15.C-2

香春町高野 987-1
【MAP】P15.B-3

香春町高野 987-1
【MAP】P15.B-3

香春町高野 987-1
【MAP】P15.B-3

添田町添田 1788-2
【MAP】P14.E-3

川崎町田原 789-2
【MAP】P15.D-2

大任町六本松・彦山川河川敷
【MAP】P15.C-3 道の駅おおとう桜街道 大任町今任原1339

【MAP】P15.C-3

赤村内田 1166-2
【MAP】P15.C-4

福智町伊方 4478-4
【MAP】P15.B-2

11/11福智 日 10:00 ｰ 16:00
AREA DATE TIME

皆様に愛されて20
年目を迎える「源じ
いの森」。その節目
を記念したイベント
に貴乃花部屋の力

士が大集合。力士の作ったちゃんこ鍋やクジ付
の福餅まきなど、イベント盛だくさんの２日間です。

源じいの森20周年記念イベント

赤村 ㊏18:00ｰ21:00
㊐10:00 1ー5:00

源じいの森 ホタル館会場

問赤村役場 政策推進室 ☎0947-62-3000

AREA DATE TIME

赤村大字赤6933-1
【MAP】P15.C-4

奥村愛さん（ヴァイオリン）、
瀬尾和紀さん（フルート）、
エマニュエル・ジラールさん

（チェロ）、永田郁代さん（ピ
アノ）による素敵なステージ。
　 大人：2,000円
　 小中学生：500円

2012 福智町音楽祭

11/30福智 金 開場18:30・開演19:00

福智町地域交流センター会場

問福智町中央公民館 ☎0947-28-4100

AREA DATE TIME

福智町伊方 4478-1
【MAP】P15.B-2
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川
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第2日12月～2月は団体
予約のみの運行

毎
月

　毎週月曜日［12月24日（㊊・㊗）は開館］休

㊐9:30ｰ16:00
㊊ 9:00ｰ15:00

10/27 ・28日土

料

今年も道の駅さくら
館周辺の木々や芝
桜、中央線のさく
ら街道にイルミネー
ションが装飾され

冬の夜空を彩ります。いつもと違う道の駅おお
とう桜街道で素敵なひと時をお過ごしください。

桜街道イルミネーション

11月下旬－1月中旬 17:30ｰ22:30

会場

問道の駅おおとう桜街道 ☎0947-63-4430

DATE TIME

大任
AREA

道の駅おおとう桜街道 大任町今任原1339
【MAP】P15.C-3

金田駅会場 福智町金田1145-2
【MAP】P15.B-1

10/6沿線 土 10:00 ｰ 16:00
AREA DATE TIME

赤駅 赤村内田1166-2
【MAP】P15.C-4

問田川まるごとEXPO 2012開催事務局 ☎092-751-2633

9




