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田川地域 ぐるっ と回遊

ナル
オリジ を
プ
スタン
集めて
よう！
応募し

実施期間▶

＊応募方法

9 / 20 金 〜 1 / 15 水

対象施設のうち、
3つを巡ってオリジナルスタンプをゲット！

1 ※温泉施設、道の駅・物産館が各々 1 つ以上必要です。
※台紙は裏表紙にあります。

アンケートと必要事項を記入し、台紙を切り取り、封筒に

2 入れて下記応募先に郵送。

※1/31消印有効（FAX でもご応募できます）
3 締切日以降、
抽選を行います。

＊応募先
〒825-0014

福岡県田川市魚町8-27-1F
田川広域観光協会「はっち 秋冬号」プレゼント係

温泉＆道の駅＆物産館

応募期間▶

大任町
スタンプラリー
対象施設 8、9 ページ

9 / 20 金 〜 1 / 31 金

＊お問い合わせ

TEL 0947-45-0700
FAX 0947-45-0710

当選者にはプレゼントを2020年2月中に直接お送りします。
抽選結果などのお問い合わせはご遠慮ください。

道の駅 おおとう桜街道

入浴回数券（5 枚） 5名様

お買い物券 2,000円（直売所のみ） 5名様

英彦山温泉 しゃくなげ荘

やまめ唐揚定食食事券 10名様

岩盤浴 ペア券

ふるさと交流館 日王の湯
ほうじょう温泉 ふじ湯の里
道の駅 歓遊舎ひこさん

●当選結果は商品の発送をもってかえさせていただきます。
●ご記入いただいた個人情報は下記の目的にのみ使用いたします。
・抽選、景品の送付
・個人を特定しない状態での統計処理
・問い合わせがあった際の対応

5組

入浴回数券（6 枚） 5名様

入浴回数券（6 枚） 5名様

お買い物券 2,500円 2名様

H 道の駅 いとだ 泌泉（たぎり）米（3キロ） 5名様
I 道の駅 香春 万葉の里香春れんげ米（3キロ） 4名様
J 赤村特産物センター ばっちゃんカレー（２個セット） 5名様
川崎町農産物直売所
川崎町産米（5 キロ） 2名様
K 「De・愛」
L 来てみんね かながわ かながわ牛（ステーキ２枚） 2名様
M ふくちの郷 福智町産米（5キロ） 2名様

場

場 道の駅おおとう桜街道及び道の駅付近

所 大任町大字今任原1339

問合せ先 大任町 総務企画財政課

☎0947-63-3000

【料金】
大人（中学生以上）1,890 円
（土日祝祭日は14：30まで）
小学生 1,180 円
シルバー（70歳以上）1,780 円
【お食事】
11：30〜（入店後 80 分間） ゴールド（85 歳以上）1,580 円
幼児（4,5,6歳）780 円
【定休日】
幼児（2,3 歳）480 円
月・木曜

※すべて税抜金額です

♪

まだまだあ るよ

福智町

10/26 土・27 日

果物狩り
650円 /1kg（10月下旬まで）
1,300円 /1kg（ 9月下旬まで）

※収穫状況はホームページや電話でご確認の上お越しください。

ラピュタファーム

〒827-0001

福岡県田川郡川崎町安眞木4409-11

http://laputa-f.com

問合せ先 福智町 まちづくり総合政策課

☎0947-22-7766

福智町

12/2 月・3 火

金田恵比須祭り
問合せ先 福智町商工会☎0947-28-5055

糸田町

TEL. 0947-47-4000

3/15 日
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大任町

田植祭

会
場

12月下旬
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道の駅おおとう桜街道 クリスマスコンサート

毎年3月15日に
金村神社で行わ
れている豊作祈
願 の 春 祭り。ユ
ニークな模擬農
耕行事や地元の
女子による田植舞の奉納などが行われ、皆を楽
しませています。

道の駅おおとう
桜街道で毎年行
われているクリ
スマスコンサー
ト。地 元 出 身 の
ピアニストや演
奏者を招待し、道の駅を訪れた多くの方に素敵
な音楽を楽しんでいただいています。

場 金村神社敷地内

会

所 糸田町1145

場

問合せ先 糸田町 教務課

場 道の駅おおとう桜街道

所 大任町大字今任原1339

問合せ先 大任町 総務企画財政課

☎0947-26-0038

☎0947-63-3000

information
■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 たがわ魅力向上課

川崎町 商工観光課

香春町 産業振興課

大任町 産業経済課

添田町 まちづくり課

赤村 政策推進室

糸田町 地域振興課

福智町 まちづくり総合政策課

TEL

梨
葡萄

果樹園の中のレストラン

国道201号線沿
いの「道の駅い
とだ」では、毎月
第3日曜日に
「お
じゅごんち市」
と
いう、
とってもお
得なイベントを開催しています。その他、多い日
では一日400本以上も売り上げる石炭ソフトや、
黒いオムライスなど、筑豊名物黒ものグルメを
はじめ、
新鮮な野菜や旬の果物、
田川名物ホルモ 開催日／毎月第3日曜日
ン鍋など豊富にとり揃えています。ぜひ、お立ち 場所／道の駅いとだ（糸田町162-4）
問合せ先／道の駅いとだ☎0947-26-2115
寄りください。

〒825-0014 福岡県田川市魚町 8-27 三愛ビル 1F

【受付】
10：30〜13：30

15

会

3日曜日に開催！
毎月第

道の駅いとだ（おじゅごんち市）

※応募状況によってはご希望に添えない場合もあります。ご了承ください。

ランチバイキング

（祝祭日は営業、
翌日振替休）

毎年異なるテー
マで制作される
イルミネーショ
ンは11月下旬の
点灯式を皮切り
に多くの方にご
来場いただき、好評を博しています。さて、今年
はどんなテーマになるのでしょうか？楽しみです。

金田･神崎山笠競演会

赤村ふるさとセンター 源じいの森温泉

天然温泉 松原温泉

道の駅おおとう桜街道 イルミネーション

糸田町

＊応募に関する注意事項

＊景品

A
B
C
D
E
F
G

11月下旬〜1月下旬

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 土日祝日・年末年始

TEL 0947-85-7147
TEL 0947-32-8406
TEL 0947-82-1236

TEL 0947-26-4025

TEL 0947-72-3000
TEL 0947-63-3001
TEL 0947-62-3000
TEL 0947-22-7766

※掲載情報は2019年8月末のものです。発行後に営業時間や料金などの内容が変更になる場合がありますのでその旨ご了承ください。最新の情報は直接お問い合わせください。
※掲載されている料金は原則税込み価格です。店舗では税抜表示になっているところもあります。
※定休日は原則ゴールデンウィーク、
お盆、年末年始を除いています。
田川まるごと博物館マンスとは：田川地域の８市町村と福岡県では、
「大空が屋根のミュージアム」
というコンセプトのもと、田川地域全体を
「博物館」
に見立て、地域の持つ様々な魅
力を福岡や北九州都市圏に向けてＰＲする「田川まるごと博物館プロジェクト」に取り組んでいます。
その中でも春や秋の行楽シーズンに合わせてイベント企画などの取組みや情報発
信を強化する月間を
「田川まるごと博物館マンス」
と位置付けています。
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