
道の駅香春
香春町大字鏡山1870-1
道の駅香春
☎ 0947-32-8727

たけのこ、実演販売を道の駅香春で開催します！
茹でたけのこ、たけのこご飯、煮物、生たけのこな
どを販売。是非、皆様お越しください。
会　場
場　所
問合せ

■ KAWARA　3/27、4/3、4/10、4/17 計4回

たけのこ祭り

香春町内
香春町観光協会
☎ 0947-85-8035

「九州オルレ 筑豊・香春コース」を歩いてみませ
んか？香春町の歴史と四季折々の自然の香りを
一緒に体感しましょう！※予約は香春町観光協
会までご連絡ください。
会　場
問合せ

■ KAWARA　4/23（土）／5・6月予定（日程未定）

月例オルレ

川崎町農産物直売所De・愛 周辺
川崎町大字安眞木5308-1
川崎町 商工観光課
☎ 0947-72-3000

れんげ米のつかみどりやお楽しみ抽選会、大声
大会などを行います。地元グルメも販売してい
ますので皆様のお越しをお待ちしています。
会　場
場　所
問合せ

■ KAWASAKI　5月1日（日）

「De・愛 広場」オープニングイベント

川崎町農産物直売所De・愛 周辺
川崎町大字安眞木5308-1
川崎文化・歴史研究会
☎ 0947-72-3099

荒廃した竹林の再生を図るため、地域住民が取
り組むイベント。竹細工づくりや旬の食材を使っ
た食事を楽しみ、春を満喫する一日が過ごせます。
会　場
場　所
問合せ

■ KAWASAKI　5月1日（日）

竹とり物語

香春駅～採銅所駅
JR九州 田川後藤寺駅
☎ 0947-44-0019

香春町のパワースポットを巡りながら、新緑の季
節にウォーキングを楽しみませんか？同時開催の
「ひたひこウォーキング」の参加者にはちょっぴり
プレゼントもあります。
会　場
問合せ

■ KAWARA　5月1日（日）

JRウォーキング

クリエイティブジャパン株式会社

たがわ情報センター
たがわ情報センター指定管理者

〒825-0018 福岡県田川市番田町2-1
クリエイティブジャパンのWebサイト：https://creative-j.jp

tel.0947-46-1067  fax.0947-46-1068

IT相談も承っております。ご連絡ください。
●パソコン講座　 ●Wi-Fi・パソコン・タブレットの館内無料貸出　 ●施設貸出

たがわ情報センターのWebサイト：http://joho-tagawa.jptel.0947-49-3220
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Webサイト制作・サポート、Webアプリ開発、システム開発、IT教育サービス、行政施設運営

田川市 産業振興課
TEL 0947-85-7147

香春町 産業振興課
TEL 0947-32-8406

添田町 まちづくり課
TEL 0947-82-1236

川崎町 商工観光課
TEL 0947-72-3000

糸田町 地域振興課
TEL 0947-26-4025

大任町 産業経済課
TEL 0947-63-3001

福智町 まちづくり総合政策課
TEL 0947-22-7766

赤村 総務課
TEL 0947-62-3000

■はっち・田川地域全般の観光に関するお問合せ

営業時間 9：00～17：30　定休日 土日祝日・年末年始
FAX 0947-45-0710
E-mail tagawa-net@tagawa-net.jp
観光情報サイト たがわネット https://tagawa-net.jp

■田川地域各市町村お問合せ
in format ion

※掲載情報は2022年2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ご了承ください。最新の情報は各店舗等へ直接お問い
合わせください。
※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。

一般社団法人 田川広域観光協会
〒825-0014  福岡県田川市魚町8-27 三愛ビル1F

TEL 0947-45-0700
田川の
観光情報は
ここをチェック

オリジナ
ル

スタンプ
を

集めて

応募しよ
う！

実施期間▶ / ～3 24 木 /6 30 木 応募期間▶ / ～3 24 木 /7 31日

対象施設のうち、3つを巡って応募用紙に
オリジナルスタンプを集めます。
※スタンプは、温泉施設が1つ、道の駅・物産館が1つ、温泉施設または道の駅・物
　産館または駅が1つの計3つが必要です。※応募用紙は裏表紙にあります。

1

アンケートと必要事項を記入し、応募用紙を切り取り、
封筒に入れて下記応募先に郵送。
※7/31消印有効（FAXでもご応募できます）

2

締切日以降、抽選を行います。3

スタンプラリー
対象施設

と回遊ぐぐるっるっ 温泉＆道の駅＆物産館＆駅

お買い物券2,000円（直売所のみ）道の駅 おおとう桜街道B 5名様
入浴回数券（5枚）赤村ふるさとセンター 源じいの森温泉A 5名様

入浴回数券（6枚）ふるさと交流館 日王の湯 3名様D
入浴回数券（５枚）天然温泉 松原温泉 ２名様C

お買い物券2,500円道の駅 歓遊舎ひこさんF ２名様

泌泉（たぎり）米（3キロ）道の駅 いとだG 5名様

E ２名様温泉入浴サービス券（4枚）ほうじょう温泉 ふじ湯の里

香春町産わぎえ米（3キロ） 4名様道の駅 香春H

I 5名様お買い物券1,000円赤村特産物センター

1名様J 特産物詰め合わせ川崎町農産物直売所
「De・愛」

２名様K 金川牛（ステーキ２枚）来てみんね かながわ

3名様福智町産米（3キロ）ふくちの郷L
5名様お買い物券1,000円上野の里ふれあい市M
２名様お買い物券2,500円物産館・パン工房 拾伍N

P 5名様1日フリー乗車券&オリジナルグッズ平成筑豊鉄道
（金田駅）

＊応募方法

＊スタンプラリー対象施設・景品

〒825-0014
福岡県田川市魚町8-27 三愛ビル1F
田川広域観光協会「スタンプラリー」プレゼント係

＊応募先 TEL 0947-45-0700
FAX 0947-45-0710

＊お問合せ

●当選者の発表は、2022年8月中に商品の発送をもってかえさせ
ていただきます。なお、当選結果に関するお問い合わせは承って
おりませんので、あらかじめご了承ください。
●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

＊応募に関する注意事項

※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。

14、15ページ

4名様JR九州筑豊篠栗鉄道事業部
オリジナルグッズ

JR 九州（採銅所駅・田川伊田駅・
豊前川崎駅・添田駅）O

 

田 川 地 域

※新型コロナウイルス感染症の影響などにより、開催を延期・中止することがありますので、事前にお問合せ先にご確認ください。
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