
英彦山
添田町 まちづくり課
☎ 0947-82-1236

秋の英彦山は登山やドライブスポットとして大
人気。英彦山神宮までは参道の石段とスロープ
カーで登ることができ、どちらも違った角度で紅
葉を楽しむことができます。
会　場
問合せ

■ SOEDA　10月下旬～11月中旬

英彦山の紅葉

香春町の低山（300～760m）の山々を登るスタ
ンプラリーにスマホを使ってチャレンジしません
か？コンプリートすると素敵なオリジナルグッズ
をプレゼント！詳細はQRコードをチェック！

香春町内
香春町観光協会  
☎ 0947-85-8035

会　場
問合せ

■ KAWARA　9月1日(木)～12月31日(土)

香春10山デジタルスタンプラリー
とざん

上野の里ふれあい交流会館および
上野焼協同組合加盟9窯元
福智町上野2811
上野焼協同組合　
☎ 0947-28-5864

「秋の窯開き」は春とは趣を変え、参加窯元が工夫を凝
らした新作や創作の品 を々発表する貴重な機会。県内
外から多くの陶芸ファンが駆けつける人気イベントです！
会　場

場　所
問合せ

■ FUKUCHI　10月28日（金）～10月30日（日）

上野焼秋の窯開き

道の駅香春内
香春町大字鏡山
香春町 産業振興課
☎ 0947-32-8406

道の駅香春の裏にあり四季折 の々万葉集に詠まれた
植物が植樹されています。秋の時期は紅葉と銀杏が
公園全体を色づかせ、見る人を楽しませてくれます。
会　場
場　所
問合せ

■ KAWARA　11月中旬～下旬

万葉公園の紅葉

清祀殿付近
香春町大字採銅所
香春町 産業振興課
☎ 0947-32-8406

間歩（まぶ）とは、銅山の坑口のことで、特に宇佐神
宮御神鏡鋳造に縁の深いこの場所は「神間歩」と呼
ばれています。秋の時期は、紅葉と銀杏が綺麗です。
会　場
場　所
問合せ

■ KAWARA　11月中旬～下旬

神間歩公園の紅葉

■ OTO　11月下旬～1月下旬

道の駅おおとう桜街道 イルミネーション

道の駅おおとう桜街道および道の駅付近
大任町大字今任原1339
大任町 総務企画財政課
☎ 0947-63-3000

毎年、様 な々テーマで私たちを楽しませてくれるイルミ
ネーション。多くの方が訪れ、ファンも多いイベント。
フォトスポットもあり、インスタ映えすること間違いなし！
会　場
場　所
問合せ

■ SOEDA　11月中旬～下旬

添田公園の紅葉

添田公園
添田町大字添田1788-2
添田町 まちづくり課
☎ 0947-82-1236

桜の名所として多くの人で賑わう添田公園ですが秋の
紅葉も必見です。公園内には遊歩道もあるのでゆっくり
と紅葉狩りをしながら散策するのも気持ちが良いです。
会　場
場　所
問合せ

赤村 十津川上流周辺
赤村大字赤5951-1
赤村 総務課
☎ 0947-62-3000

「琴弾の滝」や「大音の滝」などの滝を有する渓谷。滝の
近くには道路があるのであまり歩かずに行けるのも魅力
的。ドライブ道中立ち寄るにもおすすめのスポットです。
会　場
場　所
問合せ

■ AKA　11月中旬～下旬

十津川渓谷

三井寺
田川市伊田2706-1
三井寺
☎ 0947-42-7206

住職の手で一本一本植え育てられた紅葉は境内を美
しく彩ります。毎年秋に設置される風車のトンネルも大
人気。今だけしか見れない景色をぜひご堪能ください。
会　場
場　所
問合せ

■ TAGAWA　11月中旬～12月中旬

三井寺の紅葉と風車

※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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※掲載情報は2022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ご了承ください。最新の情報は各店舗等へ直接お問合せください。
※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。

総工費、1 億円のトイレや温泉
施設、農産物直売所、飲食店、
子どもに大人気の大型遊具や
電動カートなど家族みんなが楽
しめます。

道の駅 おおとう桜街道

大任町

所 大任町今任原1339　☎ 0947-63-4430　P 約500台　
営 直売所9：00～18：30、食事10：00～19：00、温泉10：00～22：00、ドッグラ
ン11：00～16：00　休 不定休

施設DA T A

地元の特産品が並ぶ物産館や
新鮮な地元野菜を使用したレス
トラン、モノライダーや遊具のあ
る「こどもわくわくパーク」などが
あり、1日中楽しめます。

道の駅 歓遊舎ひこさん

添田町

所 添田町大字野田1113-1　☎ 0947-47-7039　P 約135台　
営 9：00～18：00　休 12/31～1/1

施設DA T A

物産直売所「わぎえの里」では、
安全で新鮮な野菜や、地元食
材を使った漬物、お菓子などの
加工品や工芸品などを販売し
ています。

道の駅 香春

上野焼協同組合 陶芸館

香春町

福智町

所 香春町大字鏡山1870-1　☎ 0947-32-8727　P 約100台　
営 9：00～18：00　休 1/1～1/3

施設DA T A

旬の味覚を取りそろえる物産直
売所では、毎月第3日曜に「お
じゅごんち市」を開催。
フードコートでは名物「石炭ソ
フト」が味わえます。

道の駅 いとだ

糸田町

所 糸田町162-4　☎ 0947-26-2115　P 約110台　
営 9：00～18：00　休 1/1～1/2

施設DA T A

田川のお土産、買いに行こう

道の駅 & 物産館
施設DATAの説明

温泉&道の駅&物産館&駅スタンプラリー対象施設
飲食
グレーのアイコンは該当なし

EV充電 子ども用トイレ オムツ交換台 ATM

所 福智町上野2811
☎ 0947-28-5864　P 約60台 
営 10：00～17：00
休 火
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上野の里 ふれあい市

福智町

所 福智町上野2811-1
☎ 0947-23-0888　P 約60台 
営 8：30～18：00
休 年末年始
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川崎町農産物直売所「De・愛」

川崎町

所 川崎町大字安眞木5308-1
☎ 0947-72-8249　P 約50台 
営 8：00～18：00
休 12/31～1/4
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赤村特産物センター

赤　村

所 赤村大字赤5951-1
☎ 0947-62-2990　P 約100台 
営 8：30～18：00
休 年末年始
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物産館・パン工房 拾伍

福智町

所 福智町伊方4449-1
☎ 0947-22-5522　P 約12台 
営 9：30～17：00
休 木・盆・12/30～1/5
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正の館

福智町

所 福智町上野367-1
☎ 0947-28-2141　P 約20台 
営 8：00～18：00
休 盆・年始

41
MAP

ふくちの郷

福智町

所 福智町弁城1320
☎ 0947-22-7474　P 約25台 
営 9：00～18：00（冬期は17：00）
休 第3月曜（祝日の場合はその翌日）
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来てみんね かながわ

田川市

所 田川市夏吉1770-3
☎ 0947-46-1273　P 約30台 
営 9：00～18：00
休 1/1～1/4
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田川地域ならではの体験や魅力を感じ、たくさんの
人に伝えていただきたい…そんな思いから田川をめ
ぐるツアーを実施しております。ご家族や親しい友
人と「あったがわの旅」を楽しんでみませんか？

■ FUKUCHI　10月15日（土）
福智山登山
■ AKA　10月16日（日）
九州自然歩道を歩く！赤村トレッキング
■ KAWARA　11月19日（土）
九州オルレを歩く「筑豊・香春コース」
■ SOEDA　11月20日（日）
英彦山登山

あったがわの旅 2022

一般社団法人 田川広域観光協会
☎ 0947-45-0700

問合せ

田川の秋を満喫！

登山・トレッキン
グ イベント情報
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