
日本一の家具産
地である大川市
は、家具関連会社や
施設がひしめくインテリアの町です。ま
た、小保・榎津地区は、古くは久留米藩と
柳河藩の境の宿場町・港町として栄えた
歴史の香りただよう町でもあります。

× ＝5 感 7 国 倍35

を

「35倍」楽しむ方程式

のんびり、湯ったり、　　　　 まるごと癒され体感。

ハァ〜 フゥ〜

筑後市観光協会
☎0942-53-4229

八女市商工観光課
☎0943-23-1192

柳川市観光課
☎0944-73-8111

大川市観光・
インテリア情報ステーション
☎0944-87-0923

お　問　い　合　わ　せ

みやま市商工観光課
☎0944-64-1523

広川町観光協会
☎0943-32-5555

大木町産業振興課
☎0944-32-1063

筑後七国 発行／筑後七国商工連合会検 索

柳川温泉ホテル 輝泉荘 柳川温泉 南風
はえんかぜ

かんぽの宿柳川 天然温泉大木の湯 アクアス

〔泉質〕ナトリウム-炭酸水素塩・
塩化物泉
〔料金〕大人（一般）600円（会員）
500円・小人（一般）400円（会員）
300円・新規入会金200円
〔営業時間〕8:00～24:00
〔定休日〕年中無休
〔風呂種類〕内湯：男女各1　　
露天風呂：男女各1
サウナ：男女各1
     福岡県柳川市三橋町柳河874
☎0944-73-3182
FAX.0944-73-2406
      http://kisensou.com
      西鉄柳川駅から車で5分
九州自動車道みやま柳川ICよ
り車で15分

〔泉質〕ナトリウム-炭酸水素塩・
塩化物泉
〔料金〕中学生以上410円・4歳から
小学生以下200円・65歳以上の高齢
者及び障害者350円・3歳以下無料
〔営業時間〕10:00～20:30
※入場は20:00までです。
〔定休日〕毎週月曜日
※月曜日が祝日の場合は、その
翌日が休館日となります。
〔風呂種類〕内湯：男女各1　　
露天風呂：男女各1  家族風呂：2
     福岡県柳川市上宮永町6-3柳川
総合保健福祉センター「水の郷」内
☎0944-75-6205

http://www.city.yanagawa.fukuoka.jp
/kanko/onsen/onsen/haenkaze.html
      西鉄柳川駅から堀川バスで10分

〔泉質〕アルカリ性単純泉
〔料金〕大浴場：大人（中学生以
上）500円、小人（4歳以上）250
円※家族湯別料金
〔営業時間〕大浴場10：00～22：
00（最終受付21：00）、家族風呂
10：00～21：00（最終受付20：00）
〔定休日〕不定休
〔風呂種類〕内湯：男女各1、露
天風呂：男女各1、露天風呂付
き家族風呂：2
     福岡県八女市黒木町木屋10905
☎0943-42-2400
FAX.0943-42-2422
      http://greenpia-yame.com
      ①JR羽犬塚駅から堀川バスで約
40分、タクシーに乗り換え約20分②九
州自動車道 八女ICより車で約45分

〔泉質〕アルカリ性単純泉
〔料金〕大浴場：大人（中学生以
上）500円、小人（4歳以上）250円
※毎月26（フロ）の日は大人250
円、小人100円※家族湯別料金
〔営業時間〕10：00～22：00（最
終受付21：30）
〔定休日〕不定休
〔風呂種類〕内湯：男女各1、露
天風呂：男女各1、家族風呂：2
     福岡県八女市星野村10780-58
☎0943-52-2082
FAX.0943-52-3662
      
http://www.hoshinomura-ikeno
yama.com/ikenoyamasou.html
      ①JR羽犬塚駅から堀川バスで約90分、下車後、
徒歩15分②九州自動車道 八女ICより車で約45分

川の駅船小屋

恋ぼたる「温泉館」

八女市健康推進施設
べんがら村 大川温泉くつろぎの森 グリーンピア八女

黒木温泉 くつろぎの湯
星野温泉　池の山荘

星の温泉館 「きらら」
〔泉質〕アルカリ性単純泉
〔料金〕大浴場：大人（中学生以
上）600円、小人（4歳以上）400
円、70歳以上400円
※家族湯別料金
〔営業時間〕10：00～22：00（最
終受付21：30）
〔定休日〕第2・第4月曜日（祝日
の場合は営業）
〔風呂種類〕内湯：男女各1、露
天風呂：男女各1、家族風呂：6
     福岡県八女市宮野100番地
☎0943-24-3339
FAX.0943-24-0016
      http://www.bengalamura.com
      ①JR羽犬塚駅から堀川バスで約20分
②九州自動車道 八女ICより車で約15分
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〔泉質〕ナトリウムー塩化物・炭
酸水素温泉
〔料金〕大人（中学生以上）600
円・小人（満3歳以上）350円
※温水プール利用可
〔営業時間〕10：00～22：00
※入館は21：30まで
〔定休日〕月曜日
※祝日の場合は翌平日
〔風呂種類〕和風浴場：内湯４・
露天１・サウナ1/洋風浴場：内
湯４・露天１・サウナ1
※和風浴場と洋風浴場は１週
間ごとに男女が入れ替る
     福岡県三潴郡大木町八町牟田538-1
☎0944-33-2002
FAX.0944-33-2003
      http://www.aqus.jp
      ①西鉄大牟田線八丁牟田駅から徒歩約
10分②九州自動車道 八女ICより車で約15分

〔泉質〕泉質：（モール泉）フルボ
酸源泉
〔料金〕大人600円（中学生以上）・
こども400円（小学生）・小学生未
満は無料※平日10：00～12：00 
大人400円・小学生300円
〔営業時間〕10：00～23：00
〔定休日〕第2・第４火曜（祝日・
26日の場合は営業）
〔風呂種類〕露天風呂・室内浴
場・家族風呂・蒸し風呂・かけ
湯・水風呂
     福岡県大川市大字中八院241-1
☎0944-88-0026
FAX.0944-87-2626

http://www．okawaonsen.com/map.html
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「筑後七国」は、福岡県南部筑後地方のうち、九州新幹線筑後船小屋駅を中心地点として繋がる5市2町（大川市・柳川市・大木町・筑

後市・みやま市・広川町・八女市）を称する新しい呼び名（通称）です。

家具生産量日本一を誇る匠のくに・大川、風情ある川下りで知られる水のくに・柳川、豊富な農産物が育まれる穀のくに・大木、日

本唯一の恋の神様・恋木神社がある恋のくに・筑後、日本最古の舞楽・幸若舞を守り続ける幸のくに・みやま、季節ごとに果物の香

り漂う果のくに・広川、八女茶ブランドを確立した緑ふかき茶のくに・八女。

人の温かみと大自然の優しさ溢れる、個性豊かな7つの「くに」を巡る旅は、心も身体もきっと満たしてくれることでしょう。

筑後七国とは

筑後平野の中央に位置し、農業と商工業
が共に栄える筑後市には、全国で唯一
「恋命」を祀る恋木神社があります。船小
屋の九州新幹線筑後船小屋駅や、プロ野
球福岡ソフトバンクホークスのファー
ム球場などでも話題を呼んでいます。

石器や縄文式土器が出土されることか
ら、古代より稲作農業が行われていたこ
とがうかがえる八女郡広川町は、いち
ご・ぶどう・なし・桃など、果物の栽培が
盛んです。また電照菊やガーベラをはじ
めとする花卉栽培も盛んな、自然の芳香
ただよう町です。

古くから温
暖な気候と
肥沃な土地、堀
の水に恵まれ、農業
を中心として発展し県内有数の米麦地
帯、国内屈指のい草の産地として知られて
きた大木町。近年では、いちごやグリーン
アスパラガスなどの野菜や、きのこ類の施
設園芸が盛んな町です。

「水の都」「日本のヴェネチア」とも呼ばれるほどに
お堀の川下り/川上りとその風情ある景観で有名な
柳川市は、御花（松濤園）や詩人北原白秋の生家等の
貴重な文化遺産や有明海の幸にも恵まれた、彩り豊
かな観光都市です。

旧八女市地区と立花町、黒木町、上陽町、
星野村、矢部村を擁し、筑後七国で最も
広いエリアの八女市は、茶の名産地とし
て全国的に有名です。また仏壇や提灯を
はじめとする数々の伝統工芸品の一大
産地としても知られています。

日本最古の舞楽・幸若舞の伝統を守り続
けるみやま市は、セロリ・みかん・なすな
ど、多くの農作物の栽培が盛んです。市
内を一望できる女山史跡森林公園や桜・
紅葉が美しい清水山等、必見のスポット
を数多く擁するエリアです。

筑後船小屋駅筑後船小屋駅

〔泉質〕マグネシウム・ナトリウ
ム炭酸水素塩泉
〔料金〕13歳以上（中学生以上）：
500円、70歳以上の方または障が
い者の方：350円、4～12歳（小学
生まで）：250円、3歳以下：無料
〔営業時間〕10：00～21：00（受
付20：30まで）土曜日のみ～
22：30（受付22：00まで）
〔定休日〕毎週火曜日（5日，15
日，25日または祝休日が火曜日
の場合は営業）
     福岡県筑後市大字尾島298-2
☎0942-52-8866
FAX.0942-52-8869
      http://koibotaru.com/
      JR鹿児島本線　筑後船小屋駅
下車　徒歩15分

〔泉質〕ナトリウム・炭酸水素
塩・塩化物泉
〔料金〕昼の部600円、夜の部
500円
〔営業時間〕昼の部10：30～
16:00（受付15:00まで）
夜の部18：00～21:00（受付
20:00まで）
〔定休日〕不定休※要問合せ
     福岡県柳川市弥四郎町10-1
☎0944-72-6295
FAX.0944-72-6296
　  
http://www.kanponoyado.jap
anpost.jp/
      西鉄柳川駅下車、堀川バスに
て約15分、かんぽの宿柳川下車
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大川市の観光スポットや、インテリア情報
を集約した「大川ＴＥＲＲＡＺＺＡ」が昇開
橋のたもとに誕生します。市内で開催中の
イベントや、あなたに最適な家具の情報か
ら大川を楽しむ情報などをご案内いたしま
す。ぜひお気軽にお立ち寄りください。

みやま市から島原半島まで見渡せる女山(ぞや
ま)史跡森林公園で耶馬台国にまつわる史
跡をめぐる旅。まずは、女山の山懐で卑弥
呼の霊を祀る八楽会奥之院の本堂で坐
禅体験。心が清らかになったところで古
代城郭の遺構とされる列石「神籠石」
など、この地を舞台とした古代ロマンに
思いをはせます。

＊エリンギ 100円
＊しめじ 120円
＊ヌメリスギタケ 130円
＊エノキ 150円

住

茶の文化館

     福岡県八女市星野村10816-5
☎0943-52-3003／FAX0943-52-3002

水車そば　さかせ
☎0943-32-6525

広川町観光協会
☎0943-32-5555

体験可能時期：通年 9時～17時（休館日を除く）
※ご希望の時間帯を事前にお知らせください。
※九州芸文館の休館日：月曜日（月曜日が祝日の場合はその翌
日が休館・年末年始（12月29日～1月3日まで））
予約先：九州芸文館☎0942-52-6435※予め、事前にご予約下さい。
集合場所：九州芸文館　本館受付（住所：筑後市大字津島1131）
料金：無料※ご希望の日程や、期間によっては（夏休みや冬休み等）
子供向けの体験アカデミーや有料の展覧会も開催しております。
定員：お電話でご確認ください。
駐車場：有り※2時間無料（以降1時間毎に100円）
大型バス：乗降のみ可能

住

八楽会教団

　みやま市瀬高町大草1086
☎0944(62)2979

『闘茶会』
5種類のお茶を飲み当てられますか？

闘茶会は、日本では古く鎌倉時代頃から行
われてきたお茶の飲み当て競技です。
通常はお茶の産地を飲み当てるものです
が、茶の文化館では星野産の「玉露」「煎茶」
「番茶」「白折」「焙じ茶」の5種類を飲み当て
るローカルルールで行います。５種類のお茶
が順不同で出てきますので、色・香り・味か
ら判断して飲み当てて頂く聞き茶の体験で
す。それぞれのお茶を味わいながら、自然と
お茶の特徴を学ぶことができます。
満点者にはちょっとした賞品もあり、グルー
プ・友人同士でされると盛り上がりますよ！

子どもから大人まで楽しめる「ムツかけ」と「くもで
網」。インストラクターが指導してくれるので、初めての
方でも大丈夫ですよ。ムツかけは見えているむつごろ
うを針でひっかけるだけ。くもで網は、櫓の上でつなを
引くだけで魚やえびが獲れる楽しい体験です。

体験人数：５名様以上
体験料：800円（1人当り）

「デリ＆ビュッフェくるるん」と
「きのこ」もぎとりギャラリー

ムツかけ、くもで網体験

ココに来れば大川家具のすべてがわかる！

大川市観光・インテリア情報ステーション

「大川TERRAZZA」
オープン

テ ラ ッ ツ ァ

お好きな
きのこを選んで、
もぎ採りが
できますよ

     福岡県三潴郡大木町大字横溝1331-1
☎0944-75-2150
住

道の駅 おおき

大人から子どもまで
おいしい和菓子をつくりましょう！

日本一の干満の差を感じられる
宝の海有明海をあそびつくせ！

茶の文化館専属の和菓子づくりグ
ループ「四季の会」の指導の下、四季
折々の素材をモチーフにした和菓子
づくりを体験頂けます。
そのレパートリーは100種類以上！！
季節のお花などを中心に様々な和菓子
を手作りします。
プロの技を間近に見ながら少しずつ形に
なっていく様は、ちょっとした感動です。
この体験メニューは大人の方でもお子様で
もワイワイ気軽に楽しめます。
作りたての和菓子はその場で抹茶と一緒に
召し上がっていただけます。
自分で作った和菓子はおいしさも格別で
す！

『和菓子作り』

体験人数：５名様以上
体験料：1,500円（抹茶付き）
※和菓子を２個作ります

5名様以上
【要予約】
５日前まで

5名様以上
【要予約】
５日前まで

し………ん

つの
を五感で

楽しもう
!

‥‥‥‥1,450円
‥‥‥‥‥‥‥1,100円

‥‥‥‥‥‥‥‥‥900円
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥500円
‥‥‥‥‥‥‥‥‥無料

大人（中学生以上）
70歳以上
小学生
幼児
3歳未満
☎0944-75-2151

■お一人様利用料金

ランチタイム(ビュッフェ形式) 11:00～ 14:00（OS）
「デリ＆ビュッフェくるるん」

くるるん夢市場
■営業時間
9:30～18:00(10月～3月)
9:30～18:30(4月～9月)
■定休日
偶数月の第1水曜日
（祝日の場合は翌日）
☎0944-75-2153

期間：4月～10月
受付（対象年齢）：小学4年生以上

うきう
き

わくわく

もぐもぐ

はんなり

るんるん

1株のお値段 場所：八楽会奥之院(みやま市瀬高町女山)
定員：2名～15名
駐車場：あり
料金：1,500円(抹茶とお菓子付き)
体験可能時期：通年①10：00～②13：00～
(教団行事がある場合は対応出来ません)  要相談
所要時間：75分

住

筑後広域公園芸術文化交流施設

九州芸文館

     福岡県筑後市 津島1131
☎0942-52-6435

【要予約】所要時間：30分程度

わぁ〜

もくもく

ほぉ…

1名（釣り竿1セット）
釣針（追加）
延長
※インストラクター1人

500円
100円
500円
1,000円

30分
1個
30分
30分

期間：4月～10月
受付（対象年齢）：成人20歳以上1名同伴

1櫓 3,000円 60分

ぎょぎょっ

新発見！

再発見！

35倍
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｢笑い
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の体験
特集。

お気に入り
の『国』を見

つけてみま
せんか！
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顔だぁ

ちょきち
ょき

水車見学とそば打ち体験
福岡県内最大の水車が稼働する逆瀬ゴットン館。その
水車の力で挽いたそば粉を使用し、本格的なそば打ち
体験を行うことができます。一人で黙々と打つのもよ
し、みんなでワイワイ協力して楽しむのもよし。共同作
業で行うと二人の距離が縮まること間違いなし。店のご
夫婦が丁寧に教えてくれるので初めてでも安心です。自
然豊かな広川の田舎で、自分だけの本格そばを打って
食べてみませんか？

なるほど

時　間：平日
　　　  (月、水、木、金)の13:00～16:00
定休日：火曜日、お盆、正月
料金：2,500円／鉢
　　 　 (一人追加ごと500円加算)
人数：最大20名

【要予約】

あの建物ってなぁに！？

九州芸文館うら！おもて！
探検ツアー！

「九州芸文館」ってなぁに？2020年開催される東京
オリンピック会場のメイン・スタジアムを設計し
た、かの有名な建築家の隈研吾氏が設計協力し
た建物です。「公園の中の駅」である九州新幹
線筑後船小屋駅前にあり、これ程インパクト
ある建物はないでしょう！また敷地内には、
是非発見して欲しい隠れハートもあるんで
す。そんな九州芸文館を館長が特別にご
案内します。普段入れない裏側まで
こっそり探検できるツアーに参加して
みませんか？へぇ‥

‥

ジャーン

うぅ
……

座禅体験

体験は、希望日の
7日前までに要予約

場所：八楽会奥之院(みやま市瀬高町女山)
　　  女山史跡森林公園(奥之院から500m)
定員：5名～15名
駐車場：あり
料金：2,000円(抹茶とお菓子付き)
体験可能時期：通年①10：00～②14：00～
(教団行事がある場合は対応出来ません)  要相談
所要時間：150分

古代ロマンと癒しを

ひととき座って観ませんか。
～非日常の空間で自分を見つめ直す～

耶馬台国史跡めぐりと
坐禅体験
耶馬台国史跡めぐりと
坐禅体験

座
禅
体
験
と

　邪
馬
台
国
史
跡
め
ぐ
り

（定休日：月曜日、月曜日が祝日の場合は火曜日）

柳川市むつごろうランド

☎0944-72-0819

土日祝日を除く3日前までに要予約

時間：日ごとに潮位が異なるため、柳
川むつごろう会HPで実施できる日
時をご確認ください。

ムツかけ体験

くもで網体験

住

大川市観光・インテリア情報ステーション

大川テラッツァ

　大川市大字向島2525-2（昇開橋たもと）
☎0944-87-0923

体験人数：1名～40名程度
体験料：1,000円～ （1人当り）

ワークショップスペース

大川の特産品や職人が作った木工
製品を多数品揃え。大川らしいお土
産を見つけてください。

お土産コーナー

マルシェやイベント、DIYのワーク
ショップなどを開催予定。子供から
大人までお楽しみいただけます。

広場

飲み物のほか、特産の「あまおう」を
使用したメニューを、ぜひお召しが
りください。

カフェ

ariake-mutsugoro.jp 検 索
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