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おもちゃ花火フェスタ 2012 
日時：平成24年8月25日（土） 

    15時～21時30分 

場所：みやま市役所高田支所 

花火処・みやま、夏の〆はやっぱり花火。 

激 競 瞬 笑 

そ の 他 の イ ベ ン ト カ レ ン ダ ー 

輝 

 みやま市高田町には7件の花火工場が集中し、西日本隋

一の花火産地となっています。その中の一つ、玩具花火を

手掛ける筒井時正花火製造所では、近年たいへん珍しく

なった国産の線香花火を作り続けています。 

 そんなみやま市の夏のおわりを飾るイベントが「おも

ちゃ花火フェスタ」。おととしから始まり、徐々に市民の 

間にも定着し始めました。花火の打上げはもちろん、線香

花火の持ち時間競争など、趣向を凝らしたイベントが会場

を沸かせます。また、体験コーナーでは、線香花火手作り

教室のほか、昨年人気だった竹細工教室や誠修高校による

ハンドエステなども行われる予定です。 

 夏休み最後の思い出づくりに会場へぜひお越し下さい。 

 

8/8(水) 第36回みやま納涼花火大会 瀬高町：矢部川瀬高橋付近
総数8000発。※例年７/20に開催していますが、九州北部豪

雨被害により8/8に延期となりました。雨天時は8/10です。

8/8（水） 第2回夏夏Enjoyなつやすみ 瀬高町：下庄小学校
花火会場間近のグランドで開催されるステージイベント。子供

向けアトラクションも。上空には花火。雨天時は8/10です。

8/18(土),19（日） 夏ビール祭り 瀬高町：JR瀬高駅前広場
駅前広場がビアガーデンに早変わり。今回は新鮮ぶどうの販

売も行う。午後6時から。

8/下旬（未定） 民話の里まつり 山川町：大谷地区
山川町に残る民話「はなたれ小僧様」の石像が作られたのを

契機に始まったイベント。

8/31（金）～9/2（日） 八朔祭 瀬高町：下庄八幡神社
家内安全・五穀豊穣を祈って毎年開催される。浦安の舞の奉

納や少年剣道大会など。

10/7（日） 竹飯稚児風流・奉納花火 高田町：竹飯八幡宮
市指定無形民俗文化財。江戸時代から続く行事。花火は

1000発程度だが、希少な仕掛花火「稲摺」も見れる。

10/14（日） 真弓風流 山川町：真弓天満宮
五穀豊穣を願って子供たちが太鼓や鐘を鳴らして地区を練り

歩く。

10/17（水） 新開能（宝満神社奉納能楽） 高田町：宝満神社
県指定無形民俗文化財。1716年、柳川藩の立花鑑仁公の

祈願成就に奉納されたのが始まり。
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瀬高 オ・ドンジェ  瀬高 藤丸酒店  

瀬高 長田鉱泉場ふれあい館 

ゴーヤの粕漬けも間もなく登場 
60年の歴史をもつ奈良

漬が自慢の「藤丸酒店」。

これからの季節はゴーヤ

の粕漬が出番。歯応えと

爽やかな苦みがたまら

ない。道の駅や恋ぼたる

で販売している。 

[所]瀬高町上庄103-1 ☎0944-62-2601 

種類豊富なジェラートを楽しもう！ 

道の駅みやまの中の可愛いパン屋「オ・ドン

ジェ」。パンはもちろん、上質のイタリアンジェ

ラートも自慢。古賀茶業直営店だけに一番人

気は「玉露」。「なつ味すいかのソルベ」「ラム酒

レーズン」など新作も登場しており、パン同様、

新しい味でいつもお客様を飽きさせない。この

ジェラートをパンで挟む「ジェラートパン」も楽し

める。飲み物では新商品「長田鉱泉入り抹茶

ソーダ」が注目だ。 

[所]瀬高町大江2328 ☎0944-67-6477 

コガコーラなど郷土の名物が多数 
この春にリニューアルし

た ふれあい館。コガ

コーラを筆頭に、セロリ

飴・セロリ羊羹など、少し

変わった郷土の味が見

つかる。ファッション雑貨

も要チェック。 

[所]瀬高町長田2662 ☎0942-52-3224 

気 に な る お 店 、 が ん ば る お 店 

夏の長田を訪ねる 
みやま市瀬高町長田は、筑後市との境をなす市内北端の地域です。車

でお越しの場合、国道209号線をご利用ください。長田鉱泉場、内野樟脳

へは、国道209号線「新船小屋」信号から東へ進み、突き当りにある看板

に従ってお進みください。公共交通機関でお越しの場合、西鉄バス「船小

屋」バス停から徒歩5分ほどです。筑後市側には、船小屋温泉郷がありま

す。 

瀬高 瀬高ドットコム  

みやま柳川の土産や情報が手に入る 

みやま市の産品はもちろ

ん、柳川市や筑後地域

のお土産を取り扱ってい

る。また、道案内や近隣

地域の情報、バス等の

時間、柳川川下りの案内

も行っている。JR瀬高駅

で降り立ったら、まずお

立ち寄りいただきたい。 

209 

443 

瀬
高
駅
 

【中ノ島公園クスノキ林】 

【ガタガタ橋】 

【矢部川放水路】 

【長田鉱泉場】 

【長田鉱泉場ふれあい館】 

【内野樟脳】 

樹齢300年以上のクス

ノキ（国指定天然記念

物）が繁茂する緑豊か

な公園です。 

 

夏は川遊びの家族連

れで賑わいます。ガタ

ガタ橋を歩くと気分爽

快です。 

増水した時の放水路。

普段はビオトープ水路

に沿って散策できるよ

う歩道が整備されて

ます。 

濃度の高い炭酸泉が

楽しめます。クセが少

ない天然のサイダー

を求めて多くの方が訪

れます。 

長田鉱泉場のすぐ近く。

長田鉱泉水を使用し

たご当地ジュース「コ

ガコーラ」がずらり。な

んとカキ氷100円。 

150年続く昔ながらの

製法により、クスノキか

ら天然の防虫剤を作

る国内唯一の工場。

樟脳の爽やかな香り

が立ち込めています。 

初瀬町 

緑町 

大竹 

[所]瀬高町下庄2319-7 ☎0944-63-5588 
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こんにちは。協会職員の髙木です。 

 今号で特集を組んだ長田地区。その穏やかな風景は7月中旬の九州北部豪雨に

より一変しました。中ノ島公園のクスノキは何本も倒れ、ガタガタ橋は橋脚ごと流され

渡れなくなりました。豪雨の被害を受けられた方々にお見舞い申し上げますと共に、

あの穏やかな景色が一日も早く戻るように、市民の皆様と力を合わせていきたいと

思っています。 

観光協会からのお知らせ 

第2回みやま市フォトコンテスト開催！ 
 みやま市の四季折々の風景や催事を写真におさめ、 

ふるってご応募ください入賞者発表は平成25年11月です。 

[撮影期間]平成24年9月1日～平成25年8月31日 

[応募期間]平成25年9月1日～平成25年9月21日 

[ 規 格 ]デジタル画像データ（JPEG）に限ります。 

      ファイルサイズは640×480ピクセル以上、 

      3MB以内とします。 

[ 表 彰 ]金賞¥30,000（1点） 銀賞¥20,000（2点） 

      銅賞¥10,000（3点） 佳作¥3,000+副賞（10点） 

[ 応 募 先]①氏名、②性別、③年齢、④郵便番号・ご住所、 

     ⑤電話番号、⑥題名、⑦撮影場所、⑧撮影日、 

     ⑨コメント（100字以内） を記載の上、メールで 

     info@miyama-kk.comへお送りください。         第1回みやま市フォトコンテスト金賞作「子供の日」 

都市圏でみやま市の観光PRを行います！ 

 福岡県粕屋郡久山町のトリアス久山で開催され 

る第2回トリアスwalkerフェスティバル（8/17～19）に 

みやま市のマスコット・くすっぴーが出場し、観光PR 

を行う予定です。（くすっぴーによるPRは8/18のみ 

です）。 また、11/10～11に福岡市で開催の「筑後 

川のめぐみ交流物産展」に参加して、みやま市の 

観光・物産を宣伝する予定です。お近くの方はぜひ 

お越し下さい。 

※写真は昨年の筑後川のめぐみ交流物産展の様子                 

ボランティアガイド公開講座 

 8月9日（木）14時～15時半、み

やま市瀬高公民館にて、「ボラン

ティアガイドのニーズと求められ

る資質」と題して、公開講座を

行います。講師は福岡県観光ボ

ランティアガイド連絡協議会会

長の脇山静代氏です。観光協

会会員はもちろん、一般で聴講

を希望される方は、下記問い合

わせ先に、8/7までにご連絡くだ

さい。 筑後七国 スタンプラリー＆卑弥呼の火祭り のお知らせ 
 筑後七国（みやま市、筑後市、柳川市、大川市、八女市、広川町、大木町）では、9月15

日から来年1月までスタンプラリーを実施します。7個のスタンプを集めると、総額2万円の

商品が当たるチャンス！  

また、筑後七国で開催する「卑弥呼の火祭り」（日程：10/6～7、場所：筑後市筑後広域公

園）が計画されています。前回大人気だった「まかない飯グランプリ」も検討されています。 

広告を掲載しませんか？ 
 この広報誌は15,000部発行され、市内全戸配

布のほか、近隣市町の観光情報施設に設置さ

れ、多くの方に読まれています。本誌への広告を

募集いたします。観光協会HPのバナー広告も募

集しています。 

✉info@miyama-kk.com  NEW 
公式ＨＰ「ぶらぶらみやま・おんらいん」（http://www.miyama-kk.com/） 
公式ブログ「みやま日和」（http://miyamabiyori.blog.fc2.com/） 

御牧山キャンプ場のご案内 
 標高405mで郡内最高峰のお牧山にあるキャ

ンプ場。山頂からは遠く阿蘇の外輪山や雲仙普

賢岳を望むことができます。 

【施設】炊事場・アスレチック・バンガロー(7人用)2

棟・ログハウス(15人用) 

【料金】バンガロー¥1,050、ログハウス¥3,000 

 

会員募集 

 観光協会は、みやま市の観光情報の発信・観光客の利便性向上など、みやま市への

交流人口を増やす目的で活動しています。当協会では、ご協力ご協賛頂ける会員様を

募集しています。（現在の会員数は市内外含め126名です。） 

年会費/法人15,000円～,事業所10,000～,個人5,000～ 

名刺でみやまをＰＲ！ 
 多くの市民にふる里みやまをPRしても 

らおうと、みやま市商工観光課では観光 

PR名刺（台紙）を作成して無料提供され 

ています。15種類の名刺デザインは、第1 

回フォトコンテスト入賞作品などを使った 

素敵な写真付です。あなたの手でみや 

まの魅力を発信してください。みやま市 

ホームページでもダウンロードできます。 

みやま市観光協会 

〒835-8601みやま市瀬高町小川5（みやま市役所内） 

TEL0944-64-1523  FAX0944-64-1524 

豪雨後の中ノ 

島公園の様子 
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