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■まるごとみやま秋穫祭

[日時]
[場所]

11/17(土),18(日)
保健医療経営大学
（瀬高町高柳960-4）
みやま市最大のイベント。みやま
の美味しいものを集めたテント村
が出現し、楽しいステージショー
が魅了します。今年のメインイベ
ントはキッズダンスコンテスト。審
査員としてメディアでも大活躍の
ヒップホップダンサーISOPPファミ
リーが来場します。

秋

■長田大銀杏まつり

■清水山の紅葉

[日時] 11/25(日)予定
[場所] 老松神社
（瀬高町長田）
境内のイチョウは、樹齢
400 年 ・ 高 さ 27m ・ 幹 回 り
11mと県内最大級であり、
県指定天然記念物です。こ
の日は、地元の方が着物姿
でお茶をふるまいます。ま
た近くの公民館では地元の
方が持ち寄った漬物の食べ
比べが行われます。

[日時] 11/下旬～12/上旬
[場所] 清水山一帯
（瀬高町本吉周辺）
福岡県有数の紅葉の名所。
本坊庭園は室町時代に雪舟
が庭築したと伝えれていま
す。清水寺三重塔や楼門な
ど江戸時代の立花藩が築い
た史跡が多く残っており、
ハイキングに最適です。
⇒3ページ目に関連イベント
を記載しています。

「みやま市フォトコンテスト」ヲ攻略セヨ
■幸若舞

[日時]
[場所]

1/20(日)
大江天満神社
(瀬高町大江1492)
国指定重要無形民俗文化財。
五穀豊穣を願い奉納される日
本最古の舞楽。日本芸能の原
点といわれる幸若舞を見られる
のは全国でもここだけです。700
年の伝統を持つといわれ、織田
信長も愛したと言われています。

■臼かぶり

[日時] 1/中旬（未定）
[場所] 淀姫神社周辺
(高田町江浦町地区)
江浦町の二の丸･吉原地区
で行われる災害除けと豊作
を祈願する伝統行事。1月
の寒空の下、木臼を豪快に
投げ飛ばします。沿道の地
元の皆さんが熱い声援と冷
たい力水で激を飛ばします。

■大注連縄送り

[日時] 12/25(火)
[場所] 上楠田天満宮周辺
(高田町上楠田1267)
上楠田天満宮に約400年前か
ら奉納されている伝統行事。
祭典当日は、早朝から身を
清めた法被姿の氏子たちが、
長さ6m・重さ400kgほどの巨
大な注連縄をかつぎ、地区
内を練り歩きます。

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。表彰者発表は平成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。
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秋の清水山を楽しもう

秋の清水山を楽しもう
（期日）11/23祝
（集合）みやま市立清水小学校
9:00受付、9:20開会、10:10スタート
（コース）5kmと10km
（参加料）大人300円、小学生以下200円
※午後2:30までに必ずゴールして下さい。
（問合せ）みやま市体育協会
☎0944-64-2165

（期間）11/15木～12/2日
（場所）本坊庭園前駐車場
（出展者・出品物）
・吉開の蒲鉾（かまぼこ、ちくわ）

・工房楡の木（木工芸品）
・藤丸酒店（漬物、粕漬け）
・みやま園（お茶）
・山屋食品（乾物、干物）
・御座敷梅林青輝園（球根）
・TAkeyA（御菓子、きじ車）
・市丸（ドライフルーツ）
・きよみず作業所（うどん）
・黒田造園（花）
※11/18日、11/23祝、11/24土、11/25日
12/1土、12/2日はJR瀬高駅と清水山
本坊庭園をむすぶ無料シャトルバス
が運行します。途中、道の駅みやま
を経由してお買い物も楽しめます。
（問合せ）みやま市観光協会
☎0944-63-3955
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新作パン・新作ジェラート続々登場！
道の駅みやまの中の可愛いパン屋「オ・ドン
ジェ」。お客様を飽きさせない新作を次々と送
り出しています。お薦めはメープルパン。中か
らたっぷりのメープルシロップが溢れ出ます。
メープルパン¥105、メープルロール¥158
ブルーベリーメロンパン¥158
ミックスベリーデニッシュ¥168
玄米食パン¥300、ごま食パン¥315
ぶどうのソルベ¥260、いちじくのソルベ¥260
パンプキンジェラート¥260 etc

[所]瀬高町2328
（道の駅みやま内）
☎080-2747-5484

（期日）11/24土
（集合）ＪＲ瀬高駅 随時受付、出発
（コース）9.5km
（参加料）無料
※受付先着500名様にみかんをプレゼント。
（問合せ）ＪＲ大牟田駅
☎0944-52-0052
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堀永殖産株式会社

瀬高

正龍館

今注目の「塩麹」。「醤油麹」「甘麹」も。 祝事、仏事大小宴会にご利用ください。
お客様の催事に合わせ、
旬の素材を使用し、味
の演出をこころみてお
ります。
ご宿泊も賜っております。

「栗の渋皮煮」が有名な
堀永殖産。健康食品とし
て注目される塩麹も販
売しています。変わり種
の「甘麹」はハチミツ入り
の柚子味。リピート購入
者が増加中。各¥300。

[所]瀬高町下庄2312－2
（JR瀬高駅前）
☎0944-62-2070

[所]瀬高町大江1818 ☎0944-63-2350

瀬高

美容室キャッツアイ

瀬高

みやま風土舎

プラチナム・カラートリートメント

長田鉱泉水で仕込んだ塩麹ドレッシング

● 頭皮・頭髪を傷めない

コレステロール0のかる～
いベジフルーツ油配合 。
砂糖を使わず、パパイア、
マンゴー等のトロピカルフ
ルーツを煮詰めたチャツ
ネを使用。道の駅みやま・
恋ぼたるで販売中。

為に、パッチテスト・頭皮の
保護を全ての方に施術し
ています。
● アロマの香りと髪の状態
で選べるシャンプー。
● 今月は、頭皮のクレンジ
[所]瀬高町松田100-4
ング（¥525）実施中です。 ☎0944-63-5529

七五三

吉井スタジオ

通常¥10,500

お 宮 詣り と写 真撮 影 を
一日にまとめるとお子様
はグッタリ。お子様だけの
写真 を別 の日に 、家族
写真はお参り当日に、だ
けど撮影料は一回分！
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（期間）12/1土～12/9日 10:00～
（場所）自然食ダイニングTAkeyA
柳川藩主に愛され続けたものの、時
代とともに衰退し一度は技術が途絶
えてしまいました。しかし現在、田嶋氏
が蒲池焼を引き継ぎ国際的にも高い
評価を得ています。
（問合せ）蒲池焼
☎0944-63-7553

ボランティアガイドが清水山を案内します。
※ガイド料は無料です。ただし昼食の時間
をまたぐ場合は、ガイドの昼食代を頂戴しま
す。またガイドの都合により、調整がつかな
い場合もあります。ご了承ください。
（問合せ）みやま市観光協会
☎0944-63-3955

店 、

オ・ドンジェ

（期間）１１/23祝～11/28水 10:00～
（場所）自然食ダイニングTAkeyA
（出展者）・定窯
・御前窯
・やす波窯
・チャカブ木
・工房至楽
（問合せ）大橋
☎090-6771-6232

[所]瀬高町堀池園1235-4 ☎090-8222-4638(龍）

瀬高町長小川884-1

☎0944-62-3419

成人式

20thAnniversary
写真/貸衣装
●成人式おでかけセット
衣装小物/ﾍｱｾｯﾄ着付/写
真1枚/外出 ¥69,800～
●男性用羽織袴セット
衣装/着付/写真
¥39,800～
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みやま市は全国３位の生産地です。
セロリを使ったドレッシングに
ディップ、なんだかおしゃれ。

温かいスープでも
作ろうかな。

セロリ茶とか
セロリパンも
あるんだね。

大きくて安いね。
冬場が旬なんだ。。

道の駅みやまで扱われています。

セロリ飴？
セロリ羊羹？
セロリジャム？
気になる。。

フ
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観光協会からのおしらせ
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■筑後七国スタンプラリーのお知らせ
筑後七国（みやま市、柳川市、大川市、筑後市、八女市、大木町、広川町）
では、9月15日から来年1月14日までスタンプラリーを実施しています。7個の
スタンプを集めると、総額2万円相当の商品が当たるチャンスです。
■観光協会会員募集
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
ご協賛いただ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
て126名です。）
年会費/法人15,000円～、事業所10,000円～、個人5,000円～

みやま市観光協会のFacebookをご存知ですか？最新の
みやま市の観光情報や、「〇月〇日にみやま市の△△会社
がテレビに出ますよ」などなど、気になるインフォメーションが
満載です。みなさんの「いいね！」をおまちしています。

こんにちは。協会職員の髙木です。9月23日にみやま市を
巡るバスツアーを開催し、福岡都市圏の方を中心に20名ほ
どがお越しいただきました。①荒木製蝋合資会社でハゼの
実由来の天然和ろうそく作り体験、②ナス農家のビニルハウ
スに入ってナスの収穫体験、③そのナスと長田鉱泉水を
使った薬膳カレークッキング、④内野樟脳でクスノキのアロマ
モニュメント作り体験。天然の産物にこだわった「みやまナ
チュラルプロダクツツアー」は好評でした。特に若い女性の参
加が多く、自然あふれるみやま市は彼女達には新鮮だったよ
うです。またみやま市にお越し頂けますように。

■広告募集
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
たしております。観光協会HPのバナー広告も募集しています。

みやま市観光協会
〒835-0019みやま市瀬高町大江2328（道の駅みやま内） NEW
TEL0944-63-3955
FAX0944-64-1524
✉info@miyama-kk.com
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/）
ぶらぶらみやま印刷製版；椛島印刷（みやま市高田町）
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