←↓当日の様子
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6月1日（日）に筒井時正玩具花火製造所の
ショップ＆ギャラリーグランドオープンに伴
うオープニングイベントが開催されました！
今後はギャラリーにて花火の販売をはじめ、
花 火の名産 地・みやまならではのワーク
ショップが開催される予定です！特に8月は
毎週土日に実施されるとのこと。
（13時より
スタート。団体は要予約）詳しくは、ホーム
ページやブログを要チェック！

Bura Bura Miyama
夏休み最後の思い出はみやまで作ろう！

平成
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筒井時正玩具花火製造所

会員情報

♪

みやま市観光協会広報誌

＜筒井時正玩具花火製造所＞
☎0944-67-0764
定休日：毎週水曜 駐車場：有
（約30台）
http://tsutsuitokimasa.jp/

宝満神社奉納能楽（新開能）
【10月17日
（金）】
みやま市高田町北新開（宝満神社境内）

里沙の店
「里沙の店」は、婦人服・小物雑貨・化粧品の販売スペースに
エステルームやカフェを併設した、
アットホームなお店です。
2階ではミニギャラリーやセミナー、
お稽古ごとなど、
様々な
イベントを開催しています。
ホームページやfacebookもチェックしてみてください♪
＜里沙の店＞
みやま市瀬高町本郷1348-4 ☎0944-63-7277
定休日：毎週日曜 駐車場：有り
営業時間：午前１０時〜午後７時
（カフェのラストオーダーは午後５時まで）
http://risanomise.com/

余韻
（よいん） ★ 夏の新メニュー ★

吉井スタジオ

★夏のスタミナ源に「チキンカツ丼定食」が大人気！！
若鶏のもも身を柔らかく調理し、からっと揚がったサクサクの衣に醤油
ベースの甘辛い秘伝のたれが食欲をそそります。

定休日：なし 駐車場：有り
営業時間：午前８時〜午後８時
（平日）
午前９時〜午後６時
（土日祝）

★夏の冷麺メニュー「中華風涼麺（リャンメン）」
食欲のない暑い日は、ごま・生姜・唐辛子と秘伝のつけたれで、さっぱり
したつけ麺タイプの中華風涼麺（リャンメン）はいかがですか？のどごし
の良さがくせになるおすすめメニューです。他にもいろいろメニューは取
りそろえております。
＜お食事処 余韻（よいん）＞みやま市山川町尾野1748-4
☎0944-67-1152 定休日：毎週水曜 駐車場：有り（約30台）

チキンカツ丼定食

中華風涼麺（リャンメン）

780円

680円

(小鉢・汁物・香物付き)

(塩おにぎり・小鉢付き)

お食事された方のみ1枚で5名様まで

みやま市を知る観光フリーマガジン

コーヒーサービス券
平成26年9月30日（火）まで有効

みやま市観光協会
〒835-0019 福岡県みやま市瀬高町大江2328
TEL 0944-63-3955 FAX 0944-32-9838
■ e-mail info@miyama-kk.com
■ 公式HP
「ぶらぶらみやま・おんらいん」
http://www.miyama-kk.com
■ facebook
https://www.facebook.com/miyamakk

保存版

平成26年度みやま市観光協会会員一覧
みやま市の活性化を支えていただいている皆様です。

■ 食品製造販売

■ 神社・寺院

タカ食品工業㈱

みやま市瀬高町小川1189-1

0944-62-2161

清水寺

みやま市瀬高町本吉1117−4

0944-62-2001

㈱オニマル

みやま市瀬高町文広1613-1

0944-63-5353

中山身語正宗東照寺

みやま市瀬高町大廣園260

0944-63-4540

八女茶業本舗㈱

みやま市瀬高町小川1665-4

古賀茶業㈱

㈱吉開のかまぼこ
高巣食品

かめや菓子舗

みやま市瀬高町下庄493-1

みやま市瀬高町下庄1857-2
みやま市瀬高町下庄1713

みやま市瀬高町下庄2061

0944-63-6711

0944-63-2333
0944-63-8111

0944-62-2019

0944-62-2133

八楽会教団

下庄八幡神社

宗教法人上庄八坂神社
竹飯八幡神社

みやま市瀬高町大草1086
みやま市瀬高町下庄1397
みやま市瀬高町上庄631

0944-62-2979

0944-62-3562

みやま市高田町竹飯1476

■ その他サービス

グルメプラザイワナガ

みやま市瀬高町下庄2474

0944-62-2086

㈱マツイシ

みやま市瀬高町上庄741-1

0944-63-7211

瀬高交通自動車㈲

みやま市瀬高町下庄2313−18

0944-63-5153

野田酒造㈱

みやま市瀬高町大江900

0944-62-5101

㈲庄村自動車

みやま市瀬高町下庄1531

0944-63-2355

菊美人酒造㈱

みやま市瀬高町上庄183

堀永殖産㈱

チョコレートハウスCocoro
田中羊羹本舗
㈱八ちゃん堂

みやま市瀬高町大江1818

みやま市瀬高町長田755-1

みやま市瀬高町長田2624-2
みやま市山川町尾野736

天狗堂

玉水酒造合資会社
マルエ醤油㈱
㈲江口蒲鉾

みやま市山川町尾野1790

みやま市高田町舞鶴214-1

みやま市高田町江浦町189

みやま市高田町徳島253-2

0944-62-3001
0944-63-2350

0944-63-3006
0942-52-3224
0944-67-3123

0944-67-0447
0944-67-2001

0944-22-5821
0944-22-5021

■ 飲食・レストラン

㈱江上組

瀬高郵便局（日本郵便）
身障児親の会

清水作業所

㈲ケイワイポニー
県南交通バス
㈱笑和

㈱森田電工

みやま総合印刷株式会社
㈱国際観光社
㈱中原電工

みやま市瀬高町下庄2460-1

みやま市瀬高町下庄1628−4
みやま市瀬高町下庄801−1
みやま市瀬高町大江1694

みやま市瀬高町小川1138-2
みやま市瀬高町小川24-2
みやま市瀬高町小川207

みやま市瀬高町小川218-1

みやま市瀬高町長田2648−4
みやま市瀬高町本郷56−1

0944-63-7557

0944-63-2042
0944-62-3256

0944-62-2484

0944-63-4684
0944-62-3868

0944-63-2264
0944-64-7017

0944-63-3875
0944-63-2750

美容室キャッツ・アイ

みやま市瀬高町松田100-4

0944-63-5529

㈲大力うどん

みやま市瀬高町坂田873-1

0944-63-5158

(有)黒木商会

みやま市瀬高町高柳223-1

0944-63-5867

比絵呂

みやま市瀬高町長田2669

0942-53-2118

白屋クリーニング

みやま市瀬高町文広1642−4

0944-63-4646

自然食ダイニングTAkeyA
正龍館

みやま市瀬高町大草1686

みやま市瀬高町下庄2312-2

柳寿司

みやま市瀬高町下庄2146-2

和蘭豆

みやま市瀬高町下庄2360

京

みやま市瀬高町下庄1616-8

レストラン橋

みやま市瀬高町下庄2192

さつまラーメン

みやま市瀬高町下庄2034-1

里沙の店

みやま市瀬高町本郷1348-4

ふじ乃や季心堂
くいしん坊

ギャラリー喫茶

みやま市山川町立山1303-8
耶馬の彩館

みやま市山川町尾野1784
みやま市山川町河原内57

0944-62-5028
0944-62-2070

0944-62-2066
0944-62-4276
0944-63-2184

0944-62-2827
0944-63-5510

0944-63-7277
0944-67-3190

0944-67-2093

サイトウフルーツ

みやま市瀬高町大江2328

0944-67-6477

セブンイレブン瀬高中央店

みやま市瀬高町下庄1533-3
0944-63-2219
みやま市瀬高町小川字西金栗59-2 0944-63-4188

徳永乾物

みやま市瀬高町上庄159

清水特産品販売所
ペンギン夢楽
中尾かすり店

みやま市瀬高町本吉425

0944-62-5195

みやま市山川町尾野1748-4

0944-67-0442

みやま市山川町尾野1289-3

松尾米穀店

みやま市山川町原町408

龍商店

みやま市高田町南新開909

エビス屋

みやま市高田町岩津322-55

みやま園

久留米市本山2-11-5

山屋食品

久留米市東合川町359-2

市丸

久留米市上津町2059-5

甘栗工房

粕屋郡志免町別府2-17-1

梅野家歴史資料館

服部自動車板金塗装
若松屋木工所

㈲ミモレダイコク
椛島印刷

ビデオトゥ・ワン

㈱福岡サンレイクゴルフ倶楽部
坂口電設

ＪＲ新大牟田駅

みやま市瀬高町文広1943−1
みやま市瀬高町大草932

みやま市山川町立山41-1

みやま市山川町甲田756-2
みやま市山川町尾野1553

みやま市高田町濃施342-1
みやま市高田町舞鶴974

みやま市高田町上楠田1519-2
みやま市高田町上楠田2926
大牟田市大字岩本2509-3

0944-62-2200
0944-62-4198

0944-67-2939

0944-67-2063
0944-22-2489
0944-22-5117

0944-67-2009

0944-22-5942

0944-58-7780

0944-62-2534

0944-67-0530

0944-67-0467
0944-22-5227
0944-22-5202
0942-22-4413

0942-43-9500

0942-48-0438
092-611-2232

みやま市商工会

みやま市瀬高町下庄2208-1

0944-63-8000

みやま市商工会青年部

みやま市瀬高町下庄2208-1

0944-63-8000

みやま市商工会女性部
瀬高高菜漬組合
瀬高金融協会

南筑後農業協同組合
みやま建設業組合

みやま市小売酒販組合
みやま市造園組合
みやま市議会

みやま市ガス事業協同組合
高田漁業協同組合

みやま市瀬高町下庄2208-1
みやま市瀬高町下庄2208-1

みやま市瀬高町下庄1857-71
みやま市瀬高町太神1325−7
みやま市瀬高町大江735-1
みやま市瀬高町上庄176-2

みやま市瀬高町河内803-1
みやま市瀬高町小川5

みやま市瀬高町山門1861

みやま市高田町江浦1340

みやま市瀬高町大草968

0944-63-6655

田中農産

みやま市山川町尾野1486-6

0944-67-0817

黒田造園

御座敷梅林
梅花園

みやま市瀬高町浜田326-1
青輝園

梶山農園

上田植物園

みやま市山川町尾野1403-2
みやま市山川町尾野1413-2
みやま市山川町尾野1439
みやま市山川町尾野1528

0944-63-2412

0944-67-0525

0944-67-0605
0944-67-0692
0944-67-1717

■ 工芸・地場産
蒲池焼

みやま市瀬高町大草916-9

0944-63-7553

工房楡の木

みやま市瀬高町坂田1166

0944-63-2610

きじ車宮本
内野樟脳

工房我楽堂㈲

荒木製蝋合資会社
塚本花火工業

筒井時正玩具花火製造所

みやま市瀬高町下庄2189

みやま市瀬高町長田1863-1
みやま市山川町清水1305

みやま市高田町江浦町386
みやま市高田町竹飯1941
みやま市高田町竹飯1917

0944-62-6002
0944-22-5313

0944-67-2967

0944-67-2335

8月23日(土）予備日…8月24日（日）
15:00〜21:30
無料
まいピア高田（みやま市高田町濃施14）
JR「渡瀬駅」から徒歩約6分、西鉄「開駅」徒歩約4分
九州自動車道「みやま柳川 IC」から車で約18分
◎駐車場
有り
◎お問合せ ☎0944-64-1523（みやま市商工観光課）

駅前いきいきビール祭り

23

8/

（土）

きじ車絵付け・和ろうそく作り体験
多くの人にみやまの良さを知ってもらう為、毎年夏休みのシーズンに
開催される「きじ車絵付け体験」と「和ろうそくづくり体験」。きじ車
も和ろうそくもみやまを代表する名産品です。
開催場所は道の駅みやま（情報発信施設内）
。道の駅みやまで
お買物した後は、ぜひ情報発信施設にお立ち寄りください♪

0944-63-8000
0944-62-4151

0944-63-2241
0944-62-3101

0944-62-2167
0944-63-6111

0944-62-6038
0944-22-5346

※個人会員は26名です。
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。
道の駅みやまでの観光案内、
みやま市で行われる各イベ
ントの共催、
ホームページや facebook を通しての情報
発信、物産展の開催など観光協会の活動は様々です。
当協会では、
ご協力ご協賛頂ける会員様を随時募集して
います。私たちと一緒にみやま市を盛り上げていきましょう。
詳しくは、事務局までお問い合わせ下さい。
（裏面参照）

2 きじ車絵付け体験

8/

0944-63-7037

0944-62-2555

0944-62-2985

◎日時
◎開催時間
◎入場料
◎会場
◎交通

0944-63-8000

■ 園芸・農産
杉本神籠園

みやま市高田町は全国有数の花火生産地であり、昔ながらの手づくり
花火製造者が集まる土地です。そんな高田町で、毎年夏に開催される
イベントが『みやまおもちゃ花火フェスタ』。みやまならではの体験教室
「線香花火作り体験」など、親子で楽しめるイベントが盛りだくさん！

0944-22-3309

■ 各種団体

■ 小売
道の駅みやま

富重材木店

みやまおもちゃ花火フェスタ

8/

8/

2-3
30-31
（日）
（日）

（土）

（土）

↑
イベント会場の様子。
駅前がビアガーデンに！

夏恒例、JR瀬高駅前で
のビールまつり。主催は、
地元の有志で結成した
「駅前いきいき21」。
ステージイベント
（キッズダ
ンスやフラダンス等）
を楽
しみながらビールを飲める
楽しいイベントです。
地元のお酒や出店もあり
ます、
お楽しみに！
◎日時
8月2日（土）
・3日（日）、
30日（土）
・31日（日）、
全て、18:00より開催！

（土）

◎開催時間 10:00〜15:00（随時受付）
◎参加料 500円
◎定員
20名（先着順）
◎主催
きじ車保存会
◎お問合せ ☎0944-64-1523
（みやま市商工観光課）
絵付けしたきじ車はお持ち帰り頂けます。
汚れても良い服装でご参加ください。

8/

和ろうそく

9-10
（日） 作り体験

（土）

◎開催時間 10:00〜16:00（随時受付）
・プラスチック容器25g：1個200円
・棒和ろうそく45g：１本300円
※家にある容器をお持ちいただいてもＯＫ！

◎主催 みやまいいまち会
☎0944-63-5821（代表 田中敬一郎）
今年で3回目になる和ろうそく作り体験。
是非お越しください。

