おすすめ観光情報

佐 賀
SAGA

有田町

佐賀県立九州陶磁文化館
九州陶磁文化館 ☎0955-43-3681
蒲原コレクション
（有田町所蔵）

館内には九州陶磁の歴史や各時代の特徴などをわかりやすく展示。常設展では「現代の九州陶芸」
として九州各県を代表する現代の陶芸家の茶陶から前衛的な作品までが一堂に展示されています。
また、肥前古唐津をはじめ初期伊万里や柿右衛門様式、鍋島藩窯の磁器の名品などを常設展示し
ています。ここで見逃せないのが「蒲原コレクション」です。江戸時代、伊万里港から輸出され、欧州
の王侯貴族を魅了した、きらびやかな装飾の古伊万里の大コレクションは圧巻。また、江戸時代の
有田陶磁器約1,000点を一堂に展示する
「柴田夫妻コレクション」
も必見です。
【開館時間】9：00～17：00
（入館は16：30まで）
【休館日】
月曜
（休日の場合は開館）
年末
（12月29日～31日）
【場所】西松浦郡有田町戸杓杓杓杓杓杓杓杓
【料金】無料※特別企画展は有料

【アクセス】
・JR有田駅から徒歩約12分
・波佐見有田ICから車で約10分
【特別企画展】
「熊本のやきもの」
（仮称）10月初旬～12月初旬
（予定）

佐賀市

佐賀バルーンミュージアム
佐賀バルーンミュージアム ☎0952-40-7114
熱気球をテーマにした常設バルーンミュージアムが、
2016年10月、佐賀市中心街にオープンしました。臨場感
あふれるスーパーハイビジョンシアターやバルーンの操
縦を疑似体験できるフライトシミュレーター、歴史や原理
を楽しく学べるクイズラリーなどを通じて、バルーンの魅
力を存分にお楽しみいただけます。
また、佐賀のお土産を
とりあつかうショップやカフェも併設されています。
【開館時間】10：00～17：00（※入館は16：30まで）
【休館日】月曜（月曜が休日の場合はその翌日）
【場所】佐賀市松原二丁目2-27
【料金】
個人：大人500円、
小中高校生200円、
小学生未満無料
団体（20人以上）
：大人350円、小中高校生140円

【アクセス】
・JR佐賀駅から徒歩約15分
・長崎自動車道佐賀大和ICから市街方面へ車で約
20分
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佐賀市

佐賀県庁プロジェクションマッピング
佐賀県 観光課 ☎0952-25-7386
佐 賀 県 庁の展 望ホールでは、夜 景とプロジェクション
マッピングを重ね合わせたコンテンツを上映しています。
広大な夜空と夜景を背景に、展望ホール南側にある長さ
約30メートル、高さ1.7メートルのガラス窓がスクリーン
に早変わり。ガラス窓に映し出された映像が床、壁に反
射してまるで映像の中に入りこんだような幻想的な世界
に包まれます。また、季節ごとに新しいコンテンツに変更
を予定しています。一度ご覧いただいた方も楽しめる内
容に変更を予定していますのでぜひお越しください。
【開館時間】
（４月～９月）20:00～22:00
日曜・祝日は21:00まで
【休館日】なし

【場所】佐賀市城内1丁目1-59
【料金】無料
【アクセス】JR佐賀駅から徒歩約20分

佐賀市

佐賀城本丸歴史館 ☎0952-41-7550

佐賀城本丸歴史館

本丸御殿の復元としては日本初、木造復元物としては日本最大級です。
「幕末・維新期の佐賀」
の歴史をわかりやすく展示しています。
館内は畳式の長い廊下や320畳の大広間が広がり、心地よい和空間を体感できます。
【開館時間】9：30～18：00
【休館日】12月29日～31日（その他、臨時休館につ
いては、ホームページでお知らせします。）

佐賀市

【場所】佐賀市城内2-18-1
【料金】お客様の満足度に応じた募金制
【アクセス】JR佐賀駅からバスで約10分

三重津海軍所跡／佐野常民記念館

佐野常民記念館 ☎0952-34-9455

三重津海軍所跡は、
「明治日本の産業革命遺産」の構成資産として、世界文化遺産に登録されてい
ます。
幕末の佐賀藩海軍の根拠地で、
ここで日本初の実用蒸気船
「凌風丸」
が建造されました。
隣接
する佐野常民記念館は、日本赤十字社の生みの親で、三重津海軍所ともゆかりの深い佐野常民の
業績を紹介する施設。三重津海軍所跡を詳しく解説した、資料や映像も展示しています。当時の海
軍所の様子をイメージしたCG映像を、VR-SCOPE（注1）など最新の機器を使ってリアルに体感する
ことができます。

（注1）
：みどころポイントで、VR-SCOPEをのぞくと、当時の三重津海軍所をイメージしたパノラマ画像をご覧いた
だけます。
【開館時間】
（展示室）9：00～17：00
（VR-SCOPEの貸出最終受付は16：30です）
【休館日】月曜日（休日の場合は翌日）、年末年始、そ
の他臨時休館日
【その 他】V R - SCOPEの貸出には、身分を証明す
るものが必要です。雨天時はVR-SCOPEの貸出を
行っておりません。
【場所】佐賀市川副町大字早津江津446-1

【料金】無料（※但し展示室有料 大人300円、
小・中・高校生100円、20名以上団体割引有）
【アクセス】
・JR佐賀駅から佐賀市営バス早津江線にて約30分、
「佐野常民記念館入口」バス停下車、徒歩5分
・長崎自動車道佐賀大和ＩＣから車で40分
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唐津市

佐賀県立名護屋城博物館

佐賀県立名護屋城博物館 ☎0955-82-4905

豊臣秀吉による
「文禄・慶長の役」の出兵拠点であった名護屋城。その城跡に隣接する博物館では
「日本列島と朝鮮半島との交流史」
をテーマに、原始から現代までの数千年の交流を示す資料を常設
で展示しています。
【開館時間】9：00～17：00
【休館日】月曜（休日の場合は翌日）
12月29日～31日
【場所】唐津市鎮西町名護屋1931-3
【料金】無料（※但し、特別企画展は有料）

唐津市

特別史跡 名護屋城跡と陣跡

【アクセス】
・JR唐津駅から車で約30分
・唐津市大手口バスセンターから、
昭和バス「呼子線」又は「値賀・名護屋線」乗車、
「名護屋城博物館入口」バス停下車、徒歩約５分

名護屋城跡観光案内所 ☎0955-82-5774

名護屋城は豊臣秀吉の朝鮮出兵（文禄・慶長の役）
に際して出兵拠点として築かれた城で、城の面積
は約17ヘクタールにおよび、当時では大坂城に次ぐ規模を誇りました。周囲には徳川家康や伊達政
宗など130以上に上る諸大名の陣屋が構築され、全国から20万人を超える人々が集いました。現在、
名護屋城跡と23箇所の陣跡が特別史跡に指定されています。
【時期・期間】通年
【場所】唐津市鎮西町

鳥栖市

中冨記念くすり博物館

【アクセス】・JR唐津駅から車で約30分
・唐津市大手口バスセンターから、昭和バス名護屋
城博物館方面行き乗車、
「 名護屋城博物館入口」バ
ス停下車、徒歩約５分

中冨記念くすり博物館 ☎0942-84-3334

配置売薬発祥地の一つに数えられる田代の製薬と売薬の歴史資料、約100種の生薬などが展示され
ている、国内でも珍しい「くすり博物館」
です。中でも19世紀末のロンドンにあった
「アルバン・アトキ
ン薬局」は必見です。敷地内の薬木薬草園では約400種の薬用植物を鑑賞しながら、四季折々の景
色も楽しめます。
【開館時間】10：00～17：00（入館は16：30まで）
【休館日】月曜日（休日の場合は翌日）、年末年始
【場所】鳥栖市神辺町288-1
【料金】大人300円、高・大生200円、
小・中生100円、未就学児無料
（※20名以上団体割引あり）

【アクセス】
・JR鳥栖駅から車で約7分
・鳥栖ICから約2分（国道34号線へ出る）
・鳥栖筑紫野道路・柚比ICから約2分
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多久市

多久市観光協会 ☎0952-74-2502

国指定重要文化財
多久聖廟（たくせいびょう）

多久聖廟は儒学の祖で学問の神様ともいえる孔子様を祀る廟（孔子廟）
です。
現存する国内の孔子廟では、栃木県の足利学校、岡山県の閑谷学校についで、歴史ある建物で国の
重要文化財に指定されています。
また、隣接した多久市物産館「朋来庵」
では、孔子様にちなんだお土
産や多久の特産品などをお買い求めいただけます。

※要予約(一週間前）
特典 多久聖廟を無料ボランティアガイドがご案内致します。
【時期・期間】通年

【料金】無料

【営業時間】9：30～17：00
（多久市物産館朋来庵）
【定休日】第３火曜と月末最終日

【アクセス】
・JR多久駅から車で約10分

（多久市物産館朋来庵）

・多久ICから車で約15分

【場所】多久市多久町1837-１
（観光協会・ガイド申込）
多久市多久町1642
（多久聖廟）

・昭和バス
「本多久」
バス停から徒歩約15分

伊万里市

秘窯の里 大川内山 窯元

伊万里鍋島焼会館 ☎0955-23-7293

鍋島藩御用窯として栄えた大川内山は狭い谷間に、30件の窯元が軒を連ね、華麗なやきものを各所
で見ることができます。鍋島藩窯公園にはオブジェや江戸時代の窯跡があり、
やきもの三昧が楽しめ
ます。春と秋には窯元市も開催され、多くの人で賑わいます。
【時期・期間】通年
【営業時間】9：00～17：00
【定休日】年中無休
【場所】伊万里市大川内町大川内山

武雄市

【アクセス】
・JR伊万里駅から車で約12分
・武雄北方ICから車で約30分
・
「伊万里 駅前」バス停から「大川内山」バス停まで
約15分

御船山観光ホテル ☎0954-23-3131

御船山楽園
花まつり／桜、つつじのライトアップ・紅葉まつり／紅葉ライトアップ

第28代武雄領主鍋島茂義が15万坪（東京ドーム10個分）の広大な敷地に作った大庭園。県内唯一
の国登録記念物。御船山楽園には、春は2千本の桜や20万本のつつじ、樹齢170年の大藤、秋は紅・
黄・橙とまさに錦秋。桜とつつじ、紅葉のライトアップも見どころです。
【時期・期間】
（花まつり）
3月中旬～5月上旬
（紅葉まつり）
11月上旬～12月上旬
【定休日】無休
【場所】御船山楽園
（武雄市武雄町大字武雄4100番地）

【料金】
花まつり期間中／大人700円、
小人300円
紅葉まつり期間中／大人600円、
小人300円
※団体割引、
1日
（昼・夜）
共通券あり
【アクセス】
・JR武雄温泉駅から車で約５分
・武雄北方ICから車で約15分
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鹿島市

肥前浜宿

ＮＰＯ肥前浜宿水とまちなみの会 ☎0954-69-8004

国の重要伝統的建造物群保存地区に2地区が選定される肥前浜宿。白壁土蔵が建ち並ぶ「酒蔵通
り」
と茅葺民家が多く残る在郷町と、異なる風情の2種類のまちなみを楽しむことができます。
まちな
みガイドと一緒に散策することもできます。酒蔵通りには見学・試飲出来る酒蔵もあります。(峰松酒
造場)特典あり。
【時期・期間】通年
（年末年始を除く）

【アクセス】

【定休日】火曜
（応相談）
【場所】鹿島市浜町

・JR肥前浜駅から徒歩約5分
（肥前浜 駅へは特急停車 駅「肥前鹿島」駅から1駅

【料金】ガイド料
（4名様以下）

〈約4分〉）

お一人様
（90分）
500円/(120分）
700円
※要予約、
5名様以上は、
お問い合わせください

・武雄北方IC、
嬉野ICから車で約30分

（団体対応可）

嬉野市

志田焼の里博物館

志田焼の里博物館 ☎0954-66-4640

大正3年から昭和59年にかけてのやきもの工場が、
そのままの姿で保存されている、
日本でも珍しい
施設。
当時にタイムスリップしたような、懐かしい気持ちにさせてくれます。
ロクロ体験（1,200円）、手
びねり体験（1,200円）、絵付け体験（700円～）、
ランプシェード体験（2,000円）が専門の指導員のも
と自分のオリジナル作品を作ることができます。
【開館時間】9：00～17：00
【休館日】水曜日及び年末年始
【場所】嬉野市塩田町久間乙3073
【料金】大人300円、
小人150円

神埼市・吉野ヶ里町

吉野ヶ里歴史公園

【アクセス】
・JR武雄温泉駅から車で約15分
・武雄北方ICから車で約15分
・嬉野ICから車で約20分

吉野ヶ里公園管理センター ☎0952-55-9333

邪馬台国の姿を彷彿させ話題となった吉野ヶ里遺跡は、弥生時代の日本最大級の環壕集落跡です。
貴重な文化遺産を保存するために、
「 吉野ヶ里歴史公園」
として整備されています。主祭殿をはじめ
物見櫓や竪穴式住居など98棟が復元されています。
【開園時間】9：00～17：00
（6月～8月は18：00まで）
【休園日】12月31日、
1月の第3月曜とその翌日
【場所】神埼郡吉野ヶ里町田手1843
【料金】
大人
（15歳以上）420円
小人
（小・中学生）80円
シルバー
（65歳以上）200円

【アクセス】
・JR鳥栖駅から車で約30分
・JR吉野ヶ里公園駅またはJR神埼駅から
徒歩約15分
・東脊振ICから車で約5分
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