
❶小山田斎宮の社叢
そ う

　県指

斎宮は、天皇または皇后が神事を
行うための宮殿。日本書紀による
と小山田の斎宮は神功皇后の斎宮
と書かれ、西暦 200 年神功皇后
が政務を執られた「聖母屋敷」の
一角に建てられたとされています。
境内には巨木が群生し県の天然記
念物に指定されています。

❹野菜　おがわ
地元薬王寺でとれた新鮮な野菜と仲
良し夫婦の笑顔が魅力の八百屋。の
どかな風景の中にあり、季節ごとの
旬の野菜が盛りだくさん。漬物や梅
干も人気です。

9：30 ～ 19：00　  水曜
☎ 092-946-3056

❼快生館・山の音
地下1,000ｍより湧出する薬王寺
で唯一の天然温泉が自慢。全４室
の毎回入替えの貸切風呂で車椅子
での入場も可。

 平日12：00 ～ 20：00
土日祝日10：00 ～ 20：00

 金曜（祝日の場合は営業）
☎092-946-3311

❸お山の果樹園　Taniyama cafe
高台の景色のよい場所にある完全
予約制カフェ。非日常的な空間に
癒されながら、ゆっくりと食事が
楽しめます。敷地内で作っている
新鮮野菜や果物を使ったランチや
手作りデザートなど、ひと手間か
けた料理が楽しめます。

11：30 ～ 14：00（時間外相談可）　  水曜
☎ 080-2694-0817（前日午前中までに要予約）

❻薬王寺水辺公園
中心に大きな池があり、周囲の
山々、木立、野鳥のさえずりの中
で緑と水に親しむことができる公
園。池の周りには遊歩道があり、
ウォーキングにぴったり。汗をか
いた後には、薬王寺の湯へ。

 有　 12 台

❽旅館　鬼王荘
緑の山々に囲まれ、野鳥の声や川
のせせらぎが心地よい癒やしの宿。
新鮮な野菜を使った料理と心から
のおもてなしで出迎えてくれるアッ
トホームな旅館で、郷土料理の鶏
すきは自慢の一品。立ち寄り湯可。

 月曜（祝日の場合は営業）
☎ 092-946-3017

❺日帰りの湯 偕楽荘
多くの効能を持つ漢方励明薬湯や露
天風呂が自慢。季節ごとに行う「バ
ラ風呂」「ゆず風呂」などのイベント
湯も好評。

10：00 ～ 23：00
　（朝風呂 5：00 ～ 8：30）

 水曜（祝日の場合は営業）
☎ 092-946-3866

自然・歴史・癒やし
古賀のさと・やま ガイドマップ

■古賀市役所　商工政策課
　〒 811-3192　古賀市駅前東 1-1-1
　☎092-942-1176　FAX092-942-3758
■古賀市観光協会
　〒 811-3105　古賀市鹿部 468-1
　 9：00 ～ 17：00　   月・土・日曜
　☎092-940-2300　FAX092-940-2301
■古賀市観光案内所（JR 古賀駅改札出てすぐ）
　 10：30 ～ 18：30　  月曜
　☎ 092-943-1515
■古賀市史跡案内ボランティア
　史跡案内の申し込みは松田信一郎代表
　☎ 092-942-1352

◆ は古賀市指定文化財、 は県指定文化財
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❷十三仏板碑　
個人宅の敷地内にあり、十三の板
碑には不動明王、釈迦如来など
十三仏がすじ彫りされています（室
町時代頃）。見学可。付近の小字は

「聖母屋敷」で、斎宮に隣接する聖
地ではないかと考えられています。

●ホタルの名所
大根川上流（米多比・薦野）、薬王
寺川上流（薬王寺）では、５月下
旬から６月上旬にかけてホタルの
乱舞が楽しめます。雨上がりのしっ
とりした暖かい日の 20 時頃から
21 時頃がお薦め。無数の光が織り
成す幻想的な世界が楽しめます。



❸むーみんの木
五所八幡宮の境内にある大楠（樹
齢 1000 年）の幹にあるコブが、
有名な妖精の姿にそっくり。不思
議な偶然が反響を呼び、県内外か
らファンが訪れます。境内には

「むーみんのねぐら」「カメの木」
などの珍樹も見られます。

❶ ㈱青柳たまご
おいしさと安全にこだわった卵。
生臭さがなく、ビタミンＥが普通
の卵の約 10 倍で、低コレステロー
ル、低カロリーが特徴。青柳養鶏
場では自動販売機でも販売されて
います。

10：30 ～ 17：00
☎ 092-942-4841

❾青柳醤油
大正５年創業の老舗の醤油屋。無添
加に力を入れ、百年の歴史ある味と
香りを感じられる逸品揃いで、醤油
８種類、みそ４種類のほか、酢など
も販売。格子の戸を残した景観で古
賀市都市景観賞を受賞。

9：00 ～ 17：00　  日曜・祝日
☎092-942-2315

❹古賀グリーンパーク
自然と健康をテーマに整備された
緑豊かな総合公園。４月～ 10月
にはバーベキュー（要予約）も楽し
めます。小さな子ども向けの遊具
も充実しており、ローラー滑り台
は子どもに大人気。
☎ 092-944-3150
　（市公園管理センター）

❺ライブスケーツ古賀
スケートボードやインラインス
ケート、ＢＭＸが楽しめる日本初
のグローバルスタイルの公共ス
ケートパーク。深さ3.6ｍの「ボウ
ル」と呼ばれるお椀型のセクション
は、難易度が高く、人気です。
☎092-944-3150
　（市公園管理センター）

●工業団地内の直売所
工場直売所では通常よりお得な値
段で購入できます。毎月最終水曜日
は特売イベントでさらにお得です。

▼日本食品㈱（ハム・ソーセージ・
食肉など）

 毎月最終水曜☎092-942-6100

▼㈱あらい（鶏肉「はかた一番ど
り」、炭火焼き、唐揚げなど）

 毎月最終水曜☎092-410-1275

▼㈱西昆（昆布、明太子など）・㈱
カイセイ（ゆでダコなど）

 毎月最終水曜（西昆は平日営業）
㈱西昆☎092-944-3888
㈱カイセイ☎092-940-1840

▼くまや蒲鉾㈱（魚肉練り製品など）
 月～土曜☎092-942-3889

▼博多菓匠　左衛門（和菓子など）
 毎日☎092-944-1311

▼㈱日祥（博多牛もつ鍋スープ、牛
すじカレーなど）

 平日☎092-943-8888

▼㈱オーニシ（しめさば、レンジ調
理品など）最終水曜は休み

 平日☎092-944-1119

▼如水庵  古賀工房（和菓子など）
 月～土曜☎092-410-0036

▼江口製菓㈱　ロハス福岡工場
（ケーキ各種、半熟カステラなど）

 平日☎092-940-4445
※営業時間は各直売所によって違
い､ 営業日も変更になることがあり
ます。事前にお問い合わせ下さい。

❷五所八幡宮
応神天皇・神功皇后・玉依姫命・
保食神・墨江三前神の五柱を祀っ
ていることから五所八幡宮の名前
がつけられた古い神社。歴代の黒
田藩主も参勤交代の時には必ず安
全祈願をして江戸に向かったとい
われています。

⓭船原古墳（ふなばるこふん）

1400年ほど前の古墳に隣接した
土坑（穴）から多種多量の馬具や武
器・武具が発見され、全国的に注
目されています。玉虫装飾の杏葉
やガラス装飾付雲珠・辻金具、馬
冑、豪華な金銅製歩揺付飾金具な
ど国内初の品や稀少な品が見つ
かっており、その質の高さや量の
多さから第一級の資料といわれて
います。現地では古墳の墳丘と土
坑の位置を見学することができ、
市歴史資料館では常設展で複製品
を展示している他、定期的に出土
品の展示やパネル展を開催してい
ます。

⓫麹家（こうじや）

無農薬米を使用し、米麹、黒麹、
麦麹、玄米麹、薬膳麹などを製造。
これらの麹から作られる麹発酵食
品も販売しています。一番人気は、

「黒甘麹」。クエン酸の酸味でフルー
ティーな味わい。腸内環境の改善と
疲労回復への働きも期待できます。

10：00 ～ 17：00　  水曜
☎ 092-518-4868 ⓬手打ち蕎麦　朴味（ぼくみ）

閑静な住宅街にあるお蕎麦屋。和食店
を営んでいた店主が自信をもって提供
します。おすすめは和の味が堪能でき
る朴味セット。甘いお揚げの中に、蕎
麦、椎茸、古賀市青柳産の鶏が入った
蕎麦いなりや合鴨かちん揚げなどこだ
わりが感じられる料理です。

11：00 ～ 15：00（OS14：30）　  月曜日
☎ 092-942-4416

❻コスモス広場
鮮度と安全・安心にこだわった地
元農産品の直売所。古賀で採れた
旬の野菜や、みかんなどの果物が
毎日並び、多くの人で賑わいます。
古賀の特産品や花卉、肉、魚など
も販売。

9：00 ～ 17：00　  お盆・年末年始
☎ 092-943-1114

❼唐津街道青柳宿
江戸時代に参勤交代でも利用され
た豊前小倉から肥前唐津へ通じる
約 110 キロの唐津街道。青柳宿は
その街道に宿場町として慶長 10

（1605）年頃から約 50 年かけて
整備されました。三度の大火で、
当時の面影は残っていませんが、
辻行灯などが復元されています。

❽青柳宿西構口跡　
青柳宿の出入口の境の役目をして
いた構口の遺構。遺構は道路と直
角に石垣を組み、その上に白壁の
練り塀を築き瓦を葺いたものです。
なお、江戸を基点としてそこから
遠い方の出入口を「西構口」と呼
びます。

❿三柱神社・首なし塚
五穀豊穣を願う三柱の神様を祀る
神社。境内にある「首なし塚」は
立花氏７代、城主立花鑑載の墓。
大友宗麟に謀反を起こして敗れた
鑑載は自刃し、首は大友宗麟のも
とに持って行かれ、残った胴体を
里人が葬ったといわれています。



❶福岡県馬術競技場
日本でも有数の大きさを誇る屋内
馬場などを備えた馬術競技場。年
間20回近く開催される障害飛越
などの迫力ある競技を無料で間近
に見ることができます。馬とのふ
れあいや乗馬体験も相談に応じて
行っています。（事前予約必要）

9：00 ～ 17：00☎092-944-4001

❸なの花の道
２月中旬から３月中旬にかけ、福
岡県馬術競技場の近くの休耕田お
よそ６ha に約500万本の菜の花
が咲き誇ります。菜の花の黄色い
じゅうたんを背景に、毎年３月上
旬には地元住民らによる「なの花祭
り」が開催されます。

❺ 雲寺（けいうんじ）

浄土宗のお寺で、本尊は阿弥陀如
来。17代住職（薄旭空）は教育にも
力を注ぎ夜学舎を創設。筵内生ま
れの教え子の薄恕一は、大阪谷町
で外科医を開業、無類の相撲好き
で力士を可愛がり、「タニマチ」の
語源となったことで有名。

❷医王寺
奈良時代の 718 年に行基を開祖に
建立されたと伝えられ、戸次鑑連
( べっき・あきつら＝後の道雪）が
医王寺を菩提寺にしたとされてい
ます。本尊は行基の作と伝えられ
る薬師如来で、ふだんは秘仏とさ
れ、17 年に一度ご開帳があります。

❹須賀神社
古賀市内に４カ所ある須賀神社の
一つ。明治時代の廃仏毀釈前は祇
園社と呼ばれ、祭神は須佐之男命
で、悪疫退散・商売の神様とされ
ています。放生会（9月18日）に
は、医王寺の秋葉神社のおくだり
があり、地元住民による演芸奉納
でにぎわいます。

❻弘法大師（空海）伝説
弘法大師が、川で大根を洗う老婆
に一本分けて欲しいと頼んだ時に、
老婆は邪険に断ってしまいました。
それを悲しんだ大師は静かに口の
中で念仏を唱え、金剛杖で大地を
たたき、川の水が干上がったとい
われています。
その言い伝
えにより

「大根川」と
名付けられ
たといわれ、
このような
伝承は日本
各地で見ら
れます。
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❸観光いちご狩り
秋山いちご園のいちご狩りは12月
～５月頃。ビニールハウス内で完
熟した甘いあまおうが食べ放題。
別料金で持ち帰りもでき、家族連
れなどで楽しめます。

10：00 ～ 16：00
　（期間中は毎日営業）
☎080-1705-3946（要予約）

❽創作イタリアン 三日月とほたる
隠れ家的な古民家レストラン。地
元の自然の恵みを生かし、手間ひま
かけた料理が楽しめる人気のお店。
平日お昼のイタリアンコース、日祝
日のプレミアランチコースなどがあ
ります（要予約）。テイクアウトで
オードブルやピザもあります。

ホームページまたは電話でご確認ください
 木曜（その他不定休）☎092-692-2448

⓮薦野城跡
宗像勢からの守りの城で、築城は
不明。戦国時代には薦野増時（道
雪の家臣）の城でしたが、立花氏
が柳川へ移封後に廃城。標高 291
ｍ。小野公園側から片道約１時間。
山頂からは古賀市内が一望できま
す。

❺旦の原井戸
文久３（1863）年に地元農家の伊
東忠平が、飲み水がなく困ってい
る人のために、自分の敷地内に
掘った井戸。旧裏粕屋、宗像の二
郡、筵内、薦野、内殿、上西郷の
四村にまたがっていたため、「二郡
四ヶ村、井戸ひとつ」と呼ばれ、多
くの人たちに喜ばれたそうです。

❶安武園芸
生産直売のお花をはじめ、ランや
観葉植物、多肉植物、雑貨などを
取り扱っています。安くて丈夫で
質が良いと評判で、種類も豊富で
す。

9：30 ～ 17：30　  年末年始・
夏休み（７月下旬～９月下旬ごろ）
☎ 092-943-4262

❿古々地庵（ここちあん）

ネパール人シェフの本格カレーが食
べられる古民家カフェ。カレー、ナ
ン、サラダ、ドリンク付きセットや、
1日５食夜限定の焦がしカレーや、
とろーりのびるチーズナンが人気で
す。持ち帰りメニューもあります。

11：30 ～ 21：00  月曜（祝日
の場合は営業）　☎092-692-6067

●薬王寺おくんち
白鬚神社の秋季大祭として収穫と
健康に感謝する祭り。メインの御
神幸は 10 月 16 日の直近の日曜
日、新嘗（にいなめ）祭はその翌日。
子どもたちの笛や太鼓が鳴り響き、
神社や氏子の家に、「今月今夜」な
どが書かれた御神燈が灯され、幻
想的です。

⓬清瀧仕掛け水
清 瀧 水 路 と も 呼 ば れ、 明 和 ９

（1772）年に清滝から上西郷（福
津市）まで約５km にわたる大工
事によって造られた水路。当時の
覚書の約束は現在も守られ、毎年
１月上旬から３月末まで福津市に
送水されています。

❹熊野神社　県指

饒速日命・速玉男命・伊邪那美命・
事解男命・宇麻志麻知命を祀る神
社。約250段の石段があり、上り
詰めると県文化財指定の阿弥陀如
来像板碑が拝めます。また、裏の
鷺白山には、神武天皇が登られた
ときに腰掛けられたと伝えられる
御腰掛石があります。

❻古賀サービスエリア
九州各地のお土産が勢揃いするな
ど、西日本のサービスエリアで売
上トップクラスを誇るお薦めス
ポット。九州自動車道を利用しな
い方でも、一般道から出入りがで
き、買い物や食事が楽しめます。

（上り線）☎092-946-3039
（下り線）☎092-946-3124

❷十一面観世音菩薩像
江戸中期頃に作られたとされます
が、更に古いものの可能性もある
高さ1.8m の立派な立像。観音堂
の前にある小さな溝を乳池（ちちい
け）と呼び、昔からこの溝をさらえ
て祈願すれば育児の母乳を授かる
と伝えられることから、乳池観音
とも呼ばれています。

❾天降神社　
祭神は少彦名命・大巳貴命・素盞
鳴尊の三神。嘉元３（1305）年、
火災により古野（現在の小野公園
付近）から現在地の薦野に移され
たとされています。本殿妻飾りの

「竜」、手挟みの「飛天像」等、社
殿の彫刻は古賀市指定文化財に
なっています。

⓫川嶋湧水
城の山（薦野城跡）を水源にする
といわれ、こんこんと湧き出す水
は渇水期も枯れることはありませ
ん。とても美しい池で、古賀市都
市景観賞を受賞しています。私有
地のため、橋の上からながめるの
がお薦めです。

❼興山園
古賀市最大の自然公園（個人経営）。
43ha 以上の山々に 170 種、約 7
万本以上の花木が植栽され、四季
折々の花が楽しめます。無料開放
されており、桜やツツジ、紅葉の
時期は来園者が後を絶たず、頂上
から望む玄界灘の眺望は絶景です。

●夏越まつり
五所八幡宮では、毎年７月 31 日
18 時半から、輪越し神事が行わ
れます。400 年あまり続く伝統的
な祭りで無病息災を祈って直径２
メートル以上の茅（ちがや）で作っ
た輪をくぐってお参りします。古
賀神社、小山田斎宮などでも行わ
れています。

●谷山盆綱引き
８月 15 日 20 時ごろから、集落内
の道路で、海側を青年たち、山側
を子どもたちに分かれ、約 50 メー
トルの大綱を引き合う。綱をゆすっ
たり、大きな声で脅かしたりする

「がぶり」という技も見られる勇壮
な綱引きです。

⓭清瀧寺　
薦野清滝の山間にある天台宗の古
刹で、伝説では行基が諸国行脚の
おり、この地の清瀧の霊気に打た
れ一宇を建立し修行の場としたと
いわれます。本堂の数珠型しめ縄、
石像の不動明王、祖先十七坊之碑
など見るものが多い。イスノキは
県指定文化財。


