食事処

【杷木ん地図】

うなぎ和食処松月（杷木池田 716-7）

☎ 0946-62-0381
【営】11 時 30～23 時【休】不定休
オリオン食堂（杷木池田 716-1）
☎ 0946-62-027５
【営】午後から【休】不定休
カフェテラス綾（杷木池田 554-3）

☎ 0946-62-2539
【営】9 時～22 時【休】不定休
珈琲館うえだ（杷木池田 707-5）

☎ 0946-62-0324
【営】7 時 30～20 時【休】日・第２・４火曜

だご汁茶屋（杷木久喜宮 1512-1）

☎ 0946-62-0337
【営】10 時～20 時【休】水曜日
小さな森の食事小屋秋月
（杷木星丸 695-2）☎ 0946-62-2777

【営】11 時 30～21 時【休】不定休
中華料理白楽天（杷木池田 753）

☎ 0946-62-0425
【営】11 時～21 時 30【休】不定休
手打そば和さ田（杷木林田 1125-3）

☎ 0946-62-2288
【営】11 時～夕方【休】木曜日
長崎屋（杷木久喜宮 1050）

☎ 0946-62-0541
【営】11 時～20 時【休】日曜日

浪花寿し（杷木古賀 1816-1）

☎ 0946-62-3159

立ち寄り湯

お店

【営】12 時頃～20 時【休】水曜日
ビネガーレストラン時季のくら
（杷木林田 1258-4）☎ 0946-62-3770

ラ・ナチュール（杷木久喜宮 2025-2）

アランビック（杷木林田 680-3）

杷木の風（杷木久喜宮）☎0946-62-3239

☎ 0946-62-0253
【営】10 時 30～17 時【休】月曜日
オルゴールの家（杷木若市 2056-18）
☎ 0946-63-3666
【営】10 時～17 時【休】不定休
とうふの飛太郎（杷木林田 159-3）
☎ 0973-27-2005 工場直売店
【営】10 時～18 時【休】元旦

☎ 0946-62-1791 ゑびす酒造
【営】10 時～18 時【休】水・第３日曜
ギャラリー香心庵（杷木久喜宮 1105-3）
☎ 0946-62-0038 あさ喜久酒店
【営】9 時～20 時【休】水曜日
からあげ大吉杷木店（杷木古賀 1816-1）
☎ 0946-62-2885
【営】11 時～19 時【休】月曜日

【営】13 時～21 時【休】火曜日
《家族風呂》１時間１室２０００円
ゆのやまの湯（杷木林田 1134-8）
☎090-1192-6841《家族風呂あり》
【営】13 時～21 時【休】木曜日
《入浴料》大人 500 円・子ども 250 円

【営】11 時～18 時【休】火・水曜日
満吉（杷木寒水 188-3）

手作り雑貨木かげ（杷木林田 1134-5）

☎ 0946-62-3218

☎ 0946-62-2270 【営】11 時～20 時

【営】１１時～22 時【休】不定休

【営】１１時～１8 時【休】水曜日
ベーカリーカフェ TACET

(杷木林田 1623-26)
☎ 0946-62-1722

原鶴温泉

美肌効果のある２つの泉質を合わせ持ちＷ美肌の湯と呼ばれています。

原鶴温泉旅館協同組合
☎0946-62-0001
①旅館とよとみ☎0946-62-0225
（日帰り入浴 家族風呂）
②佐藤荘☎0946-62-0657
（日帰り入浴）
③花と湯の宿やぐるま荘☎0946-62-0700
（日帰り入浴 家族風呂）
④光泉☎0946-62-0715
（日帰り入浴）
⑤ホテルパーレンス小野屋☎0946-62-1120
（日帰り入浴 家族風呂）
⑥ほどあいの宿六峰館☎0946-62-1047
（日帰り入浴）
⑦花水木☎0946-62-3940
（日帰り入浴）

⑧つる屋☎0946-62-0269
（素泊まり）

⑨旅館喜仙☎0946-62-0047
（日帰り入浴 家族風呂）
⑩延命館☎0946-62-1133
（日帰り入浴）
⑪ＴＯＰ ＭＥＧＡ伊藤園☎0946-26-2760
（日帰り入浴 家族風呂）
⑫泰泉閣☎0946-62-1140
（日帰り入浴 家族風呂）
⑬ビューホテル平成☎0946-63-3515
（日帰り入浴 家族風呂）
⑭咸生閣☎0943-75-2121
（日帰り入浴 家族風呂）

龍光寺円清寺（杷木志波）

日吉神社（杷木久喜宮）

（国指定重要文化財）
麻底良山の麓にあり、鎌倉時代に再建。
県内最古の建造物の本堂がある。

久喜宮の産土神として祀られている。
境内にはお猿の石像が建つ。

夕月神社（杷木古賀）

杷木神籠石（杷木穂坂）（国指定史跡）

大膳楠（杷木志波）

山頂には黒田家の山城跡筑前六端城の一
つ麻底良城跡があり「黒田家筆頭家老栗
山利安」が国境を護った。

麻底良城代「栗山大膳」が沼にいた大亀を
撃った際に起きた山くずれを楠の木が食い
止めたといわれる。

⑮原鶴グランドスカイホテル

おしろい祭り大山祗神社（杷木大山）

梅ヶ谷藤太郎生家跡（杷木志波）

☎0946-62-1951（貸切風呂）

毎年１２月２日に神田で収穫した新米で
作ったおしろいを氏子の顔に塗り、その付
き具合で農作物の吉凶を占う。

（第 15 代横綱）明治初期の横綱。
大相撲の礎を築いた偉傑。小柄ながら怪
力、堅実な相撲を取ったといわれる。
現在は住居無く碑のみ残る。

泥打ち祭り阿蘇神社（杷木穂坂）

柿狩り１０月～１２月上旬 ぶどう狩り８月～９月
８月に国道沿い各所でぶどう狩りの直売所が建ちます。
秋には杷木の山々が柿色に色づき、柿狩りの観光客でにぎわいます。

川の駅はらづる
838-1514 朝倉市杷木久喜宮 1833-10
☎ 0946-62-2828

山の駅大手山 2000 年農業公園（休館中）

この地図は２０１８年３月に作成しました。

うさぎに因んだ言い伝えがあり、境内には
珍しい狛うさぎがある。

麻底良山（杷木志波）

JA 筑前あさくら巨峰・柿観光部会事務局☎0946-62-0504
A アダチ果樹園☎0946-62-1407
B 嘉信果樹園☎0946-62-1410
C 宿葉園☎0946-62-1230

838-1514 朝倉市杷木久喜宮 1665-1
☎ 0946-63-3888 http://fs-basaro．jp/

杷木神社（杷木池田）

麻底良山の麓にあり、鎌倉時代に再建。
県内最古の建造物の本堂がある。

長尾城と鵜木城をとりまくように約２ｋｍにわ
たって縦横７０ｃｍほどの大きな石を並べた
土塁が築かれている。

ぶどう・柿狩り

道の駅原鶴ファームステーションバサロ

普門院（杷木志波）（国指定重要文化財）

境内に桜の並木があり満開の桜のトンネル
は壮観です。

う飼い：５月２０日（鮎漁解禁日）～９月末日
花火：５月２０日を過ぎた最初の木曜日

838-1514 朝倉市杷木古賀 1664-1
☎ 0946-62-2353

観どころ

（県指定無形文化財）３月第４日曜
白い衣を着た代宮司に泥を投げつけ
泥のつき具合で農作物の吉凶を占う。

松末のそば畑（杷木松末）
春と秋に松末地区で松末コミュニティが
栽培するそばの花が見られる。

人物誌
杷木は福岡県の南東部に位置し日迎
えの里と言われています。日当たりの
よい南向きの斜面には柿やぶどうの
畑が広がり、果物の里として知られ季
節ごとに旬の果物の美味しさをお楽し
みいただけます。
２０１７年７月の豪雨災害で山間部に
大きな被害を受けました。
工事中の表示が数か所ありますが、
国道や県道は通常どおり通行できま
す。どうぞご安全にお越しください。

第１５代横綱初代梅ヶ谷藤太郎

栗山利安黒田氏の筆頭家老

身長 176ｃｍ体重 113ｋｇ
土俵成績（幕内２０場所）１１６勝６敗１８分２預
「横綱は不敗たるべし」を信条とし勝ち続け、そ
の勝率はいまだ破られず。
篠崎兎城（杷木出身）蕉門の俳人
九州の俳壇でめざましい活躍をした。
「鵜の声に 内庭せまし 初時雨」
「いさり火や すかせば更に 秋の雲」
杷木地域内に数か所兎城の
句碑がある。

黒田二四騎の一人、筑前六端城の一つ
麻底良城の城代を務め、豊後、筑後、豊
前から国境を護った。
栗山大膳利安の嫡男
黒田騒動の中心人物として知られ
黒田５２万石を救った。

