
 福岡県

　お問い合わせ先 九州歴史資料館

　　電話　０９４２ー７５ー９５７５　　ＦＡＸ０９９４２ー７５ー７８３４

イベント名 日時 場所 備考

パネル展「シルクロードの文化遺
産（１）オアシスの道」

6月21日(火)～
9月４日(日)

九州歴史資料館文化情
報広場

観覧無料

企画展「発掘速報展2016～東九州
自動車道関係埋蔵文化財発掘調
査成果展～」

7月20日(水)～
9月19日(月・祝)

九州歴史資料館第2・4
展示室

観覧無料

特別展「八女の名宝」
9月22日(木・祝)～
11月13日(日)

九州歴史資料館第1・2・
4展示室

要観覧料

文化財めぐり「八女の名宝」 9月22日（木・祝） 八女地域 要事前申込み　参加料100円

夕べのギャラリートーク　特別展
「八女の名宝　Part.1」

10月 5日（水）
16：30～17：30

九州歴史資料館第1展
示室

要観覧料

　　　今年度行われる催し物をまとめてみました。ぜひ、おでかけください！
　　　また、ネットワークに参加している他の自治体のカレンダーもぜひご覧ください。

    ホームページ　 http://www.fsg.pref.fukuoka.jp/kyureki/

　　　　　　…展示　　　　　　　…シンポジウム・講座　 　　　　　…体験　　　 　    　…イベント　　　     　…その他

「魏志倭人伝のクニグニネットワーク」とは… 
  

 福岡県の平塚川添遺跡、佐賀県の吉野ヶ里遺跡、長崎県の原の辻遺跡は、ともに弥生時代に繁栄した集落
遺跡です。共通するところの多いこの三つの遺跡は、平成１１年１月、九州北部三県姉妹遺跡となりました。そ
れから、福岡・佐賀・長崎三県の歴史・文化に関する情報の発信拠点として互いに協力してきました。 

 平成２０年に三姉妹遺跡締結１０周年を迎えたことを機に、魏志倭人伝に登場するクニグニがあったと考えら

れている市町へと協力の輪を広げ、「魏志倭人伝のクニグニネットワーク」として活動しています。 
 

 ～参加自治体～ 
    福岡県…福岡県、福岡市、飯塚市、春日市、朝倉市、糸島市、宇美町 

    佐賀県…佐賀県、唐津市、神埼市、吉野ヶ里町 
    長崎県…長崎県、対馬市、壱岐市 

★☆ お で か け カ レ ン ダ ー ☆★ 

平成２８年度 福岡県版 

 
 
 

 
   

【九州歴史資料館概要】 

 九州歴史資料館は福岡県立の歴史系博物館です。 

 福岡県の歴史研究の拠点である当館は、古代九州を

統括した大宰府政庁跡の出土品である鬼瓦をはじめ、

古文書や仏像などの展示を通じて、古代から近代に至

る福岡県の歴史をたどることができます。また、中庭か

らは文化財の修復作業の様子もご覧になれます。 

 土・日・祝日には子どもから大人まで楽しめる和同開

珎や瓦マグネット作り（有料）、拓本採り・土器パズル（無

料）、出土資料を触る等の古代体験があり、歴史を身近

に感じ取ることができます。 
 

   



イベント名 日時 場所 備考

九歴講座7「牛頭山谷川寺の仏像－薬
師如来立像と仁王像を中心に－」

10月8日（土） 九州歴史資料館研修室 要事前申込み

特別展開催記念「アクロス福岡
ミュージアムコンサート」

10月15日（土）
九州歴史資料館第4展
示室

参加無料　申込み不要

特別展開催記念茶会 10月16日（日）
九州歴史資料館第4展
示室

茶・菓子代300円　申込み不要

夕べのギャラリートーク　特別展
「八女の名宝　Part.2」

10月19日（水）
16：30～17：30

九州歴史資料館第1展
示室

要観覧料

特別展関連講演会「対外関係から
みた磐井の乱」

10月23日（日） 九州歴史資料館研修室 要事前申込み

パネル展「福岡鉄道遺産ものがた
り４～北九州地域編～」

10月25日（火）～
平成29年１月22日（日）

九州歴史資料館文化情
報広場

観覧無料

九歴講座8「柳河藩最後の藩主立
花鑑寛と純姫（仮）」

11月12日（土） 九州歴史資料館研修室 要事前申込み

パネル展「薩摩塔の尊像たち」
11月15日(火)～
平成29年1月15日(日)

九州歴史資料館第4展
示室

観覧無料

企画展「大宰府の役人と文房具」
11月23日(水・祝)～
平成29年1月15日(日)

九州歴史資料館第1展
示室の一部・第2展示室

要観覧料

特集展示「赤い土器－弥生時代の甕
棺墓祭祀と丹塗磨研土器－（仮）」

11月23日(水・祝)～
平成29年1月15日(日)

九州歴史資料館第1展
示室

要観覧料

夕べのギャラリートーク　企画展
「大宰府の役人と文房具Part.1」

12月7日（水）
16：30～17：30

九州歴史資料館第1展
示室

要観覧料

九歴講座9「明治日本の産業革命遺産
製鉄・製鋼、造船、石炭産業」

12月10日（土） 九州歴史資料館研修室 要事前申込み

企画展「大宰府の役人と文房具」
関連講演会

12月or平成29年１月 九州歴史資料館研修室 要事前申込み

「ナイトミュージアム　in　九歴」冬 平成29年1月6日（金） 九州歴史資料館 無料、要事前申込み、先着20名

夕べのギャラリートーク　企画展
「大宰府の役人と文房具Part.2」

平成29年1月11日（水）
16：30～17：30

九州歴史資料館第1展
示室

要観覧料

九歴講座10「甘木歴史資料館連携
講座」

平成29年1月14日（土） 九州歴史資料館研修室 要事前申込み

企画展「大分自動車道開通30周年
記念～筑後川北岸の古代遺跡～」

平成29年1月17日(火)
～3月20日(月・祝)

九州歴史資料館第1展
示室の一部・第2展示室

要観覧料

九歴講座11「大分自動車道発掘調
査総まくり」

平成29年2月11日（土） 九州歴史資料館研修室 要事前申込み

夕べのギャラリートーク　企画展
「大分自動車道開通30周年記念
展」

平成29年2月22日（水）
16：30～17：30

九州歴史資料館第1展
示室

要観覧料

「MYおひな様・組紐ストラップを作
ろう！」

平成29年2月26日（日） 九州歴史資料館 無料、申込み不要

九歴講座12「求菩提資料館連携講
座」

平成29年3月11日（土） 九州歴史資料館研修室 要事前申込み

保存科学成果展 平成29年3月～6月
九州歴史資料館文化情
報広場

観覧無料



 福岡市

　お問い合わせ先 福岡市経済観光文化局 文化財部 文化財保護課

　　電話　０９２-７１１-４７８３　　ＦＡＸ０９２-７３３-５５３７

イベント名 日時 場所 備考

ごちそう日本美術
8月9日(火)～
10月10日(月祝)

福岡市博物館
企画展示室

一般200(150)円 高大生150(100)円
中学生以下無料（常設展示・企画展示）

福岡藩の殿様と武士と動物たち
8月23日(火)～
10月23日(日)

福岡市博物館
企画展示室

一般200(150)円 高大生150(100)円
中学生以下無料（常設展示・企画展示）

考古学講座「人物埴輪の成立と展
開」

9月10日(土) 福岡市埋蔵文化財センター 無料、申し込み不要、定員200名

古代瓦
9月13日(火)～
10月30日(日)

福岡市博物館
企画展示室

一般200(150)円 高大生150(100)円
中学生以下無料（常設展示・企画展示）

　　　今年度行われる催し物をまとめてみました。ぜひ、おでかけください！
　　　また、ネットワークに参加している他の自治体のカレンダーもぜひご覧ください。

    ホームページ　 http://bunkazai.city.fukuoka.lg.jp/

　　　　　　…展示　　　　　　　…シンポジウム・講座　 　　　　　　　…イベント　　　     　

「魏志倭人伝のクニグニネットワーク」とは… 
  

 福岡県の平塚川添遺跡、佐賀県の吉野ヶ里遺跡、長崎県の原の辻遺跡は、ともに弥生時代に繁栄した集落
遺跡です。共通するところの多いこの三つの遺跡は、平成１１年１月、九州北部三県姉妹遺跡となりました。そ
れから、福岡・佐賀・長崎三県の歴史・文化に関する情報の発信拠点として互いに協力してきました。 

 平成２０年に三姉妹遺跡締結１０周年を迎えたことを機に、魏志倭人伝に登場するクニグニがあったと考えら

れている市町へと協力の輪を広げ、「魏志倭人伝のクニグニネットワーク」として活動しています。 
 

 ～参加自治体～ 
    福岡県…福岡県、福岡市、飯塚市、春日市、朝倉市、糸島市、宇美町 

    佐賀県…佐賀県、唐津市、神埼市、吉野ヶ里町 
    長崎県…長崎県、対馬市、壱岐市 

★☆ お で か け カ レ ン ダ ー ☆★ 

平成２８年度 福岡市版 

 
 
 

 
   

   大陸との門戸として古くから対外交流の拠点として発展を遂
げている福岡市には、様々な文化財が残されています。 
   その一つとして、弥生時代の米作りの発祥地として知られる
日本最古の農村集落「板付遺跡」があります。ここでは、復元
水田などを活用した様々なイベントを開催しており、当時の農
作業や生活などを体験することができます。 

   また、福岡市博物館では、市域の歴史や民俗関係の資料を

多数展示し、特色ある歴史や人々のくらしの情報を発信してい

ます。 

   福岡市埋蔵文化財センターは、考古学の情報発信基地で、
関係する講座や資料の展示を行っています。 
   ぜひ、身近に文化財に触れてみて下さい。 

板付遺跡での田植え



イベント名 日時 場所 備考

 釣道楽の世界
―多彩なる水の趣味文化

9月17日(土)～
11月６日(日)

福岡市博物館
特別展示室

一般1300(1100)円 高大生800(600)円
中学生以下無料

経塚フロンティア2016
9月21日(水)～
11月13日(日)

福岡市博物館
企画展示室

一般200(150)円 高大生150(100)円
中学生以下無料（常設展示・企画展示）

考古学講座「先人のおもいを、壁
画にたどる」

10月22日(土) 福岡市埋蔵文化財センター 無料、申し込み不要、定員200名

板付弥生のムラ秋祭り 10月29日(土) 板付遺跡
無料(イベントによって要材料費)、
申し込み不要

時代を映す銅鏡
11月１日(火)～
平成29年１月15日(日)

福岡市博物館
企画展示室

一般200(150)円 高大生150(100)円
中学生以下無料（常設展示・企画展示）

異国と福岡　　－江戸時代におけ
る長崎警備と対外交流－

11月15日(火)～
平成29年１月22日(日)

福岡市博物館
企画展示室

一般200(150)円 高大生150(100)円
中学生以下無料（常設展示・企画展示）

考古学講座「古代の人形(ﾋﾄｶﾞﾀ)、
その信仰と系譜」

11月19日(土) 福岡市埋蔵文化財センター 無料、申し込み不要、定員200名

福岡市史講演会 11月26日(土)
福岡市博物館
講堂

定員240名　詳細は後日公表

考古学講座「中国陶磁にみるミニ
チュア人形の世界」

12月17日(土) 福岡市埋蔵文化財センター 無料、申し込み不要、定員200名

考古学講座「発掘調査からみた博
多人形」

平成29年1月21日(土) 福岡市埋蔵文化財センター 無料、申し込み不要、定員200名

甦る出土遺物展
平成29年1月31日(火)
～5月6日(土)

福岡市埋蔵文化財センター 無料

速報講座「甦る出土遺物」 平成29年2月18日(土) 福岡市埋蔵文化財センター 無料、申し込み不要、定員200名

速報講座「発掘調査総まくり」 平成29年3月18日(土) 福岡市埋蔵文化財センター 無料、申し込み不要、定員200名

　　　　　　…展示　　　　　　　…シンポジウム・講座　 　　　　　　　…イベント　　　     　



 飯塚市

　お問い合わせ先 飯塚市教育委員会文化課

　　電話　０９４８ー２５ー２９３０　　ＦＡＸ０９４８ー２５ー２９３０

イベント名 日時 場所 備考

開館35周年記念展「古地図・写真
に見る飯塚-村から町、そして市
へ」

10月13日(木)～
11月30日(水)

飯塚市歴史資料館 有料

川島古墳・小正西古墳公開
10月１５日(土)
・16日(日)

川島古墳公園・小正西
古墳公園

無料、遠賀川流域の古墳同時公開

　　　今年度行われる催し物をまとめてみました。ぜひ、おでかけください！
　　　また、ネットワークに参加している他の自治体のカレンダーもぜひご覧ください。

    ホームページ　 http://www.city.iizuka.lg.jp/rekishi/index.htm

　　　　　　…展示　　　　　　　…イベント

「魏志倭人伝のクニグニネットワーク」とは… 
  

 福岡県の平塚川添遺跡、佐賀県の吉野ヶ里遺跡、長崎県の原の辻遺跡は、ともに弥生時代に繁栄した集落
遺跡です。共通するところの多いこの三つの遺跡は、平成１１年１月、九州北部三県姉妹遺跡となりました。そ
れから、福岡・佐賀・長崎三県の歴史・文化に関する情報の発信拠点として互いに協力してきました。 

 平成２０年に三姉妹遺跡締結１０周年を迎えたことを機に、魏志倭人伝に登場するクニグニがあったと考えら

れている市町へと協力の輪を広げ、「魏志倭人伝のクニグニネットワーク」として活動しています。 
 

 ～参加自治体～ 
    福岡県…福岡県、福岡市、飯塚市、春日市、朝倉市、糸島市、宇美町 

    佐賀県…佐賀県、唐津市、神埼市、吉野ヶ里町 
    長崎県…長崎県、対馬市、壱岐市 

★☆ お で か け カ レ ン ダ ー ☆★ 

平成２８年度 飯塚市版 

 
 
 

 
   

    
飯塚市歴史資料館 
 
 飯塚市歴史資料館は、郷土の歴史・文化財
に対する市民の理解と認識を深め、市民の文
化活動、生涯学習に寄与するために、昭和56
年11月に開館しました。 
 館内には、国から重要文化財に指定された
立岩遺跡の出土品をはじめ、縄文・弥生・古墳
時代の貴重な出土品、中国西安市との深い友
好関係を示す資料や、民俗・歴史・石炭資料な
ど約1500点を展示しています。 
 



 春日市

　お問い合わせ先 春日市教育委員会文化財課

　　電話　０９２ー５０１ー１１４４　　ＦＡＸ０９２ー５７３ー１０７７

イベント名 日時 場所 備考

やきもの作り教室
毎月第2土曜日
（8・3月は休み）

のぼり窯体験広場 要事前申込み、先着１５名

わくわく歴史体験　ガラス玉づくり 8月20日（土） 奴国の丘歴史資料館 要事前申込み、抽選３０名

考古企画展　史跡指定30周年記
念「奴国の首都　須玖岡本遺跡
展」

9月17日（土）〜
10月30日（日）

奴国の丘歴史資料館
特別展示室

無料

弥生の里かすが奴国の丘フェ
スタ

9月24日（土）
奴国の丘歴史資料館
奴国の丘歴史公園

申込み不要、一部有料

　　　今年度行われる催し物をまとめてみました。ぜひ、おでかけください！
　　　また、ネットワークに参加している他の自治体のカレンダーもぜひご覧ください。

    ホームページ　 https://www.city.kasuga.fukuoka.jp

　　　　　　…展示　　　　　　　…シンポジウム・講座　 　　　　　…体験　　　 　    　…イベント

「魏志倭人伝のクニグニネットワーク」とは… 
  

 福岡県の平塚川添遺跡、佐賀県の吉野ヶ里遺跡、長崎県の原の辻遺跡は、ともに弥生時代に繁栄した集落
遺跡です。共通するところの多いこの三つの遺跡は、平成１１年１月、九州北部三県姉妹遺跡となりました。そ
れから、福岡・佐賀・長崎三県の歴史・文化に関する情報の発信拠点として互いに協力してきました。 

 平成２０年に三姉妹遺跡締結１０周年を迎えたことを機に、魏志倭人伝に登場するクニグニがあったと考えら

れている市町へと協力の輪を広げ、「魏志倭人伝のクニグニネットワーク」として活動しています。 
 

 ～参加自治体～ 
    福岡県…福岡県、福岡市、飯塚市、春日市、朝倉市、糸島市、宇美町 

    佐賀県…佐賀県、唐津市、神埼市、吉野ヶ里町 
    長崎県…長崎県、対馬市、壱岐市 

★☆ お で か け カ レ ン ダ ー ☆★ 

平成２８年度 春日市版 

    
 奴国の丘歴史資料館は、春日市内の遺跡から出
土した埋蔵文化財や、昭和初期の農具、生活道具
などの民俗資料を展示、収蔵しています。                
●また、資料館の西側は史跡須玖岡本遺跡の一
部を奴国の丘歴史公園として保存整備しています。
甕棺墓群を発掘調査時の状態で見学できる覆屋
（ドーム）や、明治時代に発見された奴国の王墓の
巨大な上石を保存展示しており、自由に見学する
ことができます。 
 



イベント名 日時 場所 備考

考古企画展　講演会 10月１日（土）
奴国の丘歴史資料館
研修室

要事前申込み、先着７０名

ブラかすが歴史散歩
須玖岡本遺跡関連資料館見学

10月19日（水）
奴国の丘歴史資料館
〜九大総合博物館

要事前申込み、先着３７名

わくわく歴史体験　どんぐりクッ
キーづくり

11月5日（土） 奴国の丘歴史資料館 要事前申込み、抽選３０名

ブラかすが歴史散歩
須玖岡本遺跡周辺見学

11月19日（土）
奴国の丘歴史資料館
〜周辺遺跡

要事前申込み、先着４０名

わくわく歴史体験　しめ飾りづくり 12月17日（土） 奴国の丘歴史資料館 要事前申込み、抽選３０名

わくわく歴史体験　正月遊び 平成29年1月７日（土） 奴国の丘歴史資料館 要事前申込み、抽選３０名

民俗企画展　「こどものくらしの移
り変わり」

平成29年1月14日（土）
〜3月12日（日）

奴国の丘歴史資料館
特別展示室

無料

民俗企画展　昔あそび体験 平成29年2月19日（日） 奴国の丘歴史資料館 要事前申込み、抽選40名

ブラかすが歴史散歩
吉野ケ里遺跡見学

平成29年3月18日（土）
奴国の丘歴史資料館
〜吉野ケ里遺跡

要事前申込み、先着３７名

　　　　　　…展示　　　　　　　…シンポジウム・講座　 　　　　　…体験　　　 　    　…イベント



 朝倉市

　お問い合わせ先 朝倉市教育委員会文化課

　　電話　０９４６ー２２ー０００１　　ＦＡＸ０９４６ー２３ー０６９７

イベント名 日時 場所 備考

平成28年度夏季企画展
「川と人とのものがたり」～女男石
護岸施設と治水と利水の歴史～

7月20日(水) ～
9月 ４日(日)

甘木歴史資料館

入場無料
平成28年３月に県指定史跡となった
女男石護岸施設を中心とした展示
です。

平成28年度秋季企画展
「あさくら地域の石造物」

10月12日(水)～12月11
日(日)

甘木歴史資料館 入場無料

筑後川流域装飾古墳同時公開
～狐塚古墳～

10月22日(土) 狐塚古墳 入場無料

　　　　　　…展示　　　　　　　…イベント　　　     　…その他

　　　今年度行われる催し物をまとめてみました。ぜひ、おでかけください！
　　　また、ネットワークに参加している他の自治体のカレンダーもぜひご覧ください。

    ホームページ　 https://bunka@city.asakura.lg.jp

「魏志倭人伝のクニグニネットワーク」とは… 
  

 福岡県の平塚川添遺跡、佐賀県の吉野ヶ里遺跡、長崎県の原の辻遺跡は、ともに弥生時代に繁栄した集落
遺跡です。共通するところの多いこの三つの遺跡は、平成１１年１月、九州北部三県姉妹遺跡となりました。そ
れから、福岡・佐賀・長崎三県の歴史・文化に関する情報の発信拠点として互いに協力してきました。 

 平成２０年に三姉妹遺跡締結１０周年を迎えたことを機に、魏志倭人伝に登場するクニグニがあったと考えら

れている市町へと協力の輪を広げ、「魏志倭人伝のクニグニネットワーク」として活動しています。 
 

 ～参加自治体～ 
    福岡県…福岡県、福岡市、飯塚市、春日市、朝倉市、糸島市、宇美町 

    佐賀県…佐賀県、唐津市、神埼市、吉野ヶ里町 
    長崎県…長崎県、対馬市、壱岐市 

★☆ お で か け カ レ ン ダ ー ☆★ 

平成２８年度 朝倉市版 

 平塚川添遺跡は弥生時代の集落遺跡で、平成６年に
国指定史跡となりました。何重もの環濠が集落を取り囲
み、約300軒もの竪穴式住居や多くの掘立柱建物跡が
確認されました。柱やねずみ返しなどの木製品も確認さ
れており、一部資料を甘木歴史資料館で見ることができ
ます。平成13年に平塚川添遺跡公園として整備され、
祭殿・高床式倉庫・竪穴式住居が復元されています。園
内にはハンノキ・クリ・コナラ・クヌギなど、遺跡から見つ
かった植物で古代の森が復元され、環濠には水をたた
えるなど、当時の環境により近い形で復元が行われて
います。園内の体験学習館では火おこしや勾玉作りな
どの、古代体験をすることができます。 

   



イベント名 日時 場所 備考

旧田代家住宅一般公開 11月下旬 旧田代家住宅 入場無料

野鳥観察会 11月下旬 平塚川添遺跡公園
要申込
問合せ先：0946-21-7966

新春企画展
「郷土の日本画家徳田玉龍　富嶽
100景」
～山を描き続けた画家のキセキ２
～

平成29年1月5日
～2月12日

甘木歴史資料館 入場無料

春季企画展
「あ！さくら展
-春爛漫～桜が主役の作品展-」

平成29年3月14日
～4月2日

甘木歴史資料館 入場無料

　　　　　　…展示　　　　　　　…イベント　　　     　…その他   



 糸島市

　お問い合わせ先 糸島市教育委員会文化課

　　電話　０９２ー３３２ー２０９３　　ＦＡＸ０９２ー３２１ー０９２０

イベント名 日時 場所 備考

伊都国歴史博物館秋季特別展
「（仮）平原王墓とその時代」

10月8日(土)～
11月27日（日）

伊都国歴史博物館
平原遺跡出土品国宝指定１０周年
記念事業

（仮）伊都国フォーラム２０１６
～識者を囲んで、伊都国の謎解き

平成29年1月7日（土） 伊都文化会館
伊都国基礎講座、糸島高校活動報
告、座談会、鋳造体験会

伊都国歴史博物館冬季企画展
「（仮）よみがえる高祖神社」」

平成29年1月21日（土）
～3月12日（日）

伊都国歴史博物館
高祖神社“平成の大修理”の報告と
成果

　　　今年度行われる催し物をまとめてみました。ぜひ、おでかけください！
　　　また、ネットワークに参加している他の自治体のカレンダーもぜひご覧ください。

    ホームページ　　http://www.city.itoshima.lg.jp/

　　　　　　…展示　　　　　　　…シンポジウム・講座　 　　　　　

「魏志倭人伝のクニグニネットワーク」とは… 
  

 福岡県の平塚川添遺跡、佐賀県の吉野ヶ里遺跡、長崎県の原の辻遺跡は、ともに弥生時代に繁栄した集落
遺跡です。共通するところの多いこの三つの遺跡は、平成１１年１月、九州北部三県姉妹遺跡となりました。そ
れから、福岡・佐賀・長崎三県の歴史・文化に関する情報の発信拠点として互いに協力してきました。 

 平成２０年に三姉妹遺跡締結１０周年を迎えたことを機に、魏志倭人伝に登場するクニグニがあったと考えら

れている市町へと協力の輪を広げ、「魏志倭人伝のクニグニネットワーク」として活動しています。 
 

 ～参加自治体～ 
    福岡県…福岡県、福岡市、飯塚市、春日市、朝倉市、糸島市、宇美町 

    佐賀県…佐賀県、唐津市、神埼市、吉野ヶ里町 
    長崎県…長崎県、対馬市、壱岐市 

★☆ お で か け カ レ ン ダ ー ☆★ 

平成２８年度 糸島市版 

 
 糸島の秋を訪ねてみませんか 
 
      
        大悲王院の楓（県指定天然記念物） 

        平原歴史公園（国指定史跡） 

        雷神社の公孫樹（県指定天然記念

物） 

        鎮懐石八幡宮万葉歌碑（市指定） 

        桜井神社（県指定建造物） 

        桜井二見ヶ浦（県指定名勝） 

１月に「伊都国フォーラム」 
   
  市民参加の座談会形式で、 

       伊都国の謎解きに挑戦 
    
    ＊疑問、質問を広く募集 
    ＊王墓出土品の鋳造体験会 

内行花文鏡 

（井原ヤリミゾ遺跡） 



 宇美町

　お問い合わせ先 宇美町役場　総務課　町誌編さん室

　　電話　０９２ー９５７ー６０８２　　ＦＡＸ　０９２ー９５７ー６０８３

イベント名 日時 場所 備考

「県民の森40周年記念ウォー
キング」めざせ大野城跡

10月22日（土）
9：30～13：00

福岡県立
四王寺県民の森セン
ター

参加費無料、事前申込制
申し込み先：福岡県立四王寺県
民の森管理事務所　℡092-
932-7373

　　　今年度行われる催し物をまとめてみました。ぜひ、おでかけください！
　　　また、ネットワークに参加している他の自治体のカレンダーもぜひご覧ください。

ホームページ等　　http://www.town.umi.lg.jp

　　　　　　…イベント

「魏志倭人伝のクニグニネットワーク」とは… 
  

 福岡県の平塚川添遺跡、佐賀県の吉野ヶ里遺跡、長崎県の原の辻遺跡は、ともに弥生時代に繁栄した集落
遺跡です。共通するところの多いこの三つの遺跡は、平成１１年１月、九州北部三県姉妹遺跡となりました。そ
れから、福岡・佐賀・長崎三県の歴史・文化に関する情報の発信拠点として互いに協力してきました。 

 平成２０年に三姉妹遺跡締結１０周年を迎えたことを機に、魏志倭人伝に登場するクニグニがあったと考えら

れている市町へと協力の輪を広げ、「魏志倭人伝のクニグニネットワーク」として活動しています。 
 

 ～参加自治体～ 
    福岡県…福岡県、福岡市、飯塚市、春日市、朝倉市、糸島市、宇美町 

    佐賀県…佐賀県、唐津市、神埼市、吉野ヶ里町 
    長崎県…長崎県、対馬市、壱岐市 

★☆ お で か け カ レ ン ダ ー ☆★ 

平成２８年度 宇美町版 

    

 宇美町は、福岡県糟屋郡の最南端に位置し、福岡市

のベッドタウンとして発展し続けています。町内には、国

指定特別史跡大野城跡をはじめ、近年、魏志倭人伝に

記載がある「不弥国」の候補地として宇美町が注目され

る根拠となった国指定史跡 光正寺古墳や、安産信仰の

神様で全国的に有名な宇美八幡宮など、多くの文化財

があります。特に、城内の約８０パーセントが宇美町内

にある大野城跡は、文献上での日本最古の山城であり、

近年の調査で新発見が相次いでいる注目の遺跡です。

自然公園になっており、自由に散策できます。 



 長崎県

　お問い合わせ先 長崎県埋蔵文化財センター

　　電話：０９２０－４５－４０８０　　ＦＡＸ：０９２０－４５－４０８２

イベント名 日時 場所 備考

東アジア国際シンポジウム
関連講座

8月21日(日)
14:00～

壱岐市立
一支国博物館

タイトル「ベールを脱いだ原の辻！
国際交流の歴史」
講師　古澤義久　　入場無料

収蔵展示
「原の辻遺跡研究成果展」

10月8日(土)～
平成29年2月5日(日)

壱岐市立
一支国博物館

入場無料

東アジア国際シンポジウム
壱岐会場

10月22日(土)
13:00～15:30

壱岐市立
一支国博物館

テーマ「大海を渡り、一支国に至
る。」
入場無料

東アジア国際シンポジウム
長崎会場

10月23日(日)
13:30～16:00

長崎歴史文化博物館
テーマ「大海を渡り、一支国に至
る。」
入場無料

講座
「長崎県発掘速報2015」

12月25日(日)
14:00～

壱岐市立
一支国博物館

講師　松元一浩
入場無料

収蔵展示
「瓦展」

平成29年2月11日(土)
～6月4日(日)

壱岐市立
一支国博物館

入場無料

　　　今年度行われる催し物をまとめてみました。ぜひ、おでかけください！
　　　また、ネットワークに参加している他の自治体のカレンダーもぜひご覧ください。

    ホームページ　 http://www.nagasaki-maibun.jp/index.html

　　　　　　…展示　　　　　　　…シンポジウム・講座

「魏志倭人伝のクニグニネットワーク」とは… 
  

 福岡県の平塚川添遺跡、佐賀県の吉野ヶ里遺跡、長崎県の原の辻遺跡は、ともに弥生時代に繁栄した集落
遺跡です。共通するところの多いこの三つの遺跡は、平成１１年１月、九州北部三県姉妹遺跡となりました。そ
れから、福岡・佐賀・長崎三県の歴史・文化に関する情報の発信拠点として互いに協力してきました。 

 平成２０年に三姉妹遺跡締結１０周年を迎えたことを機に、魏志倭人伝に登場するクニグニがあったと考えら

れている市町へと協力の輪を広げ、「魏志倭人伝のクニグニネットワーク」として活動しています。 
 

 ～参加自治体～ 
    福岡県…福岡県、福岡市、飯塚市、春日市、朝倉市、糸島市、宇美町 

    佐賀県…佐賀県、唐津市、神埼市、吉野ヶ里町 
    長崎県…長崎県、対馬市、壱岐市 

★☆ お で か け カ レ ン ダ ー ☆★ 

平成２８年度 長崎県版 

 長崎県埋蔵文化財センターでは、長崎県内全域での発掘調査や

東アジアとの交流に視点をおいた考古学研究を行っています。 

 なかでも原の辻遺跡の調査研究においては、毎年発掘調査を実

施しており、平成28年3月にはその長年にわたる成果を「原の辻遺

跡 総集編Ⅱ」として刊行するに至りました。 

 また、昨年度協定を結んだ韓国の釜山博物館との共同研究も軌

道に乗り始めましたので、今後の研究の進展にどうぞご期待くださ

い。 



対馬市

　お問い合わせ先 対馬市教育委員会文化財課

　　電話　０９２０ー５４ー２３４１　　ＦＡＸ０９２０ー５４ー４０４６

イベント名 日時 場所 備考

『文化財・景観』写真コンテスト
7月4日（月）～
11月30日（水）

対馬市
教育委員会文化財課まで郵送等で
提出により応募

地蔵盆 7月24日（日） 厳原町（各地地蔵） 無料

いさり火山笠まつり
7月30日（土）
7:25～20:00

美津島町高浜港埋立
地・高浜広場特設ス
テージ

無料

対馬 厳原港まつり 8月6日（土）～7日（日） 厳原港特設ステージ 無料

　　　今年度行われる催し物をまとめてみました。ぜひ、おでかけください！
　　　また、ネットワークに参加している他の自治体のカレンダーもぜひご覧ください。

史跡　塔の首遺跡

    ホームページ　 http://www.city.tsushima.nagasaki.jp/culture/

　　　　　　…イベント　　　     　…その他

「魏志倭人伝のクニグニネットワーク」とは… 
  

 福岡県の平塚川添遺跡、佐賀県の吉野ヶ里遺跡、長崎県の原の辻遺跡は、ともに弥生時代に繁栄した集落
遺跡です。共通するところの多いこの三つの遺跡は、平成１１年１月、九州北部三県姉妹遺跡となりました。そ
れから、福岡・佐賀・長崎三県の歴史・文化に関する情報の発信拠点として互いに協力してきました。 

 平成２０年に三姉妹遺跡締結１０周年を迎えたことを機に、魏志倭人伝に登場するクニグニがあったと考えら

れている市町へと協力の輪を広げ、「魏志倭人伝のクニグニネットワーク」として活動しています。 
 

 ～参加自治体～ 
    福岡県…福岡県、福岡市、飯塚市、春日市、朝倉市、糸島市、宇美町 

    佐賀県…佐賀県、唐津市、神埼市、吉野ヶ里町 
    長崎県…長崎県、対馬市、壱岐市 

★☆ お で か け カ レ ン ダ ー ☆★ 

平成２８年度 対馬市版 

 塔の首遺跡は上対馬町古里に所在する国史跡です。箱式

石棺4基からなる弥生時代後期の墳墓群で、昭和46年（1971）

に丘陵の先端部で発見されました。2号棺は盗掘を受けておら

ず、陶質土器や銅釧路、管玉などの遺物が見つかりました。3

号棺は板石を3枚並べた蓋が残っており、盗掘も受けておらず、

内部から弥生土器、陶質土器、広型銅矛、銅釧、管玉、ガラス

小玉などの副葬品が発見されました。  

 出土遺物は大きく朝鮮半島系と北九州系に分かれ、これま

で共伴資料を欠くために時期の特定が困難だった、広型銅矛

2本と弥生後期土器、朝鮮半島系の土器が石棺内で共伴して

出土したことで両系統の資料を対比する格好の資料となりまし

た。 

   



イベント名 日時 場所 備考

カンカン祭り（神功皇后伝承神事） 8月18日（木） 厳原町豆酘 無料

和多都美神社古式大祭 9月1日（木）
和多都美神社（豊玉町
仁位和宮）

無料

海神神社大祭 9月5日（月） 海神神社（峰町木坂） 無料

豊崎神社古式例大祭
9月10日（土）～
11日（日）

豊崎神社（上対馬町比
田勝）

無料

厳原八幡宮大祭 9月15日（木）
厳原八幡宮（厳原町中
村）

無料

城山ダンギク・トレッキング 9月下旬 特別史跡金田城
大人1名500円（ガイド料・保険料込）
（定員30名）

國本神社祭 10月1日（土） 國本神社（上県町瀬田） 無料

万松院まつり 10月予定
万松院（史跡対馬藩主
宗家墓所・厳原町西里）

無料

住吉神社例大祭 10月13日（木）
住吉神社（美津島町鶏
知、鴨居瀬）

無料

初午祭 10月16日（日）
目保呂ダム馬事公園
（上県町瀬田）

無料

多久頭魂神社例大祭 10月18日（火）
多久頭魂神社（厳原町
豆酘）

無料

小茂田浜神社大祭 11月13日（日）
小茂田浜神社（厳原町
小茂田）

無料

オヒデリ様 12月
雷命神社ほか（厳原町
阿連）

無料

　　　　　　…イベント　　　     　…その他   



壱岐市

　お問い合わせ先 壱岐市立一支国博物館　壱岐市教育委員会文化財課

　　電話　０９２０－４５－２７２８　　ＦＡＸ０９２０－４５－２８２９

イベント名 日時 場所 備考

きゅ～はくキャラバン 8月6日（土）
壱岐市立一支国博物館
３階　体験交流室

対象：小学生～一般（小学生は保護者同伴）
参加料：無料

貝殻キャンドルづくり体験 8月7日（日）
壱岐市立一支国博物館
３階　体験交流室

定員：50名　参加料：300円
対象：小学生～一般（小学生は保護者同伴）

ベールを脱いだ原の辻！ 国際交
流の歴史

8月21日（日）
壱岐市立一支国博物館
３階　多目的ホール

受講料：無料

　　　今年度行われる催し物をまとめてみました。ぜひ、おでかけください！
　　　また、ネットワークに参加している他の自治体のカレンダーもぜひご覧ください。

    ホームページ　 http://www.iki-haku.jp

　　　　　　…展示　　　　　　　…シンポジウム・講座　 　　　　　…体験　　　 　    　…イベント

「魏志倭人伝のクニグニネットワーク」とは… 
  

 福岡県の平塚川添遺跡、佐賀県の吉野ヶ里遺跡、長崎県の原の辻遺跡は、ともに弥生時代に繁栄した集落
遺跡です。共通するところの多いこの三つの遺跡は、平成１１年１月、九州北部三県姉妹遺跡となりました。そ
れから、福岡・佐賀・長崎三県の歴史・文化に関する情報の発信拠点として互いに協力してきました。 

 平成２０年に三姉妹遺跡締結１０周年を迎えたことを機に、魏志倭人伝に登場するクニグニがあったと考えら

れている市町へと協力の輪を広げ、「魏志倭人伝のクニグニネットワーク」として活動しています。 
 

 ～参加自治体～ 
    福岡県…福岡県、福岡市、飯塚市、春日市、朝倉市、糸島市、宇美町 

    佐賀県…佐賀県、唐津市、神埼市、吉野ヶ里町 
    長崎県…長崎県、対馬市、壱岐市 

★☆ お で か け カ レ ン ダ ー ☆★ 

平成２８年度 壱岐市版 

   壱岐市立一支国博物館 概要  
 
 壱岐市立一支国博物館は、国特別史跡原の辻遺跡を
一望できる丘の上にオープンしたしまごと博物館の拠点
で、長崎県全体の歴史研究を担う長崎県埋蔵文化財セ
ンターが併設されています。 
 展示は、壱岐の通史を時代別にみることができ、中で
も『魏志』倭人伝に記された一支国の王都・原の辻を再
現した弥生時代の「一支国トピック」コーナーでは、当時
の一支国を再現した模型展示をみることができます。 
 他にも、収蔵品を見学できる「オープン収蔵庫」、未来
の考古学者を発掘する「キッズこうこがく研究所」、出土
品整理作業を見ることができる「観察路」などもあります。 



イベント名 日時 場所 備考

出前体験イベントINむきばんだま
つり

9月22日（木・祝） むきばんだ史跡公園
貝殻キャンドルづくり体験定員：１００名
参加料：無料

古代米づくり体験　刈入祭 10月8日（土） 原の辻ガイダンス
定員：フリー
参加：無料

「海の王都・原の辻と壱岐の至宝」
10月11日（火）～
12月4日（日）

九州国立博物館
トピック展示室第３室

出前博物館
（デリバリーミュージアム）

新知見から見る末盧国 10月23日（日）
壱岐市立一支国博物館
３階　多目的ホール

受講料：無料

古代米づくり体験　収穫祭 11月5日（土） 原の辻ガイダンス
定員：フリー
参加：無料

出前体験イベントIN九州国立博物
館

11月27日（日） 九州国立博物館
各体験定員設定有
参加料：無料

原の辻、はじまりのころ 平成29年1月22日（日）
壱岐市立一支国博物館
３階　多目的ホール

受講料：無料

「海の王都・原の辻と壱岐の至宝」
平成29年2月3日（金）
～3月12日（日）

松山市考古館
企画展示室

出前博物館
（デリバリーミュージアム）

ヤマト王権と出雲－古墳時代にお
ける日本海交渉史－

平成29年2月26日（日）
壱岐市立一支国博物館
３階　多目的ホール

受講料：無料

第７回　原の辻一支国王都復元公
園周回駅伝大会

平成29年3月19日（日） 原の辻一支国王都復元公園
定員：フリー
参加：無料

　　　　　　…展示　　　　　　　…シンポジウム・講座　 　　　　　…体験　　　 　    　…イベント



 佐賀県

     写真：復元された吉野ヶ里遺跡

　お問い合わせ先 佐賀県教育委員会文化財課

　　電話　０９５２-２５-７２３３　　ＦＡＸ　０９５２-２５-７３２１

イベント名 日時 場所 備考

吉野ヶ里歴史公園イベント 通年 吉野ヶ里歴史公園
吉野ヶ里歴史公園の入園料が必要
イベントの内容によっては有料

吉野ヶ里歴史公園北口エリアオー
プン

7月23日（土）～ 吉野ヶ里歴史公園
公園の新規エリア「大芝生広場」「北口サービスセン
ター」「北口駐車場」の先行部分開園

吉野ヶ里歴史公園特別企画展「よみ
がえる邪馬台国倭人伝Ⅳ　邪馬台国
と謎の国不弥国」

9月17日（土）～11月6日
（日）

吉野ヶ里歴史公園
弥生くらし館

邪馬台国九州説で奴国の東に位置して
いたとされる謎の国「不弥国」を中心に
最新資料を紹介

「弥生の装い‐アクセサリーの考古
学‐」

8月2日（火）～8月31日
（水）

佐賀県立博物館
弥生時代のアクセサリーに焦点を
あて、貝で作られたブレスレッドや
金属製の指輪などを紹介する。

　　　今年度行われる催し物をまとめてみました。ぜひ、おでかけください！
　　　また、ネットワークに参加している他の自治体のカレンダーもぜひご覧ください。

    ホームページ　 https://www.pref.saga.lg.jp/kiji0031321/index.html

佐賀県立博物館・美術館

　　電話　０９５２-２４-３９４７　　ＦＡＸ　０９５２-２５-７００６

　　ホームページ　http://saga-museum.jp/museum/

　　　　　　…展示　　　　　　　…イベント　　　     　…その他

「魏志倭人伝のクニグニネットワーク」とは… 
  

 福岡県の平塚川添遺跡、佐賀県の吉野ヶ里遺跡、長崎県の原の辻遺跡は、ともに弥生時代に繁栄した集落
遺跡です。共通するところの多いこの三つの遺跡は、平成１１年１月、九州北部三県姉妹遺跡となりました。そ
れから、福岡・佐賀・長崎三県の歴史・文化に関する情報の発信拠点として互いに協力してきました。 

 平成２０年に三姉妹遺跡締結１０周年を迎えたことを機に、魏志倭人伝に登場するクニグニがあったと考えら

れている市町へと協力の輪を広げ、「魏志倭人伝のクニグニネットワーク」として活動しています。 
 

 ～参加自治体～ 
    福岡県…福岡県、福岡市、飯塚市、春日市、朝倉市、糸島市、宇美町 

    佐賀県…佐賀県、唐津市、神埼市、吉野ヶ里町 
    長崎県…長崎県、対馬市、壱岐市 

★☆ お で か け カ レ ン ダ ー ☆★ 

平成２８年度 佐賀県版 

 
 
 

 
   

   吉野ケ里遺跡は、佐賀県神埼市と神埼郡吉野ヶ里町にまた

がる弥生時代の大規模な環濠集落跡です。 

 この吉野ヶ里遺跡では、約７００年間も続く弥生時代全ての

時期の遺構・遺物が発見され、長い期間を通して小さなムラが

大陸の文化を取り入れながら、やがてクニの中心集落へと発

展する過程を教えてくれる、学術的に極めて価値の高い遺跡

です。 

 また、公園では弥生時代の生活を再現した様々なイベントが

企画され、広い敷地内にはレストランや売店、広場や遊具、野

外炊事コーナーなどもあり、大人から子どもまで楽しんで学ん

だり、遊んだりすることができるようになっています。 

   



 唐津市

　お問い合わせ先 唐津市教育委員会生涯学習文化財課

　　電話　０９５５ー７２ー９１７１　　ＦＡＸ０９５５ー７２ー９１９５

イベント名 日時 場所 備考

企画展「衣」～古代人は何を着て
いたか～

7月12日(火)～
9月25日(日)

唐津市古代の森会館展
示室

入館料：一般100円、小中学生50円

歴史講座「菜畑遺跡から②衣を考
える」

7月16日(土)
10:00～11:30

唐津市古代の森会館 定員２０名程度　無料　申込不要

歴史講座「吉野ヶ里遺跡と佐賀平
野の弥生時代」

8月21日(日)
13:30～15:00

唐津市末盧館
定員20名程度　受講料200円
申込不要

　　　今年度行われる催し物をまとめてみました。ぜひ、おでかけください！
　　　また、ネットワークに参加している他の自治体のカレンダーもぜひご覧ください。

    ホームページ　 https:///www.city.karatsu.lg.jp/

　　アドレス　　　　　　　manabee@city.karatsu.lg.jp

　　　　　　…展示　　　　　　　…シンポジウム・講座　 　　　　　…体験　　　 　    　…イベント

「魏志倭人伝のクニグニネットワーク」とは… 
  

 福岡県の平塚川添遺跡、佐賀県の吉野ヶ里遺跡、長崎県の原の辻遺跡は、ともに弥生時代に繁栄した集落
遺跡です。共通するところの多いこの三つの遺跡は、平成１１年１月、九州北部三県姉妹遺跡となりました。そ
れから、福岡・佐賀・長崎三県の歴史・文化に関する情報の発信拠点として互いに協力してきました。 

 平成２０年に三姉妹遺跡締結１０周年を迎えたことを機に、魏志倭人伝に登場するクニグニがあったと考えら

れている市町へと協力の輪を広げ、「魏志倭人伝のクニグニネットワーク」として活動しています。 
 

 ～参加自治体～ 
    福岡県…福岡県、福岡市、飯塚市、春日市、朝倉市、糸島市、宇美町 

    佐賀県…佐賀県、唐津市、神埼市、吉野ヶ里町 
    長崎県…長崎県、対馬市、壱岐市 

★☆ お で か け カ レ ン ダ ー ☆★ 

平成２８年度 唐津市版 
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イベント名 日時 場所 備考

歴史講座「古代の染色」
9月17日(日)
10:00～11:30

唐津市末盧館 定員２０名程度　無料　申込不要

企画展「稲作伝来第二幕～唐津湾
岸の弥生社会の成立～」

10月4日(火)～
12月4日(日)

唐津市末盧館
入館料：一般200円、小中学生100
円

唐津市末盧館収穫祭
10月8日(土)
10:30～12:00

唐津市末盧館 無料

歴史講座「弥生時代の頃の韓国」
10月16日(土)
10:00～11:30

唐津市末盧館
定員20名程度　受講料200円
申込不要

企画展体験イベント「脱穀をしてみ
よう」

10月30日(日)
10：00～12：00

唐津市末盧館

歴史講座「弥生の農耕について」
11月19日(土)10:00～
11:30

唐津市末盧館 定員２０名程度　無料　申込不要

歴史探訪ウォーキング「末盧国を
歩く」

11月下旬 唐津市内（鏡山周辺）
要申込　申込先：唐津市生涯学習
文化財課

歴史講座「菜畑遺跡から③鶏の
話」

12月17日(日)
10:00～11:30

唐津市末盧館 定員２０名程度　無料　申込不要

歴史講座「古代の植物の利用」
平成29年1月21日(土)
10:00～11:30

唐津市末盧館 定員２０名程度　無料　申込不要

シンポジウム「末盧国の成立」
平成29年1月29日(日)
10：00～

唐津市市民会館 無料　申込不要

歴史講座「奴国の考古学」
平成29年2月19日(日)
13:30～15：00

唐津市末盧館
定員20名程度　受講料200円
申込不要

歴史講座「菜畑遺跡から④菜畑遺
跡と弥生時代研究の今」

平成29年3月18日(土)
10:00～11:30

唐津市末盧館 定員２０名程度　無料　申込不要

　　　　　　…展示　　　　　　　…シンポジウム・講座　 　　　　　…体験　　　 　    　…イベント



 神埼市

　お問い合わせ先 神埼市教育委員会社会教育課文化財係

　　電話　０９５２ー４４ー２７３１　　ＦＡＸ０９５２ー４４ー２１５２

神埼市総務企画部歴史文化推進室（神埼塾関係）

イベント名 日時 場所 備考

神埼塾第３回
「古墳時代佐賀の首長とヤマト政
権」
－米多君・嶺縣主・佐嘉君等と関
連して－

8月6日（土）
13：30～15：30

神埼中央公民館
第１研修室

講師：佐賀大学芸術地域デザイン
学部
教授　重藤　輝行　氏

神埼塾第４回
「佐賀の仏教美術－神埼を中心に
－」

9月3日（土）
13：30～15：30

神埼中央公民館
第１研修室

講師：佐賀県立博物館
学芸員　竹下　正博　氏

    神埼市ホームページ　 http://www.city.kanzaki.saga.jp/

　　電話　０９５２ー３７ー０１５３　　ＦＡＸ０９５２ー５２ー７９７９

　　　　　　…イベント　　　　　　　…シンポジウム・講座

　　　今年度行われる催し物をまとめてみました。ぜひ、おでかけください！
　　　また、ネットワークに参加している他の自治体のカレンダーもぜひご覧ください。

★☆ お で か け カ レ ン ダ ー ☆★ 

平成２８年度 神埼市版 

「魏志倭人伝のクニグニネットワーク」とは… 
  

 福岡県の平塚川添遺跡、佐賀県の吉野ヶ里遺跡、長崎県の原の辻遺跡は、ともに弥生時代に繁栄した集落
遺跡です。共通するところの多いこの三つの遺跡は、平成１１年１月、九州北部三県姉妹遺跡となりました。そ
れから、福岡・佐賀・長崎三県の歴史・文化に関する情報の発信拠点として互いに協力してきました。 

 平成２０年に三姉妹遺跡締結１０周年を迎えたことを機に、魏志倭人伝に登場するクニグニがあったと考えら

れている市町へと協力の輪を広げ、「魏志倭人伝のクニグニネットワーク」として活動しています。 
 

 ～参加自治体～ 
    福岡県…福岡県、福岡市、飯塚市、春日市、朝倉市、糸島市、宇美町 

    佐賀県…佐賀県、唐津市、神埼市、吉野ヶ里町 
    長崎県…長崎県、対馬市、壱岐市 

 神埼市は脊振山を最高峰とする北部の山間地域と、城原

川、田手川が潤す肥沃な平野部からなる土地です。 

 わが国最大級の環濠集落である吉野ヶ里遺跡をはじめ、

中世では室町時代の豪族の城館跡である横武城跡、南北

朝時代に築城された姉川城跡、直鳥城跡が残っており、江

戸時代には小倉～長崎間を結ぶ長崎街道が交通の拠点と

して栄えました。明治時代の建造物である下村湖人生家、

伊東玄朴旧宅、大正時代のものでは福成歯科医院（旧古

賀銀行神埼支店）なども有名です。 

  このように、市内には遺跡や重要的建造物・寺社など多く

の歴史的遺産が点在し、各時代に触れることができます。 
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イベント名 日時 場所 備考

神埼市合併10周年記念
「神埼市 能・狂言フェスティバル
鷺流狂言の集い」

9月11日（日）
10：00～

千代田文化会館
（はんぎーホール）

神埼市民優先

国名勝「九年庵」秋の一般公開
11月15日（火）～
11月23日（水・祝）

九年庵
8時30分から16時まで
美化協力金として300円
（中学生以下無料）

神埼塾第５回
「脊振山地と有明海の生業文化」

平成29年1月7日（土）
13：30～15：30

神埼中央公民館
第１研修室

講師：佐賀大学教育学部
准教授　藤永　豪　氏

神埼塾第６回
「景観に刻まれた生活の歴史」

平成29年3月25日（土）
13：30～15：30

神埼中央公民館
第１研修室

講師：佐賀大学農学部
准教授　藤村　美穂　氏

　　　　　　…イベント　　　　　　　…シンポジウム・講座


