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唐津市厳木支所  産業課

佐賀市富士支所  産業振興課

多久市  商工観光課

小城市  商工観光課

・厳木ダムスポーツ公園（さよの湖）…
・道の駅厳木　風のふるさと館……
・緑風館（唐津市厳木支所産業課）…
・厳木温泉「佐用姫の湯」……………
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お問い合わせ

　標高1,046ｍ、佐賀県のほぼ中央部にそびえ立ち、山頂の広
大な草原にはツゲやツツジ等が群生し高山植物も豊富です。
　山頂からの眺望はまさに天然のパノラマ。南には眼下に広
がる佐賀平野の向こうに、有明海、阿蘇山、雲仙岳を見渡せ、北
には玄界灘を望むことができます。
　春から秋にかけてのハイキングは、自然と触れ合う絶好の
チャンス。
　また、北斜面にはスキー場が開設され、冬には多くのスキー
ヤーが訪れます。
　この天山は昭和45年10月1日に佐賀県立自然公園に指定さ
れています。

　祈念碑は、唐津市厳木町出身で佐賀大学教育学部で書道の
教授であった千葉清治郎氏が「天下泰平・五穀豊穣・除厄招福・
万民和楽」を祈願し、昭和45年9月10日に天山山頂へ建立され
ました。

　昭和44年に発足した天山自然公園協議会（唐津市、佐賀市、
多久市、小城市）が千葉清治郎氏の遺志を大切にし、郷土の平
和と限りない発展を祈念して、毎年10月第1土曜日に天山山頂
で天山祈念碑祭を開催しています。

天山     策マ プツ
天山     策マ プツ

天山

天山祈念碑

天山祈念碑祭

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

天山自然公園協議会

唐津 佐賀
多久 小城

ちょっと一休みして、まわりの風景を楽しむも良し。途中にある施設に立ち
寄って、学んでも良し。天山は魅力あふれる自然のテーマパークです！
また、天山周辺では、自然の豊かさを活かした特産物がたくさんあります！
散策を楽しんだあとは、美味しい郷土料理や、名物を是非楽しんでみてくだ
さい！

すすめお ＆ポットス 産物特

45名が宿泊できる施設です。また、
グラウンドも隣接して完備してお
り、自然環境溢れる合宿等には最
適です。

緑風館（りょくふうかん）

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。
多久４代領主多久茂文が教育の振興
と「敬」の心を育むために1708年に建
てました。
国の重要文化財に指定されています。

多久聖廟

北多久町岸川地区の家庭に古くか
ら伝わる酒饅頭で、昔ながらの製
法で造られており、アンあり、アン
なしなど色々な饅頭があります。

岸川まんじゅう

「全国名水百選」の一つ、清水川の上流に
あります。高さ75m・幅13mの清流がさら
さらと流れ落ちる様子は荘厳で流麗。「珠
簾の滝」と称されています。

清水の滝

質の高いゆり根の粉と地下水で作
るゆり菓子。そのまま食べても良
し、お湯に溶いてくず湯でも楽し
めます。

ゆり菓子

佐賀県重要無形民俗文化財である
市川の天衝舞浮立をはじめ、富士
町５地区の浮立を展示物と映像で
紹介しています。

浮立の里展示館

小城羊羹の老舗・村岡総本舗が昭
和16年に砂糖蔵として建設した建
物。現在は資料館となり、羊羹の製
造行程などを紹介しています。

村岡総本舗  羊羹資料館

国道203号線沿いにあり、安くて新鮮な
地元特産品の販売、軽食等もあります。
道路情報等も聞くことができますので、
ドライブ中の休憩にご利用ください。

道の駅厳木風のふるさと館

天川コシヒカリは、天山の麓唐津
市厳木町天川地区において標高
500m以上の高冷地できれいな湧
水を使用し生産されているお米で
す。たいへん良質なお米となって
いますので、是非ご賞味ください。

天川コシヒカリ

炭鉱王・高取伊好が大正期に当時の
多久村に寄贈した公園です。
公園内には郷土資料館、歴史民俗資
料館、先覚者資料館のほか、国の登
録有形文化財・寒鶯亭があります。
桜や紅葉の名所です。

西渓公園

明治元年（1868年）に創業。旅人の
腹ごしらえとして名物になりまし
た。アンコ、黒砂糖、芋などの饅頭
があります。

多久まんじゅう

清水の滝のそばに鯉料理店が軒を
連ねます。「全国名水百選」の水に
晒した鯉は身が締まり、臭みのな
いさっぱりとした味です。

清水鯉料理

300年続く手すき和紙工房で、自家栽
培の「梶の木」を原料としています。す
べて、職人による手すき和紙でその数
200種類以上にものぼり、全国にその
ファンが多く、山里にありながら見学
の人が絶えません。

肥前名尾和紙

古湯や熊の川の温泉は36℃～38℃
のぬるめの泉温とぬるぬるした心
地良い肌触りから「ぬる湯」と呼ば
れています。ぬる湯に浸かって心
も体もリラックスしましょう。

古湯・熊の川温泉郷

清らかな水と厳選した豆を使い、
時間と手間をかけて作った逸品。
多くの店があり、それぞれに独自
の味があります。

小城羊羹
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唐津市

・浮立の里展示館……………………
・天山スキーリゾート………………
・熊の川温泉「鵆の湯」………………
・道の駅大和　そよかぜ館…………
・富士町観光案内所…………………
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佐賀市

・多久聖廟（公益財団法人孔子の里）…
・西渓公園（多久市商工観光課）……
・多久市郷土資料館…………………
・大平庵酒蔵資料館…………………
・多久市観光協会（物産館）…………
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多久市

・小城公園（小城市商工観光課）……
・村岡総本舗羊羹資料館……………
・農産物直売所ほたるの郷…………
・津の里温泉　小城市牛津保健福祉センター「アイル」
　  ……………………………………
・小城市立歴史資料館・梧竹記念館…
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小城市

県内屈指の単純アルカリ泉で、疲労回
復や美肌効果があります。また、岩盤
浴や家族風呂なども人気です。登山帰
りなどにお気軽においでください。

厳木温泉　佐用姫の湯
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