
MAP B-2

❺武雄市図書館・歴史資料館／
　武雄市こども図書館
こども図書館は、子どもた
ちがワクワクするような仕
掛けが多くあり、好奇心を
育むことができる開放的な
空間です。2階フードコー
ナーには九州パンケーキカ
フェも併設しています。

《時　間》9：00～21：00（年中無休）
《問合せ》☎0954-20-0222

武雄市こども図書館

❾メリッタkid’s TAKEO
天候を気にせず、安全設備完備で
安心して遊べる室内大型キッズパ
ークです。トランポリン、クライミン
グウォールなどスポーツと遊びを
融合した遊具を設置しています。

《時　間》10：00～18：00
（受付17:00まで）
※夏休み期間中10:00～19:00（受付18:00まで）

《料　金》0歳児無料／1・2才300円～／幼児500円～
小学生700円～／保護者500円

《問合せ》☎0954-23-0175

MAP A-5 10森とリスの遊園地 メルヘン村
自然がいっぱいの森の遊
園地。ミニ遊園地・動物広
場・アスレチック広場があ
り、家族で1日中楽しく遊
べます。
《時　間》9：30～17：00

（最終入場16：00）
《料　金》大人（高校生以上）1,100円 

小人700円／幼児無料
《休　日》なし（天候により臨時休業あり）
《問合せ》☎0954-28-2835

MAP C-1

ファミリースポット＆イベント子ども達に
大人気！！

❻佐賀県立宇宙科学館《ゆめぎんが》
　ゆめぎんがプチミュージアム 解体戦隊スカベンジャー

《日　時》6月28日（火）～9月25日（日）
（平日）9：15～17：15（土日祝 夏休み期間（7/21-8/31））9：15～18：00

《休　館》毎週月曜（祝日の場合は翌日）夏休み期間（7/21-8/31）は休館日なし。
《料　金》常設展示観覧料：

大人 520円／高校生 310円／小中学生 200円／幼児4才以上 100円
《問合せ》☎0954-20-1666

スカベンジャーとは、何らかの原因で死を迎えた動物の死体を食べる
動物のこと。生態系ピラミッドにおいて高次の消費者として君臨する
動物が死んだ後、その大きな体を食べ、解体する動物たちを生態系を
陰で支える「ヒーロー」として紹介します。

MAP D-3

❷青磁名宝展
　中国古陶磁と人間国宝 中島宏

《日　時》～令和５年１月９日（月）
10：00～17：00（最終入館は16：30まで）

《休館日》毎週水曜日（10月・11月・年末年始は無休）
《入場料》一般 600円／学生 500円

庭園共通入場料：一般 1,000円／学生 800円
※中学生以下無料 ※15名以上の団体は100円引き

《問合せ》陽光美術館・日本庭園 慧洲園
☎0954-20-1187

青磁作家として日本の陶芸界をけん引して
きた武雄市の重要無形文化財保持者（人
間国宝）故中島宏氏の唯一無二の「中島ブ
ルー」と中国古陶磁の貴重な展示です。

MAP B-1

《期　間》～9月30日（金）まで
《拝観料》無料
《問合せ》高野寺

（武雄市北方町大字志久3245）
☎0954-36-3616

シャクナゲ寺で知られる高
野寺の長い回廊に風鈴が
並びます。風が吹くたびに
風鈴の綺麗な音色が響き
渡ります。四季を感じる日
本庭園と風鈴の涼しげな
音色に癒されます。

❼高野寺
　幸せ回廊風鈴まつり

MAP A-522武雄温泉 森のリゾートホテル
　SUMMER FESTA 2022

《日　時》７月１日（金）～９月23日（金）
木曜～日曜日・祝日 開催
18：00～21：00（Ｏ.Ｓ20：00）
※店休日・開催不可日あり。詳しくはお問合せください。

《料　金》前売りチケット 4,500円
当日：大　人 5,000円、中高生 3,000円

小学生 2,000円、幼　児    500円
《会　場》森のリゾートホテル内 １階レストラン「ミナノネ」
《問合せ》☎0954-23-4477（要予約）

お席に着いたまま、様々な料理を好きなだ
け食べることができるビュッフェの魅力を活
かしたスタイルでお楽しみいただけます。

MAP D-3 11夏休み陶芸教室 in 飛龍窯2022
　ランプシェード・植木鉢カバーを作ろう

《日　時》 ７月23日（土）･24日（日）・30日（土）・
31日（日）・８月６日（土）・７日（日）
※土日開催
（午前の部）10：00～12：00
（午後の部）14：00～16：00

《料　金》ランプシェード3,000円／植木鉢カバー2,500円
※完成までに１ヶ月ほどかかります。送料は別途必要。

《会　場》竹古場キルンの森公園　飛龍窯工房
《問合せ》☎0954-27-3383

こちらで用意した本体にデザインを考えながら色
々な道具で型抜きをしたり、張り付けたりしてオリ
ジナルな自分だけの作品を作ろう！

1週間前まで要予約

立寄り湯（日帰り）入浴可立寄 貸切り湯（家族湯）あり貸切

立寄

武雄温泉 宿泊･立寄り湯情報
名　　称 TEL 1泊2食付（諸税込） 立寄り湯情報
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御船山楽園ホテル

御宿 竹林亭
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名湯武雄温泉 楼門亭
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油　屋

セントラルホテル 武雄温泉駅前

武雄温泉 森のリゾートホテル

港湾保養所 みなと荘

武雄温泉ユースホステル

ペンション ピクニック

北方温泉四季の里 七彩の湯

奥武雄温泉 風の森
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おもやい処 森羅万象館
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立寄 貸切
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立寄 貸切
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6,500円～（素泊り）
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16,650円～
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5,000円～（素泊り）

5,300円～（朝食付）

5,500円～
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6,750円～

一般 4,400円～

会員 3,740円～
（朝食付）

8,700円～

12,000円～

33,150円～

4,500円～（朝食付）

5,500円（1人利用の場合・素泊り）
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0954-23-0210

0954-23-2171

0954-22-3118

0954-22-2101

0954-22-3188

0954-22-2191

0954-22-2240

0954-23-2111

0954-23-2007

0954-23-2504

0954-20-1234

0954-23-4477

0954-23-6138

0954-22-2490

0954-20-0044

0954-36-5926

0954-20-6060

090-7828-1860
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このマークの場所が
武雄あかりめぐりの

ライトアップ会場です
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飛龍窯11

武雄温泉楼門❹

御船山楽園❶

武雄神社❸

宇宙科学館❻

高野寺❼

武雄市図書館
歴史資料館
武雄市こども図書館

❺

❽武雄市役所

24
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慧州園･
陽光美術館

❷

個性あふれる体験メニューや
イベントで、昼間も楽しい!!

武雄のまちなかMAP

※各施設（店舗）で、クーポン（PDF）をスマホ等
　の画面に表示、または印刷してご利用ください。
※利用期間は施設毎に異なります。  

武雄市観光協会 クーポン｜

市内の施設や店舗で使える武雄に来たなら

得得クーポン!
食うポン 買うポン遊ぶポン 湯～ポン 泊まるポン

詳しくはコチラ

対象宿泊施設にお泊りの方へ
立寄り湯、観光施設、飲食施設、買い物、体験に

使えるお得なクーポンを　　

《配布期間》７月１５日～９月３０日まで。

※お電話でのご予約時に「クーポン利用」とお伝えいただいた
　お客様に限ります。お泊りの宿泊施設では使用できません。

（500円２枚）

おひとり1,000円分進呈!!
先着
500枚

武雄めぐりんクーポン特典1

対象宿泊施設にお泊りの方へ

《期　　間》あかりめぐり期間中
《有効期限》発券から３日間

（500円２枚）

1,000円分進呈!! 先着
300枚

1グループ
につき

タクシー補助券特典2

電動アシスト付き自転車タケちゃりを
対象の宿泊施設より貸し出します!!

レンタサイクル無料貸出特典3

❷

❹

❻

❸
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❼

❶「ボルボ チームラボ かみさまがすまう森」九州 武雄温泉 御船山楽園 ⓒチームラボ

武雄神社は、1286年の歴史を誇る市
内で最も古い神社。本殿、石垣のライ
トアップ、傘やカラー提灯の灯りのオブ
ジェはインスタ映えします。
※天候不良による開催中止のお知らせは
武雄神社公式ホームぺージで確認

《期　間》8月5日（金）～10月10日（月・祝）の金土日・祝日・お盆
ライトアップ…日没～22：00

《入場料》無料

現代書道アーティストの劒朧（ケンロウ）氏によるイベント
①９月１日（木）～９月30日（金）… 個展 社務所にて
②９月23日（金・祝）…15：00～奉納書道アートパフォーマンス開催！
《問合せ》武雄神社 ☎0954-22-2976

❸武雄神社

透明で柔らかな湯ざわりの武雄温泉は
「美人の湯」として知られ、入口に立
つ楼門はそのシンボル。昼とは異なる
幻想的な風景は一層美しく見えます。

《期　間》7月15日（金）～8月28日（日） ライトアップ…日没～23：00
（ライトの色が変化する演出は期間中の金土日・祝日・お盆のみ）

《入館料》無料（外観）
《問合せ》武雄温泉株式会社 ☎0954-23-2001

❹武雄温泉楼門

夜の図書館が５万球の光で照らし出さ
れます。敷地一帯の樹木に暖かな光の
装飾が施され、ライトアップされた楽し
い光景を眺めながら、読書など楽しむ
ことができます。

《期　間》7月15日（金）～11月6日（日）
ライトアップ…17：30～22：00（毎日）
開館時間…９：00～21：00（年中無休）

《入館料》無料
《問合せ》武雄市図書館・歴史資料館 ☎0954-20-0222

❺武雄市図書館・こども図書館

プラネタリウムで今夜の星空の見どこ
ろを紹介。ゆったりと星空を眺めなが
ら、見どころの星空天体惑星などの話
が楽しめます。

《期　間》開館中 ※投影時間は公式サイトで確認
（平日）９：15～17：15（土日祝）９：15～18：00
（休館日：月曜日（祝日の場合翌日）、夏休み期間中は無休）

《入館料》（常設展示）大人 520円／高校生 310円／中小学生 200円
／幼児 100円　※プラネタリウムは別途観覧料と同額

《問合せ》佐賀県立宇宙科学館 ゆめぎんが ☎0954-20-1666

❻佐賀県立宇宙科学館 ゆめぎんが〈プラネタリウム〉

精霊おくりにお参りいただく皆様のため、
境内と庭園「元禄の庭」をライトアップし
ています。自由に拝観いただけます。

《日　時》8月15日（月） ライトアップ…夕方～20：00　
《拝観料》無料
《問合せ》高野寺 ☎0954-36-3616

❼高野寺

１階のホールや３階のテラスは、休日で
も市民や観光客に開放されています。

《開館時間》21：00まで開庁
《問合せ》武雄市役所 ☎0954-23-9111

❽武雄市役所

光に包まれた3千坪の日本庭園内を大
滝と夏もみじが涼しさを誘います。四季
折々、様々な表情を見せる慧洲園の特
別なライトアップをお楽しみください。

《期　間》8月11日（木）～8月15日（月）
ライトアップ…日没～21:00

《入園料》大人800円、学生700円、中学生以下保護者同伴で無料
《問合せ》☎0954-20-1187

❷慧洲園・陽光美術館

展覧会
公式サイト

武雄領主・鍋島茂義公ゆか
りの庭園。「チームラボ」に
よって作り出された圧巻の
アートは、海外からも注目
を集めています。

《期　間》７月15日（金）～11月6日（日）雨天開催　※時間はホームぺージで確認
《入園料》（平日 8/15・16を除く）大人 1,200円／中高生 800円／小学生 600円

（土日祝）大人 1,600円／中高生 1,000円／小学生 800円／未就学児無料
アート展＋サウナ「らかんの湯」セットチケットあり

《主　催》御船山楽園／チームラボ　《問合せ》御船山楽園ホテル ☎0954-23-3131

❶御船山楽園「ボルボ チームラボ かみさまがすまう森」 新作公開！


