OutdoorinSOEDA!!
アウトドアするなら添田町！

英彦山参道マルシェ

場
問

ソロキャンプで人気のヒロシさん＆ベアーズ島田キャンプさん
11/21のみ 九州・山口密着の山歩き＆野遊び専門誌「季刊のぼろ」
限定開催!
（西日本新聞社出版）
木村編集長による

整理券は

100席

トークショーを開催!

（予定）

配布10：00〜
（先着順）

11月20日
（土）
・21日
（日）
11：30〜12：30
道の駅歓遊舎ひこさん こどもわくわくパーク

Pop-up Eve
nt!

場

11月21日
（日）
13：30〜14：00【季刊のぼろ 木村編集長】
14：00〜14：30【ヒロシさん&ベアーズ島田キャンプさん】
道の駅歓遊舎ひこさん こどもわくわくパーク

11/1〜12/1
1ヶ月間開催!

また、
キャンピングカーを2日間だけ展示します♪ 気になる商品のチラシやパンフ
レットもお持ち帰りいただけます。
会場アクセス

Instagram
写真はイメージです

写真はイメージです

さらに! 11月20日
（土）
・21日
（日）
キャンピングカーが展示されます♪

グカ
ピン ーの展
ャン

示

休
場

11月1日
（月）
〜12月1日
（水）10：00〜16：00
無休（急なお休みなどはInstagramでお知らせします）
HIKOSAN GARDEN CAMP
（旧ひこさん花工房）
マップの詳細はQRコードをご覧ください。

「英彦山がらがら」
も販売していま

山で、賑やかなマルシェでの

す! 近くのスロープカーに乗って

ひと時をお楽しみください。

秋の英彦山を満喫いただけます。

11月13日
（土）
・14日
（日）
11：00〜16：00
英彦山表参道
英彦山参道マルシェ事務局（英彦山門前町同好会内）
☎0947-31-4000（松養坊直通）

12月26日
（日）
10：00〜16：00（無くなり次第終了）
道の駅歓遊舎ひこさん
道の駅歓遊舎ひこさん
☎0947-47-7039

添田町のおすす

アウトドアに関連する製品を、
見て・触れて、
魅力を存分に感じていただけるよう
に、
アウトドアブランドの“LOGOS”や“snowpeak”、
“mont-bell”などの最新ア
ウトドアアイテムを1ヶ月間展示いたしますので、
ぜひお越しください。

時

作りこんにゃく、日本最古の土鈴

紅葉の名所でもある秋の英彦

時
場
問

10月30日
（土）
〜11月23日
（祝） ※ 土日祝のみの販売
英彦山スロープカー幸駅駐車場
秋の英彦山出店販売 ☎0947-85-0169
（担当：篠崎）
英彦山スロープカー ☎0947-85-0375
添田観光情報局

SOEDA-NAVI

します!例年大盛り上がりのもちつき体験もできます♪ さらに、
ワンコイン
（500円）
野

問

Outdoor Month 2021 in SOEDA

的な名物「バナナようかん」や手

集めたマルシェを開催します。

2021年の締めくくり!! 歳末大奉仕! もちつき大会

場

キ

場

台に、英彦山ゆかりの品物を

め!

→詳細はコチラ

時

し汁」販売をはじめ、添田の代表

つきたての白もち、
あんこ、
きなこ、
酢もち、
各200円で販売するもちつき大会を開催

時

観覧整理券についての詳細は
右記QRコードよりご覧ください!
時

元の篠崎さんが作る美味しい「し

伸びる英 彦山の表 参 道を舞

その他、添田町の旬の
観光情報はこちらをチェック!

菜セットも販売します。
いずれも無くなり次第終了なので、
お早めにお越しください！

キャンプYouTuberとしても話題を集めるヒロシさ
んに、
キャンプの魅力や自身が実施している過ごし
方などを語ってもらいます。普段のYouTubeだけ
では分からない情報が聞けるかも！
キャンパーだけでなく、
これからキャンプに挑戦し
たい方は、
ぜひ会場にお越しください！

写真はイメージです

約800年続く英彦山がらがら窯

彦山神宮奉幣殿まで約800m

→詳細はコチラ

2日間限定で、
ジビエ料理のプロである小野 貴史
シェフによる添田町産をはじめとする福岡県産の
猪肉・鹿肉を使ったBBQ・肉味噌おにぎり・しし汁
などを振舞いますのでお楽しみに♪
※ いずれも各日300食限定! (アンケート必須)

時

着席

添田町から
美味しさのおすそ分け

※ 車は添田町役場へ駐車を
お願い致します。

秋の英彦山出店販売
銅鳥居(かねのとりい)から英

1ヶ月間ずっと楽しめる♪
20日・21日はキャンプ好き必見です!
両日開催!

当日は会場が混雑する可能性がありますので
無料ジャンボタクシーをご利用ください。
添田町役場から、会場のこどもわくわくパーク
（道の駅歓遊舎ひこさん隣）
まで約10〜15分間隔
で運行しております!

添田町のイベント情報

登山のメッカである英彦山をはじめ、
キャンプ場やアウトドアを楽しめ
るスポットがたくさん！ 今回、その魅力を存分にお楽しみいただくた
めに、11月1日（月）〜12月1日（水）の1ヶ月間、
「アウトドアマンス」を
開催♪ また、11月20日
（土）
・21日
（日）の2日間は、
ジビエ料理の振舞
いやキャンピングカーの展示のほか、11月21日
（日）にはソロキャンプ
で有名なヒロシさんをお招きして、
スペシャルイベントを開催します。
ぜひこの機会に、
「 Outdoor in SOEDA」
をお楽しみください。

11/20・21

21日はジャンボタクシーの
運行も致します♪

写真はイメージです

添田町に来たら、
絶対外せない!
おすすめスポットを、
ちょっとだけご紹介♪

Rural Glamping 星to虹

篠崎川魚店 やまめ釣り堀

ひこさんホテル和

住所：添田町津野1297

住所：添田町落合571-1

住所：添田町英彦山233-5

詳細はコチラを
チェック!

詳細はコチラを
チェック!

詳細はコチラを
チェック!

英彦山の麓、津野地区に今年７月にオープン！
“農村体験 グランピング”をメインコンセプトとし
た１日３組限定のグランピング施設です。

大自然 の中でやまめ 釣りが 体 験できるニュース
ポット。釣った魚はその場で焼いて食べることもで
きるので、
ファミリーで楽しめます。

パワースポット”英彦山”の四季折々の豊かな自然
と壮大な景色を眺めながら心癒される特別の宿で
す。
キャンプや登山後の日帰り入浴もできます。

☎070-8525-7218 料）
19,000円〜／1名様（1泊2食付き）
営）
チェックイン 16：00〜18：00、
チェックアウト 10：00

☎0947-85-0023 営）
10：00〜16：00
休）
火曜日
（祝日の場合は営業）

☎0947-85-0121 営）
11：00〜16：00（日帰り入浴）
料）大人600円、小学生400円、幼児300円

11/20・21
両日開催!

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、
混雑時人数制限させていただく可能性がございます。詳しくはホームページをご覧ください。

Outdoor in SOEDA イベントのお問い合わせ先

株式会社NOTE フリーマガジンHen編集部

tel.0948-52-3244（

受付時間
平日 9〜18時

）

※当日の連絡はコチラ
070-8909-1939

※ このイベントは
「観光庁 既存観光拠点の再生・高付加価値化推進事業」
により開催されています。

公式HPはコチラ!
イベントの詳細はこちらからチェック!
http://outdoorin-soeda.com/
※プログラムは変更の可能性がありますので、
必ず公式ホームページをご確認のうえご来場ください。

