
天和会館 0979-88-3113

《お問合せ先》
●求菩提キャンプ場：0979-88-3063

お客様のニーズにあわせて、デイキャンプ（日帰り）もできます。
利用期間、利用料金及び
利用施設予約等につきましては、      
求菩提キャンプ場までご連絡ください。

宿泊利用
▷チェックイン
　 当日14：00
▷チェックアウト
　 翌日11：00

▷チェックイン
　当日11：00
▷チェックアウト
　当日16：00

デイキャンプ（日帰り）

《お問合せ先》●手仕事村やまぼうし：０９０-５５５９-５４００（末永）
営業時間：１０：００～１７：００　営業日：金・土・日・祝日
住所：豊前市大字鳥井畑３３７番地２

《お問合せ先》●もみじかふぇ：080-5088-2003
営業時間：11:00～ 17:00（※要予約）    　営業日：金～月曜日
住所：豊前市大字上川底858（もみじ学舎内）

《お問合せ先》●くぼて野：0979-64-7876
要予約
住所：豊前市大字鳥井畑636

《お問合せ先》●卜仙の郷：0979-84-5000
入浴料：大人700円・子ども400円（小学生）・幼児無料
宿泊料：11,000円～（1泊2食付）
住所：豊前市大字篠瀬57-2
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求菩提山のお田植祭 しゃくなげ祭

求菩提の農村景観 豊前市の岩戸神楽

①くぼて鷹勝「卜仙の郷」 ②求菩提キャンプ場（四季の山荘 求菩提）

⑨もみじかふぇ
山あいの小学校跡「もみじ学舎」内にあるレトロな雰囲気のオシャレ

カフェ。無農薬の地元野菜を使ったランチや独自ブレンドの自家焙

煎コーヒーを提供。ゆったりとした時間を過ごせます。

炭火自家焙煎珈琲喫茶室では、地元の炭を使い七輪で心を込めて焙煎し

ています。美しい山々の景観を見ながら憩いのひと時をお過ごし下さい。また、

常時、手仕事作品を展示販売しています。お気軽に遊びにおいで下さい。

水路脇の小道を進み、納屋の小さな入り口から入る隠れ家のような

カフェ。大きな窓からゆったりと求菩提山を眺めながら、湧水珈琲や

自家栽培果実の酵素ジュース、自家製ケーキを堪能できます。

思わず「ただいま」と言ってしまいそうな懐かしい雰囲気が広がる古

民家カフェ。日常を離れて、自然の中でリフレッシュできます。薬膳

カレー(テイクアウトのみ)もおススメ。

《お問合せ先》●風知草：0979-64-8660
営業時間：11：00～ 17：00    　定休日：木曜日・金曜日
住所：豊前市大字篠瀬87-2

⑦リトリートCafe「風知草」

求菩提の郷の朝焼きパン、北海道産石臼挽きそば粉を使った手打

ちそばをパンランチ、そばランチとしてランチタイムに合わせて準備

しております。又、創作料理は前日までの予約にて承っております。

《お問合せ先》●山帰来：0979-84-8150
営業時間：11：45～18：00　    定休日：火曜日・第1月曜日（祝日は営業）
住所：豊前市大字鳥井畑658

⑥茶房「山帰来」

収容500名と県下最大級の規模を誇り、高床式テントやバンガロー、

ログハウスなど充実の施設スタイルで高い人気を集めています。付

近には河川プールもあるほか、求菩提山・犬ヶ岳登山のベースキャ

ンプとしてもおすすめです。

求菩提の山あいに佇む、抜群のロケーションが自慢の温泉旅館です。

立ち寄り湯も楽しめる温泉に、ゆったりと過ごせる客室、そして郷土

料理を味わえる食事処など、求菩提の旅には欠かせないスポット

です。

④手仕事村 やまぼうし ⑤くぼて野

福岡県立求菩提資料館

くぼて鷹勝「卜仙の郷」

ホタルの里清原自然公園

豊前市役所 商工観光課　0979-82-8085

犬ヶ岳(いぬがたけ)

犬ヶ岳登山道入口

小屋ヶ岳（こやがたけ）
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農家民宿「まんてん星」

ホームページアドレス  https://www.city.buzen.lg.jp/kanko/index.html

一般社団法人 豊前市観光協会　0979-53-6660
ホームページアドレス  https://www.buzen-kk.jp

●地図上の登山に要する時間は成人男性が登った場合のものです。天候・装備等の状況により、所要時間は異なります。
●山火事に注意しましょう。●とっていいのは写真だけ、残していいのは足跡だけです。
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【国指定重要無形民俗文化財】【国選定　重要文化的景観】

【県指定無形民俗文化財】◆開催日／3月最終日曜日 ◆開催日／4月下旬
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《お問合せ先》●求菩提資料館：0979-88-3203
入場料：無料　開館時間：9：30～16：30（入場は16：00まで）
休館日：月曜日（月曜日が祝日の場合はその翌日）・年末年始12/28～1/4
住所：豊前市大字鳥井畑247

③求菩提資料館
国宝銅板法華経（レプリカ）をはじめ、仏像や古文書、山伏の生活

用品など約二千点もの求菩提修験道に関する資料が収蔵されて

おり、この地に息づく修験の記憶を今に伝えています。

京築広域圏消防本部 0979-82-0119

0979-88-2058
0979-82-8096
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《お問合せ先》●岩屋活性化センター：0979-88-2002
営業日・営業時間：１週間前までに要予約（※10名様より）
住所：豊前市大字岩屋1337-1

アジサイで知られる「枝川内アジサイランド」の中間地点にある集会

所。事前に予約すれば、地元特産「求菩提そば」をメインとした手

打ちそば定食が味わえる田舎茶屋に変身します。

⑧枝川内茶屋あじさいの里
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犬ヶ岳（いぬがたけ）

求菩提山（くぼてさん）

豊築メディカルセンター

　修験の山「求菩提山」の生活を支えたのが麓に広がる鳥井畑集落
です。その景観は江戸時代からほぼ変わることなく、日本の農村景観の
原風景を示すものとして評価され「求菩提の農村景観」として国の重要
文化的景観に選定されました。
　特に水田地帯に遺された石垣棚田は江戸時代からの伝統美を今に
伝え、岩岳川の清流を運ぶ水路と特
徴的な佇まいを見せる「ツチ小屋」
は、他に比類なき景観といえます。

　神 を々慰め、祈りを捧げるために奉納されるのが神楽です。豊前では
古くから神官による神楽の奉納が見られ（社家神楽）、神楽の盛んな地
域として知られています。その伝統は明治以降、氏子に引き継がれ「里神
楽」として人々に親しまれてきました。豊前岩戸神楽三十三番とも称され、
現在六つの神楽保存団体（神楽講）によって伝承されています。
　豊前神楽の見所は優雅な採り物舞（花神楽、笹神楽など）やアクロ
バット的な激しい舞（剣神楽、盆神楽など）がありますが、代表的な舞は
天孫降臨を現した駈仙（御先）神楽です。また、大蛇退治、湯立神楽な
ども人気の演目です。

　4月下旬から5月下旬ごろにかけて、犬ヶ岳をはじめとする周辺地区
にはツクシシャクナゲが咲き誇り、訪れる人 の々目を楽しませてくれます。
　なかでも求菩提資料館・求菩提キャンプ場周辺の園地では、4月
下旬にしゃくなげ祭りが開催され、里山コンサートや豊前神楽の奉納
のほか、シャクナゲの苗や特産品の物産展などで賑わいます。

　修験道の聖地であった求菩提山には、平安時代から独自の文化
が今に伝えられています。修験者たちがこれまでの収穫への感謝と、その
年の豊作を祈願する祭りが「松会」で、国玉神社に奉納される「お田
植祭」もその一つ、県無形民俗文化財にも指定されています。
　春の種まきから秋の収穫までの米作りの所作をユーモラスに繰り広
げ、五穀豊穣を願います。この祭りを機にようやく求菩提にも春が巡って
きます。

豊前ナビ 検索

スマホ、
タブレットで！

　求菩提山（782ｍ）は、豊前修験道のメッカとして英彦山とともに大きな役割を
果たした。山内には修行の場や山伏たちが生活をした坊跡など当時を偲ぶことが
出来る多くの遺構が遺されている。
　山の中腹の国玉神社中宮から上宮に至る850段余の自然石を組んだ石段は「
鬼の石段」と呼ばれ、求菩提山に住んでいた鬼たちが一夜にして築いたと伝えら
れる。上宮のある山頂には、巨石群が横たわり、その裏には時折蒸気を吹き出す「
辰の口」があって、古代自然崇拝の原点を感じさせる。
　平成13年（2001）には国の史跡に指定され、平成24年（2012）には山麓の集
落が「求菩提の農村景観」として国の重要文化的景観に選定されるなど、わが国を
代表する修験の山として評価されている。

　犬ヶ岳（1,131ｍ）は、豊前連山の最高峰で恐淵、夫婦滝などの渓谷、笈吊峠な
ど起伏に富むコースは登山初心者からベテランまで楽しむことができる。
　周辺のブナ林帯には、淡紅色のツクシシャクナゲが自生し、その広さは、約
30haに達する。特に九州自然歩道沿いの犬ヶ岳～笈吊間の大群生地は、国の天
然記念物に指定されている。
　春はツクシシャクナゲ、ドウダンツツジ、夏はツバキ、秋は紅葉と一年を通じて登
山者の目を楽しませてくれる。
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