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調川 I.C
松浦 I.C 今福 I.C 伊万里湾大橋

山代久原 I.C
南波多谷口 I.C

伊万里東府招I.C

北波多 I.C
唐津千々賀山田 I.C

前原 I.C

福岡空港

佐賀空港

長崎空港

多久 I.C

八女 I.C

福岡 I.C

佐々 I.C

大塔 I.C
三川内 I.C 波佐見有田

I.C

相浦・中里 I.C
佐世保中央 I.C 佐世保みなと I.C

東そのぎ I.C

大村 I.C

多良見 I.C
諫早 I.C

嬉野 I.C

武雄北方 I.C

武雄 JCT

月隈 JCT

鳥栖 JCT

大村湾

有明海

佐世保
早岐
ハウステンボス

有田

伊万里

唐津

鳥栖

大牟田

島原

諫早

大村

鹿島

長崎

佐賀

博多

松浦

たびら
平戸口

大島

生月

度島

平戸

「平戸藩の夏めぐり」推進本部
〒859-5192  長崎県平戸市岩の上町1508番地３（平戸市役所文化観光商工部）
TEL.0950-22-4111（代表）平戸ファンの情報めぐりfacebook開設

総合案内・お問い合せ

Hirado Summer

令和元年7月1日（月）～8月31日（土）

7月1日（月）～8月31日（土）

7月13日（土）

7月13日（土）・14日（日）

7月20日（土）・21日（日）

7月28日（日）

平戸で遊びつくせ!!

川内かまぼこフェスタ

鄭成功まつり

ファミリーフィッシングin平戸

舘浦競漕船大会

一人ひとりが取り組むこと「観光客が乗ったバスを見かけたら、手を振って、歓迎の気持ちを表わしましょう。」

ACCESS

たびら
平戸口駅

10分

60分

平戸福岡直行バス・会員制バス（西九州道路経由）150分

115

平　

戸

山代久原 IC 松浦 IC

武雄JCT

南波多谷口 IC

8月2日（金）

8月3日（土）

8月11日（日）～18日（日）

8月12日（月・祝）

8月17日（土）

コックスフェスタ・王国祭

平戸港夏まつり

伝統芸能行事

大島村夏祭り花火大会

たびら夏祭りシーサイド花火大会

ジャンガラ
須古踊り他

弁財天祭『夜神楽奉納』

ado Summer

令和元年 月 日（月）～ 月 日（土）

# hiradonatsu



問い合わせ先  平戸観光応援隊事務局 TEL0950-26-0010
　　　　　　　　　（サウンド・エム・ファクトリー）■ 平戸で遊びつくせ!!（アクティビティ体験）

会場 市内一円月 土7/1 ～8/31
問い合わせ先  平戸市役所観光課 TEL0950-22-4111■ 川内かまぼこフェスタ

会場 鄭成功記念館前
川内町浦旧通り一帯土7/13 17：00～

問い合わせ先  平戸市役所生月支所 地域振興課 TEL0950-53-2111■ 舘浦競漕船大会
会場 生月舘浦宮の下広場・港内一帯

※荒天の場合中止
日7/28 開会式 9：00

競技開始 9：30

問い合わせ先  平戸市役所観光課 TEL0950-22-4111■ コックスフェスタ・王国祭
会場 木引田町商店街・みやんちょ商店街金8/2 18：00～21：00

問い合わせ先  平戸商工会議所 TEL0950-22-3131■ ファミリーフィッシングin平戸
会場 宮の浦港・西浜港・

薄香港土7/20 日・21

問い合わせ先  平戸市役所大島支所 地域振興課 TEL0950-55-2511■ 大島村夏祭り花火大会
会場 的山外港埋立地月・祝8/12 昼の部 15：00～16：30

夜の部 17：30～21：00 花火打ち上げ予定時刻  20：40

問い合わせ先  平戸市商工会 TEL0950-57-0223■ たびら夏祭りシーサイド花火大会
会場 田平港一帯土8/17 15：00～ 花火打ち上げ予定時刻  20：30

問い合わせ先  平戸市役所観光課 TEL0950-22-4111■ 平戸港夏まつり
会場 平戸港交流広場・平戸港内

※荒天の場合8/4（日）に順延

土8/3 16：30～21：00 弁財天祭『夜神楽奉納』 19：40～21：00
花火打ち上げ予定時刻  20：30

問い合わせ先  平戸市役所文化交流課 TEL0950-22-4111

荒

■ 平戸の伝統芸能行事日程 （予定）

問い合わせ先  （一社）平戸観光協会 TEL0950-23-8600■ 鄭成功まつり
会場 川内町 鄭成功記念館前土7/13 18：30～前夜祭

日7/14 10：00～生誕祭

日8/11 平戸のジャンガラ 野子地区（阿弥陀寺）10：00
～ 12：00

火8/13 獅子の須古踊り 獅子小学校跡地18：30
～ 19：00

水

水 木

8/14 平戸のジャンガラ 野子・大志々伎地区8：00
～ 18：30

8/14 ・15 大島の盆踊り（須古踊など）大島村7：00
～ 22：00

木8/15 平戸のジャンガラ 宝亀・紐差・根獅子・中津良・津吉地区8：00
～ 19：00

木8/15 度島の盆ごうれい 度島地区7：00
～ 17：00

金8/16 平戸のジャンガラ 中野地区8：00
～ 17：00

金8/16 舘浦須古踊行事 生月町舘浦地区9：00
～ 16：00

日8/18 平戸のジャンガラ 平戸地区7：00
～ 17：00

※記載しているイベント情報は、６月１日現在のものです。イベントの日時、内容等は予告なく変更になる場合があります。お出かけになるイベントの詳細は、事前にご確認いただきますようお願い申し上げます。

ハッシュタグキャンペーン開催中 # hiradonatsu 投稿
イベント期間内に、　　　　　　　　　　で
インスタグラム・ツイッター・フェイスブッ
クで投稿された方には抽選で、平戸の特産品
（￥2,000相当）をプレゼント。

＃hiradonatsu 

鄭成功記念館

平戸のジャンガラ平戸のジャンガラ

舘浦須古踊（アビャゴ）舘浦須古踊（アビャゴ）

平戸のジャンガラ

舘浦須古踊（アビャゴ）

平戸の自然を生かしたアクティビティが楽しめるイベント
です。SUPやアクアチューブ、昆虫採取などの親子ともに
平戸の夏を体感できます。

古来からある和船を使った
競漕大会。お魚ふれあい教
室のほか、魚のつかみ獲り
等もあります。

平戸の大自然にふれながら、親子で気軽に船釣
りを楽しんでみませんか。初心者大歓迎。ぜひ、
この機会に平戸の海で大物をゲットしよう。

木引田町商店街通りとみやんちょ商店街通り一帯で、夕方
から歩行者天国を行い、数多くのイベントが行われます。

露天が並びステージイベントやミニイベント等が数多く行われます。
最後には、平戸の夜空に2,000発の大輪の花火が打ち上がります。

ステージイベントのほか、約500発の花火が打ち上がります。
地元で獲れた新鮮な魚のつかみどりやお楽しみ福引きのほ
か、各種露店が軒をつらねます。

平戸瀬戸と大橋、平戸城下を背景に田平港を会場として行われる夏
祭り。県北最大級の花火が打ち上げられるほか、楽しいイベントも
盛りだくさん、露店も数多く並びます。

川内町名産の川内かまぼこの販売や平戸の食材を活か
した屋台が鄭成功記念館一帯の通りに軒をつらねます。
ステージイベント等もあります。

日本・中国・台湾の英雄「鄭成功」の遺徳を忍び、顕彰することを目的に、鄭成功の
故郷である平戸市川内町の生家跡で「鄭成功生誕祭」を開催します。台湾・中国か
らの訪問団も参加予定です。

スマートフォンを使ったスタンプラリー実施中！

スタンプを３つ集めて商品
「お食事券（3,000円相当）」をゲットしよう！

平戸観光アプリ「ウェルカモメ」のアプリは、
お持ちのスマートフォンから無料ダウンロー
ドできます。「ウェルカモメ」で検索して下さい。

今すぐダウンロード！無料

〔Android端末用〕〔iOS端末用〕


