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正助ふるさと村産 もち米使用 

お正月用餅販売 
 

12月 27日(水)・28日(木) 

ご予約のみの販売となります 

〒811-4152 福岡県宗像市武丸 199 
営業時間 9：00 ～ 17：00 

定休日／月曜 ※祝日の場合営業し、翌平日休み 

 

<アクセス> 
【車】九州自動車道若宮 ICから約 15分 

国道 3号線冨地原交差点から約 5分 

【JR】JR教育大前駅下車、タクシーで約 10分 

●１５㎡ （3ｍ×5ｍ） 

     ￥5,850(込) 

●３０㎡ （5ｍ×6ｍ） 

￥11,710(込) 

市民農園(貸し農園) 
 

詳細はお電話にて 

お問合せください。 

※早めに閉まる場合も 

定休日/道の駅むなかたに準じる(基本第４月曜日) 

世界遺産ガイダンス施設 

海の道むなかた館内 

宗像蒼の社 

正助ふるさと村オリジナル商品と宗像・福岡のお土産や特

産品を販売しています。軽食・ぜんざい・ドリンクなど喫茶

コーナーもございます。休憩スペースでゆっくりとおくつ

ろぎください。 

＊＊日にち限定＊＊ 
むなかた産 

季節のお野菜 
等も販売！ 

春：たけのこ 

夏：朝採れ野菜 

秋：栗 など 

Twitter にて情報発信！ 土日祝 9：30～16：30 定休日/月曜日 (祝日の場合は翌平日) 

①白丸餅 

②あんこ入り白餅 

③あんこ入りよもぎ餅 

④かがみ餅(大) 

⑤かがみ餅(小) 

正助ふるさと村 アンテナショップ 

営業時間 

9：00-17：00 

道の駅むなかた敷地内のお店 (宗像市江口 1172) 

正助ふるさと村のお店 おもてなしのお店 

●● 宗像や ●● ●● 孝行や ●● 

ございます 

予約・お問合せ ☏ 0940-35-1100 

助 ふ る 

正助ふるさと村産の 

お米で作っています。 

宗像吉武の自然に育まれた 

正助ふるさと村産の 

美味しいお米です。 

２Kg(クラフト) 

Twitter 

 

《営業時間》 
平日 10：00～16：00 

あお    おやしろ 

宗像市深田 588 

米麹・塩糀・正助みそ 

５Kg(真空包装) 

 
楽しい体験が 

盛りだくさん！ 

武丸 正助さん 

宗像市内の直売所にて好評販売中です ●●● ●●● 



 

 

 

 

     

      

      

じゃがいも掘り体験 

品種/北あかり 無くなり次第終了 

日時：６月２３日(金)開始予定 

※生育状況により変動あり 

体験料：1区画（5株）900円 

持ち物：軍手(あれば長靴) 

※10区画以上の団体様は 

ご予約承ります。 

（先着順受付） 

 

先着 100名様 電話予約が必要です 

日時：６月１８日(日) 

 10時開始 

体験料：1 組（3 名分）4,500 円 

    4 名以上の場合 

1 人につき 1,500 円追加 

持ち物：タオル・着替え・飲み物 

※団体様のご予約はご相談ください。 

 

 

田植体験 

青竹でそうめん 

 約 2時間/各回先着 10組 

時間：１０時開始 

日にち：７月２３日(日) 

７月２９日(土) 

７月３０日(日) 

８月５日(土) 

８月６日(日) 

さつまいも掘り体験 

品種/紅あずま 無くなり次第終了 

日時：１０月６日(金)開始予定 

※生育状況により変動あり 

体験料：1区画（5株）900円 

持ち物：軍手(あれば長靴) 

※10区画以上の団体様は 

ご予約承ります。 

（9月 30日までに先着順） 

 

無くなり次第終了 

日時：１０月６日(金)開始予定 

※生育状況により変動あり 

体験料：・枝豆 1ロープ 900 円 

・黒枝豆 1ロープ 1,100円 

持ち物：軍手・ビニール袋(あれば長靴) 

※10本以上の団体様は 

ご予約承ります。  

（9月 30日までに先着順） 
 

枝豆・黒枝豆狩り体験 

品種/おおまさり  

無くなり次第終了 

日時：１１月１０日(金)開始予定 

※生育状況により変動あり 

体験料：1株 1,100円 

持ち物：軍手(あれば長靴) 
 

 

ピーナッツ掘り体験 

稲刈体験 

先着 100名様 電話予約が必要です 

日時：１０月１５日(日) 

10 時開始 

体験料：1 組（3 名分）4,500 円 

4 名以上の場合 

1 人につき 1,500 円追加 

持ち物：軍手（あれば長靴） 

※団体様のご予約はご相談ください。 

品種/デジマ 無くなり次第終了 

日時：１１月２３日(木祝)開始予定 

※生育状況により変動あり 

体験料：1区画（5株）900 円 

持ち物：軍手(あれば長靴) 

※10区画以上の団体様は 

ご予約承ります。 

（先着順受付） 
 

じゃがいも掘り体験 

１０名様以上の団体様向け体験 

７日前まで電話予約が必要です 
 

期間：１２月２日～1６日 

体験料：1作品 1,650円 
 

Ｘｍａｓリース作り体験 

餅つき体験 

         

持ち物：エプロン・三角巾 

※申込が少数の時は中止に 

なることもあります。 

※団体様のご予約承ります。 

上記日程以外でご相談ください。 

竹鉄砲づくり体験 

約 1時間 

２０名様以上の団体様向け体験 

７日前まで電話予約が必要です 

電話予約が必要です 

体験料： 

1 組（3 名分）4,500 円 

4 名以上の場合 

1 人につき 1,500 円追加 

持ち物：軍手・タオル・飲み物 

※団体様のご予約承ります。 

上記設定日以外でご相談ください 

 

約 2時間 先着 10組 

電話予約が必要です 

日時：令和６年 1月７日(日) 

10時開始 

体験料：1組（3名分）4,500円 

4名以上の場合 

1人につき 1,500円追加 

 

体験料：1 セット（4 名まで）6,600 円 

    5 名以上の場合 

1 人につき 1,650 円追加 

持ち物：エプロン・三角巾 

※団体様のご予約承ります。 

 

そば打ち体験  

組子細工体験 

１０名様以上の団体様向け体験 

７日前まで電話予約が必要です 

講師：時安建具店 

体験料： 

麻の葉コースター  1,650円 

ハート型コースター 3,850円 

持ち物：なし 
 

ガーデニング体験 

こけ玉作り体験 又は 寄せ植え体験 

体験料：1作品 1,650円～ 

※団体様のご予約承ります。 

 

流し作り体験 

(水鉄砲) 

約２時間 

７日前まで電話予約が必要です 

 

約１時間 

約 1時間 各体験 4名様以上 

７日前まで電話予約が必要です 

約２時間 

※すべて税込価格です。 

体験期間：7 月～9月 

体験料：1,320円 
持ち物：タオル・着替え・飲み物 

約２時間 

約１時間 


