
木屋瀬
長崎街道・唐津街道

木屋瀬は江戸時代に長崎街道
の筑前六宿として栄えました。
道は本陣付近で「く」の字に曲
がり、家並みはのこぎり歯状に
建てられ、「矢止め」と呼ばれ
ています。

佐賀県唐津市本町 2020.02.15

01 内野宿
長崎街道

長崎街道・内野宿は江戸時代
そのままに道が残り、宿場の
面影をとどめています。
大名やシーボルト、伊能忠敬、
坂本龍馬などが江戸へと向かい
ました。

福岡県飯塚市内野 2021.04.25

02

伊豆本店
唐津街道

赤間宿近くの創業300年の蔵元。
茅葺の店構えが特徴。幻の酒米
「亀の尾」が知られます。

福岡県宗像市武丸 2020.08.25

03 赤馬館と勝屋酒造
唐津街道

赤間宿は筑前21宿の1つで
江戸時代から明治に宿場町
として発展しました。赤馬館は
赤間宿の情報拠点。勝屋酒造は
創業200年の蔵元で「楢の露」
や「沖ノ島」があります。

福岡県宗像市赤間4丁目 2020.07.18

04

原町
唐津街道

原町(はるまち)は旧唐津街道の
畦町と赤間宿の間にあり、
間の宿と言われます。
明治以降から昭和初期にかけて
栄えました。

福岡県宗像市原町 2020.09.20

05 前原宿
唐津街道

江戸時代、旅籠や商店が並び、
「関番所」が置かれ、福岡藩領の
最西端の宿場でした。古い建物を
生かしたカフェや飲食店、商店が
生まれています。

福岡県糸島市前原中央 2021.12.06

06



旧唐津銀行
辰野金吾記念館

辰野金吾の監督により、明治
45年3月に竣工。ヴィクトリア
様式のひとつであるクイーン・
アン様式を日本化した「辰野式」
と呼ばれています。

佐賀県唐津市本町 2020.02.15

07 旧百三十銀行
行橋支店

大正３年（1914）に辰野金吾の
監修による赤レンガ建築です。
ギャラリー「行橋赤レンガ館」
として広く活用されています。
行橋は江戸時代には旧中津街道の
宿場町の歴史もあります。

福岡県行橋市大橋 2021.10.29

08

石炭記念公園
三井田川鉱業所伊田抗

石炭記念公園は三井田川鉱業所
伊田坑の跡地に整備され
石炭・歴史博物館と共に伊田
竪坑櫓（たてこうやぐら）と
伊田竪坑第一・第二煙突が
残されています。

福岡県田川市大字伊田 2020.11.29

09 直方殿町
向野堅一記念館

旧長崎街道で、明治期～大正期
にかけて石炭で賑わいました。
直方出身の実業家の展示施設。
旧医院は近代様式ゼツェッション
の意匠です。

福岡県直方市殿町 2020.12.06

10

穂波川とボタ山
旧住友忠隈炭鉱

穂波川は飯塚市中心で遠賀川と
合流します。ボタ山は別名
「筑豊富士」とも呼ばれ地域の
シンボルとして残っています。

福岡県飯塚市飯塚 2021.06.25

11

麻生大浦荘

「筑豊御三家」のひとつに数えら
れた麻生家の住宅。現在は麻生
グループの迎賓館です。
秋の特別公開期間には美しい庭園
の紅葉を楽しむことができます。

2021.11.26福岡県飯塚市立岩

12



旧伊藤伝右衛門邸

福岡県飯塚市幸袋 2021.10.18

13

筑豊の炭鉱王と呼ばれた伊藤
伝右衛門と歌人柳原白蓮が
過ごした邸宅です。書院造、
数寄屋造、洋風意匠が優れます。
長屋門は福岡天神町の別邸
「銅御殿」から移築されました。

旦過市場

大正初期から、100年以上歴史
を誇る「北九州市の台所」。
昭和ムード漂う市場には現も
約120店が軒を連ね、地元産の
海産物や野菜、惣菜などが
所狭しと 並んでいます。

北九州市小倉北区魚町 2021.09.18

14

柳橋連合市場

100年以上福岡の食を支えてき
た「博多の台所」。プロの料理
人も訪れます。約100ｍのアー
ケードの中に鮮魚店、生鮮食品
店、酒類販売店、
飲食店などが軒を連ねています。

福岡市中央区春吉 2021.10.27

15 唐人町商店街

江戸時代に唐津街道を行き交う
人々のために商売を行う町屋が
集まったのが起源です。歴史が
ある文教地区で人情味あふれる
商店街です。

福岡市中央区唐人町 2021.10.03

16

三角市場

一丁目の三角土地の商店街が、
昭和25年に移転した旧名称が
三角市場。約20軒の商店や
飲食店が軒を連ねる小さな路地。
「昭和レトロな味わい深い場所」
としてファンも多い

福岡市渡辺通二丁目 2021.05.09

17 ぎんなん通り
祇園マーケット

旧博多駅のあった祇園近く、
戦後の闇市からの繁華街の名残の
祇園ビルと櫛田神社に挟まれた
通りがぎんなん通りです。
昭和の懐かしい街並みを今に
残します。

福岡市博多区上川端町 2021.10.08

18



人形小路

中州の中で、最も古い、最も
小さな通りと言われている
裏路地です。
昔ながらの中洲の風情が残った
風景ですが再開発ビルが建設中
です。

福岡市博多区中洲 2021.10.08

19 吉武酒店

博多の寺まちに、昭和元年
からの角打ちを続ける酒屋が
ひっそりとあります。
おばちゃんお元気ですか。

福岡市博多区上呉服町 2021.05.04

20

ナガタパン

筥崎宮の一之鳥居の前にある
古い商家の外観のパン屋さん
です。いつも買い求める人が
並んでいます。

福岡市東区箱崎 2021.05.21

21 三勝うどん屋

筥崎宮から程近くにある
昭和28年創業の老舗うどん屋
さんです。山盛りざるそばが
人気とか。

福岡市東区馬出 2021.05.13

22

筥崎とろろ

旧唐津街道沿い、築100年の
大正時代の町屋にて営む自然薯
料理専門店です。名物は、
「とろろすき焼き」「とろろ飯」
です。

福岡市東区馬出 2021.10.08

23 旧大阪商船

旧大阪商船は1917年(大正6年)
に建てられ、台湾、中国、インド
、欧州航路の客船の拠点でした。
対面はホーム・リンガ商会です。

2020年jam公募展入選

北九州市門司区港町 2021.10.04

24



門司港レトロ

JR門司港駅周辺地域に残る外国
貿易で栄えた時代の建造物を
中心に、ホテル・商業施設
などを大正レトロ調に整備した
観光スポットです。

北九州市門司区港町 2021.07.03

25 海峡の街
「瀬戸内海へ」

関門海峡は馬関（下関）の「関」
と門司の「門」から名付けられ
ました。壇ノ浦と和布刈の間の
早鞆の瀬戸は瀬戸内海へ通じ、
古来から大和・なにわへ通じ、
現在は関門橋・海底トンネルが
つなぎます。
北九州市門司区 2021.12.08

26

海峡の街
「本州へ」

北九州市門司区 2021.12.08

27

国鉄が明治34年から昭和39年
まで、下関駅と門司港駅との間を
運航していた鉄道連絡船がありま
した。明治からの関門汽船は観光
だけでなく、今でも生活の足とし
て門司港と下関唐戸を結びます。

海峡の街
「玄海灘へ」

壇之浦の合戦、巌流島の決戦
だけでなく神功皇后の熊襲出兵，
三韓征伐、中国・朝鮮との人材
交流と貿易など、玄海灘を越えた
大陸への旅立ちの起点でも
ありました。

北九州市門司区 2021.10.31

28

門司港駅

門司港駅は1914年(大正3年)
に開業、1988年に国の重要
文化財に指定、2019年に修復
されしました。九州の鉄道の
起点であり、門司港レトロの
シンボルとなっています。

北九州市門司区西海岸 2021.07.03

29 世界平和パゴダ

世界平和パゴダは日本と
ミャンマーの親善・仏教交流、
世界平和、戦没者の慰霊を目的
に設置されたミヤンマー式寺院
です。母国の平和を祈る姿が
見られます

北九州市門司区門司 2021.04.18

30



三宜楼

三宜楼は昭和6年に建てられた
木造三階の建屋であり、かつて
門司港を代表する高級料亭
でした。地元有志の活動もあり、
2014年に改修し、フグ料理の
料亭となっています。

北九州市門司区清滝 2021.04.11

31 紫川

紫川は福智山に源を発し、田園
を経て、小倉北区の中心市街地
から響灘に注ぐ河川です。
小倉城、リバーウォーク北九州、
多彩な橋などが景観を作ります。

北九州市小倉北区 2021.06.17

32

料亭金鍋

明治28年に創業、大正初めに
かけて現在の本館を再築された
建築で、牛鍋が有名な料亭。
地域の歴史的景観を維持する
建物です。

北九州市若松区本町 2019.10.27

33 旧古河鉱業
若松ビル
旧古河鉱業若松ビルは大正8年
に建設され、石炭積出港として
繁栄した頃の若松港の姿を
伝える、歴史的建築です。

北九州市若松区本町 2021.06.09

34

相ノ島

相ノ島は新宮港から船で約20分
のところにある島です。
石積みの古墳群や朝鮮通信使
関連の史跡がありますが、
今は猫の島として有名です。

福岡県粕屋郡新宮町相ノ島

2021.07.27

35 津屋崎千軒

津屋崎は、江戸時代から昭和
初期頃まで塩田の積出港として
栄え、家が千軒もひしめく
ようで、津屋崎千軒と呼ばれ
ました。酒蔵、薬局、うに店、
津屋崎人形の工房もあります。

福岡県福津市津屋崎 2021.05.09

36



宮地嶽神社
菖蒲園

宮地嶽神社は商売繁盛、開運の
神として信仰を集める古社。
菖蒲まつりには10万株の
花菖蒲が咲き揃い ます。

福岡県福津市宮司元町 2021.05.30

37 志賀海神社

志賀海神社は志賀島にあり、
「海神の総本社」「龍の都」
と称えられ、玄界灘に臨む海上
交通の要地、博多湾の総鎮守
として信仰されています。

福岡市東区志賀島 2020.11.23

38

宗像大社
中津宮

宗像大社中津宮(なかつぐう)は
大島にある宗像大社の三つの宮の
一つで、御嶽山山頂の御嶽山祭祀
遺跡を起源として、麓の海に
面した高台に本殿が造営されて
います。

福岡県宗像市大島 2021.05.03

39 宗像大社
辺津宮

宗像大社辺津宮(へつぐう)は
宗像大社の三つの宮の一つで、
三女神をまつる本土の信仰の場
として、宗像大社の神事の中心
となっています。

福岡県宗像市田島 2021.02.23

40

大島より沖の島
宗像大社沖津宮

「沖津宮(おきつぐう)」は、
「神宿る島」沖ノ島にあり、
古代 からの姿がそのまま
残されて、島そのものが 御神体
となっています。
5回目でやっと見えました。

福岡県宗像市大島沖ノ島2021.05.03

41

宗像大社
中津宮遙拝所

中津宮崇拝所は大島の北側に
あり、沖津宮の鎮座する沖ノ島を
遥拝する拝殿として、昭和8年に
再建されました。天気のいい日
には、沖ノ島を見ることが
できます。

福岡県宗像市大島 2021.03.27

42



新原・奴山古墳群

新原・奴山（しんばる・ぬやま）
古墳群は海事交流に従事し
沖ノ島祭祀(さいし)を担った
古代豪族である宗像氏が、
5世紀から6世紀にかけて築いた
古墳群です。

福岡県福津市奴山・勝浦
2021.05.28

43

立花口

立花口は福岡県新宮町の
立花山城の麓にあり、古民家が
多くあります。通りに面した
側には、家とは別に長屋門を
設けて、街並みをつくっています。

福岡県粕屋郡新宮町立花口
2021.05.09

44

宇美八幡宮

宇美八幡宮は、福岡県糟屋郡
宇美町にある神社です。安産の
神として信仰されます。
境内には天然記念物の樟の巨木
が繁っています。

福岡県粕屋郡宇美町 2021.07.03

45 九大の森

九州大学が篠栗町と共同で整備、
管理を行っている森です。
水辺に伸びるラクウショウが
神秘的で美しい癒しのスポット
として人気にになりました。

福岡県篠栗町和田 2021.08.23

46

博多リバレイン

1999年3月6日に誕生。
博多リバレインモール、福岡
アジア美術館、博多座、ホテル
オークラ博多などからなります。
中州を流れる博多川は博多で
最も川に近い親水空間です。

福岡市博多区下川端町 2021.06.19

47 雁ノ巣海岸

雁ノ巣海岸は博多湾内の海岸で、
向かいには副都心のアイランド
シティーが発展中です。
干潟の桟橋にはボートやヨット
が停泊しています。

福岡市東区雁の巣 2021.05.25
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香椎宮

仲哀天皇と神巧皇后を主祭神
としています。「香椎造り」と
称される本殿は、国の重要文化財
です。本殿から見下ろす位置に
綾杉というご神木が聳えて
います。

福岡市東区香椎

49

2021.08.19

筥崎宮

筥崎宮は日本三大八幡宮に、
勝運の神として親しまれている
神社です。
幸運の祭り「玉せせり」
秋の実りに感謝する祭り
「放生会」で知られます。

福岡市東区箱崎 2021.05.23

50

貴賓館
旧福岡県公会堂

福岡市中央区西中洲 2021.09.15

51

明治43年に来賓接待所として
建設。フレンチルネサンス様式の
木造建築物として重要文化財に
指定され、現在では、「河畔に
建つチューリップ屋根の公会堂」
として親しまれています。

サザエさん通り

脇山口交差点から、シーサイド
ももち海浜公園入口までの
長谷川町子ゆかりの通りです。
福岡市博物館、福岡市総合図書館、
福岡タワーなどが隣接し、福岡市
の代表的景観になりました。

福岡市早良区百道浜 2021.07.20

52

櫛田神社節分

櫛田神社は、古くより博多の
氏神・総鎮守として信仰を
集める神社で、博多祇園山笠
で知られます。
節分前後には巨大なお多福面が
設置されます。

福岡市博多区上川端町 2020.01.25

53 祈る飾山笠

川端通の飾り山笠は櫛田入りの
後、 舁くので「走る飾山笠」
と呼ばれます。コロナ禍で今年も
走れません。来年こそ平穏な日々
を心から祈ります。
2021福岡県美術展(県展)入選

福岡市博多区上川端町2021.07.20
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山本旅館

櫛田神社の門前に位置する
昭和27年創業の老舗旅館です。
同様に外国人客に好評で近接
していた鹿島本館も解体され、
昭和の面影も残り少なくなり
ました。

2021.09.01

55

福岡市博多区冷泉町

太宰府天満宮

菅原道真公の御墓所の上に社殿
を造営し、その御神霊をお祀り
している神社です。「学問・至誠
・厄除けの神様」として、年間
約1000万人の参拝者が訪れて
います。

福岡県太宰府市宰府 2021.09.19

56

観世音寺

観世音寺は7世紀後半。天智天皇
の発願で建立された寺院です。
九州における寺院の中心と
なっています。

福岡県太宰府市観世音寺

2021.05.11

57 光明禅寺

光明禅寺は太宰府天満宮に
隣接し、鎌倉時代に鉄牛円心
により創建された禅寺で、
重森三玲作庭の枯山水庭園が
あります。

福岡県太宰府市宰府 2019.11.03

58

門司港

1889年に開港貿易港として栄華
を誇りました。船溜まりには海峡
のパイロット船やタグボートが
泊ります。

北九州市門司区西海岸
2020.09.22

59 大里港

長崎街道の九州最北端の宿場町
として古くから繁栄。ここから
本州に渡り、街道を繋ぎました。
サッポロビール跡地の近くの
漁船の船溜まりです。

北九州市門司区大里本町
2021.07.10
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若松港

洞海湾の畔にあり、かつて石炭
の積出港として賑わった若松の
まちの面影を残す場所。
大正期建築物が多く立ち並び、
港町・若松を象徴するエリア
となっています

北九州市若松区本町 2021..11.06

61 津屋崎港

津屋崎干潟の入り口に位置し、
渡半島に囲まれた地形を生かした
漁港です。かつては津屋崎千軒の
拠点となった商業港でした。

福岡県福津市津屋崎 2021.10.03

62

博多港

博多港は外国人旅客の乗降人数
が日本一の大きい港。韓国釜山
航路のフェリーが毎日運航し、
旅客ターミナルは多くの旅行客
で賑わいますが、早い復活を
願っています。

福岡市博多区沖浜町 2021.11.02

63 ベイサイドプレイス
博多

博多ふ頭旅客ターミナルから
壱岐・対馬航路や五島航路が
就航。湾内クルーズ船マリノア
は、今は見られません。

福岡市博多区築港本町 2020.10.06

64

天神中央公園
ボートハウス

福岡の中心中央公園の貴賓館や
博福であい橋のたもとにある
クルーズ拠点。中洲、キャナル
シティ博多、博多港内から
博多湾を周遊する遊覧船です。

福岡市中央区西中洲 2021.09.18

65 福岡船だまり
博多漁港

福岡船だまりは都心から近く、
多くの漁船の姿や造船の製造
の風景を見ることができます。

福岡市中央区/港 2021.08.01
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志賀島港

ベイサイドプレイス博多埠頭
から福岡市営渡船のフェリーで
30分。漁港と隣接しています。

福岡市東区志賀島 2021.05.19

67 芥屋港

糸島の北西端にあり、
日本最大の玄武岩洞である
「芥屋の大門」のある景勝地。
漁港の奥にはちいさな美しい
船溜まりがあります。

福岡県糸島市志摩芥屋 2021.11.01

68

今村天主堂
カトリック今村教会
この地には隠れキリシタンの
歴史があります。カトリック
今村教会は1913(大正2)年に
完成。2つの塔を持つ
ロマネスク様式赤煉瓦造りで
設計施工は、名工鉄川与助です。

福岡県三井郡大刀洗町 2020.10.11

69 秋月中学校

秋月黒田藩の秋月城跡に
建ちます。１９８９年に建て
替えられた木造校舎ですが、
秋月の景観に溶け込んでいます

福岡県朝倉市秋月野鳥 2021.11.15

70

吉井白壁通り

筑後吉井は、江戸時代に豊後街道
の宿場町してと賑わい、土蔵造り
の商家跡が連続する町並みと、
川沿いに広がる屋敷群がほぼ
当時の姿のまま残されています。

福岡県うきは市吉井町 2020.10.18

71 黒木廻水路

江戸時代に農業利水を巡り、
柳川・久留米の両藩が築造した
「廻水路」です。今でも町中に
流れを保って利用されています。

福岡県八女市黒木町 2021.11.26
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八女福島
矢部屋許斐本家

八女福島の町家は土蔵造りが
多く、江戸を始め、伝統の建物
が並びます。ここは宝永年間
からの八女茶の専門問屋です。
茶の選別の採光がされています。

福岡県八女市本町 2021.06.02

73 久留米寺町

寺町は江戸時代に久留米城防衛
の一環として集められ現在も
17の寺が集まっています。

福岡県久留米市寺町 2021.06.23

74

筑後川昇開橋

筑後川昇開橋は昭和10年、
旧国鉄佐賀線の敷設とともに
架設され、現存する昇開式
可動橋としては最古のものです。
現在は遊歩道として一般に
開放されています。

福岡県大川市向島 2020.09.27

75 柳川藩主立花邸 御花
西洋館

明治４０年立花伯爵家の邸宅に
迎賓館としての西洋館が
建てられました。御花(おはな)の
敷地全体が「立花氏庭園」として
国の名勝に指定されています。

福岡県柳川市新外町 2021.01.03

76

リヨンの人形

30年前、フランスのリヨンで
見つけたマリオネットです。

本日はありがとうございました。

自宅にて 2021.01.24

77 Ｈ家の甲冑

H家に伝わる甲冑をスケッチ会
で描きました。短い時間で描く
葦ペンの線は、自由なタッチで
気持ちを込めます。

葦ペンスケッチならではの
面白いところです。

スケッチ会にて 2021.12.19
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