イベント情報【７月】
状況 エリア

イベント名称

日時

場所（住所）

問い合わせ先

イベント内容

料金等

開催

八女 八女茶の今を楽しむ
～八女茶とともに過ごす一日～

７月３日（土）・７月４日（日）
７月１７日（土）・７月１８日（日）
①１１時～ ②１４時～

八女市横町町家交流館
八女市本町９４

八女市横町町家交流館
０９４３－２３－４３１１

日本茶インストラクターの竹中昌子さんに暑さが本番になってくる今、淹れ方を変えた
冷茶で体内から涼しくなる夏を演出して頂きます。
要予約、各回定員４名様まで
水出し冷茶（体内を潤すたっぷり飲みたい冷煎茶〉、スパークリング冷茶（爽快感が味
料金：３，５００円（税込）
わえるアレンジティー）、オンザロック冷茶（その場でサッと作れる冷ほうじ茶）、氷だし
冷茶（心を潤すご褒美冷茶）。
※コース内容は変更になる場合があります。

開催

星野 七夕観望会

７月７日（水）
１９時３０分～２0時5０分

星の文化館
八女市星野村１０８２８－１

星の文化館
０９４３－５２－３０００

天の川をはさんで輝く織姫と彦星をご案内いたします。

開催

八女 八女軽トラ市

７月１１日（日）・７月２５日（日）
９：００～１２：００

八女観光物産館 ときめき駐車場
八女市本町２－１２９

八女伝統工芸館
０９４３－２２－３１３１

軽トラックもしくは軽車両を店舗に見立て、地元で生産された農産物（野菜・果物・花
輪投げでポン・卵のつかみどり
卉等）および食品（加工品等）更には、古着・骨董などさまざまな商品をコマーシャル・
当面の間中止
販売する催しです。

中止

上陽 上陽祇園祭

７月１５日（木）祈願祭お神輿巡幸

祇園堂地区の須賀神社周辺
近隣：上陽公民館
（八女市上陽町北川内４８３－１）

八女市商工会上陽支所
０９４３－５４－２８５１

毎年７月１５日に開催され、須賀神社において無病息災、災害復興を祈願し、ちびっ
こ神輿が力水を浴びながら、上陽町商店街を練り歩きます。

開催

星野 紅茶づくり体験

７月１７日（土）

茶の文化館
八女市星野村１０８１６－５

茶の文化館
０９４３－５２－３００３

星野村の茶畑で栽培された茶葉を使っての紅茶づくりを体験できます。

先着１５名（事前予約）
体験料 1,500円
完成した紅茶は後日発送

星野 双眼鏡講座（初級）

７月２３日（金）
１９時００分～２０時３０分

星の文化館
八女市星野村１０８２８－１

星の文化館
０９４３－５２－３０００

双眼鏡の使い方、ピント調整、天体を観測する特別講座です。
双眼鏡初心者向けに、使い方から学んでもらい月を観察します。
※双眼鏡の持参が必要ですが貸出も行います。三脚に固定できるものがおすすめで
す。

対象者は：小学生以上
（講座内容は、小学４年生以上を目安）
【参加費】大人（中学生以上）：700円、小学生：500円
双眼鏡貸出：300円/台
定員：先着４組（一組３名まで）
ホームページからの申し込み

開催

星野 望遠鏡講座（初級）

７月２４日（土）
１９時００分～２１時００分

森の工作館（池の山キャンプ場奥）

星の文化館
０９４３－５２－３０００

望遠鏡の組立、ピント調整、天体の導入ができるようになる特別講座です。
自分だけの天体望遠鏡を作成し、月を観察します。
※雨天・曇天時は、室内で講座またはプラネタリウム解説を行います。

対象者は：小学生以上
（講座内容は、小学４年生以上を目安）
大人（中学生以上）：700円、小学生：500円
望遠鏡工作キット：2000円
定員：先着４組（一組３名まで）
ホームページからの申し込み

開催

上陽 ブルーベリー狩り体験 in 上陽町

７月２５日（日）【要予約】
集合：９時３０分～解散１２時（予定）

ほたると石橋の館
八女市上陽町北川内５８９－２

ほたると石橋の館
０９４３－５４－２１５０

ゲンジホタルが棲む清流と太陽の恵みが育んだ、八女市上陽町のブルーベリー狩り
体験が開催されます（少雨決行）。
体験当日はブルーベリー食べ放題で、参加者にはお土産用１パックや生産者さん直
伝のブルーベリージャムの作り方レシピがついてきます。

先着１５名
＜参加費＞大人1,200円、小学生以下1,000円
＜服装＞長袖、長ズボン、帽子、タオル、長靴
または汚れていい靴、虫除けスプレー、雨具、飲み物

開催

黒木 ブルーベリー摘み＆ジャム作り体験

７月２５日（日）【要予約】
受付：９時００分～
時間：９時３０分～１４時００分（予定）

げんき館おおぶち
八女市黒木町大渕３９９８

げんき館おおぶち
八女市黒木町大渕３９９８
０９４３－２４－８２１７

中止

黒木 黒木納涼花火大会

７月

素盞嗚（すさのお）神社周辺町内
八女市黒木町

八女市商工会
０９４３－４２－０１５３

黒木地区夏の風物詩。大輪の花火が、黒木の夜空を彩ります。

中止

黒木 黒木祇園祭
（神事は関係者のみ）

７月

素盞嗚（すさのお）神社周辺町内
八女市黒木町

素盞嗚（すさのお）神社
総代 後藤和幸
０９４３－４２－００１１

祇園さんより勇壮な神輿を繰り出し、力水がかけられ、町内を威勢よく練り歩きます。

開催

大人：500円
小学生：300円
幼児（４～６才）100円

先着２０名
たわわ実ったブルーベリーを摘み、摘んだブルーベリーを使ってジャム作りをします。 ＜参加費＞大人・子供一律1,500円
参加費には、お持帰り用ブルーベリー１パックと作ったジャム１瓶、「げんき館おおぶ ＜服装＞汚れていい服・靴、水筒、帽子、タオル、
ち」での昼食が付いています。
（あれば）エプロン、三角巾
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矢部 オオキツネノカミソリの群生地

７月上旬～８月上旬

釈迦岳・御前岳・杣の里渓流公園
八女市矢部村

八女市矢部支所 まちづくり推進係
０９４３－４７－３１１１

「オオキツネノカミソリ」とは、ヒガンバナによく似ていますが、オレンジ色の珍しい植物
です。本格的な夏を迎える７月上旬頃から、杣の里渓流公園内、釈迦岳・御前岳の
登山道に涼を求めて足を運べば、緑の中にオレンジ色が映える花が群生していま
す。

中止

星野 七夕の茶会

７月

茶の文化館
八女市星野村１０８１６－５

茶の文化館
０９４３－５２－３００３

「七夕の茶会」を開催します。天の川に出会う織姫と彦星を偲び、星野村の涼をお楽
しみいただける茶会です。冷茶席・薄茶席・点心席など準備してます。

中止

星野 祇園祭「こっぱげ面」

７月１１日(日）・１４日（水）・１５日（木）

長尾地区・的別当・三坂地区
八女市星野村

八女市星野支所 まちづくり推進係
０９４３－５２－３１１２

青竹をもって鬼の面を付けた若者と獅子が村内の家々を廻ります。叩かれると１年間
病気をしないそうです。

中止

立花 本山祗園祭

７月

本山改善センター
八女市立花町白木１８７５

八女市立花支所 まちづくり推進係
０９４３－２３－５１４２

毎年７月１５日に開催され、今年も子どもビンゴゲームやカラオケ大会、最後にお楽し
み抽選会もあります。

中止

黒木 犬山ダム ブラックバス釣り大会

７月

犬山ダム（花宗溜池）
八女市黒木町本分

犬山漁協
黒木支所 建設産業係
０９４３－４２－１１１７

毎年恒例、好評のブラックバス・ブルーギルの釣り大会です。
総重量、最長寸、総匹数の各部門で競います。

開催

矢部 ヤマメ釣り体験

～１０月
【夏休みの期間中は火曜日が休み】

杣の里渓流公園内
八女市矢部村北矢部６７０７－７

一般財団法人 秘境杣の里
０９４３－４７－３０００

ヤマメのつかみどりを開催します。ヤマメはその場で食べることも可能です。

中止

星野 夏まつり「よかっ祭」

８月

八女市星野体育センター
（旧：池の山グラウンド）
八女市星野村１０７８０－３５

夏まつり実行委員会
（八女市星野支所 まちづくり推進係）
０９４３－５２－３１１２

山間部から打ち上げる花火は迫力満点です。ラムネやビールの早飲み大会やお楽し
み抽選会などの楽しいイベントや出店もあります。

中止

八女 八朔祭・花火大会

９月

祈祷院五霊宮
八女市祈祷院４００－２

祈祷院公民館
※花火大会当日のみの問合せ
０９４３－２４－０９１６

稲作の豊穣を祈り、暴風虫害の厄除けを祈願して行われるお祭り。矢部川の河原に
露店が並び、夜になると花火が打ち上げられます。

中止

八女のまつり
八女 ～あかりとちゃっぽんぽん～
あかりの祭典～

９月

八女福島地区一帯
宮野公園

八女市祭り実行委員会事務局
（八女市観光振興課）
０９４３－２３－１１９２

重要無形民俗文化財の八女福島の灯篭人形公演にあわせて、あかり絵コンテストや
八女うまかもんフェスタ、ショートショートフィルムフェスティバル、宵の市などが行われ
れます。八女の“あかり”をテーマとした当お祭りはイベント盛りだくさんです！

中止

八女 八女福島の燈籠人形公演
～薩摩隼人国若丸厳島神社詣～

９月

八女市福島八幡宮境内

八女市文化振興課
０９４３－２４－８１６３

２７０年以上の歴史を持ち、国の重要無形民俗文化財に指定されている伝統芸能。
放生会の奉納行事として秋分の日を含む３日間に公演されます。３層２階建の釘や
鎹を１本も使用しない屋台が期間中だけ組み立てられ、囃子にあわせてからくり人形
芝居が上演されます。見どころは人形の橋渡し・衣裳の早変わりなど。

花情報

料金等

貸し竿レンタル300円、やまめ釣り1匹500円、
つかみ取り1匹500円

