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八女市イベント情報【１１月】
場所（住所）

問い合わせ先

イベント内容

料金他

イベント
開催

立花 道の駅たちばなプレゼントキャンペーン

１０月２０日（水）～１１月２１日（日）

道の駅たちばな
八女市立花町下辺春３１５－１

道の駅たちばな
０９４３－３７－１７１１

直売所で１，０００円以上お買い上げのお客様に、はがきサイズの申込券をお渡しいたしま
す。
駐車場あり
応募していただいた方の中から９０名程度のお客様に、新米やウメ山ウメ子の詰め合わせ、
商品券などをプレゼントさせていただきます。ぜひ奮ってご応募ください。

イベント
開催

立花 秋の大収穫祭

１１月２０日(土)、２１日(日)
１０：００～１５：００

道の駅たちばな
八女市立花町下辺春３１５－１

道の駅たちばな
０９４３－３７－１７１１

ガラポン抽選会や様々な対面販売、八女農業高校の学生皆さんとポニーも遊びに来ます！
駐車場あり
立花の秋の味覚を実感しに、道の駅たちばなへお越しください。

イベント
開催

八女

１０月３０日（土）～１１月７日（日）
９：００～１７：００
【休館日：１１月１日（月）】

八女伝統工芸館 １階 開放工房
八女市本町２－１２３－２

八女伝統工芸館
０９４３－２２－３１３１

九州で最も歴史が古い「八女の手すき和紙（福岡県指定特産民工芸品）」を使用したオブ
ジェ、あかり、アクセサリーなどの 作品展を行います。

イベント
開催

八女 八女茶の今を楽しむ

１１月６日（土）・７日（日）
１1月２１日（日）・２３日（火・祝）
①１１時００分～ ②１４時００分～

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が淹れる八女茶コース。今回は、熟成茶で秋を味わ
要予約、各回定員４名様まで
う八女茶コース。秋になると仕上げられる熟成茶。茶葉の状態から香りや形状をじっくりと見
料金：３，５００円（税込）
て頂き、温かいものと冷たいもの、両方でお召し上がりいただきます。熟成茶のまろやかな
味、香りを存分にお楽しみください。

イベント
開催

黒木 特別展示 旭座に眠る人形たち

１１月６日(土)・１１月２０日（土）
１３：３０～

旭座人形芝居会館
八女市黒木町笠原５００５－２

八女市文化振興課 文化振興係
０９４３－２３－１９８２

明治５年ごろ、笠原地区鰐八集落での座の余興から始まったとされ、県の無形民俗文化財
に指定された人形浄瑠璃が継承されています。人形操りは一体を３人で操る文楽様式で、息
のあった三位一体となった演技です。今回は公演はございませんが、秘蔵の浄瑠璃人形を
展示します。

入場無料
※屋外から窓腰の見学となります。
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、状
況によっては中止になる場合があります。

イベント
開催

星野 いもほり収穫祭
【事前申込】

１１月７日（日）※小雨決行
午前の部１０：００～
午後の部１３：００～

星の文化館横
八女市星野村１０８２８－１

星のふるさと
０９４３－３１－５５８８

午前、午後の収穫作業後に、重さを競うコンテストを実施。上位入賞者には、粗品を進呈。

収穫参加費：１家族５００円
２袋まで持ち帰り無料
３袋目は有料（安いです）

イベント
開催

星野 金星・月大接近観望会

１１月８日（月）１３：００～１４：３０頃

星の文化館
八女市星野村１０８２８－１

星の文化館
０９４３－５２－３０００

昼間の空に金星と月が大接近する様子を観測します。福岡では残念ながらお互いが接近す
る様子までしか観測できませんが、九州より北の地域では金星食が観測できる天文現象で 入館料：５００円
す。

イベント
開催

八女

１１月１２日（金）～１４日（日）
１０：００～１６：００（最終日１５：００時まで）

八女伝統工芸館 ギャラリー
八女市本町２-１２３－２

八女伝統工芸館
０９４３－２２－３１３１

黒木町出身の末崎好子・江頭明子がこれまで作ってきた刺繍の作品展を行います。
【こぎん刺しとは】青森県津軽地方に伝わる伝統刺繍の技法のこと。麻布に木綿糸で刺繍を
入場無料・予約不要
施し、布地の目を埋めることで、暖かく丈夫な布地に仕立てていました。規則的で美しい模様
が特徴的です。

イベント
開催

上陽 親子でチャレンジ！
～ちょっと夜遊び編～（仮）

１１月１３日(土)

ふるさとわらべ館
八女市上陽町下横山４８３８

ふるさとわらべ館
０９４３－５４－２４４２

豊かな奥八女の自然の中で様々な体験に親子でチャレンジしませんか。
※要予約※
チャレンジその１：親子で宝さがし遠足、チャレンジその２：ミニ縁日、チャレンジその３：芋掘り
参加費：未定（お弁当・保険代込み）
体験（仮）その後、和太鼓やバンド演奏などのステージを楽しみながら夕食をとり、フィナーレ
保護者同伴でお願いします。
は花火大会です。

イベント
開催

八女 八女軽トラ市

１１月１４日（日）・２８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・販売する催しで
す
※八女市内の販売者に限定するなど、コロナ対策をしながら開催する

イベント
開催

八女 ミクロ工芸 石井岳城展

１１月１４日（日）～２１日（日）
９：００～１７：００（最終日午前中まで）
（休館日／月曜日）

八女伝統工芸館 １階 特設会場
八女市本町２－１２３－２

八女伝統工芸館
０９４３－２２－３１３１

石井岳城／極小文字世界ギネスブック公認記録保持者（1985年）ミクロの世界をご覧くださ
い

イベント
開催

立花 山岳画家が描いた静物画

１１月１６日（火）から開催
９：００～１７：００（入館は１６：３０まで）
（休館日／月曜日、祝日の場合は翌日、
年末年始）

八女市田崎廣助美術館
八女市立花町原島１０８－１

八女市田崎廣助美術館
０９４３－２４－８３０４

駐車場＝無料
本展は、１９５０年代に盛んに描いた静物画に着目します。日本人の美意識に触れる作品を 入館料＝無料
通じ、田崎の新しい魅力を感じていただければ幸いです。
※常設展示替えに伴う休館
1０月２５日～１１月１５日

イベント
開催

八女 久留米絣 森山虎雄・哲浩展

１１月１８日（木）～２４日（水）
９：００～１７：００

八女伝統工芸館１Ｆ 開放工房
八女市本町２－１２３－２

八女伝統工芸館
０９４３－２２－３１３１

国指定重要無形文化財久留米絣技術保持者 森山虎雄さんの作品２５０点と展示販売を行
入場無料
います。

イベント
開催

星野 部分月食観望会

１１月１９日（金）１８：３０～２０：００

星の文化館
八女市星野村１０８２８－１

星の文化館
０９４３－５２－３０００

夕方の月の出から部分月食が観測されます。今回の部分月食では月の大部分が影に入る
入館料：５００円
ため、皆既月食に近い状態で観測できる見ごたえのある月食です。

和紙のある暮らし・八女２０２１

こぎん刺し姉妹展
―末崎好子・江頭明子作品展ー

入場無料

入場無料
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料金他

イベント
開催

上陽 椎茸収穫体験 in 上陽
【要申込・先着２０名】

１１月２０日（土）
１０：００～１３：３０

ほたると石橋の館（集合場所）
八女市上陽町北川内５８９－２

ほたると石橋の館
０９４３－５４－２１５０

参加費：大人２，５００円、
旬の原木シイタケを収穫し、お昼に炭火焼BBQでいただく、食欲の秋満載の企画です。
小学生以下１，５００円
また、奥八女上陽産の原木シイタケのはかり売り直売会を開催します。
【服装・持ち物】
シイタケ約５００ｇのお土産付きです。（お子様にはシイタケの代わりにソフトクリームをプレゼ
長袖、長ズボン、帽子、汚れてもよい靴
ント）
軍手、タオル、雨具、飲み物

イベント
開催

八女 八女寒蘭展

１１月２０日（土）・２1日（日）
９：００～１７：００（最終日１６：００まで）

八女伝統工芸館 １Ｆ 講義室
八女市本町２－１２３－２

八女伝統工芸館
０９４３－２２－３１３１

洋蘭等のような派手さや華やかさはありませんが、空間やバランスに優れた美しさがある寒
蘭。８月後半より花芽を見せ、１０月～１２月頃に開花。ただ咲かせるのは簡単ですが、その
入場無料
姿を美しく安定させ咲かせることが難しい植物です。独自の育て方で愛情を注いだ寒蘭の展
示会を行いますのでぜひご覧ください。

イベント
開催

星野 勤労感謝の特別プラネタリム

１１月２３日（火・祝）
第１部 熟睡プラ寝たリウム１４：００～
第２部 アロマプラネタリウム１７：００～

星の文化館
八女市星野村１０８２８－１

星の文化館
０９４３－５２－３０００

第1部 熟睡プラ寝たリウム
ゆったりとした音楽と星空で、あなたを快眠へと誘うリラックスプラネタリウム
※ぐっすり眠れるように、お気に入りの枕やブランケットなどの持ち込みＯＫ！
第2部 アロマプラネタリウム
香りとともに季節の星空を巡ってゆく、リラックスプラネタリウム
※エッセンシャルオイルを使用しますので、体質によっては体調を崩す場合が
あります。

イベント
開催

立花 新上五島町物産展

１１月２７日（土）、２８日（日）

道の駅たちばな
八女市立花町下辺春３１５－１

道の駅たちばな
０９４３－３７－１７１１

五島うどんや水産加工品などが多数出品されます。ぜひ道の駅たちばなにお越しください。

イベント
開催

森林セラピーイベント
黒木 セラピーウォーク
【申込締切日１１月１５日（月）】

１１月２８日（日）１０：００～

森林セラピー基地
くつろぎの森グリーンピア八女
八女市黒木町木屋１０９０５

八女市黒木支所まちづくり推進係
０９４３-４２-１１１２

森の案内人と一緒にグリーンピア八女にある森林セラピーロードの泉と小島への散歩道（第
２ロード）～熊笹と湖の小道（第３ロード）を歩きます。グリーンピア八女のホテル前を出発し、 先着定員：３０名
約６kmを２時間半ほどかけて歩きます。秋深まった紅葉が美しい森の散策で心と身体をリフ 参加費：１，０００円（弁当・お茶・保険込）
レッシュしましょう！

イベント
開催

八女 雛の里・八女ぼんぼりまつり

令和４年
２月２０日（日）～３月１３日（日）

八女市福島地区一帯

八女市観光振興課
０９４３－２３－１１９２

八女福島地区の白壁の町並み内において、明治から平成にかけての箱雛等のお雛様が飾
られ、まちは雛の里一色に染まります。

募集

雛の里・八女ぼんぼりまつり
八女
「福島八幡宮での結婚式」
【申込締切：１１月３０日（火）】

結婚式
令和４年２月２０日（日）午前
十二単と束帯の結婚式（1組）
令和４年３月６日（日）午前
簡易十二単と束帯の結婚式（1組）
令和４年３月６日（日）午後
簡易十二単と束帯のフォトウエディング（1組）

八女市宮野町
福島八幡宮境内

まつり事務局
八女市観光振興課
０９４３－２３－１１９２

お申込みはまつり事務局（観光振興課）まで
新型コロナウイルス感染拡大防止ため、予定していた結婚式を延期・中止された皆様、結婚 結婚式玉串料：３万円
を予定している皆様、福島八幡宮で結婚式をしてみませんか。今回は２人だけのフォトウエ フォトウエディング：２万円
ディングプランも準備しています。
応募多数の場合は１２月１２日（日）に抽選
申込締切令和３年１１月３０日（火）

中止

黒木 笠原まつり「だっでん祭」

１１月

元笠原小学校
八女市黒木町笠原４３４１－１

笠原まつり実行委員会 （小森）
０９０-４７７５－３９２８

中止

黒木 八女くろぎふるさと祭り

１１月

黒木町・駅跡イベント広場
（紅葉ウォークはグリーンピア八女）

八女くろぎふるさと祭り実行委員会
（八女市黒木支所 まちづくり推進係）
０９４３－４２－１１１２

黒木町の秋の恒例イベントです。子供相撲や東関部屋の大相撲ぶつかり稽古、ステージパ
フォーマンス、各種体験コーナー、木育広場などイベント盛りだくさんです。お茶をはじめとし
た地元物産販売やフリーマーケットもあります。サテライトイベントとして、グリーンピア八女で
は紅葉ウォークも行います。

中止

矢部 八女矢部まつり

１１月

矢部川源流公園
八女市矢部村北矢部鬼塚

八女市矢部支所 まちづくり推進係
０９４３－４７－３１１１

矢部の特産品の直売や楽しいイベントが盛りだくさん。矢部村に代々伝承されている文化を
広く紹介するお祭り。紅葉の秋を楽しむことができます。

中止

上陽

１１月

春の山公園グラウンド
八女市上陽町北川内

八女市上陽支所 まちづくり推進係
０９４３－５４－２２１１

八女市上陽町の秋の市民総出のお祭り。メインは全日本きんま選手権大会。耐力とアイデ
ア勝負！一般の部・ﾚﾃﾞｨｰｽの部の優勝賞金は１０万円ほか豪華賞品！

中止

立花 白木の秋の収穫祭

１１月

旧白木小学校 屋外運動場
八女市立花町白木１５５６

白木地区地域振興会議事務局 （熊手） 毎年恒例の収穫祭。立花町白木周辺の農産物直売やステージイベント、生活文化発表会な
０８０－１７３４－３９３１
ど多彩なイベントが行われます。実りの秋を体感しにお越しください。

中止

星野 八女星のまつり
／九州和太鼓フェスティバル

１１月

星のふるさと公園 平和の広場ほか
八女市星野村麻生

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

八女上陽まつり
／全日本きんま選手権大会

八女星のまつりは３４回目を迎え、ステージイベントや体験コーナー、野菜・特産品の販売の
ほか、ふるさとレストランでは地元の味覚も味わえます。九州和太鼓フェスティバルは２９回
目となり、九州各地の和太鼓団体による演奏をお楽しみいただけます。

参加費：７００円（入館料込み）
定員：先着１３名（要予約）

駐車場あり

