
状況 エリア イベント名称 日時一般 場所（住所） 問い合わせ先 イベント内容 料金等

イベント 立花 たけんこ街道
３月２０日（日）～４月２０日（水）
※店舗により営業時間が異なる

参加飲食店にて
ますや、道の駅たちばな（直売所・招竹梅）、
食do-葉゜葉゜さん、満月、大道谷の里

八女市観光協会立花支部
０９４３－３７－１０５５

熊本県山鹿市鹿北町と福岡県八女市立花町の飲食店が一緒になり、新しいた
けんこ街道が始まります！各飲食店が、この時期にしか味わえないたけのこ料
理をご用意して、みなさまのお越しをお待ちしています！

予約が必要な店舗もあるため、
詳細は各店舗に問い合わせをお願いしま
す。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（食do-葉゜
葉゜さん ０９０－５９３６－４７１８
ますや ０９４３－３６－０１５９
道の駅たちばな ０９４３－３７－１７１１
満月　０９４３－３７－１１０６
大道谷の里０９４３－３５－０７６０

イベント 上陽 桜と石橋まつり ３月１９日（土）～４月３日（日）
ほたると石橋の館・ホタルと石橋の里公園
八女市上陽町北川内５８９－２

八女市観光協会上陽支部事務局
（上陽支所まちづくり推進係内）
０９４３－５４－２２１１

桜の見頃にあわせて、夜桜のライトアップを行います。上陽町の桜の名所「北川
内公園」の桜と清流星野川、そして現在まで数度の大洪水に耐えてきたたくまし
い石橋の共演をお楽しみください。なお、新型コロナウイルス感染症予防の観点
から、露店、ステージイベントについては予定しておりません。

夜桜ライトアップ：３月１９日（土）～４月３日
（日）。ただし、開花の状況により期間変更す
る場合があります。

イベント 上陽 星野川でお花見カヌー体験
４月２日（土）
①１０：００～　②１１：００～
③１３：００～　④１４：００～

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

桜の季節に清流星野川でのんびり楽しくカヌー体験。
インストラクターの指導があるので安心です。
川には入れる服装、スイミングシューズまたは流されないサンダル等、また念の
ための着替えをご準備ください。

※要予約※
定員：各回５名
参加料：一艇１，５００円
※荒天の場合中止。

イベント 八女 八女茶の今を楽しむ
４月２日（土）・３日（日）
４月１６日（土）・１７日（日）
①１１：００～　②１４：００～

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４種類の内容で八女茶を淹れていた
だきます。
お茶を味わうための特別なコースメニューです。（お茶菓子付き）
※コース内容は月替わり

要予約、各回定員４名様まで
料金：３，５００円（税込）

イベント 立花
松尾弁財天大祭【イベントなし・神事の
み】

４月３日（日）
９：３０～

松尾弁財天周辺
八女市立花町上辺春松尾

八女市観光協会立花支部
０９４３－３７－１０５５

約６００年の伝統を誇る松尾弁財天の恒例行事。当日は、神事のみとなります。
農産物の販売や田舎料理のおもてなし、ステージイベントは中止。

イベント 星野 春眠プラネタリウム ４月９日(土)
星の文化館
八女市星野村１０８２８－１

星の文化館
０９４３－５２－３０００

静かな音楽と星空の中、リクライニングシートでゆっくりとした至福の時間をお愉
しみいただけます。　お目覚めのお茶つきです。

［要予約］
入館料：　大人７００円、小学生幼児４００円
定員：１５名

イベント 八女
伊藤千代子
八女押し花教室作品展
「花笑み」

４月９日（土）～５月８日（日）
９：００～１７：００
※期間中４/１８・２５（月）、５/２（月）は休館日

八女伝統工芸館
八女市本町２－１２３－２

八女伝統工芸館
０９４３－２２－３１３１

伝統工芸館の企画イベント展にて押し花教室作品展を開催します。笑みが絶え
ない日常に、一日も早く戻れるようにと願いを込めて製作しました。花の持つ優
しさや美しさ、それに力強さを感じてください。ご来場をお待ちしています。

入場無料

イベント 八女 八女軽トラ市
４月１０日（日）・２４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。

イベント 八女 八女市新茶祈願祭【関係者のみ】
４月11日（月）
１０：００～

八女中央大茶園
八女市農業振興課
０９４３－２３－１１１８

本格的な茶摘みシーズン前に、八女中央大茶園の五社神で祈願祭が行われま
す。今年も美味しいお茶ができるようにと、八女茶生産の発展と安全を祈願しま
す。

イベント 星野 ３０周年記念　ガラポン抽選会 ４月２３日(土)～２４日(日)
星の文化館
八女市星野村１０８２８－１

星の文化館
０９４３－５２－３０００

入館のチケット提示でガラポンに参加できます。　豪華景品が当たるかも。
［予約不要］
入館料：　大人５００円、小学生３００円、
幼児１００円

イベント 星野 新茶で緑茶づくり体験 ４月中旬
茶の文化館
八女市星野村１０８１６－５

茶の文化館
０９４３－５２－３００３

茶の文化館で行っている緑茶づくり体験を今年とれたての新茶を使って行いま
す。

［予約不要］
体験料：　１，０００円
※５０ｇ生茶葉で仕上がり１０ｇ前後

イベント 星野 ミヤシノシャクナゲまつり ４月１０日（日）～４月３０日（土）
ミヤシノシャクナゲ園
八女市星野村ミヤシノ地区

八女市星野支所 まちづくり推進係
０９４３－５２－３１１２

ミヤシノシャクナゲ園に５０００本ほどのシャクナゲが咲き誇ります。 入場無料

イベント 星野 星の花公園シャクナゲまつり ４月９日（土）～５月１日（日）
星の花公園
八女市星野村１０８１６－２０

八女市星野支所 まちづくり推進係
０９４３－５２－３１１２

山の斜面を埋め尽くすほどに咲き誇る「花の女王・シャクナゲ」を楽しんでいただ
けます。星の村を一望できる絶好のポイントです。

中学生以上５００円
小学生以下無料

イベント 黒木 藤の花神酒召せの式典【関係者のみ】 ４月１５日(金)  １０：３０～
素盞嗚（すさのお）神社
八女市黒木町黒木５－２

八女市商工会 本所
０９４３－４２－０１５３

樹齢６２０余年を超える国指定天然記念物である「黒木のフジ」が開花するころ、
『幾重にも重なる紫房よ永遠に』の大願成就を込めて、大藤のある素盞嗚神社
において神酒召せの式典が執り行われます。

            令和４年度　八女市イベント情報【４月】
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イベント 八女 八女市健康増進施設べんがら村
リニューアルオープン

落成式
４月１９日（火）

リニューアルオープン
４月２１日（木）
１０：００～２２：００

八女市健康増進施設べんがら村
八女市宮野１００番地

【落成式】
観光振興課
０９４３－２３－１１９２

【リニューアルオープン】
べんがら村
０９４３－２４－３３３９

八女市健康増進施設べんがら村がリニューアルオープンします。
温泉棟、レストラン棟のリニューアルをはじめ、クラフトビールや八女の果物を使
用したスイーツ等が楽しめるロングカウンターを設置。健康教室、ヨガ、研修等
様々な活用ができるＹＭＥＥテラスや共用キッチンスペース（コモンキッチン）の
設置。マルシェ広場、子供向け遊具（ふわふわドーム）、ビール醸造体験コー
ナーを設け、魅力ある施設へ変わりました。

イベント 八女 べんがら村オープニングマルシェ開催
４月２３日（土）・４月２４日（日）
１０：００～１７：００

八女市健康増進施設べんがら村
八女市宮野１００番地

べんがら村
０９４３－２４－３３３９

べんがら村オープニングマルシェを開催します。雑貨や飲食など約２０団体が出
店する予定です。
また、２４日（日）はステージイベントとして、地元のダンススクールや和太鼓など
のお披露目もあります。
※新型コロナウイルスの感染状況により変更することがあります。

イベント 八女 くろくも舎 切り絵展
「ちいさきものたち」

４月２３日（土）～５月１５日（日）
９：００～１７：００（最終日は１６：００まで）
※毎週月曜日は休館

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

八女福島の白壁通りにアトリエを構える切り絵作家、くろくも舎松原真紀さんの
個展です。作品はすべて八女手すき和紙を使用した個性豊かな作品大小合わ
せて、７０点程が展示されますので、この機会に是非ご来館下さい。

入場無料

イベント 立花 たけのこ掘り体験
４月２４日（日）～５月５日（木）【要予約】
１０：００～１５：００

立花町白木４５７８－１
農家民宿　大道谷の里

０９４３－３５－０７６０
春になると土から目をさます竹の子たち。みずみずしく香りよく、しゃきっとしたそ
の美味しさは、季節を感じる旬の味わい。この季節、市内立花町の竹林は豊か
な収穫に恵まれます。皆さん一緒にたけのこを収穫しませんか。

【体験料】
大人／１，０００円（たけのこ３本付）
小学生以下／７００円
〇お持ち帰りを希望の方は実費で承ります。

イベント 黒木 森林セラピー 通年
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

くつろぎの森　グリーンピア八女
０９４３－４２－２４００

木々の隙間からこぼれる柔らかい光。鳥のさえずりに、吹き抜ける心地よい風。
癒しの遊歩道を歩けば、自然と気持も安らぎます。森林セラピーとは、科学的エ
ビデンス（証拠）に裏付けされた森林浴効果のことをいい、森林環境を利用して
心身の健康維持・増進、疾病の予防を行うことを目指すものです。

大人（中学生以上）
１，０００円
子ども（４歳～小学生）５００円

花情報 上陽 夜桜のライトアップ ３月１９日（土・祝）～４月３日（日）
１８時～２２時

北川内公園・ほたると石橋の館周辺
八女市上陽町北川内５８９－２

上陽町観光協会事務局
（上陽支所まちづくり推進係内）
０９４３－５４－２２１１

上陽町の桜の名所「北川内公園」の桜ライトアップ（桜の開花状況によっては変
更する場合があります）

花情報 矢部 日向神ダム千本桜 ３月下旬～４月上旬
日向神ダム周辺
八女市矢部村

八女市矢部支所 まちづくり推進係
０９４３－４７－３１１１

日向神ダム周辺に約１０００本の桜が咲き乱れ、訪れた人に感動を与えてくれま
す。お花見ドライブを楽しむ事ができます。

花情報 星野 星のふるさと公園ツツジ ４月中旬から下旬
星のふるさと公園内
八女市星野村１０８２８

八女市星野支所 まちづくり推進係
０９４３－５２－３１１２

星のふるさと公園内星野体育センター附近には、ツツジが咲き誇ります。

花情報 矢部 大杣公園ツツジ ４月中旬～５月上旬
大杣公園
八女市矢部村北矢部６８０８－１

八女市矢部支所 まちづくり推進係
０９４３－４７－３１１１

後村上天皇の皇子良成親王の御陵墓がある大杣公園は、色とりどりのツツジが
咲き誇ります。

中止 黒木 八女黒木大藤まつり（中止） ４月中旬～５月初旬
素盞嗚（すさのお）神社及び周辺
八女市黒木町黒木５－２

八女市黒木支所 まちづくり推進係
０９４３－４２－１１１２

樹齢６２０余年を超える老大樹「黒木の大藤」。神社境内に広がる3,000㎡の藤
棚は、まるで雲海のようです。祭り期間中は様々なイベントを開催します。（物産
展は４月１８日（土）～５月６日（水）にて開催）

中止 矢部 やべ春まつり ４月
観光物産交流施設 杣のさと
八女市矢部村矢部３２７７－１
※駐車場は所野広場をご利用ください

やべ春まつり実行委員会
（矢部支所まちづくり推進係）
０９４３－４７－３１１１

観光物産交流施設「杣のさと」・所野広場の2か所にて、物産フェアを開催しま
す。矢部村の特産物はもちろん、シャクナゲ等の展示販売や、土日の４日間は
立花ワインの試飲販売もあります。満開の千本桜が皆様をお迎えいたします。

中止 黒木 くろぎ桜まつり ４月
城山公園一帯
八女市黒木町

くろぎ起源会
０８０－２６９４－１３３６

中止 矢部
八女・桜まつり健康マラソン大会

4月
八女市矢部第一運動場・日向神ダム湖畔
八女市矢部村鬼塚

八女・桜まつり健康
マラソン大会事務局
０９４３－４７－３１１１

八女市矢部村の春まつりの一環として、矢部村の美しい桜を満喫しながら多く
の人々の出会い、交流を深めるため企画した健康マラソン大会です。ご家族お
そろいで気軽にご参加ください。（参加者全員に参加賞・完走証あり）


