令和４年度
状況 エリア

イベント名称

日時

八女市イベント情報【５月】

場所（住所）

問い合わせ先

イベント内容

料金等

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
入場無料
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。

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）
【休館日：毎週月曜日】

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
入場無料
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。

イベント

八女

２０２１ざぶん賞入賞作品展

５月１日（日）～ ７月２４日（日）
９：００～１７：００
【休館日：毎週月曜日】

八女民俗資料館（八女伝統工芸館併設） 八女伝統工芸館
八女市本町２－１２３－２
０９４３－２２－３１３１

矢部川ざぶん塾「黒木」実行員会によります、２０２１年のざぶん
賞入賞作品の展示を行います。小中学生の皆さんが生命の源で
入場無料
ある「水」をテーマに、「生命」や「環境」の大切さを学んでその思
いを創作文にしたものです。

GW
イベント

黒木

献茶祭

５月２日（月）
１０：００～

霊巌寺本堂
八女市黒木町笠原９７３１

八女市黒木支所 建設産業係
０９４３－４２－１１１７

八十八夜に八女茶の開祖である栄林周瑞禅師の不滅の遺徳を
称えしのび、あわせて八女茶の弥栄を祈念します。新茶を淹れ 規模縮小、関係者のみ
祭壇に献茶を行います。

GW
イベント

星野

八十八夜 お茶の香りプラネタリウム

５月２日（月）
①１８：２０～ ②１９：００～

星の文化館
八女市星野村１０８２８－１

星の文化館
０９４３－５２－３０００

「八十八夜」の新茶の日に、プラネタリウム内をお茶の香りで満
たしながら星空の世界へといざないます。

GW
イベント

星野

八十八夜茶摘み体験

５月２日（月）
受付時間１０：００～１１：３０、
１３：００～１５：３０

茶の文化館
八女市星野村１０８１６－５

茶の文化館
０９４３－５２－３００３

八十八夜に茶の文化館内の茶園で茶摘み体験を行います。摘
先着順受付、午前午後各３０名
んだ茶の葉は持ち帰ったり、その場で手もみしてお茶を手作りし
参加費：５００円（手もみ茶＋１，０００円）
たりできます。

GW
イベント

上陽

八女上陽新茶まつり

５月３日（火・祝）～５月５日（木・祝）

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

「福岡県茶共進会」の玉露部門・煎茶部門で毎年上位入賞者を
出す八女茶・上陽茶の産地で採れたおいしい「新茶」の味を楽し
めます。奥八女上陽の自然に育まれた味を是非ご賞味ください。

GW
イベント

星野

GW新茶フェア

５月３日（火・祝）～５月５日（木・祝）

茶の文化館
八女市星野村１０８１６－５

茶の文化館
０９４３－５２－３００３

新茶の販売、釜炒り茶体験や、闘茶会体験など、旬のお茶をい
ろんな形で楽しめます。

八女伝統工芸館
八女観光物産館ときめき 駐車場
・八女市本町２-１２３-２
鉄道記念公園
・八女市本町２-５６１

八女商工会議所
０９４３－２２－５１６１

来て、観て、遊んで、味わって！今年も新茶の季節がやってきま
した。各種ステージイベントやお茶を使った和洋のスイーツや市
内飲食店の屋台など出店あり。お茶の美味しい淹れ方教室やテ
イスティング等のイベントも盛りだくさんです。また、八女茶娘ク 入場無料
イーンコンテスト２０２２のクイーン、準クイーンが決定します。こ
の日ご来場のお客様、先着１０００名様に新茶一煎パックのプレ
ゼントを差し上げます。

GW
イベント

八女

第７回八女新茶まつり

５月４日（水・祝）
１０：００～１５：００
悪天候の場合は、５月５日（木・祝）に順延

GW
イベント

立花

山下水天宮大祭

５月４日（水・祝）・５日（木・祝）
９：００～１８：００

山下水天宮
八女市立花町北山６４－１

山下宮総代 河野 定義
０９０－３３２９－６６５７

約１５０年の伝統を誇る山下水天宮の恒例行事。お札・お守りの
授与を行います。
新型コロナウイルス対策のため、露天の出店はありません。

GW
イベント

星野

望遠鏡・双眼鏡講座 ～月を見よう～

①５月７日(土)望遠鏡、
②５月１４日（土）双眼鏡

星の文化館
八女市星野村１０８２８－１

星の文化館
０９４３－５２－３０００

望遠鏡や双眼鏡の組み立て方、ピント調節など使い方から、月
の観測ができるようになる講座です。

※要予約
入館料： 大人７００円
小学生幼児４００円 定員：１５名

予約不要

※要予約
入館料： 大人７００円、小人５００円
定員：先着４組（１組３名まで）

イベント

八女

八女茶の今を楽しむ
～新茶を味わうお茶コース～

５月７日（土）・８日（日）
５月２１日（土）・２２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

いよいよ待ちに待った新茶がスタートいたします。日本茶インスト
ラクターの竹中昌子さんに「八女茶でつくる大人のメロンソーダ」
他、３種類のオリジナルティーをコース形式でご提供いただきま 要予約、各回定員４名様まで
す。茶葉食は、パリッとした有明海苔でくるんだ、お酒の後にも
料金：３，５００円（税込）
ピッタリな一品です。今しか味わえない香り豊かな新茶をぜひご
賞味下さい。
※コース内容は変更になる場合があります。

イベント

矢部

矢部村山系山開き 神事
【関係者のみ】

５月１４日（土）
９：００～受付 ９：３０開会

杣の里渓流公園中央広場
八女市矢部村北矢部６７０７－７

八女市矢部村 杣の里渓流公園
０９４３－４７－３０００

県下最高峰を誇る釈迦岳や御前岳などへの登山者の安全を祈
願します。※式典後の登山はあります。
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イベント

八女

八女軽トラ市

５月８日（日）・２２（日）
９：００～１２：００
小雨決行

八女観光物産館ときめき 駐車場
八女市本町２－１２３－２

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

筑後ノ國３２万５千石 初代国主田中吉政展

５月１４日（土）～２２日（日）
９：００～１７：００
（最終日は午後１６時まで）
【休館日：毎週月曜日】

八女伝統工芸館 １Fイベントスペース
八女市本町２－１２３－２

田中吉政公史談会 八女
０９４３－２２－２６３４

最初で最後の筑後国主であった「田中吉政」展を行います。治水
土木の神様と言われた田中吉政公。８回目となった今回は、八
入場無料
女を始め筑後で残した偉業の数々や柳川の堀割等の資料も紹
介し、「まぼろしの男 田中吉政」をさらに検証します。

イベント

上陽

第３４回八女上陽ホタルと銘茶まつり

５月２１日（土）～６月５日（日）

星野川・横山川・下横山一帯

ホタルと銘茶まつり実行委員会事務局
（上陽支所まちづくり推進係内）
０９４３－５４－２２１１

八女市上陽地区には、５月下旬から６月初旬にかけ多くのゲンジ
ボタルが飛び交います。コロナ禍によりイベント、露店出店等は
行いませんが、ホタル発生状況の更新やホタル観賞マップをご
準備します。

イベント

星野

星の新茶まつり

５月２８日（土）・２９日（日）
１０：００～１７：００

茶の文化館
八女市星野村１０８１６－５

星の新茶まつり実行委員会
０９４３－３１－５５８８

野点や新茶、物産品の販売、また茶の文化館で、お茶当てクイ
ズなどのイベントも行います。サツキの鉢植え展示もあります。
※変更の可能性あり

八女市上陽咩（かむつやめ）さるこ協会事務局
（上陽支所まちづくり推進係）
０９４３－５４－２２１１

要予約
定員：３０名（先着順）
「さるこ」とは、方言で「さるく」（あちこち歩き回る）という意味です。今
回のさるこのコースは、星野川の清流を見ながら、上陽町の石橋の
参加料（保険料込み）：
中でも有名な「ひふみよ橋」を散策します。緑豊かな奥八女の自然の
大人１，５００円（夕食代含む）
景観、山、水辺、動植物との思わぬ出会いを楽しみましょう。
中学生以下５００円（おやつ付、夕食が必要な
場合は+１，０００円）

八女市上陽町内
イベント

上陽

上陽咩川辺の道さるこ 「ひふみよ橋コース」
～星野川の清流とホタルの名所を訪ねて～

５月２９日(日)
１５：００～１９：００

中止

八女

山内水天宮大祭 山内花火大会

５月

山内水天宮
八女市山内１２０８

山内花火大会実行委員会 委員長 善
０９０－９４９６－８９０６

神事はするが他の祭り事は全て中止（五穀豊穣・水害防除を祈
願して毎年実施するお祭りです。）

中止

黒木

八女黒木大藤まつり

５月上旬

素盞嗚（すさのお）神社
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。祭りは中止となっ
ております。

中止

矢部

花まつり

見頃４月上旬～５月初旬

八女市矢部村矢部９３１－１
シャクナゲの丘 石川植物園

シャクナゲの丘 石川植物園
０９４３－４７－２５４７

自然木、めずらしい霧島ツツジ、シャクナゲのほか、多くの植木
や花がいっぱい。４月中旬～５月の連休明けまでは霧島ツツジ・
シャクナゲが最盛を迎えます。園内には約６０種の植木・庭木、
約２００種の花があります。販売はしております。

中止

立花

辺春ホタルまつり

５月

長瀬公園周辺
八女市立花町上辺春

辺春ホタルまつり実行委員会
（辺春地域振興会議事務局）
０９４３－３６－０２８５

辺春川等に舞う蛍の時期に行われるイベント。

茶のくに観光案内所
０９４３－２２－６６４４

星野村の直売所びそん（買物） → 茶の文化館（闘茶会／八女
茶寮（昼食）／抹茶ひき体験） → 古陶星野焼展示館 → 八女
中央大茶
地元を愛する八女人ガイド～とっておきの一日周遊バス。茶のく
にバス案内人と共に八女でしか味わえない手仕事や季節の
花々、地元の方が愛するお料理など、八女人ガイドが地元の魅
力を特別に語ります。八女をとことん満喫できるバスツアーです。
６月１０日（金）・１１日（土）も同じコースをめぐります。

ツアー

八女

旅する茶のくにバスツアー
～茶茶日和～
さわやかな新茶の香りを楽しみながら、
星野村をめぐります。

運行日
５月１３(金）・１４(土）

集合場所：上陽公民館
（八女市上陽町北川内４８３－１）

八女市星野村

イベント等は開催しません。
駐車場が限られますので、可能な限り乗り
合わせでのご来場、分散しての散策をお願
いします。

定員１５名
申込締切日は４月２０日（水）
（申し込み多数の場合は締切翌日に抽選）
ツアー料金：５，０００円（食事・体験代含む）
【申込方法】
※TELの受付不可。
FAX・WEB、または八女本舗、
茶のくに観光案内所窓口にて。
【発着所】：西鉄久留米駅・JR久留米駅

