令和４年度
状況 エリア

イベント名称

日時

場所（住所）

八女市イベント情報【７月】
問い合わせ先

イベント内容

料金等

６月１１日(土)～７月３日(日）
【休館日：毎週月曜日】

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

株式会社鹿田産業は今年で創業１１０周年を迎えました。創業以来、
「すだれ」をはじめとした数々のインテリア製品を生み出してきまし
た。一貫してこだわるのは天然素材であること。八女の「竹」を原料と
する「八女すだれ」。筑後地域で受け継がれてきた「い草」製品。イン 入場無料
ドネシアまで直接検品・買い付けを行う「籐」製品など、１１０年受け継
いできた製品の数々を展示販売いたします。この機会にぜひ天然素
材インテリアをお楽しみください。

イベント 八女 文平座 舞台戦国甲冑展

６月４日（土）～ ７月１０日（日）
９：００～１７：００
【休館日：毎週月曜日】

八女民俗資料館
（八女伝統工芸館敷地内）
八女市本町２－１２３－２

八女伝統工芸館
０９４３－２２－３１３１

筑後国主田中吉政公の芝居舞台で使った、甲冑や兜、刀などを展示
いたします。本物に見せるため工夫や、舞台で立ち回りするために、 入場無料
出来るだけ軽く、動きやすく、改良を重ねて出来上がった手作りの甲
冑たちです。

イベント 八女 令和４年新作 八女盆提灯展

６月４日（土）～ ８月７日（日）
９：００～１７：００分
【休館日：毎週月曜日】
※祝日の場合は開館

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

八女提灯協同組合正規会員店舗による新作の八女盆提灯展を開催 入場無料
します。

イベント 星野 七夕短冊にお願い事を書こう！

７月１日(金)～８月７日(日)

星の文化館
八女市星野村１０８２８－１

星の文化館
０９４３－５２－３０００

七夕短冊にお願い事を書いて大竹に飾ろう！

イベント 八女 八女茶の今を楽しむ

７月２日（土）・７月３日（日）
７月２３日（土）・７月２４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

暑い日が続き冷たいお茶が美味しくなる季節です。今月は、蒸し暑さ
を体内からスッキリさせてくれるアレンジティ―で『パイナップルと茗荷 要予約、各回定員４名様まで
の煎茶スパークリング』とその他３種のお茶でおもてなしします。八女 料金：３，５００円（税込）
茶で淹れる冷茶のおいしさを味わってみませんか？（お茶菓子付き）
※コース内容は変更になる場合があります。

イベント 星野 月面X観望会

7月６日（水）
１８：３０～

星の文化館
八女市星野村１０８２８－１

星の文化館
０９４３－５２－３０００

月面に「X」の文字が現れる現象を１００cm望遠鏡で観察します。 見 ※予約不要 観望会夜の部１８：３０の回
入館料：大人５００円、小学生３００円、幼児１００円
られるのは年に数回の１時間程という、とても珍しい現象です。

星の文化館
八女市星野村１０８２８－１

星の文化館
０９４３－５２－３０００

七夕伝説のプラネタリウム解説をメインに、バイオリンとギターの生
演奏をBGMにして心地よいひとときを。演奏を聴くミニコンサートも

※要予約
入館料：大人１，０００円、小人８００円
定員：先着２０名様まで

イベント 八女 久留米絣手織り・藍染め講習会

①７月９日(土）・１０日(日）
②７月３０日（土）・３１日（日）
１０：００～１７：００
※①②両日ともに２日間の講習

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

講師として、国指定重要無形文化財久留米絣技術保持者の森山虎
雄先生、富子先生、哲浩先生、万井先生方による２日間にわたる講
習です。１日目には手織りのコースター作り、２日目はハンカチの藍
染めを行います。２回開催予定で、定員になり次第締め切りとなりま
す。

受講料：１６，５００円（材料代・税込）
定員：６名様
※事前申込・振込
持ってくるもの：
はさみ・エプロン・座布団（薄手）・昼食

イベント 八女 八女軽トラ市

７月１０日（日）・７月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
輪投げでポン・卵のつかみどり
（野菜・果物・花卉等）および食品（加工品等）更には、古着・骨董な 当面の間中止
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 星野 スーパームーン観望会

７月１４日(木)

星の文化館
八女市星野村１０８２８－１

星の文化館
０９４３－５２－３０００

今年１年で一番大きな満月「スーパームーン」を望遠鏡や双眼鏡で
観察しよう。

※予約不要 一般観望会 夜の部
入館料：大人５００円、小学生３００円、幼児１００円

イベント 星野 宿泊者先行「土星観望会」

７月１５日(金)～

星の文化館
八女市星野村１０８２８－１

星の文化館
０９４３－５２－３０００

一番人気の惑星「土星」を、当館ご宿泊の方は一足先に観測できま
す。

宿泊者のみ ２２：００～

イベント 黒木 黒木祇園祭

７月２０日（水）・２１日（木）

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 ※※※R４.７.２０（水）・２１（木） 開催。※※※
０９４３－４２－００１１
祇園さんより勇壮な神輿が繰り出されます。

イベント 八女

～伝統の夏のしつらえ～
八女すだれ展示会

イベント 星野 開館３０周年記念生演奏プラネタリウム ７月９日（土）
「星と音楽の七夕まつり」
１９：００～１９：５０

※予約不要
プラネタリウム前にコーナーを設置

※日にちと内容の修正あり

令和４年度
状況 エリア

イベント名称

BENGARA MARUCHE vol.4
イベント 八女 （べんがらマルシェ）

日時

場所（住所）

八女市イベント情報【７月】
問い合わせ先

八女市健康増進施設「べんがら村」
０９４３－２４－３３３９

イベント内容

料金等

マルシェ広場にて、第４回目となるマルシェ、今回は夜まで開催しま
す。八女市などの人気の雑貨やアクセサリー、飲食店などの様々な ※入浴をされる方入浴料要
お店が出店予定です。マルシェと一緒に、べんがら村の温泉やクラフ
トビールなどもお楽しみください。

７月２３日(土）
１２：００～２０：００

八女市健康増進施設「べんがら村」
八女市宮野１００番地

イベント 立花 夏祭り「フルーツ祭」

7月23日（土）～7月24日（日）

道の駅たちばな
八女市立花まち下辺春315-1

道の駅たちばな
0943-37-1711

今年はイベントの時期を繰り上げて夏祭りを行います。
店内では売り切れ御免フルーツの特売、デッキ等では組合員による 特になし
対面販売、恒例イベントのガラポン抽選会を行います。

イベント 上陽 ブルーベリー狩り体験 in 上陽町

７月３１日（日）【要予約】
集合９：３０～解散１２：００（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

イベント 矢部 ヤマメ釣り体験

～１０月
杣の里渓流公園内
【夏休みの期間中は火曜日が休み】 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

ヤマメはその場で食べることも可能です。（ヤマメのつかみ取りは当
日スタッフにお尋ねください。川の状況で体験できないこともありま
す）

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)
受付（１０：００～１６：００） 閉園（１７：００）

花情報 星野 麻生池のオグラコウホネ

５月中旬～９月中旬

麻生池（池の山キャンプ場内）
八女市星野村１０８７４

八女市星野支所 まちづくり推進係
０９４３－５２－３１１２

星のふるさと公園の中央にある麻生池の水面に黄色い小さなオグラ
コウホネが咲き誇ります。県の天然記念物に指定され、環境省が作
成したレッドデータブックにも掲載されてます。

花情報 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」は、ヒガンバナによく似ていますが、色はオレ
ンジ色で珍しい植物です。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、緑に映えるオレンジ色
のオオキツネノカミソリの花が群生しています。

中止 上陽 上陽祇園祭

７月１５日（金）

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。

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

黒木地区の夏の風物詩。大輪の花火が、黒木の夜空を彩ります。

中止 黒木 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。

