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料金等

入館無料

イベント 立花 「五木寛之」 書籍一般公開

６月２８日～８月２８日(日）
９時００分～１７時００分
休館日 月曜(祝日の場合は翌日）

八女市田崎廣助美術館 特設コー
ナー
八女市立花町原島１０８-１

八女市田崎廣助美術館
０９４３-２４-８３０４

五木寛之さん(源八女市立花町出身）より創作の資料に使用した書籍
３００冊が八女市に寄贈されました。ロシア文学から仏教書など分野
は多岐にわたり、五木文学の背景を知る貴重ものです。五木さんが題材
としてきた仏教や旧ソ連、ロシア関連の書籍が多い中、千鑑花や二葉亭
四謎の全集、また『ビートルズ全曲開設』『世界の自転車』などもあり
大変興味深い資料となっています。一部の書籍には、付箋が貼られ、赤線
を引いた跡や「人生の目的」『生きる』こと。」といった書き込みも確認され、
作品を、構想、執筆する過程での思索の一端を垣間みることができます。

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時００分～１７時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しま
す。

八女福島文平座公演
イベント 八女
『父と暮せば』

８月６日（土）・８月７日（日）
開演時間（両日とも）
①１１時００分～１２時３０分
②１４時００分～１５時３０分
※開場は開演３０分前から

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
文平座
０９４３－２２－２６３４

「父と暮らせば」は、井上ひさしさんの原爆三部作のひとつで、名作と言わ
れるお芝居です。
時は、昭和２３年夏の広島、敗戦から３年、原子爆弾で死んだ父の幽霊と 前売・当日券
大人２，０００円・中学生以下１，０００円
娘が必死に心と向き合う、復活と再生の物語です。八女福島文平座による コロナ対策の為、マスク着用をお願い致します
２年目の「父と暮らせば」の公演、昨年見逃した方も、この機会にどうぞご
覧ください。

イベント 八女 八女茶の今を楽しむ

８月６日（土）・８月７日（日）
８月２０日（土）・８月２１日（日）
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

今回は茶葉に合わせた抽出法と冷茶のアレンジをご紹介しながら『夏茶』
をお楽しみ頂きます。８月アレンジティーには夏の暑さをふきとばすスカッと
爽やかな『モヒート煎茶スパークリング』をご提供。江戸末期に建てられた 要予約、各回定員４名様まで
料金：３，５００円（税込）
元造り酒屋の風情ある空間で、八女歴史を感じながら、ここでしか体験でき
ない日本の【涼】をぜひご堪能ください。（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 八女 筑後の物つくり展（ちっごたる）

８月１１日(木・祝）～８月３１日(水）
９時００分～１７時００分
【休館日：毎週月曜日】
※３１日最終日は１６時００分まで

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

筑後地方で、こだわりの物づくり５業者の製品が集合します。「暮らしを豊
かに」をコンセプトに、木工品や生活用品、綿製品、有明海苔などこだわり 入場無料
の品々、約２００点を展示販売いたします。ご来館をお待ちしております。

イベント 八女 八女軽トラ市

８月１４日（日）・８月２８日（日）
９時００分～１２時００分

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 星野 スターウィークライトダウン

８月４日（木）

星の文化館
八女市星野村１０８２８－１

星の文化館
０９４３-５２-３０００

伝統的七夕（旧暦7月7日)の日に星のふるさと公園内にライトダウンを呼び 特に無し
かけて天の川を観やすい空を目指します。

イベント 星野 宿泊者先行「木星観望会」

８月１０日(水)～８月３１日(水）

星の文化館
八女市星野村１０８２８－１

星の文化館
０９４３-５２-３０００

太陽系最大の惑星「木星」を、当館ご宿泊の方は一足先に九州最大の１０ 宿泊者のみ ２２時００分～
０cm望遠鏡で観測できます。

イベント 星野 夏休み土星観望会

８月１１日(木・祝)～
２０時３０分以降の一般観望会

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」を九州最大の１００cm望遠鏡で観察します。

イベント 星野 双眼鏡で天の川探検(講座)

① ８月１日（月） ２０時００分～２１時３０分
② ８月２７日(土) ２０時００分～２１時３０分

星の文化館
八女市星野村１０８２８－１

星の文化館
０９４３-５２-３０００

双眼鏡を使って天の川の中の天体を観察します。 星座を探したり、少しレ ※要予約 小学生５００円、大人７００円
定員９名 双眼鏡持参の方に限る
ベルアップした観察を行います。

イベント 星野 My望遠鏡を作ろう(講座）

① ８月４日（木） １８時００分～２０時００分
② ８月８日（月） １８時００分～２０時００分

星の文化館
八女市星野村１０８２８－１

星の文化館
０９４３-５２-３０００

手作り望遠鏡を組立てて、月の観察に挑戦します。 夏休みの自由研究に ※要予約 小学生５００円、大人７００円
別途キット代２，３１０円必要 定員２０名
オススメです。

入場無料

※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
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イベント 星野 水出し玉露を味わう茶席

８月７日（日）
①１０時３０分～ ②１１時３０分～ ③１３時００分～
④１４時００分～ ⑤１５時００分～

茶の文化館
八女市星野村１０８１６-５

茶の文化館
０９４３-５２-３００３

皇風煎茶礼式のお点前を見ながら茶室でゆっくりと水出し玉露を味わう。

２０２２
イベント 八女 夏休みイベント ｉｎ いわいの郷
はにわづくり

８月７日（日）
１０時００分～１２時００分

八女市岩戸山歴史文化交流館
「いわいの郷」
八女市吉田１５６２－１

八女市岩戸山歴史文化交流館
「いわいの郷」
０９４３－２４－３２００
（FAX０９４３－２４－３２１０）

はにわづくりの体験を行います。夏休みの宿題や思い出作りに、はにわ粘 定員２０名
参加費 ３００円
土でオリジナルはにわづくりにチャレンジしてみよう。

イベント 八女 夏の古代体験祭り

８月１１日（木・祝）～８月１３日（土）
１０時００分～、１１時００分～、
１３時３０分～、１４時３０分～

八女市岩戸山歴史文化交流館
「いわいの郷」
八女市吉田１５６２－１

八女市岩戸山歴史文化交流館
「いわいの郷」
０９４３－２４－３２００
（FAX０９４３－２４－３２１０）

対象者はどなたでも
８月１１日（木・祝）『勾玉づくり』勾玉の色が選べます。
（小学３年生以下は保護者同伴）
８月１２日（金）『はにわ面づくり』自由な発想でオリジナル面を作ります。
定員 各回１０名（当日受付）
８月１３日（土）『銅鏡づくり』金属を溶かして作る実験のような体験です。
※体験開始３０分前より受付、定員になり次第締切
この他にも、期間中は『弓矢体験』を毎日開催いたします。
【参加費】
時間 １０時００分～１５時３０分の間で３０分おき（１２時００分～１３時３０分 勾玉づくり ２００円 、はにわ面づくり ２００円
を除く） ※弓矢体験は雨天中止となります。
銅鏡づくり ８００円、弓矢体験 １００円

イベント 黒木 大淵献燈祭

８月１４日（日）【要事前申込】
１８時００分～２２時００分
（献燈１８時３０分～２１時３０分）

げんき館おおぶち
八女市黒木町大淵３９９８

大淵献燈祭実行委員会（谷口）
０９０－１５１４－４０１８

「伝統を守りながらも新たな文化を創り出す」をテーマに、故人の慰霊・鎮 献燈は必ず事前申込みしてください。
魂はもちろんのこと、村の未来の繁栄を願って全長１５０ｃｍにもなる燈籠を （申込内容は、チラシに掲載）
※荒天の場合、１５日に延期。
空へ飛ばす精霊流しです。

イベント 矢部 矢部村花火大会

８月１４日(日）
１９時００分開場、２０時００分打上げ
※雨天、荒天の場合は１５日(月）予定

イベント 星野 夏まつり「よかっ祭」

８月１４日（日）
１９時００分駐車場開場 ２０時１５分打上げ
※雨天、荒天の場合は２０日（土）予定

イベント 星野 茶室で抹茶を点てて飲んでみよう

随時受付
お一人１，０００円、一席定員８名

対象者 小学生～高校生
（小学３年生以下は保護者同伴）
要事前申込予約・先着順
お申込みは電話かFAXにて

献燈料：５，０００円

１５日以降の延期対応なし。

八女市矢部村鬼塚
八女市矢部第一、第二運動場

八女市矢部支所 まちづくり推進係

※今回は「ドライブイン花火」車内または車周
０９４３－４７－３１１１
りでの観覧。特殊車両やトラック、大型車など
は入場できません。

打ち上げ数は少ないのですが、近距離から観覧できる花火は他にはなく、
見上げる花火の迫力に圧倒されます。※今回は花火のみ。出店やイベン
ト、抽選会はありません。

・ドライブイン花火のため花火終了まで車を移動すること
はできません(花火：２０分程度)。
・１９時５０分、または満車になったら入場できません。
・周辺の国道、県道は駐車禁止

山間部から打ち上げる花火は迫力満点です。
※今年は花火のみでステージイベントや出店などはありません。

・車内または車の周辺での観覧となります。
・指定された駐車場以外の敷地及び道路への駐車は禁
止です。

八女市星野体育センター
八女市星野村１０７８０－３５

夏まつり実行委員会

８月２１日（日）
１０時００分～１６時００分

茶の文化館
八女市星野村１０８１６-５

茶の文化館
０９４３-５２-３００３

茶室で自分で抹茶を点てて飲むことができます。点て方や飲み方の簡単な お一人６００円
自分でひいた抹茶を持参の方は３００円
作法なども教えていただけます。 担当：江戸千家

イベント 矢部 杣の里ヤマメ釣り

１０月までの土日祝
【夏休み期間中は火曜日以外の平日も開催】

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。

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

イベント 上陽 夏休みの工作教室

毎日
（水曜日を除く）
※工作受付は１６時まで

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

貯金箱・時計などの木工体験や風鈴の絵付け体験など２０種類以上の工
作体験が出来ます。

【参加料】 ３００円～２，２００円

７月中旬～８月上旬

釈迦岳登山口付近
秘境杣の里園内

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。梅雨明けし、本格的な夏を迎える７月中旬頃から咲き始
めます。
杣の里渓流公園内、釈迦岳登山口付近に群生地があります。また御前岳・
前門岳の登山道では緑の中にオレンジ色が映える花を見かけることができ
るかもしれません。

花情報 矢部 オオキツネノカミソリの群生地

（駐車場：星野体育センター、総合保健福祉 （八女市星野支所 まちづくり推進係）
センターそよかぜ、星野支所、図書館星野分 ０９４３－５２－３１１２
館等）

随時受付

未定

上陽 八女上陽万灯流し

８月

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

毎年、星野川で精霊流しを行っております。淡い光を放ちながら水面をす
べる灯篭は、石橋の風景と相まってとても幻想的です。

中止

八女 天神さん子どもまつり

８月

福島八幡宮
八女市本町１０４

天神さん子どもまつり実行委員会・ふる
さと塾
実行委員長 高橋 宏
０９４３－２２－２２５２

明治初期より始まった子どものためのお祭り「天神講」は昭和４０年頃に途
絶えてしまいましたが、平成８年に復活。飾り提灯にお子様の名前を入れ
健康と学業成就を祈願します。子供夜市やむかし遊び、手花火大会なども
行われます。

