前月中旬頃までに入力くださいください（毎月第４火曜部課長会と記者会見で配布）
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要チェック！□日付・曜日 □時間 □電話番号 □金額 □要予約 □定員

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【９月】

場所（住所）

問い合わせ先

イベント内容

料金等

イベント

星野 月面X観望会

９月３日（土）
１６：００～１７：００

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。 見られるの
※予約不要 観望会昼の部１６：００の回
は年に数回の１時間程という、とても珍しい現象です。 今回はお昼の現象で
入館料： 大人５００円、小学生３００円、幼児１００円
見られるかチャレンジです。

イベント

八女 八女茶の今を楽しむ

９月３日（土）・９月４日（日）
９月１７日（土）・９月１８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

気温は高くても暦の上では秋になってまいりました。八女はお茶の産地でもあ
り、フルーツやお野菜、お花の栽培も盛んです。今月は９月の花である菊と合
要予約、各回定員４名様まで
わせた八女茶や、ジャスミンのアレンジティーを淹れてお楽しみ頂きます。秋
料金：３，５００円（税込）
への移り代わりを感じるひと時をお過ごしください。（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

９月３日（土）～１０月１６日（日）
９：００～１７：００
【休館日：毎週月曜日】
※但し９月１９（月）・１０月１０日（月）は開館

八女伝統工芸館 特設会場
八女市本町２－１２３－２

八女伝統工芸館
０９４３－２２－３１３１

八女伝統工芸館３５周年記念イベントとして、江戸時代後期と末期の浮世絵
師、葛飾北斎・喜多川歌麿・東洲斎写楽・歌川広重・歌川国芳の作品展を開 入場無料
催。復刻版木版画、グッズ等の展示販売いたします。

イベント

星野 中秋の名月観望会

９月１０日（土）

星の文化館
八女市星野村１０８２８-１

星の文化館
０９４３-５２-３０００

一年で最も美しいともいわれる「中秋の名月」を望遠鏡や双眼鏡で観察しま
す。 星見展望台では茶の文化館の出店もあります。 お茶と和菓子でお月
見をしましょう。

※予約不要 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

９月１０日（土）

星の文化館
八女市星野村１０８２８-１

星の文化館
０９４３-５２-３０００

「望遠鏡を買ったけど、使い方がよくわからない、よく見えない」という方向け
に、使い方を伝授し月を見れるまでにします。

※要予約 大人７００円、小学生５００円、 定員９名

イベント

八女 八女軽トラ市

９月１１日（日）・９月２５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
輪投げでポン・卵のつかみどり
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
当面の間中止
コマーシャル・販売する催しです。

イベント

星野 秋の巨大惑星観望会

９月１５日（木）頃～１１月迄

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「土星」、太陽系最大の惑星「木星」、太陽系最遠の惑星「海王
星」が一度に見られるチャンスです！

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

八女市上陽町内
イベント

上陽

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

「さるこ」とは、方言で「さるく」（あちこち歩き回る）の勧誘・意思を示す言葉で
す。
今回のさるこのコース「柴尾往還」は、江戸から明治の世までのかつての賑い
を偲ばせる古民家が立ち並ぶ静寂な通りです。また、この沿道は、本町の近
代文明の発祥の地で、歴史の香り豊かな魅力が漂います。緑豊かな奥八女
の自然の景観、山、水辺、動植物との思わぬ出会いを楽しみましょう。

要予約
申込期限：９月２日（金）
定員：３０名（先着順）

八女のまつり実行委員会事務局
（八女市観光振興課）
０９４３-２３-１１９２

今年は３年ぶりに「あかり」をテーマにした「八女のまつり」を実施します。宮野
公園で開催される「茶のくに花火大会２０２２」は、八女のまつりのオープニン
グイベントとして、約２，０００発の花火を打ち上げます。べんがら村のマルシェ
広場では、１０：００から「八女うまかもんフェスタ」が開催、八女の飲食店（アン
テナエイト）など１２店が軒を連ね、各店自慢の「うまかもん」を提供します。そ
の他、JAふくおか八女、矢部川漁業協同組合による出店や、べんがらマル
シェも開催予定です。ぜひご来場ください。

【花火大会・駐車場】
総合体育館（３００台）
ＪＡ立花地区センター・中央選果場（２００台）
公立八女総合病院 南側Ⓟ（２００台）
八女伝統工芸館（１７０台）
べんがら村第１・第２Ⓟ（２８０台）
２輪車専用（べんがら村第３Ⓟ）

入場無料

イベント

八女

浮世絵展
北斎・歌麿・写楽・廣重・国芳

望遠鏡講座
「望遠鏡で中秋の名月を見よう」

まちなか「さるこ」 柴尾コース
～歴史と文化漂う往還コース～

八女のまつり
「茶のくに花火大会２０２２」

９月１７日(土)
９：００～１４：００

９月１７日（土）
八女うまかもんフェスタ １０：００～２２：００
べんがらマルシェ １０：００～２２：００
花火大会（２０００発）打上げ ２０：３０～
※雨天時９月１９日（月・祝）又は２０日（火）に順延

集合場所：上陽公民館
（八女市上陽町北川内４８３－１）

宮野公園
八女市健康増進施設「べんがら村」
マルシェ広場
八女市宮野１００番地

※望遠鏡持参の方に限る

参加料（保険料込み）：
大人１，５００円（お弁当・おやつ代含む）

八女 紙本墨書木屋文書および木屋行実展

〈展示期間〉９月１７日(土)～１０月１６日(日)
月曜休館（祝日の場合は翌日）
学びの館（八女市黒木町今1053番地）
※９月１１日(日)～９月１６日(金)は全館休館しま
す。

八女市文化振興課
０９４３-２３-１９８２

八女市指定文化財「紙本墨書木屋文書」と木屋家に関連する資料の展示を
おこないます。

イベント

立花 詩人 川崎洋 展

９月１７日(土)～令和５年１月２２日(日)
【休館日：毎週月曜日】
※但し祝日の場合は翌日が休み

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

素朴で豊かな世界が広がる川崎の詩は、今もなおたくさんの人々に読み継が
れています。川崎が東京から八女市へ一家で疎開したのは昭和１９年。多感
な青少年期を筑後地方で過ごし、詩の世界へ導いた丸山豊との出会いは、詩
人川崎洋の原点ともいえるでしょう。帰京して間もなく発表した「はくちょう」は
入場無料
川崎の代表作といわれる作品です。本展では本作と併せて、「花」「鳥が」の
直筆原稿を紹介いたします。ときにどうしようもなく暗くなる心を、すっと軽くさ
せてくれる川崎の優しい語り口。川崎洋のみずみずしい世界観を是非ご堪能
ください。

イベント

乗場古墳史跡指定100年記念企画展
八女 岩戸山古墳の東・北
-乗場古墳・上妻懸-

９月２１日(水)～１１月１日(火)

岩戸山歴史文化交流館
「いわいの郷」
八女市吉田１５６２－１

岩戸山歴史文化交流館
「いわいの郷」
０９４３－２４－３２００

国指定史跡「八女古墳群」の１つである乗場古墳は、大正11年の指定から今
年で100年を迎えました。筑紫君磐井の息子葛子の墓であろうと言われたこ
入場無料
の古墳のほか、関連する十数か所の装飾古墳を大型パネルで紹介します。
また、磐井の墳墓諭争に関わる広川町正恵大坪遺跡出土品も展示します。

イベント

八女

「八女福島の燈籠人形」公演
芸題：春景色筑紫潟名島詣

〈口開け公演〉
９月２２日(木)２０：００～
〈本公演〉
９月２３（金・祝）～２５（日）の３日間
１回目１３：３０～ ２回目１５：００～
３回目１６：３０～ ４回目１９：００～
５回目２０：３０～

福島八幡宮境内

八女市文化振興課
０９４３-２３-１９８２

２７０年以上の歴史を持ち、国の重要無形民俗文化財に指定されている伝統
芸能。放生会の奉納行事として秋分の日付近の３日間に公演されます。３層
国指定重要無形民俗文化財
２階建の屋台が期間中だけ組み立てられ、囃子にあわせてからくり人形芝居
が上演されます。見どころは人形の橋渡し・衣裳の早変わりなど。

イベント

八女

八女のまつり
「町屋まつり」・「宵の市」

八女福島の町並み一帯

八女のまつり実行委員会事務局
（八女市観光振興課）
０９４３-２３-１１９２

無料シャトルジャンボタクシー
無形民俗文化財の八女福島の燈籠人形公演に合わせて、福島の町並みに
９月２３日（金・祝）・２４日（土）１２：００～２０：００まで、１０
て提灯による街並みライトアップ、和太鼓、手作り線香、マイ塗り箸作りなど行
分間隔で各駐車場を巡回運行いたします。
われます。また、２３日（金・祝）・２４日（土）（１１：００～２１：００）には地酒、飲
べんがら村Ⓟ→おりなす八女Ⓟ→八女伝統工芸館Ⓟ→旧
食物、雑貨、ワークショップなどの「宵の市」が開催されます。
千成屋Ⓟ→べんがら村Ⓟ→（巡回）

９月２３日(金・祝)・２４日(土)
１０：００～１８：００
パン販売 １１：００～売り切れまで

八女市健康増進施設「べんがら村」
マルシェ広場
八女市宮野１００番地

八女のまつり実行委員会事務局
（八女市観光振興課）
０９４３-２３-１１９２

無料シャトルジャンボタクシー
県内外より多数のパン屋が出店するパンフェスと商工会議所青年部、女性部 ９月２３日（金・祝）・２４日（土）１２：００～２０：００まで、１０
による出店。親子で楽しく学べる謎解きや大提灯の設置などイベントを開催し 分間隔で各駐車場を巡回運行いたします。
ます。
べんがら村Ⓟ→おりなす八女Ⓟ→八女伝統工芸館Ⓟ→旧
千成屋Ⓟ→べんがら村Ⓟ→（巡回）

イベント

八女のまつり
「ぱんふぇすin八女・謎解きイベント」

９月２３日（金・祝）～２５日（日）
町屋まつり １０：００～
９月２３日（金・祝）・２４日（土）
宵の市 １１：００～２１：００

イベント

八女

イベント

黒木 森林セラピーサミット

９月２３日（金・祝）
１０：００～１５：００

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

初めて開催される森林セラピー大規模イベント「森林セラピーサミット」
森の中で色々な癒し体験をしながら、最高のリラックスタイムを楽しんでみま
せんか。

イベント

黒木

五條家御旗祭
【関係者のみ】

９月２３日（金・祝）
１０：００～１５：００

五條氏邸
（げんき館おおぶち向かい）
八女市黒木町大淵

八女市文化振興課
０９４３-２３-１９８２

南北朝時代、懐良親王・良成親王に従い補佐役を務めた五條家。
この御旗祭では、年に一度の虫干しを兼ねて重要文化財に指定される「五条 コロナウイルス感染症拡大防止のため今年度は一般公開
家文書」および「八幡大菩薩旗（金烏の御旗）」等の貴重な資料を関係者に公 なし
開します。

要予約、定員１００名程度
【申込方法】インターネット申込、チラシ申込
【申込期間】８/１９（金）～９/１２（月）
料金：各体験内容により異なります。

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【９月】

場所（住所）

問い合わせ先

イベント内容

料金等

イベント

星野 鹿里棚田彼岸花まつり

９月２３日（金・祝）～９月２4日（土）

鹿里の棚田
八女市星野村鹿里地区

鹿里ふるさと会
樋口さん（０９０-４３４６-２５６０）

鹿里地区の美しい棚田の風景を堪能できます。黄金に輝く稲穂と真っ赤な彼
岸花のコントラストをぜひお楽しみ下さい。

イベント

星野 MUSIC CAMP in 星野村

９月２３日（金・祝）
入場開始１１：００～２０：００終了

星のふるさと公園
八女市星野村１０８１６-５

JAPAN LIVE YELL project
in ふくおか実行員会
０９２-７３９-２３１８

チケット販売：チケットぴあ、ローソンチケット
八女市星野村「星野ふるさと公園」の広大な自然の中で地元福岡のプロ
入場料：￥１，０００
ミュージシャンによる音楽ステージや話題の”ヒロシ”主催「焚火会」によるトー
※中学生以下入場無料
クショーを開催。地元グルメ・物産品が集まるマルシェやキャンプサイトを使用
※マルシェクーポン（５００円）付き
した様々な体験型イベントもあり。一日を通して、音楽やアウトドアライフにふ
れあい、大自然の中、のびのびとした時間を満喫してください。
マルシェ会場：平和の広場 １１：００～１９：００

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、環境省が作成したデットデータブックも掲載され
てます。

中止

星野 風流・はんや舞

中止

八女市星野支所 まちづくり推進係
０９４３－５２－３１１２

県の無形民俗文化財に指定されている祭りです。麻生神社に奉納される芸能
で、風流(打楽)と扇舞から構成されています。
※令和４年度は中止

中止

八女 八朔祭・花火大会

中止

稲作の豊穣を祈り、暴風虫害の厄除けを祈願して行われるお祭り。矢部川の
代表野田さん（０９０－２３９６－３４３
河原に露店が並び、夜になると花火が打ち上げられます。
７）
※令和４年度は中止

イベント

中止

八女

九州オルレ八女コース
八女人限定オルレ

星野 風流・はんや舞【中止】

９月

９月

山の井公園

八女市観光振興課
０９４３－２３－１１９２

八女市の雄大な自然を満喫できる九州オルレ（韓国式トレッキング）八女コー
スに参加してみませんか？知っているようで知らない地元の昔ながらの小道
や山道を歩いてみませんか。新しい発見がきっとあるはずです。特製オルレ
クッキーなどの記念品付き。
≪参加対象は、八女市在住・八女市に勤務されている方のみ≫

星のふるさと公園内麻生神社
雨天時：「そよかぜ」
八女市星野村麻生

八女市星野支所 まちづくり推進係
０９４３－５２－３１１２

県の無形民俗文化財に指定されている祭りです。麻生神社に奉納される芸能
で、風流(打楽)と扇舞から構成されています。
※8月5日の会議で開催・規模の縮小等を協議→令和４年度は中止が決定

定員：５０名（先着順）
定員になり次第締切
参加費：1,000円（お弁当付き）
こども同額、未就学児無料（弁当なし）

イベント

八女 八朔祭・花火大会

９月

祈祷院五霊宮
八女市祈祷院４００－２

祈祷院公民館
※花火大会当日のみの問合せ
０９４３－２４－０９１６
代表野田（０９０－２３９６－３４３７）

稲作の豊穣を祈り、暴風虫害の厄除けを祈願して行われるお祭り。矢部川の
河原に露店が並び、夜になると花火が打ち上げられます。

イベント

立花 中通薬師如来祭

９月

中通公民館前
八女市立花町山崎

中通区長（田中さん）
０９４３－２３－３４９７

途絶えていた祭りを約２６年前から始めた地元のお祭り。当日は鮎のつかみ
どりやカラオケ大会などのステージが行われ、手作りのたくさんの出店が立ち
並びます。

９月

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

素朴で豊かな世界が広がる川崎の詩は、今もなおたくさんの人々に読み継が
れています。川崎が東京から八女市へ一家で疎開したのは昭和１９年。多感
な青少年期を筑後地方で過ごし、詩の世界へ導いた丸山豊との出会いは、詩
人川崎洋の原点ともいえるでしょう。帰京して間もなく発表した「はくちょう」は
入館料 無料
川崎の代表作といわれる作品です。本展では本作と併せて、「花」「鳥が」の
直筆原稿を紹介いたします。ときにどうしようもなく暗くなる心を、すっと軽くさ
せてくれる川崎の優しい語り口。川崎洋のみずみずしい世界観を是非ご堪能
ください。

イベント

立花 詩人 川崎洋 展

R4広報中止の掲載に個人電話問合せOKとのこと

