
状況 エリア イベント名称 日時 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 浮世絵展
北斎・歌麿・写楽・広重・国芳

９月３日（土）～１０月１６（日）
９：００～１７：００
【休館日：毎週月曜日、
但し９/１９（月・祝）・１０/１０（月・祝）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周年記念イベント浮世絵展、北斎・歌麿・写楽・廣重・国芳の作品展で
す。
日本伝統工芸士による実演・体験もあります。

入場無料

イベント 八女 八女茶の今を楽しむ
１０月１0日（月・祝））・１５日（土）
１０月１６日（日）・３０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

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入れてていただきま
す。
お茶も温かいものが飲みたくなるころではないでしょうか？秋の夜長に飲みたいゆったりと
した八女茶をコース形式でご賞味いただきます。昨年ご好評頂きました金木犀のシロップ
を使った八女茶のアレンジティーをご準備いたします。（お茶菓子付き）
※コース内容は変更になる場合があります。

要予約、各回定員４名様まで
料金：３，５００円（税込）

イベント 矢部 大杣公園祭
【規模縮小・一般公開なし】

１０月８日（土）
１０：００～

大杣公園
八女市矢部村６８０８‐１

八女市矢部支所　まちづくり推進係
０９４３‐４７‐３１１１

南北朝時代、亡くなられた後征西将軍良成親王の御霊を慰めるために、御陵墓の前で公
卿唄や浦安の舞、剣道の試合が奉納されます。(※一部内容を縮小）

イベント 星野 星のソムリエ講座 １０月１日(土)～２日（日）
星の文化館
八女市星野村１０８２８‐１

星の文化館
０９４３‐５２‐３０００

星の素晴らしさや楽しみを教えてくれる人「星空案内人」を認定する制度の星のソムリエ講
座。　新型コロナで中断後、3年ぶりの開催となります。

申込制定員２５名　受講料　１３，０００円（全講座
の場合）＋テキスト代

イベント 星野 十三夜のお月見会 １０月８日（土）
星の文化館
八女市星野村１０８２８‐１

星の文化館
０９４３‐５２‐３０００

中秋の名月に続いて「後の月」と呼ばれる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１０
０円

イベント 星野 望遠鏡講座中級
「望遠鏡で月と惑星を観察しよう」

１０月８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
伝授し月と惑星を見れるまでにします。

※要予約　小学生５００円、大人７００円　定員９
名　※望遠鏡持参の方に限る

イベント 星野 望遠鏡講座上級
「望遠鏡でアンドロメダ銀河を探そう」

１０月１５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、天体を探すのが難しくて」という方向けに、使い方を伝授しアンドロ
メダ銀河を見れるまでにします。

※要予約　小学生５００円、大人７００円　定員９
名　※望遠鏡持参の方に限る

イベント 星野 天王星を観よう １０月２０日頃から
星の文化館
八女市星野村１０８２８‐１

星の文化館
０９４３‐５２‐３０００

太陽系第７惑星の天王星を九州最大の１００cm望遠鏡で観ます。　とても美しい小さな水
色の丸い姿をしています。

※予約不要　観望会夜の部
入館料：　大人５００円、小学生３００円、幼児１０
０円

イベント 上陽 星野川でカヌー体験 １０月８日（土）１０：００～１３：００
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

清流星野川でカヌー体験。昼食おやつ付き。

※要予約※
定員：５名
参加料：大人２，０００円、子ども１，０００円
（昼食・保険料付）
※荒天の場合中止。

イベント 上陽 天空棚田の稲刈り会 １０月１６日（日）or２３日（日）
１０：００～１３：００

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

上陽町下横山の緑豊かで雄大な景色を望む同館の棚田で稲刈り体験を開催します。

※要予約※
参加料：１，５００円（昼食・保険料・米1kg付）
　　　　  ：１，０００円（昼食・保険料付）
汚れてもいい服装でご参加ください。
※雨天中止。

イベント 八女
土橋八幡宮神幸行事
【神事のみ実施 ・一般公開なし】

１０月１７日（月） 八女市土橋八幡宮～稲富付近
八女市文化振興課
０９４３-２３-１９８２

江戸時代前から続く行事で、毎年１０月１７日に本町の土橋八幡宮で神事があり、御神霊
が乗った浮立神興、獅子舞、お供人の御神幸が人々の無病息災を願って練り歩きます。
※令和４年度開催中止

イベント 八女 八女軽トラ市
１０月９日（日）・２３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。

輪投げでポン・卵のつかみどり
当面の間中止

イベント 上陽 宮ケ原橋架設１００周年記念事業 １０月２３日（日）
宮ケ原橋周辺及びほたると石橋の館
八女市上陽町北川内５８９-２

八女上陽の「ひふみよ橋」を守る会
（ほたると石橋の館）
０９４３-５４-２１５０

上陽を代表する石橋の「ひふみよ橋」の一つである四連式アーチ型の眼鏡橋である宮ケ
原橋の架設１００周年を記念して、イベントを行います。内容は、記念講演、記念橋渡り、
太鼓演奏等を予定しています。

イベント 八女 第９回八女福島仏壇フェア
１０月２３日（日）～１１月６日（日）
９：００～１７：００
【休館日：毎週月曜日】

八女伝統工芸館　特設会場
八女市本町２‐１２３‐２

八女福島仏壇仏具協同組合
０９４３‐２４‐３９４１

八女福島仏壇仏具協同組合会員の店舗ごとにブースを設け、各々の代表的な仏壇仏具
を展示します。
フェア中の毎週土日には、仏壇製作工程の実演や体験を行ないます。また、仏壇仏事の
相談コーナーも設けます。

入場無料

イベント 八女 仏壇供養祭
【要事前申し込み】

１０月２７日（木）１０：００～
八女伝統工芸館
八女市本町２‐１２３‐２

八女福島仏壇仏具協同組合
０９４３‐２４‐３９４１

「八女福島仏壇フェア」の限定催しとして、各家庭で役目を終えた仏壇、仏具を供養・処分
いたします。

供養料
仏壇：１万円～
仏具・小物：３，０００円～

令和４年度　八女市イベント情報【１０月】



状況 エリア イベント名称 日時 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 ベンチャーズサウンドフェスティバル２０２２
１０月９日（日）９：３０～１７：００
※雨天中止

夢たちばなビレッジ
八女市立花町白木３７２０

夢たちばなビレッジ
０９４３-３５-００２２

緑あふれる自然の中で行われるベンチャーズサウンドを心から愛するコピーバンドによる
ライブです。
美味しい食事コーナーや地元農家特産の新鮮野菜の販売、クイズコーナー、お楽しみ抽
選会など楽しいイベントが盛りだくさんです。

・入場料：２，０００円（１ドリンク付き）
　　※小学生以下無料
・駐車場あり（約４０台）

イベント 八女 にゃんちむ唐子絵展
１０月２２日(土）～１１月１３日（日）
９：００～１７：００（最終日は１５：００まで）
【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

八女手すき和紙を使って、唐子絵(中国風の衣装や髪形をした子供たちの絵)をモチーフ
に、催事や四季折々の中で遊ぶ子供たちの可愛い姿を描いた墨絵の作品展です。約３０
点を展示し、販売・実演も行います。

入場無料

募集 黒木 秋の稲刈り体験＆新米でおにぎらず作り
１０月２３日（日）９：００～受付開始
９：３０～１４：３０予定
※小雨決行

げんき館おおぶち
八女市黒木町大淵３９９８

げんき館おおぶち
０９４３-２４-８２１７
Email：genkikanoobuchi@gmail.com

実り豊かな１０月。金色に染まる稲は、山々を彩ります。
げんき館おおぶちでは、稲刈り＆新米でおにぎらず作りの体験を行ないます。

申込方法：お電話（０９４３-２４-８２１７）・メール（genkikanoobuchi＠gmail.com）にて『参加
者名・連絡先』をお伝えください。
１０月１日の広報とホームページにてご案内します。

募集定員：２０名
参加費：１人１，０００円（昼食代、保険料込み）
持ち物：汚れてもいい服（動きやすい服装）、
長靴、帽子、軍手、水筒、タオル、エプロン、雨具

募集 八女 旅する茶のくにバスツアー
～秋の奥八女・矢部村の旅～

１１月１１日（金）、１１月１２日（土） 八女市矢部村
茶のくに観光案内所
０９４３‐２２‐６６４４

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、お祭りを体験！ま
た、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。
今回は、～奥八女・矢部村の旅～奥八女矢部村の自然美とパワースポットでも有名な八
女津媛神社をお楽しみください！

【申込期限】１０月１７日締切
【抽選日】１０月１８日
【発着所】：西鉄久留米駅・JR久留米駅
【料金】1人様　5,000円
【定員】２０名
※申込多数の場合は抽選となります。
※当落の結果は郵送にてご連絡いたします。

バスツアー 八女 旅する茶のくにバスツアー １０月１０日（月・祝）・１１日（火）
くつろぎの森　グリーンピア八女
森林セラピーロード

茶のくに観光案内所
０９４３‐２２‐６６４４

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、お祭りを体験！また、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。今回は、黒木町のグ
リーンピア八女での森林浴ツアー、森の案内人と歩くセラピーロードで心も身体もリフレッ
シュ！！

【申込】９月１２日締め切り済
【発着所】：西鉄久留米駅・JR久留米駅

中止 黒木 【中止決定】
森林セラピーイベント

１０月
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

令和４年度　開催計画なし

中止 八女 岩崎記代子
♪音楽のひろば♪

年度内
八女市本町５３７－２
八女文化会館　多目的ホール

八女市観光振興課
０９４３－２３－１１９２

八女市観光大使の岩崎記代子さんによるピアノ弾き語り音楽塾。
童謡や唱歌等を学び、みんなで楽しく歌いましょう。

入場無料
持参するもの：水筒、筆記用具

中止 八女 旅する茶のくに週間 ２０２０秋・冬 年内見合せ 八女市内全域 茶のくに観光案内所
０９４３－２２－６６４４

緑深い森から実りもたらす平野まで豊かな自然に抱かれて
茶のくに八女でつむがれてきた、伝統工芸、手しごと、山里の季節ごとの暮らしを「体験す
る旅」。
匠たちと過ごす特別な時間をごゆっくりお楽しみください。

申込みはＷＥＢ・窓口・FAX
申込み多数の場合は抽選。

中止 八女 和紙のある暮らし・八女２０２１
１０月３０日（土）～１１月７日（日）
９：００～１７：００
【休館日：１１月１日（月）】

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

九州で最も歴史が古い「八女の手すき和紙（福岡県指定特産民工芸品）」を使用したオブ
ジェ、あかり、アクセサリーなどの 作品展を行います。

入場無料

イベント 八女 八女さるーく祭り １０月 八女市福島土橋付近
アンテナエイト事務局
（八女商工会議所内）
０９４３-２２-５１６１

「サルー」はスペイン語で乾杯の合図。「さるく」は八女弁で出歩く。さるーくチケットを購入
したら八女市内のハシゴ酒マップを持って、さぁ出発！ドリンクと食事はもちろんのこと、パ
フォーマーが各お店を回って皆さんを楽しませてくれます。

チケット販売開始　売切次第終了
（1人最大10セット）平日：10時～17時
・前売り券：１セット700円（１５００セット限定）
・当日券：１セット1,000円

※新型コロナウイルス感染症の状況により、イベントの内容が変更・中止となる場合がございます。


