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【１１月】
場所（住所）

問い合わせ先

イベント内容

料金等

イベント

黒木 旭座人形芝居本公演

１１月３日(木・祝)
開演 １３：３０～

旭座人形芝居会館
八女市黒木町笠原５００５-２

八女市文化振興課 文化振興係
０９４３-２３-１９８２

明治５年ごろ、笠原地区鰐八集落での座の余興から始まったとされ、県の無形民俗文
化財に指定された人形浄瑠璃が継承されています。人形操りは一体を３人で操る文楽 入場無料
様式で、息のあった三位一体となった演技です。保存会と黒木小学校児童による３つ 自由席
の演目が披露されます。

イベント

八女 八女茶の今を楽しむ

１１月５日（土）・６日（日）
１1月１９日（土）・２０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

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淹れていただきま
す。
お茶を味わうための特別なコースメニューです。（お茶菓子付き）
※コース内容は月替わり

イベント

黒木

１１月６日（日）
１０：００～１６：００

黒木町・駅跡イベント広場
（紅葉ウォークはグリーンピア八女）

八女くろぎふるさと祭り実行委員会
（八女市黒木支所 まちづくり推進係）
０９４３-４２-１１１２

黒木町の秋の恒例イベントです。移動図書館をはじめ、警察・消防・自衛隊の車両展
示、ステージパフォーマンス、各種体験コーナーなどイベント盛りだくさんです。お茶を
はじめとした地元物産販売もあります。サテライトイベントとして、グリーンピア八女では
紅葉ウォークを行います。

イベント

星野 いもほり収穫祭
【事前申込】

１１月６日（日）※小雨決行
午前の部１０：００～
午後の部１３：００～

星の文化館横
八女市星野村１０８２８－１

星のふるさと
０９４３-３１-５５８８

収穫参加費：１家族１０００円
午前、午後の収穫作業後に、重さを競うコンテストを実施。上位入賞者には、賞品を進
２袋まで持ち帰り無料
呈。
３袋目は有料（安いです）

イベント

上陽 八女上陽わらべまつり

１１月６日(日)

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

下横山地区の人の温かさや自然の素晴らしさを、他の地域の方にもふれあいを通し
知って貰い、地元の農産物・特産品の販売、和太鼓演奏などのイベント、露店も並び、 雨天中止
大人から子供まで楽しめるお祭りです。フィナーレは花火も打ち上げます。

イベント

星野 皆既月食観望会

１１月８日（火） １８：３０～２１：３０

星の文化館
八女市星野村１０８２８-１

星の文化館
０９４３-５２-３０００

今年一番の天文現象である「皆既月食」の観望会です。この月食中に天王星が隠され ※予約不要 観望会夜の部
るという「天王星食」も同時に起こります。今世紀中には２度と見られない貴重な現象で 入館料： 大人５００円、小学生３００円、幼児１００
す。
円

イベント

八女 ミクロ工芸 石井岳城展

１１月１１日（金）～２３日（水・祝）
９：００～１７：００（最終日は午前中まで）
（休館日／月曜日）

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

石井岳城／極小文字世界ギネスブック公認記録保持者（１９８５年）ミクロの世界をご覧
入場無料
ください。

イベント

黒木 里山コンサート ２０２２

１１月１３日（日）
開場 １３：３０～
開演 １４：００～

笠原東交流センター「えがおの森」
八女市黒木町笠原９８３６-１

笠原里山振興会（松尾）
０９４３-４２-４３８８

里山の魅力に気付いていただくために、またクラシックを気軽に聞いていただくために
開催する「バイオリン、オカリナ、ピアノ」によるコンサートです。クラシックはもとよりなつ
入場無料
かしい日本うたなども織り込んで、里山の秋の風景とともに生の演奏をお楽しみくださ
い。

中止

立花 白木の秋の収穫祭

１１月

旧白木小学校 屋外運動場
八女市立花町白木１５５６

白木地区地域振興会議事務局 （熊手）
０８０－１７３４－３９３１

毎年恒例の収穫祭。立花町白木周辺の農産物直売やステージイベント、生活文化発
表会など多彩なイベントが行われます。実りの秋を体感しにお越しください。

中止

八女

１１月１２日（金）～１４日（日）
１０：００～１６：００（最終日１５：００時まで）

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

黒木町出身の末崎好子・江頭明子がこれまで作ってきた刺繍の作品展を行います。
【こぎん刺しとは】青森県津軽地方に伝わる伝統刺繍の技法のこと。麻布に木綿糸で刺
入場無料・予約不要
繍を施し、布地の目を埋めることで、暖かく丈夫な布地に仕立てていました。規則的で
美しい模様が特徴的です。

第３３回八女くろぎふるさと祭り
（広報１１月号掲載）

こぎん刺し姉妹展
～末崎好子・江頭明子作品展～

要予約、各回定員４名様まで
料金：３，５００円（税込）

イベント

星野 八女星のまつり
／九州和太鼓フェスティバル

１１月１３日（日）

星のふるさと公園 平和の広場ほか
八女市星野村麻生

八女星のまつり実行委員会
（八女市星野支所 まちづくり推進係）
０９４３-５２-３１１２

無料送迎バスあり
八女星のまつりは３５回目を迎え、ステージイベントや体験コーナー、野菜・特産品の販
【駐車場】
売があります。九州和太鼓フェスティバルは３０回目となり、九州各地の和太鼓団体に
星野支所・星野総合グラウンド・総合保健福祉セン
よる演奏をお楽しみいただけます。
ターそよかぜ・星野中学校他

イベント

矢部 もみじまつり

１１月１３日（日）

八女津媛神社
八女市矢部村神ノ窟地区

八女市矢部支所 まちづくり推進係
０９４３－４７－３１１１

もみじの紅葉が美しい頃、八女津媛神社境内及び八女津媛浮立館前、神ノ窟地区の
氏子たちにより「もみじ祭り」が行われます。境内の敷地を埋め尽くすほどの鮮やかな
紅葉と手づくりのいも汁や物販があります。

イベント

八女 八女軽トラ市

１１月１３日（日）・２７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

イベント

上陽 椎茸収穫体験 in 上陽
【要申込・先着２０名】

１１月１９日（土）
１０：００～１３：３０

ほたると石橋の館（集合場所）
八女市上陽町北川内５８９-２

ほたると石橋の館
０９４３-５４-２１５０

参加費：大人２，５００円、
旬の原木シイタケを収穫し、お昼に炭火焼BBQでいただく、食欲の秋満載の企画です。
小学生以下１，５００円
また、奥八女上陽産の原木シイタケのはかり売り直売会を開催します。
【服装・持ち物】
シイタケ約５００ｇのお土産付きです。（お子様にはシイタケの代わりにソフトクリームを
長袖、長ズボン、帽子、汚れてもよい靴
プレゼント）
軍手、タオル、雨具、飲み物

イベント

矢部 八女矢部まつり

１１月１９日(土)・２０日(日)

矢部川源流公園
八女市矢部村北矢部鬼塚

八女市矢部支所 まちづくり推進係
０９４３-４７-３１１１

３年ぶりの開催となる矢部まつりは矢部村に代々伝承されている文化を広く紹介する
お祭りです。矢部の特産品の直売や、子どもたちによる八女津媛神社浮立、伝承文化
入場無料
の石づきなどご覧いただけます。奥八女矢部の紅葉をお楽しみいただきながら矢部の
文化に触れてみませんか。

イベント

八女 久留米絣 森山虎雄・哲浩展

１１月１９日（土）～２７日（日）
９：００～１７：００

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

国指定重要無形文化財久留米絣技術保持者 森山虎雄さんの作品２５０点と展示販
売を行います。

入場無料

イベント

黒木 第３５回笠原まつり「だっでん祭」

１１月２０日（日）
９：３０～１６：００

元笠原小学校
八女市黒木町笠原４３４１-１

笠原まつり実行委員会 （小森）
０９０-４７７５-３９２８

笠原祭り「だっでん祭（さい）」は、冬が近づく秋の一日、のんびりと過ごせる田舎の時
間をプロデュースします。会場手前の笠原中央区グラウンドに駐車のうえ、シャトルバ
スでのんびりお越しください。徒歩の場合１０分で到着します。

無料送迎バスあり
【駐車場】
笠原中央区グラウンド
※会場には駐車場はございません。

イベント

星野 火星の接近を観よう

１１月２０日頃～１２月１５日まで

星の文化館
八女市星野村１０８２８-１

星の文化館
０９４３-５２-３０００

※予約不要 観望会夜の部
今年は２年２ヶ月ぶりに火星が地球に接近します。 日に日に地球に近づく火星様子を
入館料： 大人５００円、小学生３００円、幼児１００
１００cm望遠鏡で見てみましょう。
円

イベント

星野 熟睡プラ寝たリウム

１１月２３日（水・祝）

星の文化館
八女市星野村１０８２８-１

星の文化館
０９４３-５２-３０００

毎年勤労感謝の日には全国各地のプラネタリウム施設で「日頃お疲れ気味の皆さんに
※要予約（空席があれば当日も可）
プラネタリウムで積極的に寝ていただこう」というイベントが開かれています。 大人様
料金：１名７００円
向けです。

イベント

八女 茶のくに秋冷花火大会

１１月２６日（土）１８：３０～

宮野公園河川敷

八女のまつり花火大会実行委員
（０９４３－２３－１１９２）

秋冷の夜空を満開の花火が彩ります。
打上げ数2,000発、約３０分間
※出店等はありません。

イベント

立花 新上五島町物産展

１１月２６日（土）・２７日（日）

道の駅たちばな
八女市立花町下辺春３１５-１

道の駅たちばな
０９４３-３７-１７１１

イベント

黒木 第３３回 茶のくに八女ハーフマラソン

１１月２７日（日）
※雨天決行

八女市黒木体育センター
八女市黒木町今２３１８-１１

バスツアー

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）・１２日（土）

八女市矢部村

五島うどんや水産加工品などが多数出品されます。ぜひ道の駅たちばなにお越しくだ
さい。

駐車場あり

茶のくに八女ハーフマラソン実行委員会
（八女市黒木支所 まちづくり推進係）
０９４３-４２-１１１１

「ゆっくり走ろう八女茶の里、奥八女で秋を満喫」をキャッチフレーズに奥八女の魅力あ
ふれる美しい秋の景色を満喫いただけるコースを用意して皆様をお迎えします。
コースは、ハーフ、１０キロ、５キロの３コースあり、例年県内外から１，０００人以上のラ
ンナーがエントリー。なかでも、ハーフコースは「八女茶発祥の地」として名高い「霊巖
寺」前を通る起伏の多いコースです。

【事前要申込】 Ｒ４年１０月１４日（金）申込締切
参加料：３，０００円
参加賞：八女茶、地元特産品、タオル、温泉券
※昼食なし
（コロナウイルス感染拡大防止のため提供なし）

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（木）締切
【抽選日】１０月１８日（金）
【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。

※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。

