
状況 エリア イベント名称 日時 開催場所・住所 問い合わせ先 イベント内容 料金他

イベント 立花 詩人　川崎洋展

９月１７日（土）から１月２２日（日）まで開催
９：００～１７：００（入館は１６：３０まで）
（休館日／月曜日、祝日の場合は翌日、
年末年始）

八女市田崎廣助美術館
八女市立花町原島１０８-１

八女市田崎廣助美術館
０９４３-２４-８３０４

時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。素朴で豊かな世界を描かせたら右に
出る者はいないといわれる川崎洋の世界観をご堪能くだ
さい。

駐車場＝無料
入館料＝無料
※常設展示替えに伴う休館
1０月２５日～１１月１５日

イベント 星野 火星の最接近を目撃しよう １２月１日(木)
星の文化館
八女市星野村１０８２８-１　

星の文化館
０９４３-５２-３０００

火星が地球に２年振りに最接近する様子を観察していた
だけます。　

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

イベント 星野 最高級八女伝統本玉露を味わう茶席
１２月２日（金）～４日（日）
①１１：００～　②１３：００～　③１４：００～　
④１５：００～　各回定員６名

茶の文化館
八女市星野村１０８１６-５

茶の文化館
０９４３-５２-３００３

全国茶品評会玉露の部で1等２席を受賞した玉露を茶室
でゆっくりと味わっていただきます。

要予約、電話かFAXにて
料金：お一人様 ２，５００円（和菓子付き）

イベント 八女
岩戸山古墳の自然でリース作り
【要申込】

１２月３日（土）
１０：００～１２：００

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

岩戸山古墳やその周辺には、どんぐりなど沢山の木の実
が落ちています。古墳周辺で採取した木の実など使って
リース作りを楽しみませんか？

定員先着２０名
参加費　３００円

イベント 八女 八女茶の今を楽しむ
１２月３日（土）・１１日日（日）
１２月１７日（土）・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

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

要予約、各回定員４名様まで
料金：３，５００円（税込）

イベント 八女 八女の陶芸家　五人展

１２月３日（土）～１月３１日（火）
９：００～１７：００
（休館日／月曜日が祝日の場合は開館、
年末年始１２/２９～１/３）

八女伝統工芸館　１F特設会場
八女市本町２-１２３-２

八女伝統工芸館
０９４３-２２-３１３１

星野の十篭窯・錠光窯・源太窯、矢部の鑑月焼 御前窯、
立花の男の子焼の五つの窯元の焼物展示会です。販売
もしております。

入場無料

イベント 立花 飛形自然公園愛樹祭
１２月４日（日）　　　　　　　　　　　　　　                                      　
（受付）９：００
（開会）９：３０

飛形自然公園
八女市立花町

八女市立花支所　まちづくり推進係
０９４３-２３-５１４２

市のシンボルでもある飛形山のごみ拾いや草刈りなどボ
ランテｲアによる清掃活動を行います。

イベント 黒木 セラピーウォーク２０２２
１２月４日（日）
（受付）９：３０～９：４５
（開始）１０：００～

くつろぎの森グリーンピア八女
八女市黒木支所　まちづくり推進係
０９４３-４２-１１１２

森の案内人と一緒に森林セラピーロードの第２ロード～
第３ロードを歩きます。山中池に浮かぶ不思議な小島が
可愛い「泉と小島への散歩道」～コース全体に広がる凛
として透明感のある森の新鮮な空気に包まれた「熊笹と
湖の小道」の風景を愛でながら、豊かな森の自然と触れ
合い心と身体のリフレッシュをしましょう！

【参加料】１，５００円
（弁当・お茶等、保険込み）
【定員】先着５０名
【参加資格】体力と健康に自信のある方
【募集締切】令和４年１１月２１日（月）

イベント 黒木 田代の風流
１２月８日（木）　          　
打ち始め１３：００、  出発１３：３０過ぎ

八女市黒木町田代
（下田代～八龍神社）

八女市文化振興課　文化係
０９４３-２３-１９８２

氏子たちが夜明け前に田代川で禊をし、各役ごとの化粧
をして大名行列を仕立てて神社に向かいます。

イベント 八女 八女軽トラ市
１２月１１日（日）・１２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 八女 八女フクシマ１００円商店街
１２月１1日（日）
１０：００～１５：００

八女福島地区
日の出町商店会
清水町商店街
大正町商店会エリア
（旧４４２号線沿い）

八女市商店街連合会事務局
（八女商工会議所内）
０９４３-２２-５１６１（平日）

様々なお店がアイデアを練った色々な１００円の商品・体
験・サービスを提供します。これをきっかけに商店街を探
索し、地域のお店の新たな魅力を発見してみませんか。
また、このイベントに合わせて堺屋一帯でもマルシェ開催
あり。

イベント 星野 ふたご座流星群観望会 １２月１４日（水）
星の文化館
八女市星野村１０８２８-１

星の文化館
０９４３-５２-３０００

３大流星群のひとつで、毎年安定して数多くの流れ星が
見られる流星群です。今年は月明かりも無く、晴れれば
絶好の流星日和となるでしょう。

令和４年度　八女市イベント情報【１２月】
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令和４年度　八女市イベント情報【１２月】

イベント 立花 八女市駅伝大会
１２月１８日（日）                                                   
９：００ 開会式、９：３０ スタート
１２：００ 閉会式                                                                      

八女市立花町谷川
八女市立花運動場

八女市駅伝大会実行委員会事務局
（八女市立花支所　まちづくり推進係内）                                                                                                                                                                           
０９４３-２３-５１４２

①１．５ｋｍコース×５区間 ②２．４ｋｍコース×５区間の
周回コースにより大会が開催されます。
参加する８０チームの選手にあたたかい声援をお願いし
ます。

先着８０チーム（１．５ｋｍコース：５０チーム、
２．４ｋｍコース：３０チーム）
参加費（１チーム）
小・中・高生１，０００円、一般・オープン２，０００円　　

イベント 黒木 ２WAYしめ縄リース作り
１２月１８日（日）
１３：００～１６：００

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
mail:genkikanoobuｃhi@gmail.com　

『クリスマスだけ』『お正月だけ』じゃ、もったいない！わら
でしめ縄を編んで、クリスマスにもお正月にも飾れるかわ
いいリースを作ってみませんか？

定員：２０名（要予約・先着順）
申込方法：お電話かメールにて『参加者名・連絡
先』をお伝えください。
参加費：お一人１，０００円
※小学生低学年以下のお子様が参加される場合
は保護者同伴でお願いします。大人だけでの参加
も大歓迎です！

イベント 星野 X'mas　貸切天文台 １２月２４日（土）
星の文化館
八女市星野村１０８２８-１

星の文化館
０９４３-５２-３０００

オープン当初からの旧ドーム１（６５cm望遠鏡）を聖なる
夜に貸し切れるという企画です。　お二人だけの為に星
空案内をいたします。その他撮影会等にも利用できま
す。

※要予約
料金：２名迄３，０００円/１時間
人数・時間追加の場合は追加料金必要

イベント 八女 日本一の大型仏壇すす払い
１２月２７日（火）
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

今年一年の感謝と八女福島仏壇を造り出した先人に敬
意を表すとともに、伝統工芸品のもつ魅力「わび」「さび」
を伝えたい気持ちを込めて、一年間のほこりを払う「すす
払い」を行います。

バスツアー 八女
旅する茶のくにバスツアー
～べんがら村日帰り温泉ツアー～

１２月９日（金）・１０日（土）
八女市内（べんがら村）
上陽町（ほたると石橋の館）

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！今回は～べんがら村日帰り温泉ツアー～と題して、
上陽町「ほたると石橋の館」で、しめ縄作りの体験、べん
がら村で地元の食材を使った美味しいお料理と天然温泉
べんがらの湯とサウナをお楽しみいただけます。

【申込受付】１１月１日（火）～
【定員先着】１５名
【料金】お一人　６，５００円
【発着所】：西鉄久留米駅・JR久留米駅

募集 八女
九州オルレ八女コース
クリスマスオルレ

１２月１7日（土）
受付　９：３０～
スタート１０：００～

九州オルレ八女コース
山の井公園（スタート地点）

八女市役所　観光振興課
０９４３－２３－１１９２

クリスマスグッズを身に付けて、クリスマス気分で九州オ
ルレ八女コースを歩きましょう！トナカイやサンタの被り
物もOK！
ラムネ、ポン菓子、スイーツ、お楽しみ抽選会などのおも
てなしや参加記念品として、八女の美味しいものやイベン
ト限定缶バッチ、観光物産館商品券などのプレゼントもあ
ります。

【申込方法】FAXかメールでお申込み下さい。
メール：kanko@city.yame.lg.jp
Fax：0943-22-7311
定員３０名（先着順）
参加費：１，５００円（弁当付き）
※当時はマスク着用をお願いします。

イベント
予告

八女 雛の里・八女ぼんぼりまつり
令和５年
２月１９日（日）～３月１２日（日）

八女市福島地区一帯
八女市観光振興課
０９４３-２３-１１９２

八女福島地区の白壁の町並み内において、明治から平
成にかけての箱雛等のお雛様が飾られ、まちは雛の里
一色に染まります。

募集 八女
雛の里・八女ぼんぼりまつり
　「福島八幡宮での結婚式」
【申込締切：１２月２３日（金）必着】

令和５年２月１９日（日）
午前：十二単と束帯の結婚式
令和５年３月５日（日）、１２日（日）
午前：簡易十二単と束帯の結婚式
午後：簡易十二単と束帯のフォトウエディング
（各１組）

八女市宮野町
福島八幡宮境内、福島地区

まつり事務局
八女市観光振興課
０９４３-２３-１１９２

結婚を予定している皆様、福島八幡宮で結婚式をしてみ
ませんか。
フォトウエディングの衣装は、貸出しの簡易十二単衣と束
帯姿又はご自分の着物など。自分スタイルの衣装が可能
です

お申込みはまつり事務局（観光振興課）まで
結婚式玉串料：３万円
フォトウエディング：２万円
応募多数の場合は抽選となります。
申込締切令和３年１２月２３日（金）


