
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 料金等

イベント 八女 雛の里・八女ぼんぼりまつり ２月１９日（日）～３月１２日（日） 八女市福島地区一帯
茶のくに観光案内所
０９４３-２２-６６４４

八女福島地区の白壁の町並み内において、箱雛等のお雛様が約１００箇所で飾ら
れ、まちは雛の里一色に染まります。期間中、スタンプラリーを開催、八女ならでは
の雛人形にふれていただきながら、お雛様めぐり、スタンプラリーをお楽しみくださ
い。また、まちのコインとのコラボ企画で、八女福島にちなんだクイズをクロスワード
形式で出題。福島の町並みを巡ってクイズのヒントをもらおう。正解者には八女の特
産品等をプレゼント。（先着限定）
その他、八女グリーンホテルロビーに紺屋町商店街の対象店舗で使えるお得なチ
ケットガチャを設置します。１回５００円で２倍の１，０００円分のチケットが手に入りま
す。

イベント 八女
【雛の里・八女ぼんぼりまつり】
八女のおひなさまたち展

２月７日（火）～４月４日（火)
１０：００～１７：００

八女市横町町家交流館
八女市本町９４

横町町家交流館
０９４３-２３-４３１１

横町町家交流館では、約３００体のおひなさまがずらりと顔を揃えます。段飾り、箱
雛など並び、圧巻です。ぜひお越しください。

期間中無休

イベント 八女
【雛の里・八女ぼんぼりまつり】
伝統工芸館のおひなさまたち

２月１９日（日）～３月３１日（金）
９：００～１７：００（入場１６：３０まで）

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

伝統工芸館のお雛様をはじめ、手作りのお雛様や関連の小物を展示販売いたしま
す。

入場無料

イベント 八女
【雛の里・八女ぼんぼりまつり】
玩具花火鑑賞会

３月４日（土）
１８：３０～

福島八幡宮文化池周辺
八女ぼんぼりまつり
実行委員会事務局
０９４３-２３-１１９２

ひな祭りや八女市をイメージして組み上げた玩具花火をご覧頂けます。
花火のプレゼント企画もあります。

イベント 八女
【雛の里・八女ぼんぼりまつり】
福島八幡宮での結婚式
フォトウエディング

３月５日（日）
午前：結婚式
午後：フォトウエディング

福島八幡宮
八女市本町１０５－１

八女ぼんぼりまつり
実行委員会事務局
０９４３-２３-１１９２

一般公募で決定した各１組のカップルが簡易十二単衣と束帯の衣装を身にまとい、
神前結婚式、フォトウエディングを執り行います。
結婚式、フォトウエディングをフラワーシャワーで盛り上げます。

フラワーシャワー
結婚式の部　１１：００～
フォトウエディングの部　１５：００～

イベント 八女
【雛の里・八女ぼんぼりまつり】
八女福島参道マルシェ＆酒祭り

３月４日（土）１０：００～１９：００
　　５日（日）１０：００～１６：００

八女福島の町並み
八女ぼんぼりまつり
実行委員会事務局
０９４３-２３-１１９２

江戸時代から続く白壁通りの福島八幡宮参道にて八女の美味しい地酒と食べ物や
雑貨を楽しむマルシェを開催。白壁の町並みのお雛様巡りと一緒にお楽しみくださ
い。

マルシェ会場：福島八幡宮、堺屋付近

イベント 八女
【雛の里・八女ぼんぼりまつり】
和服でめぐる八女のまち

３月４日（土）、５日（日）
１０：００～

八女市福島地区一帯
※受付は茶のくに観光案内所

茶のくに観光案内所
０９４３-２２-６６４４

八女福島の白壁の町並みを和服で散策してみませんか。
着物レンタル料：３，０００円（着付込み）
※着物は１６時までにご返却下さい。

イベント 星野 春の銀河　電子観望会 ３月１日（水）～３月３１日（金）
星の文化館
八女市星野村１０８２８-１

星の文化館
０９４３-５２-３０００

淡くて見難い銀河を高感度CCDカメラを望遠鏡に取り付け、モニターで観察するとい
う新しいスタイルの天体観察です。

観望会夜の部または宿泊者観望会
【入館料】大人５００円、小学生３００円、幼児１００円　
（宿泊者観望会は宿泊者のみ）

イベント 星野 金星と木星の大接近をみよう
３月２日（木）
１８：３０～

星の文化館
八女市星野村１０８２８-１

星の文化館
０９４３-５２-３０００

金星と木星が夕方の西天で大接近する様子を望遠鏡や双眼鏡で観察します。
※予約不要　観望会１８:３０の回
【入館料】大人５００円、小学生３００円、幼児１００円

イベント 八女 喜多屋　春の特別販売会　２０２３
３月４日（土）
１０：００～１５：００

喜多屋(酒蔵内）
八女市本町３７４

喜多屋
０９４３－２３－２１５４

毎年３月に開催していました「喜多屋酒蔵開放」ですが、新型コロナウイルスの感染
拡大防止の観点から３年間中止となっておりましたが、今年は感染防止対策を徹底
し、規模を縮小した代替イベントとして開催いたします。
※今回は少量試飲も含めて飲酒を伴うイベントは一切行いませんのでご了承下さ
い。
※３月４日（土）・５日（日）の間、福島八幡宮参道にてマルシェ＆酒祭りが開催され
ております。飲酒を伴うイベントはそちらの方でお楽しみ下さい。

イベントの詳細については、喜多屋ホームページにてご
確認下さい。

イベント 八女
館長と行く　古墳バスハイク
～石人山古墳・弘化谷古墳 見学～

３月５日（日）
１０：００～１２：３０

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
０９４３－２４－３２００

八女古墳群の中で、岩戸山古墳とともに注目される広川町の石人山古墳と弘化谷
古墳。館長などのガイドで古墳や石人、石棺などを見学して当時の文化に想いを馳
せてみませんか。

【対象】中学生以上（座席の都合上、小学生以下のお子
様の同伴はできません。）
【定員】１５名（先着順・要事前受付）
【参加費】３００円
【服装】動きやすい服装と靴、お飲み物持参

イベント 八女 ミクロ工芸　石井岳城展
３月４日（土）～１３日（月）
９：００～１７：００（最終日午前中まで）

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
ご覧ください。

入場無料
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イベント 八女 八女茶の今を楽しむ
３月４日（土）・５日（日）
３月１８日（土）・１９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 岩戸山古墳案内・入門講座
３月１１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
０９４３－２４－３２００

八女の名所「岩戸山古墳」や古代八女の大豪族「筑紫君磐井」について、友達など
身近な人に案内できるようになりたい方、情報発信したい方に。交流館スタッフが分
かりやすく説明します。お気軽にご参加ください。

【対象】中学生以上（小学生は保護者同伴）
【定員】１０名程度（先着順・要事前受付）
【参加費】無料
【服装】動きやすい服装と靴、お飲み物持参

イベント 八女
２００回記念
八女軽トラ市

３月１２日（日）
９：００～１２：００
※荒天の場合は３月２６日（日）に延期

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

軽トラ市とは、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。
２０１３年４月に第１回としてスタートした「八女軽トラ市」も２００回の開催を突破する
ことが出来ました。これまでご来場いただきました皆様に感謝するとともに、さらなる
八女軽トラ市の発展を祈念して２００回記念市を開催します。豪華記念品が当たる抽
選会などあります。

※延期にならなかった場合、２６日（日）の軽トラ市は通常
通りの開催です。

イベント 市外
アンテナショップ八女本舗
酒蔵開き

３月１８日（土）
１３：００～１８：００

アンテナショップ八女本舗
福岡市中央区渡辺通５丁目２３－８
サンライトビル１階

八女市観光振興課
０９４３-２３-１１９２

八女筑後の地酒５社、八女クラフトビールが春の到来とともに、八女本舗に集結しま
す。試飲等も行います。卒業や異動、引越し等、別れと出会いの季節に大切な方
へ、またご自身用に、お好みのお酒をいかがでしょうか。

イベント 上陽 桜と石橋まつり ３月１８日（土）～４月２日（日）
北川内公園
八女市上陽町北川内４７７６番地７

八女市観光協会上陽支部事務局
（上陽支所まちづくり推進係内）
０９４３－５４－２２１１

桜の見頃にあわせて、夜桜のライトアップを行います。上陽町の桜の名所「北川内
公園」の桜と清流星野川、そして現在まで数度の大洪水に耐えてきたたくましい石
橋の共演をお楽しみください。

夜桜ライトアップ：３月１８日（土）～４月２日（日）。ただし、
開花の状況により期間変更する場合があります。

イベント 星野 月と金星の大接近をみよう ３月２４日（金）
星の文化館
八女市星野村１０８２８-１

星の文化館
０９４３-５２-３０００

月と金星が大接近する様子を望遠鏡や双眼鏡で捉えます。
※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 矢部 やべ春まつり
３月２４日（金）～３月２７日（月）
４月１日（土）、２日（日）
１０：００～１６：００

観光物産交流施設 杣のさと　　　　　　　　　　　　　
八女市矢部村矢部３２７７－１　　　　　　　　　　　
※駐車場は所野広場をご利用ください

やべ春まつり実行委員会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（観光協会矢部支部）
０９４３－４７－３０００

観光物産交流施設「杣のさと」「所野広場」にて、物産フェアを開催します。矢部村の
特産物、シャクナゲ等の展示販売があります。日向神ダム湖畔の千本桜が皆様をお
迎えいたします。

３月２８日（火）～３１日（金）は観光物産交流施設「杣のさ
と」が臨時休館のため祭りは開催されません。

イベント 星野 星兄の爆笑星座紹介 ３月２５日（土） 星の花公園　/雨天時はそよかぜで開催
星の文化館
０９４３-５２-３０００

爆笑の渦に包みながら星空案内をする星兄が星野村に帰ってくる！　今年は星の
花公園での野外開催です。

【料金】中学生以上１，３００ 円、小学生８００ 円
（星の文化館入館券付き。前日２１:００までの申し込みで
３００ 円引き）
【募集】５０人

バス
ツアー

八女
旅する茶のくにバスツアー
～ゆるりのどかな八女の春～

３月２４日（金）・２５日（土） 八女市黒木町・上陽町周辺
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などを体
験！毎月コースを変えて開催の八女をとことん満喫できるバスツアーです。３月は、
八女の春をめぐるツアーです。桜の名所と清流星野川にかかる歴史ある石橋、今も
残る昔ながらの線香水車、馬場水車場の作業風景を見学。のどかな八女の春の景
色を楽しんで頂きます。

【申込】ＦＡＸまたはＷＥＢ（３月６日締め切り）
【料金】６，０００円（バス代、お食事代、体験代含む）
（「新たな福岡の避密の旅」対象商品につき、割引利用時
の料金は４，８００円になります）
【発着所】：西鉄久留米駅・JR久留米駅

申込
受付中

上陽
まちなか「さるこ」柴尾コース
～歴史と文化漂う往還コース～

４月１日(土)
９：００～１４：００

八女市上陽町内

集合場所：上陽公民館
（八女市上陽町北川内４８３－１）

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】３月１７日（金）
【定員】３０名（先着順）

【参加料】（保険料込み）：
【大人】１，５００円（お弁当・おやつ代含む）

※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。


