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日程 状況 エリア イベント名
市外局番

0943
主催

当面の間 中止 八女 八女軽トラ市 22-3131 八女伝統工芸館

４月～10月 運休 八女 旅する茶のくにバスツアー 22-6644 茶のくに観光案内所

６月 中止 立花 辺春ホタルまつり 36-0285 辺春ホタルまつり実行委員会

６月 中止 黒木 八女茶山唄日本一大会 42-1112 黒木支所 まちづくり推進係

６月 中止 黒木 田代ホタルまつり 42-1112 黒木支所 まちづくり推進係

6/6(土)～28(日) 終了 八女 切り絵展「浮遊」 22-3131 八女伝統工芸館

6/6(土)～8/8(土) 開催 八女 新作 八女盆提灯展 22-3131 八女伝統工芸館

6/21(日) 終了 上陽 天空棚田の田植え会<要予約＞ 54-2442 ふるさとわらべ館

6/21(日) 終了 八女 おりがみ教室 24-3200 岩戸山歴史文化交流館

7/7(火)～7/31(金) 開催 星野 七夕観望会 54-3000 星の文化館

7/26(日) 開催 上陽 ブルーベリー狩り体験in上陽町<要予約＞ 54-2150 ほたると石橋の館

７月 中止 星野 ウーロン茶づくり体験 52-3003 茶の文化館

７月 中止 星野 七夕の茶会 52-3003 茶の文化館

７月 中止 星野 祇園祭「こっぱげ面」 52-3112 星野支所 まちづくり推進係

７月 中止 立花 本山祇園祭 23-5142 立花支所 まちづくり推進係

７月 中止 上陽 上陽祇園祭 54-2851 八女市商工会 上陽支所

７月 中止 黒木 黒木祇園祭 42-0011 素戔嗚神社　総代

７月 中止 黒木 黒木納涼花火大会 42-0153 八女市商工会

７月 中止 黒木 犬山ダムブラックバス釣り大会 42-1117 黒木支所 建設産業係

７月 中止 黒木 森林セラピーとオリジナルクラフト作り 42-1112 黒木支所 まちづくり推進係

７月 中止 八女 岩﨑記代子♪八女の音楽のひろば 23-1192 八女市観光振興課

７月 中止 矢部 杣の里夏休みイベント 47-3000 秘境 杣の里

８月 中止 上陽 八女上陽万灯流し 54-2211
上陽町観光協会事務局

（上陽支所まちづくり推進係内）

８月 中止 星野 夏まつり「よかっ祭」 52-3112
夏まつり実行委員会

（星野支所まちづくり推進係内）

８月(水曜除く毎日) 開催 上陽 夏休み工作教室（受付16時まで） 54-2442 ふるさとわらべ館

8/1(土)･8/2(日) 開催 黒木 【要予約】ブルーベリー摘み＆ジャム作り体験 24-8217 げんき館おおぶち

8/8(土)～31(月) 開催 星野 土星・木星観望会 52-3000 星の文化館

8/12(水) 開催 星野 ペルセウス座流星観望会 52-3000 星の文化館
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8/14(金)
小規模

開催
黒木 【要予約】大淵献燈祭

090-1514

       -4018
大淵献燈祭実行委員会(谷口)

８月 中止 星野 夏休みの呈茶 52-3003 茶の文化館

８月 中止 星野 星野お茶塾～夏休み自由研究編 52-3003 茶の文化館

８月 中止 八女 天神さん子どもまつり 22-2252 天神さん子どもまつり実行委員会

８月 中止 矢部 矢部村花火大会 47-3111 矢部支所 まちづくり推進係

８月 中止 立花 踊る！きたやま夏祭り
090-6424

      -0470
夏祭り実行委員会事務局

８月 中止 立花 道の駅たちばな　ひるよけ夏祭り 37-1711 道の駅たちばな

９月 中止 八女 八朔祭・花火大会 24-0916 祈祷院公民館

９月 中止 八女 八女の祭り 光と音楽の花火大会 23-1192
八女の祭り実行委員会事務局

（八女市観光振興課）

９月 中止 八女 八女の祭り あかりとちゃっぽんぽん 23-1192
八女の祭り実行委員会事務局

（八女市観光振興課）

９月 中止 八女 八女福島の燈籠人形公演 23-1982 八女市文化振興課

９月 中止 八女 町屋まつり 23-1192
八女の祭り実行委員会事務局

（八女市観光振興課）

10/25(日) 中止 黒木 茶のくに八女ハーフマラソン 42-1111 黒木支所 まちづくり推進係

１１月 中止 黒木 八女くろぎふるさと祭り 42-1115
八女くろぎふるさと祭り実行委員会

（黒木支所まちづくり推進係内）

１１月 中止 上陽 八女上陽まつり／全日本きんま選手権大会 54-2219 上陽支所 まちづくり推進係

１１月 中止 星野 八女星のまつり／九州和太鼓フェスティバル 52-3114
八女星のまつり実行委員会

(星野支所 まちづくり推進係内）

１１月 中止 矢部 八女矢部まつり 47-3111 矢部支所 まちづくり推進係

緊急事態宣言解除後のイベント状況について（R2.7.15 16:00現在、茶のくに観光案内所調べ）


