平成３０年度 八女市イベント情報【５月】
種類

エリア

イベント名称

日時

場所（住所）

問い合わせ先

（観光振興課）２３－１１９２
イベント内容

料金等

イベント

黒木 八女黒木大藤まつり

４月２１日(土)～
５月６日（日）

八女市黒木町黒木５－２
素盞嗚（すさのお）神社

八女市黒木支所
産業経済課
０９４３－４２－１１１５

樹齢６２０余年を超える老大樹「黒木の大藤」。神社境内に広がる３，０００㎡
の藤棚は、まるで雲海のようです。祭り期間中は様々なイベントを開催しま
す。

イベント

八女 切り絵展「さえずり」

４月２６日（木）～
５月６日（日）
９：００～１７：００（最終は１６時）

八女市本町２－１２３－２
八女伝統工芸館

八女伝統工芸館
０９４３－２２－３１３１

切り絵のモビール作り（予約優先）
八女福島白壁通りにある、切り絵のアトリエ兼ギャラリー「くろくも舎」の出張切
定員５名/日 期間中毎日実施
り絵展in八女伝統工芸館です。くろくも舎の切り絵は、八女の手漉き和紙だけ
１４時スタート（２時間程度）
を手作業で切っており、全てのデザインはくろくも舎によるものです。
参加費3,000円

イベント

黒木 献茶祭

５月２日（水）
１０：００～

八女市黒木町笠原９７３１
霊巌寺本堂

八女市黒木支所
産業経済課
０９４３－４２－１１１５

八十八夜に新茶を淹れ祭壇に献茶して八女茶山唄の奉納が行われます。

５月３日（木・祝）
９：００～

八女市上陽町下横山２１１０
みんなの館

みんなの館
０９４３－５４－３９００

参加費1,500円（中学生以上）
旧尾久保小学校跡地を利用した、宿泊・喫茶や動物とのふれあいもできる楽
500円（小学生以上）
しい体験施設「みんなの館」で「お茶摘み体験」が開催されます。
※昼食代込み
奥八女の緑豊かな自然に囲まれながら、甘味が濃いといわれる５月の茶葉を
動きやすい服装で。長袖・長ズボン・帽子・
一緒に摘んで体験してみませんか？（雨天決行）
運動靴/長靴など。

５月３日（木・祝）～５月６日（日）

八女市上陽町北川内５８９－２
ほたると石橋の館

ほたると石橋の館
０９４３－５４－２１５０

「福岡県茶共進会」の玉露部門・煎茶部門で毎年上位入賞者を出す八女茶・
上陽茶の産地、八女市上陽町。そうした奥八女上陽町で採れたおいしい「新
茶」の味を楽しめるとともに、新茶試飲即売会や茶摘み体験、お茶の淹れ方
教室といったイベント企画が開催されます。奥八女上陽の自然に育まれた味
を是非ご賞味ください。

５月３日（木・祝）～５月５日（土・祝）

八女市星野村１０８１６－５
茶の文化館

茶の文化館
０９４３－５２－３００３

釜炒り茶作り（一人500円）
茶の文化館にてＧＷ新茶フェアを開催します。ゴールデンウィーク期間だけの
茶室での呈茶（一人500円）
各種お茶体験を楽しみませんか。
闘茶会（一人800円）

５月３日（木・祝）
９：３０～１５：００

八女市黒木町大淵３９９８
げんき館おおぶち

げんき館おおぶち
０９４３－２４－８２１７

参加費
新緑の山の中でお茶摘み体験をしませんか。お茶の淹れ方講座や手揉み茶 大人：2,000円 中学生以下：1,500円
体験の他、昼食としてお茶御膳をご用意いたします。
（昼食・お土産つき）
募集：３０名（定員に達し次第締切）

５月４日（金・祝）・５日（土・祝）
９：００～１８：００

八女市立花町北山
山下水天宮

山下宮総代
水田 春樹
０８０－６３０５－５２５５

約１５０年の伝統を誇る山下水天宮の恒例行事。当日には各地から多くの人
が訪れます。また露店も立ち並びます。

山内水天宮大祭

５月５日（土・祝）
１９：００～

八女市山内１２０８
山内水天宮

山内花火大会実行委員会
委員長 善
０９０－９４９６－８９０６

五穀豊穣・水害防除を祈願して毎年実施するお祭りです。今年は九州北部災
害復興を願って、３年振りに花火を打ち上げます。

第３回八女新茶まつり

お茶摘み・手もみ体験
ｉｎ 尾久保

イベント

上陽

イベント

上陽 八女上陽「新茶まつり」

イベント

星野 新茶フェア

イベント

黒木

イベント

立花 山下水天宮大祭

イベント

八女 山内花火大会

イベント

八女 ～茶のくにヌーボー～

５月５日（土・祝）
１０：００～１７：００

八女市本町２－１２３－２
八女伝統工芸館駐車場

八女商工会議所
０９４３－２２－５１６１

来て、観て、遊んで、味わって！今年も新茶の季節がやってきました。日本地
理的表示（ＧＩ）に登録された高級八女伝統本玉露の予約受付や抹茶カフェの
出店はもちろん、手もみ茶の実演や八女茶娘クイーンコンテストなどのイベン
トも盛りだくさんです。

イベント

上陽 茶摘み体験 in 上陽

５月５日（土・祝）
１０時集合

八女市上陽町北川内５８９－２
ほたると石橋の館

ほたると石橋の館
０９４３－５４－２１５０

夏もち～かづく、は～ちじゅうは・ち・や♪いよいよ新茶のシーズンがやってま
いりました！新芽の萌える奥八女上陽の茶園で茶摘みを体験をします。地元
の製茶工場の見学や茶摘みの仕方を生産者から丁寧に指導していただきま
す。

イベント

八女 時代展

５月１１日（金）～５月２０日（日）

八女市本町２－１２３－２
八女伝統工芸館

田中吉政公史談会 八女
０９４３－２２－２６３４

最初で最後の筑後国主であった「まぼろしの男、田中吉政」の時代展を、今年
も行います。１２日（土）には半田孝隆夫氏による特別講演、１３日（日）には吉 ５月１４日（月）は休館日
政公の子孫である田中義照氏の講演会が実施されます。

イベント

矢部 矢部村山系山開き

５月１２日（土）
９：００～受付 ９：３０開会

八女市矢部村北矢部６７０７－７
杣の里渓流公園中央広場

八女市矢部村
杣の里渓流公園
０９４３－４７－３０００

県下最高峰を誇る釈迦岳や御前岳などへの登山者の安全を祈願します。式
典のあとは、三国、国見山の登山を計画しています。

ゴールデンウィーク

お茶摘み体験
in げんき館おおぶち

初代筑後国王 田中吉政

・お茶の淹れ方教室は６日のみ、茶摘み体
験は５日に実施。
・お茶の淹れ方教室の料金
500円（要予約）

１日体験（マイクロバスで移動）
・茶摘み体験の料金（昼食代含む）
大人2,500円、小学生以下1,500円（要予
約）

平成３０年度 八女市イベント情報【５月】
種類

エリア

イベント名称

日時

場所（住所）
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（観光振興課）２３－１１９２
イベント内容

料金等

イベント

黒木 お茶の木オーナー

５月１３日（日）
１０：００～

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(自宅)４２－４３８８

1区画２５㎡/10,000円、製茶１ｋｇを６月に
八女茶発祥の地黒木町笠原で「マイお茶の木」のお茶の葉を摘みながらほん
自宅に配送します。(送料は別途受取人払
もののお茶を味わってみませんか
いをお願いします)
新緑のまぶしい里山でのお茶摘みは、ココロもカラダも元気になります！
※募集は５月１日（火）締切

イベント

八女 八女軽トラ市

５月１３日（日）
５月２７日（日）
９：００～１２：００

八女市本町２－１２３－２
八女伝統工芸館駐車場

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。

５月１９日（土）
１０：００～１５：００

八女市黒木町木屋１０９０５
くつろぎの森グリーンピア八女

黒木支所産業経済課
０９４３－４２－１１１５

日本ヨーガ学会から講師を招き、午前中の１時間半はヨーガ体験を行い、午
後は遅咲きのシャクナゲを愛でながらの森林セラピー体験を行います。
ヨーガ体験と森林セラピー体験のひとときに癒されてみませんか？

５月２５日（金）～
６月３日（日）

八女市本町２－１２３－２
八女伝統工芸館

八女伝統工芸館
０９４３－２２－３１３１

昔から農作業着として日本人に親しまれてきたもんぺ。通気性がよく着心地
久留米絣手織り講習会を５月１９日（土）、
のよい久留米絣で作られた様々な色・柄のもんぺが展示・販売されます。日
２０日（日）に実施します。
常生活にぜひもんぺを取り入れてみては。６月１日（金）、６月２日（土）には久
※要予約（定員に達し次第締切）
留米絣を深く知るバスツアーも開催予定です。

５月２６日（土）
１７：００会場
１８：３０開演

八女市上陽町北川内５８９－２
ほたると石橋の館
館内レストラン

ほたると石橋の館
０９４３－５４－２１５０

ホタルが舞う季節、夕暮れ時にギタリスト山野修作とボーカリスト浦上眞紀の 参加費：2,000円（食事付き）
ＤＵＯでお贈りするＪＡＺＺコンサートです。ライブ終了の頃にはホタルも舞い始
めます。どうぞステキな夕べをお過ごしください。
※要予約

八女市立花町上辺春
長瀬公園周辺

辺春ホタルまつり実行委員会
（辺春地域振興会議事務局）
０９４３－３６－０２８５

辺春川等に舞う蛍の時期に行われるイベント。蛍の観賞と地元の特産品の販
売が行われます。ゲンジボタルの乱舞をお楽しみ下さい。

祝１０周年！
森林セラピーイベント
「ヨーガ体験とシャクナゲっさい」

定員：先着３０名
参加料：2,000円（ヨーガ体験・セラピー体
験・森の癒し弁当・温泉入浴券込み）
申込締切：５月１０日（木）
電話・ＦＡＸでの申込み

イベント

黒木

イベント

八女 もんぺ博覧会

イベント

上陽

イベント

立花 辺春ホタルまつり

５月２６日（土）・２７日（日）
６月２日（土）・３日（日）
１７：００～２１：００

イベント

上陽 八女上陽ホタルと銘茶まつり

５月３１日（木）～６月５日（火）
八女市上陽町北川内５８９－２
イベント日は６月２日（土）・３日（日）
ほたると石橋の館
に実施

ホタルと銘茶まつり実行委員
会事務局
（上陽支所建設経済課産業観
光係内）
０９４３－５４－２２１９

八女市上陽地区には、５月下旬から６月上旬にかけ多くのゲンジボタルが飛
び交います。まつり期間中は、ホタル案内所を設置（１８時～２１時）します。ま
た、イベント日２日間はステージイベントや、八女上陽茶の新茶試飲など各種
イベントを開催予定です。

イベント

八女 ～新茶の季節に星野を愛でる～

５月２７日（日）
２８日（月）
６月１０日（日）
１１日（月）

茶のくに観光案内所
０９４３－２２－６６４４

風薫る爽やかな季節、星野村を一日めぐります。
広内・上原の棚田にある新しく出来た星の村カフェ＆ジムSoraやアトリエリュ
バンをめぐり、星野製茶園や物産販売所清流（おばしゃんの店）、茶の文化
館、Kashi Kichiではゆっくりとお買い物。
新茶の季節を満喫できる、ゆるりとした星の時間をご堪能いただけます。

定員２０名
（申し込み多数の場合は抽選）
ツアー料金：4,000円

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
（上陽支所総務課）
０９４３－５４－２２１１

「さるこ」とは、方言で「さるく」（あちこち歩き回る）という意味です。
今回のさるこフットパスのコースは、八女市上陽町の初夏の風物詩「ホタル」
で有名な「打越ホタル池」と、緩やかな棚田が広がる田園地帯である「打越地
区」、旧国鉄矢部線跡を散策します。

要予約
定員：２０名
参加料：大人1,500円（弁当・おやつ代含
む）
中学生以下500円（おやつ付、昼食が必要
な場合は+1,000円）

星のふるさと公園の中央にある麻生池の水面に黄色い小さなオグラコウホネ
が咲き誇ります。県の天然記念物に指定され、環境省が作成したﾚｯﾄﾞﾃﾞｰﾀ
ﾌﾞｯｸにも掲載されてます。

イベント

ＪＡＺＺコンサート
ｉｎ ほたると石橋の館
「夜がくる。」

旅する茶のくにバスツアー

上陽

棚田の細道「さるこ」打越コース

６月３日(土)
８時３０分～１３時（少雨決行）
申込締切日：５月２５日（金）

八女市星野村周辺

八女市上陽町北川内周辺

花情報

星野 麻生池のオグラコウホネ

５月中旬～９月中旬

八女市星野村１０８７４
池の山キャンプ場

（財）星のふるさと
０９４３－３１－５５８８

花情報

黒木 グリーンピア八女のシャクナゲ

シャクナゲ（遅咲き）５月中旬～下旬

八女市黒木町木屋１０９０５
くつろぎの森グリーンピア八女

くつろぎの森グリーンピア八女 グリーンピア八女園内のシャクナゲ（遅咲き）が見ごろを迎えます。広大な敷
０９４３－４２－２４００
地を散策しながら、初夏の景色をお楽しみください。

