平成３０年度
種類 エリア

イベント名称

日時

八女市イベント及び文化財行事情報【１１月】
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 旭座人形芝居本公演

１１月３日(土・祝)
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
０９４３－２４－８１６３

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つの演目が披露されます。

イベント 八女 帰居祭

１１月３日(土・祝)
１０：００～

八女公園
坂本繁二郎銅像前

八女市文化振興課文化振興係
０９４３－２４－８１６３

文化勲章受章の洋画家・坂本繁二郎 氏 の功績を偲び、
毎年、文化の日に八女文化連盟と共催する文化的イベント
です。

１１月４日(日)
第１回 １１時～
第２回 １４時～

八女民俗資料館
八女市本町２－１２３－２

八女伝統工芸館
０９４３－２２－３１３１

２７０年以上の歴史を持ち、国の重要無形民俗文化財に指
定されている伝統芸能です。「第３５回伝統的工芸品月間
入場無料
国民会議全国大会」の開催に併せて、一日限りの秋の特
別講演を実施します。

イベント 八女

八女福島燈籠人形秋の特別公演
芸題：吉野山狐忠信初音之鼓

１１月４日（日）
１０：００～１５：００

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
農産物の販売や各
の販売や餅まき、和太鼓演奏などのイベント、地元住民に
種イベントも開催予
よるだご汁などの露店も並び、大人から子供まで楽しめる
定です。
お祭りです。地元住民自身が楽しみ笑いの和を作る事を
モットーに、地域の新しい魅力づくりにチャレンジします。

１１月４日(日)
１０:００～

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
（黒木支所産業経済課商工観光
係）
０９４３-４２-１１１５

黒木町の秋の恒例イベントです。子供相撲や東関部屋の
大相撲ぶつかり稽古、ステージパフォーマンス、各種体験
コーナー、木育広場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やフリーマーケットもあります。
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
クも行います。

１１月１０日（土）、
イベント 上陽 八女上陽まつり／全日本きんま選手権大会 １１日（日）
１０：００～１６：００

八女市上陽町北川内
春の山公園グラウンド

八女市上陽支所
建設経済課産業観光係
０９４３-５４-２２１９

八女市上陽町の秋の市民総出のお祭り。メインは全日本
きんま選手権大会。耐力とアイデア勝負！一般の部の優
勝賞金は３０万円！

１１月１０日（土）
１２：００～
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１１日（日）
９：４０～

八女星のまつり実行委員会
八女市星野村麻生
（星野支所建設経済課産業観光
星のふるさと公園平和の広場ほか 係）
０９４３-５２-３１１４

八女星のまつりは３３回目を迎え、ステージイベントや体験
コーナー、野菜・特産品の販売のほか、ふるさとレストラン
では地元の味覚も味わえます。九州和太鼓フェスティバル
は２８回目となり、９団体による和太鼓の演奏をお楽しみい
ただけます。

九州オルレフェア
イベント 八女
秋色オルレ

１１月１１日（日）
９：３０受付

九州オルレ八女コース
山の井公園スタート

八女市観光振興課観光振興係
０９４３－２３－１１９２

八女コースを含めた、九州オルレ８つのコースにて『秋・九
州オルレフェア』を開催します。出発時の和太鼓演奏から
１人：1,000円
始まり、八女茶ペットボトルやオリジナルオルレクッキーな
定員：１５０名
どのおもてなしなど、秋のオルレを存分に堪能してくださ
い。

イベント 黒木 第３１回奥八女黒木ハーフマラソン

１１月１１日（日）
９：３０～

八女市黒木支所周辺

奥八女黒木ハーフマラソン事務局
紅葉した奥八女路をランナー達が駆け抜けます。高低差２
（黒木支所総務課）
００ｍのコースで健脚を競います。
０９４３-４２-１１１１

イベント 上陽 八女上陽わらべまつり

イベント 黒木 第３１回八女くろぎふるさと祭り

備考

ファックスでの事前
申込みが必要です。
申込み締切
１０月３１日（水）

平成３０年度
種類 エリア

イベント名称

日時

八女市イベント及び文化財行事情報【１１月】
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 八女 八女軽トラ市

１１月１１日(日）
１１月２５日（日）
９：００～１２：００

八女観光物産館「ときめき」駐車場 八女伝統工芸館
八女市本町２－１２３－２
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 矢部 第３４回八女矢部まつり

１１月１７日(土)、
１８日(日)
１０：００～１６：００

八女市矢部村北矢部鬼塚
矢部川源流公園

八女市矢部支所建設経済課
０９４３－４７－３１１１

矢部の特産品の直売や楽しいイベントが盛りだくさん。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。紅
葉の秋を楽しむことができます。矢部小中学生による八女
津媛神社の浮立公開があります。

イベント 上陽 椎茸狩りin上陽

１１月１７日（土）
１０：００～１３：３０

ほたると石橋の館
八女市上陽町北川内５８９－２

ほたると石橋の館
０９４３－５４－２１５０

大人2,500円
旬の原木椎茸を収穫し、炭火焼BBQでいただく、食欲の秋 子供1,500円
満載の企画です。
※先着順

１１月１８日(日)
９時集合～１４時解 八女市上陽町内
散予定
集合場所：上陽公民館
申込締切日：１１月 （八女市上陽町北川内４８３－１）
９日（金）

「さるこ」とは、方言で「さるく」（あちこち歩き回る）という意
八女市上陽咩（かむつやめ）さるこ
味です。今回のさるこフットパスのコースは、星野川の清流 要予約
協会事務局
を見ながら、上陽町の石橋の中でも有名な「ひふみよ橋」を 定員：４０名（先着
（上陽支所総務課）
散策します。緑豊かな奥八女の自然の景観、山、水辺、動 順）
０９４３－５４－２２１１
植物との思わぬ出会いを楽しみましょう。

イベント 黒木 第３３回笠原まつり「だっでん祭」

１１月１８日(日)
９：３０～１６：００

笠原まつり実行委員会（日野）
０９０-４３４５-１５７１

笠原祭り「だっでん祭（さい）」は、冬が近づいた秋の一日、
のんびりと過ごせる田舎の時間をプロデュースいたします
…。会場手前の笠原中央区グラウンドに駐車の上、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。

イベント 立花 秋の大収穫祭

１１月２３日(金・祝)
～
道の駅たちばな
２５日(日)
八女市立花町下辺春３１５－１
１０：００～１５：００

道の駅たちばな
０９４３－３７－１７１１

野菜たっぷりのだんご汁の無料配布や大収穫ツリー,餅つ
き等お楽しみが盛り沢山。立花の秋の味覚を実感しに道の
駅たちばなへお越しください。

文化振興課歴史文化交流係
０９４３－２４－３２００

平成２７年に開館した八女市岩戸山歴史文化交流館「いわ
いの郷」は、今年１１月の開館３周年を迎えます。今後も
「八女市の貴重な歴史文化の保存と継承・学習の場」「情 入場無料
報発信と交流の場」として多くの方々に当館を利用してい
ただけるよう、開館３周年イベントを開催します。

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。

イベント 上陽

上陽咩「川辺の道ひふみよ橋コース」
～星野川の清流と石橋群と宮ケ原公園～

元笠原小学校グラウンド
八女市黒木町笠原４３４１－１

岩戸山歴史文化交流館「いわいの郷」開館
イベント 八女
３周年記念

１１月２４日（土）

岩戸山歴史文化交流館
「いわいの郷」
八女市吉田１５６２-１

イベント 立花 白木の秋の収穫祭

１１月２５日(日)
１０：００～１５：４５

旧白木小学校 屋外運動場
八女市立花町白木１５５６番地
(※雨天時は体育館)

備考

服装：長袖・長ズボ
ン・帽子・タオル・軍
手・汚れても良い靴・
雨具・飲み物
参加料：大人1,500円
（昼食代含む）
中学生以下500円
（おやつ付、昼食が
必要な場合は+1,000
円）
会場周辺には駐車
場はございません。
シャトルバスをご利
用ください。

記念講演は要事前
申込み。

