
（観光振興課：２３－１１９２）

種類 エリア イベント名称 日時 場所（住所） 問い合わせ先 イベント内容 料金他

イベント 八女
４周年記念企画展
石と埴輪の人物世界

１０月２４日（木）～１２月８日（日）
９：００～１７：００
※月曜休館
 （祝休日の場合は翌日）

岩戸山歴史文化交流館
「いわいの郷」　常設展示室
八女市吉田１５６２－１

八女市岩戸山歴史文化交流館
「いわいの郷」
０９４３－２４－３２００

古墳時代の人々はどのような姿をしていたのでしょうか。岩戸山古墳
の石人と八女古墳群の人物埴輪や県内の他の埴輪を比べてご覧く
ださい。

入館無料

イベント 立花 長崎県新上五島町物産展
１１月３０日(土)、１２月１日(日)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
１０：００～１５：００

道の駅たちばな　
八女市立花町下辺春３１５－１

道の駅たちばな　
０９４３－３７－１７１１

長崎県新上五島町の特産品である五島手延うどんや水産加工品等
の試食販売を行います。

イベント 黒木
森林セラピーイベント
セラピーウォーク

１２月１日(日)
１０:００～
【申込締切：１１月末まで受付】

森林セラピー基地
　くつろぎの森グリーンピア八女
八女市黒木町木屋１０９０５

八女市役所黒木支所
産業経済課商工観光係
０９４３-４２-１１１５

森の案内人とグリーンピア八女全ての森林セラピーロードを歩きま
す。(どんぐり拾いの小道～泉と小島への散歩道～熊笹と湖の小道)
コースに一部変更あり。

定員：先着５０名
参加費：1,000円（弁当・温泉券込み）

イベント 立花 飛形自然公園愛樹祭
１２月１日（日）　　　　　　　　　　　　　　                                      　
９：００ 受付、９：３０ 開会

飛形自然公園
八女市立花町

八女市役所立花支所
産業経済課商工観光係　
０９４３－２３－４９４１

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。当日はだご汁等も準備しています。

イベント 八女
開館４周年記念イベント
秋の古代体験まつり

１２月１日（日）１０：００～１２：００
　　　７日（土）１３；３０～１５：３０　

岩戸山歴史文化交流館
「いわいの郷」　常設展示室
八女市吉田１５６２－１

八女市岩戸山歴史文化交流館
「いわいの郷」
０９４３－２４－３２００

自分だけのオリジナル作品をつくろう。完成品は持ち帰りができま
す。
【受付時間：午前、午後とも開始１５分前から終了３０分前まで】
勾玉づくり　200円・石包丁づくり　200円・土面づくり　200円・銅鏡づく
り　500円（ケース別売り）・弓矢体験　100円・火おこし体験　100円
（雨天中止）

団体体験希望は事前予約
対象者：どなたでも（小学３年生以下は保護者
同伴）

イベント 立花
師走の手すさび
筒付き茶杓づくり

１２月７日（土）
１０：００～１５：００

白城の里　旧大内邸
八女市立花町白木３２４５

白城の里　旧大内邸保存会
０９４３－３５－０４１５

八女市の竹を用いた特別な一本を自分の手で作ってみませんか。
バーナーで竹を曲げ、小刀で形を削り出して形を作ります。講師がわ
かりやすく指導します。茶杓に銘（名前）もつけてみましょう。茶杓づく
りのあとは、茶道初心者の方も、経験者の方もご一緒に楽しめる気
軽な茶会も開きます。

定員；先着１５名（要予約）
参加費：一人4,500円（軽食・呈茶付）
持ち物：軍手、汚れてもいい服装、小刀（大型
のカッターナイフや切り出し刀など）

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

八女市黒木町田代
（中田代～八龍神社）

八女市役所　
文化振興課文化係
０９４３－２４－８１６３

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 黒木 松ぼっくりでクリスマスツリーを作ろう☆
１２月８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

松ぼっくりに色を塗って、自分だけのクリスマスツリーを作ってみませ
んか？大人だけの参加も大歓迎！

定員：２０名（要予約）
申込方法：お電話にて参加人数、代表者名、
連絡先をお伝え下さい。
参加費：一人800円
※小学生低学年は保護者同伴

イベント 八女 八女軽トラ市
１２月８日（日）・２２日（日）
９：００～１２：００
卵のつかみどり　１０：３０～

八女観光物産館
 「ときめき」駐車場
八女市本町２－１２３－２

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。

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

イベント 星野 日本一の玉露をしずく茶で味わう茶席
1２月１３日（金）～１５日（日）
①１１：００ ②１３：００
③１４：００ ④１５：００

茶の文化館
八女市星野村１０８１６－５

茶の文化館
０９４３－５２－３００３

全国茶品評会の玉露の部で農林水産大臣を受賞した名実ともに日
本一の八女伝統本玉露を「しずく茶」として愉しむ特別なお席です。

各席９名（要予約）
参加費：一人2,500円

イベント 立花
八女市駅伝大会
【申込は締切りました】    

１２月１５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
（八女市役所立花支所総務課内）                                                                                                                                                                           
０９４３－２３－５１４３

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１２０チームの選手にあたたかい声援をお願いします。

先着120チーム
（1.5ｋｍコース：70チーム、2.4ｋｍコース：50
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 八女
九州オルレ八女コース
クリスマスオルレ
【申込は締切ました】

１２月１５日（日）
受付１０：００～
スタート１０：３０～

九州オルレ八女コース
山の井公園スタート

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！オルレクッキーなど記念品配布や豪華なおも
てなしもあります。

【申込方法】FAXまたは窓口
参加費：1,000円（弁当付き）
おもてなし：ラムネ・クリスマス菓子・ホットドリ
ンク他

イベント 八女 健康・雑貨マルシェ
１２月１５日（日）
１０：００～１６：００

八女フクシマ土橋界隈
清水町商店街通り

八女市清水町商店街
整体らくらく　栫
０８０－３３７９－２２５５

八女市清水町商店街イベント。１００円商店街初開催。約４０店舗の１
００円商品やサービスをゲットしよう！主催：八女市清水町商店街。

イベント 八女
石橋秀野の俳句について
-愛と死をめぐって-

１２月２２日（日）
受付１３：００
開始１３：３０～１５：００

岩戸山歴史文化交流館
「いわいの郷」　
八女市吉田１５６２－１

八女市岩戸山歴史文化交流館
「いわいの郷」
０９４３－２４－３２００

山本健吉資料室オープン５周年記念イベント。山本健吉文学講演
会。
講師：岸本尚毅氏（俳人）

入場無料
定員１００名（要申込）

イベント 星野 部分日食観望会
１２月２６日（木）
１４：００頃から日の入りまで

星の文化館
八女市星野村１０８２８－１

星の文化館
０９４３－５２－３０００

今年２回目の部分日食の観望会。１５時２５分頃が最大となり、夕方
まで観測することができます。観望会に併せて「太陽観測グラスづく
り」が開催されます。

※太陽観察グラスづくり…１１：００～１２：００
参加費100円

イベント 八女 日本一の大型仏壇すす払い
１２月２７日（金）
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。終了後、ぜんざい
をふるまいます。

イベント 星野 令和２年　新春の呈茶

令和２年
１月１日（水）～３日（金）
１（水）１２：００～１６：００
２（木）、３（金）１０：００～１６：００
※食事・体験なし※呈茶のみ

茶の文化館
八女市星野村１０８１６－５

茶の文化館
０９４３－５２－３００３

年の初めの麻生神社への初詣出とご一緒に、茶の文化館でお茶を一服い
かがですか。元日にはぜんざいの無料接待もあります。

入館料無料
１月１日のみ
ぜんざい無料接待　先着１００名まで

募集
ツアー

八女
立花

旅する茶のくにバスツアー
～趣を楽しむ、ゆるやかな時間～

１２月１７日（火）・１８日（水）
【申込締切：１１月２６日
　　抽選日：１１月２７日】

八女市周辺
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、お祭りを体験！また、八女人ガイドが地元の
魅力を特別に語ります。八女をとことん満喫できるバスツアー。

【申込方法】※TELの受付不可。
FAX・WEB
または八女本舗、茶のくに観光案内所窓口
【発着所】：西鉄久留米駅・JR久留米駅


