
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 料金等

イベント 八女 第８回八女ジビエフェア ２月１日（土）～１６日（日）
八女市内飲食店８店舗
久留米市内飲食店４店舗

八女商工会議所
産業交流センター
０９４３－２２－５１６１

ジビエフェアは、八女産イノシシ肉を使用したジビエ料理を堪能できる
食のイベントです。八女と久留米の参加店舗でしか味わえない「八女
産イノシシ」の美味しさをぜひご体験ください。

数量が限定されている料理や事前予約が必要
な場合もございます。参加店へお問い合わせ
の上ご参加ください。

イベント 立花 わくわく誕生祭
２月８日（土）・９日（日）
１０時～１５時

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

おかげさまで１５周年をむかえることができました。餅つきやだんご汁
の振舞い、出荷者による対面販売等盛りだくさんの企画で皆さまをお
待ちしています。

イベント 立花
八女ゆかりの画家たち展part2
八女市民の名画コレクション

２月８日（土）～３月１日（日）
９時～１７時１５分（入館１７時まで）
月曜休館（祝日の場合は翌日）

八女市田崎廣助美術館
八女市立花町原島１０８－１

田崎廣助美術館
０９４３－２４－８３０４

今回の展覧会では、八女市民の皆さんが個人的に所蔵する八女ゆか
りの画家たちの名画にスポットを当て、所有者の同意を得て公開いた
します。生涯を通じて八女で創作活動を行った由衛健司氏（故人）の
作品をはじめ、市民の目が選んだ絵からは、画家たちの魅力やその
叙情が伝わることでしょう。

観梅会期間中は無休
入館無料
企画展前後の展示替えに伴う休館
１月２７日（月）～２月７日（金）
３月２日（月）～９日（月）

イベント 八女 八女軽トラ市
２月９日（日）・２３日（日）
９時～１２時

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 立花 第３１回夢たちばな観梅会

２月１５日（土）～２月２３日（日）
※竹あかり幻想の世界
平日１２時～１５時
土日１０時～１６時

谷川梅林
八女市立花町谷川

八女市役所立花支所
産業経済課 商工観光係
０９４３－２３－４９４１

九州有数の梅の産地である谷川梅林では、約２万本の白梅が咲き誇
り、訪れる人の心に春の喜びを与えてくれます。会場では、特産品等
の販売や動物ふれあい体験（２２日）などが行われます。ワインセラー
内では、「竹あかり幻想の世界」や「男ノ子焼の里特別展」、「トンネル
の中の小さな音楽会(１５日、１６日、２３日)」、「野点(２２日)」　が開催
されます。

駐車場あり（立花体育館、立花支所）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ｼｬﾄﾙﾊﾞｽ片道100円（立花支所⇔観梅会会場）
ﾜｲﾝｾﾗｰ入場料400円(中学生以下無料）

イベント 立花 第１４回立花町農業まつり
２月１５日（土）・１６日（日）                                 
１０時～１５時

立花体育館
八女市立花町谷川１１３０

立花町農業まつり
実行委員会
０９４３－２４－６３７１

農産物の直売や農産物品評会が行われます。

イベント 立花
谷川寺（こくせんじ）の
木造薬師如来立像の開帳

２月１６日（日）
１１時～１５時

谷川寺
八女市立花町谷川５６５　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                           　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

谷川寺（こくせんじ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
０９０－４９８３-９０９２（奈須）　

１６日に節分祭護摩焚が行われ、１１時から１５時まで、谷川寺の本堂
に安置されている薬師如来立像が開帳されます。薬師如来立像は、１
本の榧の木から彫り出され、平安時代初期の特徴を見せています。

駐車場あり

イベント 立花
夢たちばな観梅会応援フェア　　　
　長崎県新上五島町物産展

２月２２日（土）・２３日（日）　　　　　　　　　　　　　
１０時～１５時

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

五島手延うどん、かんころ餅、水産加工品等、新上五島の名物が販売
されます。

体験
募集中

全域
八女市着地型体験プログラム
旅する茶のくに週間
【事前要予約申込】

実施期間／３９日間
２月２２日（土）～３月３１日（火）

【申込締切日／抽選日】
前期：２月２日（日）／３日（月）
後期：２月１６日（日）／１７日（月）

八女市内全域
茶のくに観光案内所
０９４３－２２－６６４４

矢部川水系の水の恵みに育まれてきた「茶のくに八女・奥八女」。その
豊かな恵みは伝統工芸や歴史・文化、農林業、人々の四季の暮らし
に映ります。白壁の古い町並みやうつくしい山里を会場に滋味深い玉
露の味わいのようにぎゅっと感動がつまった２２の体験プログラムをご
用意しました。　
※申込多数の場合は、抽選になります。

【申込方法】
①八女観光ＨＰから直接ＷＥＢフォーム
②茶のくに観光案内所・八女本舗窓口
③八女観光ＨＰで申込専用用紙を
　　ダウンロードしてFAXにて申込み

申込
受付中

矢部
八女・桜まつり健康マラソン大会
【事前要申込】

４月５日（日）荒天中止
受付８時～９時３０分
開会式９時３０分～
【応募締切：２月２１日（金）】

八女市矢部第一運動場・日向神ダム湖畔
八女市矢部村鬼塚

八女・桜まつり健康
マラソン大会事務局
０９４３－４７－３１１１

この大会は、八女市矢部村の春まつりの一環として、矢部村の美しい
桜を満喫しながら多くの人々の出会い、交流を深めるため企画した健
康マラソン大会です。ご家族おそろいで気軽にご参加ください。（参加
者全員に参加賞・完走（歩）証あり）

【要申込】
参加定員７００人
高校生以上：1,000円
中学生以下：500円

ツアー
募集中

全域
旅する茶のくにバスツアー
～ひらり、はらりと桜めぐり～
【事前要予約申込】

３月２７日（金）・２８日（土）
【申込締切：３月３日（火）】
抽選日：３月４日（水）

八女市内
桜の開花状況に合わせて変更

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、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

令和元年度　八女市イベント情報【２月】
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令和元年度　八女市イベント情報【２月】

イベント 八女 雛の里・八女ぼんぼりまつり ２月２３日（日）～３月２２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、明治から平成にかけての
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。

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６日（木）～３月２９日（日）
１０時～１７時

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）
オープニングセレモニー

２月２３日（日）
１０時～式典開始
１１時～おひな様パレード

おりなす八女　はちひめホール
八女市本町６０２－１

茶のくに観光案内所
０９４３－２２－６６４４

八女に春の訪れを告げる「雛の里・八女ぼんぼりまつり」にふさわし
く、市内の保育園・幼稚園児約１５０名と十二単衣と束帯姿の衣裳を身
に着けた男雛・女雛にとる式典が華やかに開催されます。式典後は、
まつり始まりを記念し、市内の白壁の町並みをパレードします。

イベント 八女
（雛の里・八女ぼんぼりまつり）
竹取物語（竹あかり）　in　旧八女郡役所

２月２３日(日)～２９日（土）
１０時～２０時

旧八女郡役所
八女市本町２－１０５

茶のくに観光案内所
０９４３－２２－６６４４

この春のぼんぼりまつりでは、復元整備され２０１９年７月に再オープ
ンした建物をお借りし、昨年・一昨年と福島八幡宮の境内で夕刻より
開催のイベントを昼間でも見学できるように展示いたします。

無料

イベント 八女
（雛の里・八女ぼんぼりまつり）
ひなマルシェ

２月２３日（日）
１１時～１６時

おりなす八女　さくらカフェ
八女市本町６０２－１

茶のくに観光案内所
０９４３－２２－６６４４

お雛さまに関した小物やアクセサリー等を作るワークショップや、女性
に人気のお店が勢揃い！可愛いもの、美味しいものが沢山のワクワ
ク楽しい催しです。

イベント 八女
（雛の里・八女ぼんぼりまつり）
願い雛

２月２３日（日）・３月１日（日）
１２時～１４時３０分

八女公園
八女市本町５６９－１

茶のくに観光案内所
０９４３－２２－６６４４

ひとりひとりの「願い」をお雛さまに託し、八女公園のモニュメントの水
面に浮かべます。八女弁おみくじも好評です。あなたも参加してみま
せんか。

イベント 八女
（雛の里・八女ぼんぼりまつり）
十二単衣と束帯姿の結婚式～
　お披露目パレード

３月１日（日）
１０時～結婚式、１１時～パレード

福島八幡宮
八女市本町１０５－１

茶のくに観光案内所
０９４３－２２－６６４４

一般公募で決定した１組のカップルが十二単衣と束帯の衣装を身にま
とい、神前結婚式を執り行います。式後、フラワーシャワーや太鼓の
演奏などで盛り上げます。

イベント 八女
八女福島燈籠人形春の特別公演
芸題：薩摩隼人国若丸厳島神社詣

３月１日(日)２回公演
１３時３０分～、１５時～（各回３０分）

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。1日限定の、春の特別公演です。

入場無料

イベント 八女 福岡県八女茶手もみ技術研究会
３月１日（日）
１０時～１６時

八女伝統工芸館
八女市本町２－１２３－２

八女伝統工芸館
０９４３－２２－３１３１

福岡県八女茶手もみ技術研究会が手もみ茶の実演をします。

イベント 八女
（雛の里・八女ぼんぼりまつり）
癒しのあかり竹ランプ

ぼんぼりまつり期間中の土・日曜
１０時～１６時

堺屋
八女市本町１８４

茶のくに観光案内所
０９４３－２２－６６４４

廣重恒雄さんによる癒しのあかり竹ランプを堺屋にて展示します。
ご覧ください。

入場無料

イベント 八女
（雛の里・八女ぼんぼりまつり）
ひな巡り無料バスツアー

毎週日曜日　
１３時発～約２時間半　１日１回運行
※ぼんぼりまつり期間中のみ

発車場所　八女伝統工芸館
八女市福島地区一帯

八女伝統工芸館               　　　　　
０９４３－２２－３１３１

ぼんぼりまつり期間の毎週日曜日（１日１回運行）
お雛さま巡りの無料バスが出ます。ボランティアガイドが詳しく案内。
コース：八女福島の町並み～八女人形会館ほか 

無料
定員２０名（予約可）

申込
受付中

八女
（雛の里・八女ぼんぼりまつり）
おひなさま供養祭
【事前要申込】

３月８日（日）
受付・持込　１１時～１２時
神事　１４時～１６時

福島八幡宮
八女市本町１０５－１

八女市観光振興課
０９４３－２３－１１９２

ひな祭りのひな人形は本来、魔よけ厄除けの人形として川や海へ流し
た「流し雛」が原点。女児が無事成人してお嫁入りした後は、お人形へ
感謝を表し供養します。ぼんぼりまつりでは、この時期に市内外から
持ち込まれるひな人形の数々に対し、その労をねぎらい丁寧に供養さ
せていただきます。
※申込みは、供養する人形の所有者をお伝えください。

【要申込】
供養料
置いていく：2,000円
（持ち帰り：1,000円）
神事終了後、ぜんざいやお茶のふるまいあり


