
（観光振興課：２３－１１９２）

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

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。

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。

八女
（雛の里・八女ぼんぼりまつり）
願い雛

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。

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

八女
春のひととき　　お抹茶と春のお菓子
①雛あそび　琵琶茶席
②おちゃまごと喫茶・筑前琵琶　春の演奏会

①３月７日（土）
１１時～１３時、１４時３０分～１６時３０分

②３月８日（日）１１時～１６時
　　　　　　　　　 １３時３０分～１５時

矢部屋　許斐本家
八女市本町１２６

雛あそび　琵琶茶席
０８０－５２８３－２１３３（石橋）

矢部屋　許斐本家
０９４３－２４－２０２０

八女市にある茶商　矢部屋許斐本家で①お雛あそび琵琶茶席を１１時～、１４時
半～の２回開催いたします。琵琶の演奏３０分、その語、お抹茶のお作法のお話
などしながらお抹茶とお菓子あとちょっとしたお食事を考えています。②おちゃま
ごと喫茶＆筑前琵琶春の演奏会は３月８日（日）１３時半より　離れ奥座敷２階に
て演奏会（投げ銭）をいたします。お時間ありましたら、ぜひお越しください。

①雛あそび　琵琶茶席（要予約）
お席代　3,500円（各６名様）

②入場無料

八女
（雛の里・八女ぼんぼりまつり）
おひなさま供養祭

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

茶のくに観光案内所
０９４３－２２－６６４４

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。

【要申込】供養料
置いていく：2,000円（持ち帰り：1,000円）

八女 八女軽トラ市 ３月８日（日）・２２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。

黒木 第４回　黒木大樟マルシェ
３月１４日（土）１０時～１７時
小雨決行

津江神社
八女市黒木町今４９

黒木大樟マルシェ実行委員会
０９０－７４４６－６７８７（栗山）

津江神社の創建を祝い春大祭が行われるときに、景品に子牛が送られていまし
た。そこから「牛換祭り」と呼ばれるようになり、現代では子牛の代わりに牛肉、そ
の他カラくじ無しで商品を用意。牛換券100円を購入後くじをひいてください。春の
大祭に合わせて２０１７年から始まったマルシェ。毎年２０数店舗の個性的な出展
者があつまります。ぜひ皆様のお越しをお待ちしております。

八女 第壱回　新春あかり祭り「燈（ともしび）」
３月１４日（土）昼の部１２時～１８時
　　　　　　　　  夜の部１８時～２１時
雨天決行　 /　荒天の場合は、中止

福島八幡宮
八女市本町１０５－１

燈（ともしび）実行委員会
０８０－１７０８－４４７５（エサキ）

八女市では初の「プロジェクションマッピング」新たな灯りのイベントを開催しま
す。昼の部１２時～１８時はにぎわい横丁で多くの出店あり！ステージイベントも
予定しています。一夜限りの初イベントをお楽しみください。

入場無料
【駐車場】
八女伝統工芸館　西側（東側１７時閉鎖）
八女市役所、公共の駐車場をご利用ください。

上陽 春のJoYoフェスタ　in　ほたると石橋の館

ミニマルシェ
３月１５日（日）１１時～１７時４０分

春のJoYoコンサート「The Duo」会場
１部13:00～14:00／２部18:00～19:00

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

緑豊かな自然と清流星野川のそばにある「ほたると石橋の館」でかわいい多肉植
物販売、おもしろスライム作り体験、伝統製法のハム＆ソーセージ販売など、楽し
い、美味しいミニマルシェが開かれます（11時～17時40分）。また八女市茶のくに
親善大使のクラリネット奏者COZY-ASHさんと美しい旋律のピアニスト結城健之
氏によるハートフルなデュオコンサートも開催されます。

コンサートチケット（１部orf２部）
前売り　2,000円
当日2,500円（学生：1,000円、幼児無料）

上陽 桜と石橋まつり
３月２０日（金・祝）～４月５日（日）
（イベント）
３月２８日（土）・２９日（日）

ほたると石橋の館・ホタルと石橋の里公園
八女市上陽町北川内５８９－２

八女観光協会上陽支部事務局
（上陽支所建設経済課産業観光係内）
０９４３－５４－２２１９

桜の見頃にあわせて、一帯で祭りが開催され、夜には夜桜のライトアップもありま
す。上陽町の桜の名所「北川内公園」の桜と清流星野川、そして現在まで数度の
大洪水に耐えてきたたくましい石橋の共演をお楽しみください。
なおイベント日には、特産品販売や露店、各種ステージイベント、猪なべの無料
ふるまい（なくなり次第終了）を予定しております。

夜桜ライトアップ
３月２０日（金・祝）～４月５日（日）
ただし、開花の状況により期間変更する場合
があります。

立花 たけんこ街道

３月２０日（金・祝）～４月２０日（月）　

※営業時間は店舗により異なるため、
詳細は各店舗に問合せください。

山鹿市鹿北町参加飲食店（８店舗）
八女市立花町参加飲食店（４店舗）　
食do-葉゜葉゜さん、ますや、道の駅たちばな
風の道

八女市立花支所
産業経済課 商工観光係
０９４３－２３－４９４１

熊本県山鹿市鹿北町と福岡県八女市立花町の飲食店が一緒になり、新しいたけ
んこ街道が始まります！各飲食店が、この時期にしか味わえないたけのこ料理を
ご用意して、みなさまのお越しをお待ちしています！

【要予約・問合せ先】
食do-葉゜葉゜さん　090-5936-4718　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ますや　0943-36-0159　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
道の駅たちばな0943-37-1711　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
風の道　0943-24-9288

矢部 やべ春まつり
３月２８日（土）～４月５日（日）
１０時～１６時

観光物産交流施設 杣のさと     　　　　　　　　　　　　　
八女市矢部村矢部３２７７－１

やべ春まつり実行委員会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（矢部支所建設経済課産業観光係）
０９４３－２４－９１４３

観光物産交流施設「杣のさと」・所野広場の2か所にて、物産フェアを開催します。
矢部村の特産物はもちろん、シャクナゲ等の展示販売や、土日の４日間は立花
ワインの試飲販売もあります。満開の千本桜が皆様をお迎えいたします。

【駐車場】
所野広場をご利用ください

黒木
森林セラピーと椎茸の菌打ち体験
【事前要申込】

３月７日(土)
９時４０分～１５時

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

八女市黒木支所
産業経済課　商工観光係
０９４３－４２－１１１５

訪れる方に心も身体もくつろいでいただくため、森の案内人が森林セラピーロード
をゆっくりとご案内します。また、午後は椎茸の菌打ち体験を実施します。来年の
秋はプレゼントのホダ木で椎茸の収穫も楽しめます。

先着４０名・参加費：2,000円
（体験、弁当、ホダ木２本、温泉入浴券付）

星野
おひなさまの茶会
【事前要申込・定員になり次第締切】

３月８日（日）
＜各５席・所要時間約９０分＞
１席目１０時～、２席目１１時～、
３席目１２時～、４席目１３時～、５席目１４時～

茶の文化館
八女市星野村１０８１６－５

茶の文化館
０９４３－５２－３００３

おひなさまをテーマにした和菓子を３個手作りし、作りたての和菓子を茶席で星野
村の茶道グループ「朝霧会」のお点前を楽しみながら抹茶と一緒に味わっていた
だきます。最後はこの日限りの献立で用意された点心料理をお召し上がりいただ
きます。

先着・各席定員２５名
参加費：2,500円

令和元年度　八女市イベント情報【３月】(令和２年２月２６日時点)
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黒木
第４回　げんき館おおぶちCUP
【事前要申込・定員になり次第締切】

３月１５日（日）９時～１５時
雨天決行
荒天時：２０日(金・祝）に延期

げんき館おおぶち　グラウンド
八女市黒木町大淵３９９８

げんき館おおぶち
０９４３－２４－８２１７

３歳クラス、４歳クラス（各先着５０名）５・６歳クラス（先着８０名）募集。
笑顔あり！涙あり！親子の思い出に、熱い一日をげんき館おおぶちで過ごしてみ
ませんか。皆さんの参加お待ちしております。

募集計１８０名・参加費1,000円・
３歳、４歳クラス募集締切。
５・６歳クラス先着８０名（募集中）

★ランニングバイクの無料貸出あり
　持込歓迎（大会規定満たす車両）

上陽
耳納山麓「さるこ」仏尾（ほとけの）コース
【事前要申込】

４月４日(土)
受付９時～
開始～１３時３０分
【申込締切日：３月２７日（金）】

八女市上陽町下横山ふるさとわらべ館周辺

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（上陽支所総務課内）
０９４３－５４－２２１１

「さるこ」とは、八女地方の方言で「さるく」（あちこち歩き回る）意味で、目的をもっ
てというよりは、ぶらぶら見て歩く感じ。緑豊かな奥八女の自然景観、山、水辺、
動植物と思わぬ出会いを楽しみましょう。今回のコースは、緑豊かな奥八女「上
陽町下横山」の山・自然風景を望みながらハイキングします。

先着定員：３０名
参加料：大人1,500円（昼食・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）

八女
（雛の里・八女ぼんぼりまつり）
福岡県八女茶手もみ技術研究会【中止】

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。

八女 喜多屋酒蔵開放【延期】
３月７日（土）・８日（日）
１０時～１６時（受付１５時４０分まで）

喜多屋
八女市本町３７４

喜多屋
０９４３－２３－２１５４

喜多屋は、１８２０年創業をはじめ、今年２０２０年で２００周年を迎えます。
酒蔵のなかで味わう新酒や樽酒が味わえます。きき当て大会・お酒の即売・アツ
アツの粕汁・空くじなしのスピードくじなど楽しめます。

【駐車場】清水町駐車場・八女市役所・八女伝
統工芸館
５００円の「特製きき猪口」を購入すると
新酒・樽酒おかわり自由の飲み放題

八女
（雛の里・八女ぼんぼりまつり）
和服でめぐる八女のまち【中止】

３月１４日（土）・１５日（日）
１０時～１６時

八女市福島地区一帯
※受付・着付けは横町町家交流館

茶のくに観光案内所
０９４３－２２－６６４４

白壁の町並みを和服で散策してみませんか。和服の方には協賛店舗等からいろ
いろな特典があります。和服はお持込み頂ければ、無料で着付けします。

着物有料レンタル一着2,000円

八女
（雛の里・八女ぼんぼりまつり）
人力車町並み散策【中止】

３月１４日（土）・１５日（日）
１０時～１６時

八女市福島地区一帯
※受付は横町町家交流館前

茶のくに観光案内所
０９４３－２２－６６４４

人力車でめぐる町並み散策を楽しみませんか。
大人500円・子ども300円
和服の方100円（通常価格から400円引き）

八女
（雛の里・八女ぼんぼりまつり）
あなたもお雛様に変身【中止】

３月１４日（土）・１５日（日）
１３時～１６時

堺屋
八女市本町１８４

茶のくに観光案内所
０９４３－２２－６６４４

まつりのオープニングを彩るセレモニーで女雛が着用する衣装を身に着け、雅な
世界に浸ってみませんか。スタッフによる着付けや簡単なメイクアップ。お持ちの
カメラで記念撮影をおこないます。

参加料500円

八女
新しい手芸　一緒に作りましょう
ラインストーン刺繍【中止】

３月２１日（土）１０時３０分～１２時 横町町家交流館　２階
森内
０９４３－４３－４６６７

刺繍といっても原画にキラキラ光るラインストーンを貼っていくだけ。簡単にきれ
いな作品が出来上がります。作品30cm×30ｃｍは持ち帰って、額に入れて飾って
も素敵です。今回は春夏秋冬の木をモチーフにした絵画をご用意。楽しく作品を
作りながら心安らぐ時間を共有しましょう。

先着定員８名・参加費：2,500円
作った作品はお持ち帰りいただきます。
持参するもの：好きなお飲み物

八女
（雛の里・八女ぼんぼりまつり）
癒しのあかり竹ランプ【中止】

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

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【中止】

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）

八女 春爛漫オルレ【中止】
３月２８日（土）
集合受付１０時～、スタート１０時３０分～

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

九州オルレ八女コースの春爛漫イベントです。ガイドの皆さんと一緒に八女の春
の小道を楽しく歩きましょう。

先着：７０名・参加費：1,000円
【申込方法】
申込専用用紙にてFAX、または案内所窓口


