
（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
九州オルレ八女コース
八女人限定オルレ

９月１日（日）
受付：８：００～、スタート８：３０～

山の井公園
八女市観光振興課
０９４３－２３－１１９２

八女市の雄大な自然を満喫できる九州オルレ（韓国式トレッキング）八女コースに参加して
みませんか？知っているようで知らない地元の昔ながらの小道や山道を歩いてみません
か。新しい発見がきっとあるはずです。特製オルレクッキーなどの記念品付き。
≪参加対象は、八女市在住・八女市に勤務されている方のみ≫

定員：５０名（先着順）
定員になり次第締切
参加費：1,000円（お弁当付き）
こども同額、未就学児無料（弁当な
し）

イベント 八女 八朔祭・花火大会

９月２日（月）２０：００～２１：００
　花火打上２０：００～

※雨天の場合、３日に順延。
３日が雨天の場合は、１０月に順延予定。

祈祷院五霊宮
八女市祈祷院４００－２

祈祷院公民館
※花火大会当日のみの問合せ
０９４３－２４－０９１６

稲作の豊穣を祈り、暴風虫害の厄除けを祈願して行われるお祭り。矢部川の河原に露店が
並び、夜になると花火が打ち上げられます。

イベント 八女 八女軽トラ市
９月８日（日）・２２日（日）
９：００～１２：００

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 矢部 秘境のお茶会
９月８日(日)　開場１３：３０～
　　　　　　　　　開演１４：００

秘境杣の里渓流公園
八女市矢部村北矢部６７０７－７

秘境杣の里渓流公園
０９４３－４７－３０００

７月の大雨のため延期していた矢部村地域おこし協力隊企画第二席　佐賀県伊万里市の
住職小島宗光氏をゲストにお迎えして、湧き水で淹れたコーヒーとお菓子を味わう贅沢な
トークショーです。ナビゲーターを矢部地区地域おこし協力隊徳永潤が務めます。

先着２０名（要予約）　
料金2,500円（飲み物＋スイーツ付
き）

イベント 上陽 虚空蔵菩薩祭 ９月１３日(金)　９：００～１９：００頃
虚空蔵菩薩神社
八女市上陽町下横山５１６

八女市上陽支所　建設経済課
０９４３－５４－２２１９

虚空蔵菩薩神社の祭礼は１月と９月に行われ、多くの参拝者が訪れます。
この地区の最も独特な「福銭」という縁起物があり、１月（または９月）の大祭で福銭を授けて
貰ったら、同年９月（または来年１月）の大祭の際に「倍返し」。「こくぞうさん」に「福」を授け
て貰った金額の倍の金額を虚空蔵菩薩神社にお返しするというユニークな風習が見られま
す。

イベント 星野 中秋の名月観望会 ９月１３日（金）　１９：３０～２１：３０
星の文化館
八女市星野村１０８２８－１

星の文化館
０９４３－５２－３０００

まんまるに輝く美しい秋の名月をご案内します。
大人：500円・小学生：300円・幼児（４
～６才）100円

イベント 上陽 お月見テントキャンプ ９月１４日（土）、１５日（日）
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

お茶会・お月見団子作り・地元の奉納相撲への参加・川遊びなど、緑豊かな奥八女の自然
を満喫できる野外キャンプ（1泊2日）を開催します。
≪参加対象者：小学生≫

※要予約※
参加費：一人4,000円
参加基準：ひとりでお泊り・着替えが
できること

イベント 八女 八女のまつり　鮎のつかみどり
９月１４日（土）
１回目：１４：３０～１５：００
２回目：１５：３０～１６：００

べんがら村（子ども用プール）
八女市宮野１００

八女の祭り実行委員会事務局
（八女市観光振興課）
０９４３－２３－１１９２

涼しい、楽しい、美味しい！八女のまつりの人気イベント「鮎のつかみどり」が、今年はべん
がら村の子ども用プールで開催されます。捕まえた鮎はその場で塩焼きした鮎と交換しま
す。
※生きた鮎の持ち帰りはできません。

参加対象：小学生以下
参加費：一人２００円
各回先着１００名まで

イベント 八女
八女のまつり　あかりの祭典
～第５回光と音楽の花火大会～

９月１４日（土）　
花火　２０：００～２０：３０
露店販売　１７：００～
※荒天の場合、１６日（月・祝）に順延

宮野公園
八女市宮野

八女の祭り実行委員会事務局
（八女市観光振興課）
０９４３－２３－１１９２

１４日（土）に宮野公園で開催される「光と音楽の花火大会」は、八女のまつり～あかりの祭
典～のオープニングとして、約２，０００発の花火を打ち上げます。音楽とのコラボレーション
も演出見ごたえありです。ぜひご来場ください。

駐車場
総合体育館・南中学校・JA立花地区
センター・公立総合病院・伝統工芸館

イベント 星野 風流・はんや舞 ９月１５日(日)　１０：００～
星のふるさと公園内麻生神社
雨天時：「そよかぜ」
八女市星野村麻生　

八女市星野支所　総務課
０９４３－５２－３１１２

県の無形民俗文化財に指定されている祭りです。麻生神社に奉納される芸能で、風流(打
楽)と扇舞から構成されています。

イベント 立花 中通薬師如来祭 ９月１５日（日）　１４：００～１９：００
中通公民館前
八女市立花町山崎

中通区長（森さん）
０９４３－２３－５５９４

途絶えていた祭りを約２６年前から始めた地元のお祭り。当日は鮎のつかみどりやカラオケ
大会などのステージが行われ、手作りのたくさんの出店が立ち並びます。

                                                                令和元年度　八女市イベント情報【９月】
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イベント 八女
第６回竹久夢二展
夢二とモリスからの伝言
～生活芸術のすすめ～

９月１４日（土）～１０月１４日（月・祝）
９：００～１７：００
月曜日休館／但し、９月１６日・２３日、１０
月１４日は開館

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

　大正浪漫を代表する画家で、数々の美人画や本の装丁、ポスターや絵封筒、千代紙のデ
ザインなど、多彩な才能で知られる竹久夢二（１８８４～１９３４年）。
　今回は、夢二が大きな影響を受けた、近代デザインの創始者と言われるウィリアム・モリス
（１８３４～１８９６年）と夢二の思想に焦点を当てた展示会です。

９月１４日（土）１０：３０～オープニン
グイベント
「宵待草」日本舞踊　藤間寿紫保

毎週日曜日　１４：００～１５：００
ギャラリートーク　竹久夢二研究家　
安達敏昭

※入場無料

イベント 八女
八女福島の燈籠人形公演
～薩摩隼人国若丸厳島神社詣～

９月２０日（金）＜口開け公演＞２０：００～

２１日（土）、２２日（日）、２３日(月・祝）
　＜第１回＞１３：３０　＜第２回＞１５：００
　＜第３回＞１６：３０　＜第４回＞１９：００
　＜第５回＞２０：３０

八女市福島八幡宮境内
八女市文化振興課
０９４３－２４－８１６３

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。放生会
の奉納行事として秋分の日を含む３日間に公演されます。３層２階建の釘や鎹を１本も使用
しない屋台が期間中だけ組み立てられ、囃子にあわせてからくり人形芝居が上演されます。
見どころは人形の橋渡し・衣裳の早変わりなど。

国指定重要無形民俗文化財の一つ

イベント 八女 町屋まつり
９月２１日（土）～２３日（月・祝）
１１：００～

八女市福島地区界隈
町屋祭り部会
江口さん（０９０－２５０７－６９０
１）

「八女福島の燈籠人形公演」の日程に合わせて、白壁の町並み付近で開催される祭りで
す。

イベント 八女
八女のまつり
～あかりとちゃっぽんぽん～

９月２１日（土）、２２日（日）１１：００～ 八女福島地区一帯
八女の祭り実行委員会事務局
（八女市観光振興課）
０９４３－２３－１１９２

重要無形民俗文化財の八女福島の燈籠人形公演に合わせて２１日（土）・２２日（日）はあか
り絵コンテストや八女うまかもんフェスタ、ショートショートフィルムフェスティバル、宵の市な
どが行われます。八女の“あかり”をテーマとした当お祭りはイベント盛りだくさんです！

駐車場
八女市役所、八女伝統工芸館他

イベント 星野
鹿里棚田　
彼岸花まつり

９月２０日（金）～２２日（日）
１０：００～１６：００
イベント：２２日(日)１０：００～１５：００

鹿里の棚田
八女市星野村鹿里地区

鹿里ふるさと会
樋口さん（０９０－４３４６－２５６
０）

鹿里地区の美しい棚田の風景と田舎の味を堪能できます。黄金に輝く稲穂と真っ赤な彼岸
花のコントラストをぜひお楽しみ下さい。地元女性グループ「子鹿の里」によるだご汁定食や
農産物の販売も行われています。９月２２日（日）はステージイベントや餅つきが開催されま
す。

イベント 黒木
森林セラピーイベント
「森の癒しとバッチフラワー教室」

９月２1日（土）　１０：００～１５：００
【申込締切：９月１０日（火）】

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
０９４３－４２－１１１５

森林セラピー基地「くつろぎの森グリーンピア八女」では、『森の癒しとバッチフラワー教室』を
開催します。午前は森の案内人が約２ｋｍの森林セラピーロードをご案内、午後からはバッ
チフラワー教室を開催します。３８種類のバッチフラワーから今の自分の心や感情の状態に
一番ぴったりくる組み合わせをご自身で選んでください。

※要予約※
定員：先着２０名
料金：一人5,000円

イベント 黒木 五條家御旗祭
９月２３日（月・祝）
１０：００～１５：００

五條氏家（げんき館おおぶち向
かい）
八女市黒木町大淵

八女市文化振興課
０９４３－２３－１９８２

南北朝時代、懐良親王・良成親王に従い補佐役を務めた五條家。この御旗祭では、年に一
度の虫干しを兼ねて重要文化財に指定される「五條文書」および「八幡大菩薩旗（金烏の御
旗）」等の貴重な資料を一般公開します。

観覧無料

ツアー 星野
旅する茶のくにバスツアー
～秋の郷　星のむら～

９月２１日（土）、２２日（日）
【申込締切：８月２７日（火）・抽選日：２８日
（水）】

八女市星野村周辺
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。※天候
次第では行程を変更する可能性あり。
【予定：星野製茶園→鹿里の彼岸花散策→昼食（大円寺精進料理）→農産物直売所びそん
→古民家でティータイム】

【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

花情報 星野 麻生池のオグラコウホネ ５月中旬～９月中旬
麻生池（池の山キャンプ場内）
八女市星野村１０８７４

八女市星野支所　建設経済課
０９４３－５２－３１１４

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、環境省が作成したデットデータブックも掲載されてます。


