
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
岩戸山歴史文化交流館「いわいの郷」
開館４周年記念

１０月２４日（木）～
　１２月８日（日）
（１１月１６日（土）記念講演）他

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４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４周年イベントを開催します。

入場無料
記念講演は要事前申込み。

イベント 八女 八女福島仏壇フェア
１０月２６日（土）～
　１１月１０日（日）
９：００～１７：００

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

制作実演を中心に、国の伝統的工芸品に指定されている八女福島仏壇
展を開催します。匠の技をご覧ください。

イベント 八女
岩﨑記代子
「流れる雲が…」歌碑除幕式

１１月２日（土）
１１：００～

岩戸山歴史文化交流館「いわいの郷」
八女市吉田１５６２-１

八女市観光振興課　観光振興係
０９４３－２３－１１９２

八女市観光大使として、長年八女のＰＲに努められてきた岩﨑記代子先
生。先生が磐井を題材として制作した「流れる雲が…」の歌碑が、岩戸山
歴史文化交流館に寄贈されます。それを記念して、歌碑の除幕式を実施
します。

入場無料
どなたでも参加できます。

イベント 八女
岩﨑記代子
♪音楽のひろば♪

１１月２日（土）
１３：３０～

八女文化会館　多目的ホール
八女市本町５３７－２

八女市観光振興課　観光振興係
０９４３－２３－１１９２

八女市観光大使の岩崎記代子さんによるピアノ弾き語り音楽塾。
童謡や唱歌等を学び、みんなで楽しく歌いましょう。

入場無料
どなたでも参加できます。
持参するもの：水筒、筆記用具

イベント 黒木 旭座人形芝居本公演
１１月３日(日・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(日・祝)
１０：００～

坂本繁二郎銅像前
八女公園

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。

※旧居は一般公開しません。

イベント 上陽 八女上陽わらべまつり
１１月３日(日・祝)
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、特産品の販売や餅まき、和太鼓演奏
などのイベント、地元住民に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。

農産物の販売や各種イベントも開催
予定です。

イベント 黒木 第３２回八女くろぎふるさと祭り
１１月３日(日・祝)
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
（八女市黒木支所　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。

イベント 黒木
森林セラピーイベント
森の癒しとフォークデュオ五円玉コンサー
ト

１１月９日(土)　
　１０：００～１４：００
【募集締切：１０月２９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　商工観光
係
０９４３－４２－１１１５

午前中は森の案内人が約２ｋｍのセラピーロードをご案内。午後は「森の
なかまたち」＆「五円玉」によるコンサートをお楽しみいただきます。

定員：先着５０名
参加費：2,000円
（ｾﾗﾋﾟｰ体験・ﾚｽﾄﾗﾝでの食事・温泉
券付）

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９日（土）
　１２：００～１６：００
１１月１０日（日）
　９：４０～１６：３０

星のふるさと公園 平和の広場ほか
八女市星野村麻生

八女星のまつり実行委員会
（八女市星野支所　建設経済課　産業観
光係）
０９４３-５２-３１１４

八女星のまつりは３４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２９回目となり、九州各地の和太鼓団体
による演奏をお楽しみいただけます。

無料送迎バスあり
【駐車場】
星野支所・星野総合グラウンド・総合
保健福祉センターそよかぜ・星野中
学校他

イベント 上陽
八女上陽まつり
／全日本きんま選手権大会

ジュニアきんま
１１月９日（土）
１０：００～１６：００

きんま選手権
１１月１０日（日）
１０：００～１６：００

春の山公園グラウンド
八女市上陽町北川内

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・ﾚﾃﾞｨｰｽの部の優勝賞金は１０万円
ほか豪華賞品！

無料送迎バスあり
【駐車場】
保健センター跡・上陽公民館・農業活
性化センター・多目的広場・会場付近

令和元年度　八女市イベント情報【１１月】
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イベント 黒木 第３２回奥八女黒木ハーフマラソン
１１月１０日（日）９：３０～
【申込期間９月３０日まで】

八女市黒木体育センター周辺
奥八女黒木ハーフマラソン事務局
（八女市黒木支所総務課）
０９４３-４２-１１１１

紅葉した奥八女路をランナー達が駆け抜けます。高低差２００ｍのコース
で健脚を競います。

イベント 八女 八女軽トラ市
１１月１０日(日）・２４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２－１２３－２

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。

イベント 上陽 椎茸狩りin上陽
１１月１６日（土）
１０：００～１３：３０

ほたると石橋の館（集合場所）
八女市上陽町北川内５８９－２

ほたると石橋の館
０９４３－５４－２１５０

旬の原木シイタケを収穫し、お昼に炭火焼BBQでいただく、食欲の秋満載
の企画です。
また、奥八女上陽産の原木シイタケのはかり売り直売会を開催します。
シイタケ約５００ｇのお土産付きです（お子様にはシイタケの代わりにソフト
クリームをプレゼント）。

先着：２０名
参加費：大人2,500円、小学生以下
1,500円
※長袖、長ズボン、帽子、タオル、軍
手、汚れてもよい沓、雨具、飲み物を
ご持参ください。

イベント 矢部 第３５回八女矢部まつり
１１月１６日(土)、１7日(日)
１０：００～１６：００

矢部川源流公園
八女市矢部村北矢部鬼塚

八女市矢部支所 建設経済課
０９４３－２４－９１４３

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。
今年は５年に一度の八女津媛神社浮立保存会（氏子）による八女津媛神
社の浮立公開があります。

イベント 矢部 八女津媛神社の浮立
１１月１７日(日)
９：３０～道囃子
１０：００～境内にて奉納

八女津媛神社
八女市矢部村神ノ窟地区

八女市矢部支所 総務課
０９４３－４７－３１１１

五穀豊穣、無病息災を祈願し御願成就に奉納する八女津媛神社の浮立
公開は５年に一度。今年は午前中に八女津媛神社に奉納後、午後１時３
０分から八女矢部まつり会場にて披露されます。

無料送迎バスあり９：００～随時（八女
矢部まつり会場から神社まで）
【駐車場】
八女矢部まつり会場駐車場
※神社の駐車場は関係者のみ。

イベント 黒木 第３４回笠原まつり「だっでん祭」
１１月１７日(日)
９：３０～１６：００

元笠原小学校
八女市黒木町笠原４３４１－１

笠原まつり実行委員会 （小森）
０９０-４７７５－３９２８

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。

無料送迎バスあり
【駐車場】
笠原中央区グラウンド
※会場には駐車場はございません。

イベント 立花 秋の大収穫祭
１１月２３日(土)、２４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

野菜たっぷりのだんご汁の無料配布や餅つき、楽しい抽選会等、お楽し
みが盛り沢山です。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。

駐車場あり

イベント 八女
九州オルレフェア秋２０１９
八女コース
５周年記念ミュージックオルレ

１１月２４日（日）
山の井公園９：３０受付
　　　　　　　１０：３０スタート
岩戸山古墳１４：３０フィニッシュ

集合・解散／山の井公園
（岩戸山古墳～山の井公園シャトルバ
スあり）

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１４コースにて『九州オルレフェア秋２０１
９』を開催します。地元子どもたちの和太鼓演奏に始まり、八女コースオリ
ジナルオルレクッキーや限定缶バッヂなどおもてなしと、各スポットで地元
ミュージシャンの演奏を行ないます。

先着１５０名
【申込方法】FAXまたは窓口
参加費：1,000円（参加記念品）
八女コース特製オルレクッキー、限定
缶バッヂ等

イベント 立花 白木の秋の収穫祭
１１月２４日(日)
１０：００～１５：４５
※雨天時は体育館

旧白木小学校 屋外運動場　
八女市立花町白木１５５６番地

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。

募集
ツアー

矢部
旅する茶のくにバスツアー
～紅葉の季節に　矢部村さんぽ～

１１月８日（金）、９日（土）
【申込締切：10/15、抽選日：
10/16】

八女市矢部村周辺
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。

【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

募集
ツアー

八女
旅する茶のくにバスツアー
～八女茶&地酒&クラフトビール　
　　　　　　　　　　　　　　　　ほろよい旅～

１１月２９日（金）
※定員に達し次第、申込締切

八女市内
（八女伝統工芸館、喜多屋、べんがら
村）

茶のくに観光案内所
０９４３－２２－６６４４

クラフトビール工房を備えたべんがら村プレゼンツ。八女茶のおもてなし
体験に始まり、世界一にも輝いた老舗酒蔵「喜多屋」の見学。そしてべん
がら村ではクラフトビール飲み放題付きのバイキングが味わえます。うれ
しいお土産付き。

【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


