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八女福島の燈籠人形と

国指定重要無形民俗文化財

福島八幡宮「放生会」

【八女福島の町並み（八女福島伝統的建造物群保存地区）】

「八女福島の燈籠人形」
からくり人形公演

八女福島は福島城の城下町が起源で、廃城後も旧城内に町
場が残り、町並みが本格的に形成され、八女地方の在方町と
して発展します。現在も町並みには江戸･明治･大正･昭和期築
の町家が数多く残っています。町家の特徴は｢居蔵(いぐら)」
と呼ばれる防火の備えをした妻入り入母屋土蔵造りで、商人
型･職人型の町家が存在します。
また、八女福島は城下の町割り･地割り･掘割･石垣、「八女
福島の燈籠人形」(国指定重要無形民俗文化財)など、八女ら
しい文化的景観を今日まで継承しています。私達はこれらの
文化的景観を後世に伝え残していくために努力を続けます。

期日:9月23日,24日,25日
場所:福島八幡宮

はるげしきつくしがたなじまもうで

芸題:「春景色筑紫潟名島詣」
公演時間:13:30～,15:00～,16:30～,
19:00～,20:30～
主催:八女福島の燈籠人形保存会

９月２３(金)・２４(土)・２５(日)日
燈籠人形（夜）

場所：八女福島の町並みかいわい
案内所：八女市横町町家交流館 6 0943-23-4311
主催：町屋まつりプロジェクトチーム、協力：八女福島住民の方々
25

※職人技実演の時間帯
11:00～19:00

1
清水町公共駐車場

なつかしい昭和のガラス小物・
展示販売

喫茶・食事の店

仏壇製作の技術を活かした
漆塗りスピーカー試聴ができます！
日時：２３～２５日
場所：城後仏壇店
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八女福島
伝統的建造物群保存地区
※臨時駐車場
9月23～25日

20
19
Ｐ

8 そば季里 史蔵（そば）
11:30～15:00／17:30～20:00
9 ウメノ商店（カフェ＆酒場）

※ボランティア協力校 八女学院高等学校／福島高等学校
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紺屋町

無量寿院
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土橋八幡宮
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中宮野町
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八女伝統工芸館(WC)●

福岡(天神)−八女間直行臨時バス停
23〜25日
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筑前琵琶演奏
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くみひも展

職人技実演〈木工製品〉

大和花道平島社中展

9

「八女福島の燈籠人形展」
日時：9月6日(火)～30日(金)
場所：横町町家交流館
主催：八女・本町筋を愛する会

八女の市
日時：24～25日 11:00～15:00
場所：鉄道記念公園
主催：茶の国レンジャー

抹茶席（無料）
日時：２５日 13:00～16:00
場所：このみ園ギャラリー
主催：江戸千家 有馬社中

職人技実演〈久留米絣〉

日時：２３～２５日 10:00～
場所：横町町家交流館

べんがら村↓

日時：２４日 13:00〜
場所：このみ園ギャラリー
主催：石橋旭姫さん

八女酒蔵祭り〈有料試飲と販売会〉

日時：２３～２５日 10:00～
場所：横町町家交流館
協力：坂本信彦さん（木屋民芸）

8●
鉄道記念公園(WC)

6

10

会費 2000円

日時：２３～２５日 10:00～
場所：横町町家交流館
協力：森山虎雄さん（森山虎雄工房）

中宮野町西

新町

お寺でLIVE 西勝寺寄席〈桂小春団治ほか〉

日時：23･24日 16:00～21:00
場所：高橋夏子家前
主催：高橋商店.喜多屋.後藤酒造
旭松酒造.西吉田酒造

(WC)

観光物産館
｢ときめき｣(WC)

秋色の器展＆喫茶・食事

日時：22日(木・祝) 16:30開演
場所：西勝寺 本堂
主催：八女しんらん教室

西勝寺
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横町町家 5 5 3 2
交流館
駐輪場
明永寺
〈八女福島の燈籠人形〉
(WC) 6
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案内所
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●福島八幡宮
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文化池
堺屋
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名作絵本・児童書・関連本

日時：２３～２５日
場所：陶工房 絵咲木
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八女の水車パネル展示
日時：２４日 11:00～15:00
場所：堺屋前
主催：八女デザイン会議

福島小学校
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東矢原町

土橋市場

Ｐ

○
八女市立
図書館

日時：23～25日 11:00～17:00
日時：23～25日 11:00～17:00
場所：ギャラリー房屋（今里亨家）
場所：町並みマルシェ「きんぷく」
16 手作り線香体験
協力：松山櫨復活委員会

12:00～15:00／19:30～24:00（24日休）
本物のアイスクリームを！
10 八女草樂（飲食)
どら焼き＆アクセサリ販売
11:00～22:00
日時：23～25日 11:00～17:00
場所：平井朋吉家
11 加茂川（炭火焼うなぎ）
主催：みるく畑 くりやま
11:00～14:00／17:00～21:00
16
癒しのあかり
竹ランプ展示
12 亀の井レストラン（食事)
日時：23～25日 10:00～17:00
11:00～14:30／17:00～20:30(O.S)
場所：堺屋 １号倉庫
13 つるや 市役所前店（うどん)
協力：広重恒雄さん
11:00～21:00

○

○

古松町

17 八女農業高校のしぼりたてミルクで

おりなす八女

11:00～18:00

日時：23～25日 11:00～18:00
場所：えほん屋・ありが10匹。

○八女商工会議所 土橋

Ｐ

八女公園

21 ﾐﾆ提灯の絵描き体験(100円/シール使用150円)
10
1 ao Cafe /雑貨・クラフトRoji猫(カフェ)
日時：２４～２５日 10:00～16:00
11:00～18:00頃
場所：伊藤勘助商店
2 もつ鍋専門 もつ蔵 八女店(もつ鍋)
20 Bijou de komamono ya
18:00～22:30(O.S)
日時：23～25日 12:00～17:00
3 葉山（飲食）
場所：zakka ECRU*
17:00～22:00(O.S)
19 筑後地方の手仕事品 販売
4 泡盛屋ぬちぐすい（飲食）
日時：23～25日 11:30～18:00
←八女インター
17:30～22:30(O.S)
場所：うなぎの寝床
5 町家cafe しおや（喫茶･軽食）
18 職人技実演〈和蝋燭〉
11:30～17:00
14 革細工体験（800円〜）
日時：23～25日 11:00～17:00
6 黒豚屋 八女ひるよけ店
場所：ギャラリー房屋（今里亨家）
日時：23～25日 11:00～18:00
11:00～14:00(食事・喫茶）
協力：近江手作り和蝋燭 大西明弘さん
場所：革工房リープアップカンパニー
17:00～24:00(飲食)
15 手作りパンと雑貨のお店です
18 櫨の魅力いろいろ展
7 うどん茶寮 花むらさき（食事）
-松山櫨のパネル展休憩だけでもどうぞ！
11:30～15:00／17:30～21:30

2

八女市役所

正福寺
23

大茶会（無料）

日時：23～25日
場所：bibliotic!

Ｐ

おりなす八女入口 清水町

県道96号(旧国道442号)

矢原町

24

日時：24日 13時～16時 八女学院高校茶道部
25日 13時～16時 福島高校茶道部
場所：正福寺
22

25

喜多屋

大正町

マイ塗り箸作りワークショップ （1,000円）
日時：23～25日 10:00～16:00
場所：㈱緒方仏壇本店

23

24

榎町

下福島

日時：２３〜２５日
←八女インター
場所：ギャラリー堂島屋（鶴陶器本店）
24

久留米かすり 6

ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ ○

↑ゆめタウン

ローカルメイドの商品いろいろ 販売

草月流 堀内草圭社中 生花展
日時：17～25日 9:00～17:00
場所：八女伝統工芸館

9 仏壇・提灯・竹細工職人による
日時：２３～２５日
16 やめ女性の会 バザー
製造工程実演
場所：ギャラリー手民（てのたみ）
12 「桶・樽」の販売 −松延工芸−
「心は一本５ｍの巻き寿し」
日時：23～25日 10:00～16:00
日時：25日 1回目11:00〜 2回目11:30〜
（提灯実演は25日のみ）
日時：２３～２５日
場所：堺屋前
場所：八女伝統工芸館
場所：坂口たばこ店
16 やめ女性の会 アトラクション
13 「夜長のきらきら切り絵展」
10 山本教行 ＋Plus展 あまねや工藝店
日時：２５日 14:00～
日時：22～25日 11:00～19:00
日時：22～25日 10:00～18:00
場所：堺屋庭園
場所：くろくも舎
場所：このみ園ギャラリー

7

人力車で白壁の町並みご案内
（１回500円 小学生以下300円）

日時：23～25日 12:00～18:00
場所：高橋宏家(北棟)

和太鼓 路上パフォーマンス
場所：白壁の町並みかいわい

＜子供和太鼓＞

24日 14:00～17:00 打々鼓・鼓夢

＜和太鼓＞

25日 14:00～17:00 八女神太鼓･てんて鼓･風楽舞･創笑会･
結っ鼓･童衆

19:30～20:00 八女神太鼓･てんて鼓（ポケットパーク)

※おことわり 内容の変更がある場合があります。

発行：町屋まつりPT

連絡先：090-2507-6901
（江口）

