5 th

明永寺

テ ラ コ ヤ ノミ ノイ チ

無量寿院

NEKO FORCE【ガマ口・バッグ】
てしごと屋 ロングテール【あみぐるみ・小物】

sara sora. tuutikki nano-tsuki【布物・ガラス】
WISH BY NONSTYLE【古道具】
nibbles【古道具】

2 017 年

明永寺

kupu-kupu【ハンドメイドアクセサリー】

八女市本町164

3月12日（日）
雨天決行

後援／八女市

お問い合わせ／ 090-1342-3575（矢部）

イベント内でのトラブル等の責任は一切負い兼ねます。
明永寺様、無量寿院様、福島八幡宮様、正福寺様への
お問い合わせはご遠慮下さい。

ドリン ク・フード
NANA-MARU Bakery

【ベーグル・スコーン】

オオカミの口【チャイ・スコーン】

パパの手作り工房

古物 草木土【古道具】

Room:105【レモネード】

八女市本町105-1

BECASSIN【木工】

パンサク【パン】

正福寺駐車場

陶工房 Ron【陶器】

六白

コマイレ製作所【ワイヤークラフト】

八女市本町184

許斐園前広場

feal & fealʼs pie

【赤牛ミートパイ・スープ・焼き菓子】

お好み焼きだるま

【厚切り肩ロースバーガー】

福島八幡宮

※他近隣店舗等

道 案 内
至久留米

至久留米

広川 IC

広川工業団地入口

JR鹿児島本線

3

FRANCHEMENT【アクセサリー】

Plume【ハンドメイド・資材】

プラタナス【木工雑貨】

Ve-rand(h)

Jolene Closet【子供服と雑貨】

wamo wamo 工房【木工】

HINA DEPT【雑貨・アクセサリー】

ナヤンコ書店【古道具・雑貨】

WOOD GARDEN【木工家具】

栗秋木工【木製小物】

糸鋸工房 ジョイクラフト【木工】

本村北

209

ZAKKA COZA -parici-【アンティーク・雑貨】

本村南

WAKU WAKU【古道具】

【木工・多肉植物】

旅するアトリエじじもんや

【絵本・豆絵本】

NOMONO【雑貨】

FREDDY BROS【アンティーク・コレクタブルズ】
羽犬塚駅

442

●ゆめタウン

アトリエ Yurika【オーストラリアプリザ・ドライフラワー】
西鉄バス

山ノ井

下福島

旧国道442号線

おりなす八女前 清水町

土橋

福島

納楚 至黒木

堀川バス

八女IC

八女市役所
おりなす八女● ●

九州自動車道

無量寿院
明永寺
堺屋

紺屋町

福島八幡宮
許斐園前広場
●
八女伝統工芸館

九州自動車道
● 九州自動車道

八女インター ▶
広川インター ▶

旧国道442号線を黒木方面へ約15分
国道3号線を熊本方面へ約25分

公 共 交 通 機 関
JR鹿児島本線 羽犬塚駅
▶ 堀川バス 福島バス停下車
● 西鉄福岡大牟田線
久留米駅 ▶ 西鉄バス 福島バス停下車
●

Oregano & Reon【ハンドメイド雑貨】

コミルキッチン【丼・スープ】

馬場

Citrusmade【ハンドメイド小物】
Rat-tat【ハンドメイド雑貨】
Happy Dot【服・布物・資材】

自 動 車
●

タコヤキ ナッピー【たこ焼き】

みみず商店【オリジナルTシャツ】

馬場

ドリン ク・フード

Totte.Totta【ハンドメイド古着】
hirondelle【ハンドメイド小物・洋服】

3

至熊本

至大牟田

正福寺
駐車場

福島

Leather craft 84ʼ 実輝弥【革雑貨】

mianju☆

【エディブルフラワーの飲食物】

果実酢と調味料 スー

【果実酢・調味料】

しまのはこぱん【パン】
cafe3【カレー・焼き菓子・ドリンク】

アンティークマイルストーン【着物・アクセサリー】 食堂クウネル【カレー】
古道具つむぐ【古道具】
ankoro. sachi. +tepore*【ハンドメイド雑貨】
handmade 15milk

【雑貨小物】

kumaco【子供の帽子】

【メイドイン久留米のスニーカー】

はほり【古物・雑貨】

Café たりらり【クレープ・やきとり】
cococafe【エスプレッソ系ドリンク】
daily bread and coﬀee Nife

【ハンバーガー・マフィン】

YUKIE35 & 木もれび【革・木・雑貨】

YU*ZU*KI kakera【陶器】

cher cher【服・雑貨・ハンドメイド】

RAFU & nico*【雑貨・ドライフラワー】

nu ゚+ トイトイウタリ

【リネン小物・
ドライハーブ・畑の産物】

吉丸商店【ポーチ・バッグ】
Namakemono【ハンドメイド雑貨】

ﬂower ﬁeld【ブーケ・植物雑貨】

Rokuichi【キーホルダー・革小物】

Flower Bird

mon reve【手作り雑貨・小物】

【ブーケ・
ドライフラワー・植物・雑貨】

ドリン ク・フード
ニコパン【パン】

深草【お野菜たっぷりトマトチキンカレー】

おやつのもみじ屋【シフォンケーキ・焼菓子】 ichimaru【ドライフルーツ・グラノーラ】
谷川みほのパン教室【パン・マフィン・スコーン】 しましまの木【焼き菓子】
和café ととの台所【お弁当】

Kitchen Garden【野菜・果物のドリンク・スープ】

Coﬀee 月白【コーヒー】

ROSSO BAKERY & CAFÉ【パンその他】

手作りジャムとバターの店

雑 貨・作 家・フル イモノ

nakashima-tei【季節のジャムとバター】

カフェあぴ
お抹茶席 抹茶 500円(お菓子付き)

着物浪漫倶楽部 ao cafe内（許斐園のお抹茶接待券付）
■ 時間

map 17

8:00〜16:00（最終受付 14:00、8:00〜16:00返却）

アンティーク着物を身にまとい、町家巡りや、
まったりお茶したり、白壁の町並みを散策しませんか？

【料金】 着物一式持ち込み 1,500円
着物一式レンタル 3,000円
※要予約
（空きがあれば当日でもOK）

※着付けのみ
一人20分程度

【予約問い合わせ】 ☎090-1196-4432
（矢部）0943-24-9700
（ao cafe）
※アンティーク着物につき、傷汚れ等がある場合がございます。
※当日はao cafeは着付けのみ行っております
（営業はしておりません）
。
※男性着付はありません。

くろくも舎 切り絵体験オーナメント作り

map 7

■ 時間／10時〜18時の間で相談 要予約(電話可)
【料金】 2,000円（材料費込） 【所要時間】 1時間半程
【予約問い合わせ】 ☎090-5021-4718
（松原）

明るくなる季節。窓辺に飾るとキラキラするオーナメント。
ぼんぼり祭り期間中の土日切り絵展開催中

キャンドルワークショップ in 川のじ

map 3

■ 時間

9:00〜16:00
Lys atelier YOKO キャンドルワークショップ

【連絡先】 lys-yoko@outlook.jp
（井上暢子）
趣きある町家のゲストハウスで素敵なキャンドル体験しませんか？ワークショップは小さな
お子様でも参加できるものをご用意しておりますので、お気軽にご参加下さい。

雑 貨・作 家・フル イモノ

いわいのわ × kupukupu

【フラワー雑貨】

■ 時間

ドリン ク・フード
もつ蔵八女店

良質計画【ホワイトコーヒー・野菜チップス】

【白もつ&馬もつWもつカレー】

さかづき【牛すじカレー】

※ペンダントやブレス、
ピアスなどへの加工は別途金具代がかかります

【料金】 キャンドルワークショップ 1,000円〜（時間20分〜、他固まる時間）

正福寺駐車場
atelier ruban

トップのみ 1枚1,000円
お時間10分〜30分程度(一度に4名様まで)
小学生くらいのお子様からOK

【輸入雑貨】

Prime plants【植物販売】

【シフォンケーキ・焼き菓子】

いろいろな形の真鍮プレートを選んで数字やアルファベット、好きな模様を金
槌でコンコンと刻印するワークショップ。自分のお守り、大切な人へのプレゼ
ント、可愛いペットちゃんの迷子札…など、自分で作ってみませんか。

Natural Living Lemon grass

MOON STAR

map 9

KAICO 刻印・コンコンワークショップ

やるまるか【ロシア雑貨・マトリョーシカ】

3po café

【チキンマサラカレー・
ドリンク・焼菓子】

福島八幡宮
堺屋

挑朕堂【懐紙・貼小箱】

うつわ工房 ととうや【器・土雑貨】

無量寿院

Antique & Zakka Clover【アンティーク・雑貨】

☆chibizou☆+hazuki【器・布・小物】

喫茶陶花【カレー】

quiticoco【古道具】

八女市本町283-1

09:00～16:00
10:00～15:00 【f o o d 】
主催／ ao cafe
共催／八女福島町並み保存会

しろつめ【古道具・雑貨】

acaria【雑貨と植物】

Re-glass【ガラス作品】

こてつや【古道具・雑貨】

古道具るごろ【古道具】

KILOATBOA【革製品】
陶studio【陶器】

ガラス工房 カリヒロ【ガラス】

TECAPO【植物・リース】

許斐園会場

雑 貨・作 家・フル イモノ

雑 貨・作 家・フル イモノ

la goutte【ステンドグラス・フュージング】

テ ラ コ ヤ ノミ ノ イ チ 協 同 開 催

メロンパン専門店 cachette

【メロンパン・
ドリンク】

sorciere【サンドイッチ】

はちみつマルシェ【はちみつ加工品・雑貨】

たこ平【たこ焼き】

徳永農園【野菜販売】

手作り工房あらかると【どら焼き・サンドイッチ・雑貨】

map 6

9:00〜16:00

kupukupu 店内でいわい家具による小さないわいのわを開催。
人気のあんな店こんな店がやってきます。

旧八女郡役所

map 10

かめのぞき
ウシジマトモコ インスタレーション展

福島酒造
■ 時間

10:00〜17:00

喜多屋の酒の販売

United Homeʼs × DEʼCOR
■ 時間

map 4

map 16

10:00〜17:00

1F United Homeʼs モデルルーム開放&DEʼCOR 家具、雑貨販売。建築専門デザイン集団に
家やインテリア等なんでもご相談ください。
2F DÈCOR de Marche 素敵な作り手たちが集まります。

堺屋前
雑 貨・作 家・フル イモノ

住所 八女市本町東紺屋町33-4

ドリン ク・フード

消しゴムはんこtricot【消しゴムはんこ】

Café 日々と【焼菓子】

FLORIST 遵花【生花・多肉・リース等】

よつば珈琲【珈琲】

許斐園前広場

カンブツ屋+café 空豆【乾物・調味料他】

町家でMACOCO

map 13

町家にて、パン屋M ACOCOさんの出張パン販売

雛の里 八女ぼんぼりまつり

軽トラ市

map 11

■ 日時／2月12日
（日）〜3月12日
（日）

■ 日時／毎月第二・第四日曜日

福島の白壁地区一帯を中心に、約100軒の
家や商店にてお雛様を展示しております。
期間中イベント各種開催中。

野菜・加工品などを軽トラで販売して
います。

9:00〜12:00

【場所】 物産館ときめき前
【場所】 八女市福島地区一帯
【問い合わせ】 八女市役所商工観光課 ☎0943-23-1192

ドリン ク・フード
移動ケーキ屋 ボンヴィボン【ケーキ】

問い合わせ 0943-22-8835（DEʼCOR）

いしやきいも 猫芋【焼き芋】

明永寺本堂 掛屋剛志スプリングコンサート
■ 時間

14:00〜 観覧無料
天使の歌声と奇跡のピアニスト

