
星野富弘美術館 特別展『記憶の旅』／季節の常設展『夏』
　「盛夏」や「カントリーロード」「ねこじゃらし」などの、
ふるさとでの思い出を綴った作品群の特別展と、「ぶど
う」や「男タルモノ」「あさがお」などの、夏をテーマ
とした草花の詩画作品を紹介する常設展を開催します。
◆期　　間　9 月 25 日㈰まで
◆開館時間　午前 9 時〜午後 5 時
◆休 館 日　第 2・4 月曜日（祝日除く）
◆問 合 せ　芦北町立星野富弘美術館☎︎ 0966-86-1600

くまもと県南フードバレーフェスタ in ひかわ
　くまもと県南フードバレー推進協議会の会員が集まっ
てマルシェを開催します。
　当日は、ガラポン抽選会も予定しています。
◆と　き　９月 10 日㈯・11 日㈰
　　　　　午前 10 時〜午後４時
◆ところ　竜北公園
◆問合せ　㈲氷川町まちづくり振興会
　　　　　☎︎ 0965-53-5388

第 23 回　九月は日奈久で山頭火
　昭和 5 年 9 月に放浪の俳人「種田山頭火」は日奈久温泉を訪れた際、「行

ぎょうこつき
乞記」の中で日奈久の湯を称

賛しました。そのことにちなみ、日奈久温泉では毎年 9 月に山頭火に関するイベントを開催しています。

【おりや句会】
と　き　9 月 14 日㈬　13：00 〜 15：00
　　　　（受付：9：30 〜 10：30）
ところ　日奈久ゆめ倉庫
参加費　1,000 円

【街並み再発見】
　開湯 600 年を超える歴史ある日奈久温泉をガ
イドが案内し、道中 5 カ所のクイズに答えると賞
品がもらえます。
と　き　9 月 24 日㈯　9：30 〜 11：30
　　　　（受付：9：00 〜 9：30）
ところ　日奈久温泉街（受付：日奈久ゆめ倉庫）
参加費　500 円（参加賞あり）

【山頭火シンポジウム】
と　き　9 月 24 日㈯　13：30 〜 16：30
ところ　日奈久ゆめ倉庫
参加費　1,000 円
内　容
　「私が選んだ山頭火 10 句」（ちくま文庫『山頭
火句集』より）、パネリストが選んだ句を配布し、
意見交換を行います。

【絵手紙・俳画作品募集】
絵手紙テーマ　「日奈久はいいな」「ふるさと」「ありがとう」
俳画テーマ　「山頭火の俳句をもとにした俳画」
応募方法　郵便はがきに作品を描き投函
応募締切　９月 30 日㈮必着

【俳句募集】
形　式　定型・自由律を問わず、題材は自由
参加費　一般の部　１組 1,000 円　現金書留または小

為替で送付（三句まで）
　　　　ジュニアの部（小中高生）　無料（二句まで）
応募方法　所定の応募用紙または A4 用紙（A4 用紙の

場合、作品には読み仮名を付け、住所、氏名、
電話番号を明記）

応募締切　９月 30 日㈮必着
【その他】
おりや一般公開（無料）
９月１日㈭〜 30 日㈮の 9：00 〜 17：00
まちなかギャラリー
日奈久温泉街一帯に種田山頭火の句板を掲示します。

第 64 回熊本県芸術文化祭参加事業

八代城築城400年記念　令和４年度第37回 八代市文化祭
　9 月 6 日㈫から11月 6 日㈰まで、約 2 カ月間にわたって開催されます

【9 月開催分】
展示部門
  ９月  ６日㈫〜 11 日㈰　　　美術展（八代美術協会・グループ駄・岩崎教室（サンライフ・マーブル））　
  ９月 13 日㈫〜 19 日㈷　　　写真・美術展（八代市写真連盟・嘯

しょうふう

風会）
  ９月 21 日㈬〜 25 日㈰　　　書道展（八代書道連盟）
  ９月 27 日㈫〜 10 月２日㈰　写真展（八代市写真愛好会） 
10 月  ４日㈫〜 10 日㈷　　　書道・水墨画展　（白竜書道会・翠流会・個人出品作品）
と　き　9：00 〜 17：00　※最終日は 15：00 まで
ところ　八代市立博物館未来の森ミュージアム
● 10 月以降も、展示部門・舞台部門・短歌会・合同茶会・八代市民合唱祭が開催されます。
●マスク着用、検温、手指消毒、入場制限など、感染対策にご協力ください。
問合せ　八代市文化祭実行委員会（事務局：文化振興課）　☎︎ 33-4533

八代城築城 400 年記念シンポジウム

　八代城は、1619 年 3 月（旧暦）に麦島城が地
震で崩壊したため、1622 年 2 月（旧暦）に移転・
築城されました。熊本城とともに、全国でも珍しい
肥後熊本藩の 1 国 2 城体制を支えた城です。
　築城 400 年を迎えた八代城のさまざまな魅力に
迫ってみませんか。

と　き　9月23日㈷
　　　　午後2時〜4時30分（予定）
ところ　桜十字ホールやつしろ　市民ホール
講　師　滋賀県立大学名誉教授　中井 均

ひとし
 氏

　　　　九州大学比較社会文化研究院学術研究員
　　　　　　　　　　　　　　　花岡興

おきふみ
史 氏

定　員　250 人　※先着順（午後 1 時開場）
※定員に達した場合、入場をお断りする場合があり
ます。
申込み・問合せ　文化振興課　☎︎ 33-4533

八代城築城 400 年まつり

と　き　9 月 24 日㈯・25 日㈰
ところ　お祭りでんでん館
内　容　・くまモン来場　・キッチンカー大集合
　　　　・竹あかり点灯式、展示　・キッズサバゲー
　　　　・忍者体験　 ・お堀で舟巡り
　　　　・八代城ガイドツアー
問合せ　八代青年会議所　☎︎ 32-7063

九州発！築城 400 年記念
第１回謎解きロゲイニング in 八代

と　き　9 月 25 日㈰
ところ　くまナンステーション、八代城周辺
内　容　チーム対抗のリアルロールプレイング

ゲーム。観光をしながら、街を駆け巡る
謎解き爽快アクティビティ

　問合せ　ＤＭＯやつしろ　☎︎ 31-8200

 さかもと八竜天文台９月イベント（雨天・曇天中止）

★パンスターズ彗星
さそり座付近に現れます。天文台の大型望遠鏡で、その
姿を追いかけてみよう。

★肉眼では見え辛い星雲を電視観望で見てみよう
天体専用カメラが映し出す姿を観察しよう。
画像の持ち帰りもできます。　

開館時間　午後 1 時〜９時
　　　　　（入館午後 8 時 30 分まで）
入館料　大人 310 円、高校生以下 150 円、
　　　　未就学児無料
休館日　火・水曜日
※国道 219 号は現在も災害復旧工事が行われて
います。
問合せ　さかもと八竜天文台☎︎ 45-3453

イベントひろば
※新型コロナウイルス感染症の状況により変更・中止となる場合があります。

問合せ・応募先
日奈久温泉観光案内所（日奈久ゆめ倉庫内）
〒 869-5135 八代市日奈久中町 516　☎︎ 38-0267

※例年実施している「山頭火オープニン
グイベント」「山頭火バスツアー」「山頭
火ウォーク」は新型コロナウイルス感染
拡大防止のため、中止します。

八代城築城 400 年記念

加藤登紀子コンサート
2022 果てなき大地の上に

と　き：12 月４日㈰　開場：午後２時 30 分
　　　　　　　　　　  開演：午後３時
ところ：鏡文化センター

「知床旅情」「百万本のバラ」「時には昔の話を」など
多数のヒット曲を持つ「加藤登紀子」さんが八代に
チケット　3,000 円（当日 3,500 円）※全席指定
チケット発売　9 月 3 日㈯　午前 10 時〜

※チケットは鏡文化センター
と下記プレイガイドで販売し
ます。
・お祭りでんでん館
・アーバンショッピングシティ
・珈琲店ミック
・アオイチケット（ネット販売）

※詳細は鏡文化
センタ―ホーム
ページをご確認
ください。

申込み・問合せ　鏡文化センター☎︎ 52-1114
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