
八女伝統工芸館
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休館日月曜日

西鉄福岡駅

電車

西鉄久留米駅下車

（所要時間

今回、福岡県八女市にある伝統工芸館

習会・八女竹かご制作の実演写真②行われており

を初めて体験しました。まず、こう
・ ・

ぞ
・

の

張った道具を沈めてこうぞの繊維をすくいます

飾り付けが終わったら乾燥させます。近

ているので、和紙の乾燥が終わるまでの

干して長い時間をかけて乾燥させていた

熱を使ったり、専門的な作業はスタッフの

私の隣には親子でくまの形のうちわ作り

ます。お子さんには特に人気だそうです

八女の和紙の歴史は九州で最も古く 1595

たこと、近くに清流が流れていたことが

る卒業を控えた小学生が卒業証書を自分

統に触れ、皆で伝統工芸を大切にする経験

八女竹かご制作の実演では、職人さんが

ました。八女は良質の竹の産地でもあり

それはかごの底に竹
・

の
・

脚
・

がついていることです

り引っ掛かかるのを防いでいます。八女

知らないことが沢山あるのだと感じました

1時間半の道のりですが、八女の伝統工芸館

きますよ。 

④手漉きの様子↓      ⑤うちわ作

①八女伝統工芸館↓     ②八女竹かご

実演

西鉄福岡駅で大牟田行き

電車に乗る 

西鉄久留米駅下車

（所要時間30分） 

八女伝統工芸館へのアクセス

西鉄久留米駅構内で  

バスに乗る 

八女営業所行き 31 番に乗る

西唐人町下車（所要時間37分）

伝統工芸館写真① を訪ねました。こちらでは、手漉
す

き和紙体験

われており、八女の伝統工芸の数々を見ることができます

の木写真③ から採れる繊維が溶けた流し台写真

をすくいます。うちわ作り写真⑤ではうちわの骨組

近くに、八女民俗資料館や八女周辺の特産品を扱

わるまでの待ち時間に、訪ねてみても良いかもしれません

させていた作業が、今では機械を使うことで約1時間で

スタッフの方がされるので、安全に和紙作りを楽しめお

りをされている方がいました。くまの形のうちわ

だそうです。体験料は、うちわ1枚800円、葉書4枚

1595 年頃から作られ出したと言われています

ことが八女で和紙が作られるきっかけとなりました。

自分で手漉きを行い作製することもあったそうです

経験って素敵だなと思いました♪ 

さんが、会話しつつ笑顔でいとも簡単に竹を割ってい

でもあり、他の地域と少し違った特徴を持つ竹かごが

ることです。竹の脚があることで、水切りの役目と

八女は良質なお茶どころというのは知っていましたが

じました。西鉄福岡駅から八女伝統工芸館まで、電車

伝統工芸館に足を運んで頂ければと思います。伝統工芸

作りの様子↓      ⑥うちわと葉書完成↓ 

かご制作の実演↓     ③こうぞの木↓

八女伝統工芸館まで

750m歩く 

（所要時間 8分）

和紙体験・久留米綛
がすり

手織り講

ることができます。今回手漉き和紙

写真④の中にすげた
・ ・ ・

という網が

組みとすげたを重ねて流しの 

扱った物産館なども併設され

いかもしれません。機械がない時代は天日に

で完成します。写真⑥

しめお子さんにもおすすめです。

うちわには、可愛い耳が付いてい

枚600円です。 

われています。こうぞの木が自生してい

。また、この地域に住んでい

そうです。子どもの頃から地域の伝

っていく様子を見ることができ

かごが作られるようになりました。

と、引き摺
ず

った時にほつれた

っていましたが、今回の体験でまだまだ

電車とバスを乗り継いで片道約

伝統工芸の奥深さをきっと体験で

中に沈め先ほどの作業と

同じ動作を行います。この

作業を3～4回繰り返すこ

とで、すげたに繊維が溜ま

り。これらが乾かないうち

に押し花やスタッフの方

が手作りした紙のモチー

フを、ピンセットで載せて

いきます。押し花はツワブ

キの花をはじめ、繊細な色

とりどりの山野草が使わ

れており、和紙にとても合

っています。
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運休情報 
乗員訓練の為、以下の便を運休致します。

ご不便をおかけいたしますが何卒ご了承ください。

運休日：平成 28 年 9月 1日（木）、5日（月）

対象便：天草⇔熊本 201 便、202 便

熊本⇔大阪（伊丹） 801 便、

運休日：平成 28 年 9月 6日（火）

対象便：天草⇔熊本 201 便、202 便

熊本⇔大阪（伊丹） 801 便、

天草⇔福岡 105 便、106 便

横山
よこやま

 貴
たか

穂
ほ

さん
① こんにちは！貴穂と書いてタカホと

前、結構珍しいので今まで自分以外

のですが、テレビで一度見たことがあります

いるおじいちゃんでした(笑) 

② 今まで私が見たことのある第3セクターの

した。大学の専攻でもある航空マネジメントを

空の第3セクターでは何がどう異

思ったので参加させて頂いています

③ とにかくおいしいものしかない

ですが、特にお寿司のおいしさには

でタイムスリップしたかのような

love(笑) 本気で将来移住計画中

④ 私は現在約 150 人の留学生と大学

寮で留学生の日本語の宿題のお手伝

話せない留学生には英語で会話をするので

あったり…。ドラえもんの翻訳こんにゃくが

ご不便をおかけいたしますが何卒ご了承ください。

日（月）

便、802 便

便、802 便

利用期間：平成 28年 8月～11 月 30 日
旅行代金：往復航空券＋昼食付 8,500 円（大人
詳細は天草エアラインHP｢天草エアラインで行くお得な旅プラ

桜美林大生

ボした

迎

詳

歩

①

②

③

④

さん（写真：左） 
いてタカホと読みます、横山貴穂です。この名

自分以外のタカホさんに会ったことはない

たことがあります。なんでも鑑定団に出て

セクターの交通機関は全て鉄道会社で

マネジメントを研究する上でも、陸と

異なるのかコラボを通して学びたいと

いています(#^.^#) 

！天草の肉に野菜に色々いただいたの

のおいしさには本当に感動しました。そしてまる

でタイムスリップしたかのような﨑津集落の雰囲気に完全に fall in 

将来移住計画中です(笑) 

大学の寮で暮らしているので放課後は

手伝いをしたりしています。日本語が

をするので、一日の大半が英語の日も

こんにゃくが欲しい今日この頃(笑) 

高橋
たかはし

 真奈美
ま な み

 さん（写真
① 趣味はサッカー観戦！高橋真奈美です

ん毎回スタジアム観戦です。 

② コラボレーションしたいと思ったのは

航空会社”と“イルカが空を飛ぶ”ということにとても

湧き、知名度を上げるお手伝いをさせて

です。 

③ 天草で行ってみたいところは、以前写真

仏公園です。私は海景を見ることがとても

から見る夕日は日本の夕陽百選の一つでもある

海空見える夕日の絶景を眺めてみたいです

④ 大学内では特に活動という活動はしていないので

動が一番の楽しみです。これからも微力

に知名度upを是非実感して頂けるよう

ております。 

✈福岡空港発 

日
円（大人 1名様／税込）※小児同額

｢天草エアラインで行くお得な旅プラン！ 
をご覧下さい。 

桜美林大生の学生さんとコラ

ボした新聞が今回で 2回目を

迎えました。 

詳しくは、『子イルカの空中散

歩』をご覧下さい。 

① 自己紹介

② 天草エアラインとコラボ

レーションする“きっか

け”など。

③ 天草を訪れた感想や、 

これから天草で行ってみ

たいとろ。

④ 桜美林大学で勉強してい

ること。

ご利用条件
・天草エアラインの Facebook
に「いいね」をして頂ける方 
・ご自身の Facebook にてこ
のプランで体験された内容の
情報発信をしていただける方 

写真：右） 
です。日本代表戦は、もちろ

ったのは、やはり“日本一小さな

ということにとても興味が

いをさせて頂きたいと思ったから

前写真で見たことのある十三

ることがとても好きで、十三仏公園

つでもある様なので、是非

めてみたいです。 

はしていないので、このゼミ活

微力ではありますが、地道

けるよう努めていきたいと思っ


