
11月25日（月）正午 までにご回答ください。
校了日は12月11日（水）です。

2020.  Juneかるかる ジャンルごとに色分けして表記しています

演劇・舞踊　 音楽　 美術・展示　 映像・その他催し
※5月14日現在の情報です
※催しは内容など変更になる場合がございます
　必ず各問合せ先または施設へご確認ください

6 月

1

新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、施設の臨時休館や、催しの中止・延期となる場合がございます
最新の情報は各施設のホームページをご確認ください

小倉北区室町1-1-1-11リバーウォーク北九州6Ｆ　 093（562）2655　 公演によって異なります
「西小倉駅」徒歩3分　 「室町・リバーウォーク」徒歩1分　 年末年始北九州芸術劇場 

会場 イベント 期　間 開　演 入　場　料 問合せ先
小
劇
場 木管トリオとピアノの夕べ 6/29㈪ 19:00 ￥1000

※全席自由
090（9798）1589【森下】

イベント 期　間（時間は上記） 入　場　料 問合せ先
花映会写真展示会
写真 6/17㈬～23㈫ 無　料 花映会

093（541）8485
かがやき巡回作品展
絵画・書道・工芸品・写真 6/24㈬～30㈫ 無　料 北九州市身体障害者福祉協会アートセンター

093（883）5558

小倉北区室町1-1-1-11リバーウォーク北九州5Ｆ　 093（562）2520
10:00～18:00※催し初日は準備が終わり次第開場、最終日は16:00まで

「小倉駅」徒歩10分　 「西小倉駅」徒歩3分　 年末年始

北九州芸術劇場 
市民ギャラリー 

イベント 期　間 開　演 入　場　料 問合せ先

東アジア文化都市2020北九州 連携事業
響ホールフェスティヴァル2020
 「和楽器シンフォニーとサーカスの音楽会」

6/27㈯ 14:00

おとな ￥2000
こども ￥1000

親子ペア（おとな1＋こども1） ￥2500
※こども料金対象は3歳から中学生
※全席指定 響ホール音楽事業課

093（663）6661
東アジア文化都市2020北九州 連携事業
響ホールフェスティヴァル2020
 「0歳からの音楽会」

6/28㈰ 14:00

おとな ￥2000
こども ￥1000

親子ペア（おとな1＋こども1） ￥2500
※こども料金対象は0歳から中学生
※全席指定

八幡東区平野1-1-1　 093（662）4010　 「八幡駅」徒歩15分　 「八幡駅入口第一」徒歩10分 
「国際村交流センター」徒歩3分　 年末年始、隔月1回（不定休）　 240台（有料）北九州市立響ホール 

会場 イベント 期　間（時間は上記） 入　場　料 問合せ先

2
階

展
示
室

北九州市を掘る（95）　埋蔵文化財速報展
「中世の堀とその埋め立て−大里八反田遺跡第4地点の調査から見える中世の門司と大里−」 4/21㈫～8/23㈰ 無　料

（公財）北九州市芸術文化振興財団
埋蔵文化財調査室
093（582）0941

小倉北区金田町1-1-3　 093（592）3196　 9:00～17:00（入館は閉館30分前まで）　 「西小倉駅」徒歩15分　
「ソレイユホール・ムーブ前」徒歩4分、「金田」徒歩8分　 月曜日（祝日の場合は翌日休館）、年末年始北九州市立埋蔵文化財センター 

イベント 期　間（時間は上記） 入　場　料 問合せ先

サンセット＆トワイライトフォトコンテストVol.13応募作品募集
門司港及び関門海峡の夕陽・夜景をテーマに写真を募集します  6/1㈪～10/10㈯

無　料
※ 応募詳細は関門海峡ミュー

ジアム公式サイトをご確認
ください

関門海峡ミュージアム
093（331）6700

門司区西海岸1-3-3　 093（331）6700　 10:00～18:00（シーズンにより変動あり）　
「門司港駅」徒歩5分　 年５回関門海峡ミュージアム 門司

イベント 期　間（時間は上記） 入　場　料 問合せ先
企画展「アジア映画資料展」
世界三大映画祭に出品され、高く評価されたアジア映画を所蔵資料から約150点紹介 4/8㈬～8/2㈰ 無　料 松永文庫

093（331）8013

門司区西海岸1-3-5（旧大連航路上屋1F）　 093（331）8013　 9:00～17:00　
「門司港駅」徒歩5分　 月曜日（祝日の場合は翌日休館）、年末年始松永文庫 門司

イベント 期　間（時間は上記） 入　場　料 問合せ先
常設展
油彩画・日本画・彫刻・染色・漆芸など約20点を展示 5/16㈯～6/14㈰ 無　料 門司港美術工芸研究所

093（322）1235

門司区東港町6-72 港ハウス2F　 093（322）1235　 10:00～17:00
「門司港駅」徒歩5分　 月曜日（祝日の場合は開館）、年末年始門司港美術工芸研究所 門司

小倉北区大手町12-3　 093（592）5405　 公演によって異なります　 「小倉駅」徒歩30分　
「西小倉駅」徒歩15分　 「ソレイユホール・ムーブ前」徒歩1分　 年末年始、毎月1回（不定休）　 80台（有料）北九州ソレイユホール 

会場 イベント 期　間 開　演 入　場　料 問合せ先
大
ホ
ー
ル

藤あや子コンサート 6/17㈬ 14:00
PS席 ￥7480
SS席 ￥6380

※当日PS席￥1320増、
　当日SS席￥1100増

（株）夢グループ
0570（666）443



11月25日（月）正午 までにご回答ください。
校了日は12月11日（水）です。

ジャンルごとに色分けして表記しています

演劇・舞踊　 音楽　 美術・展示　 映像・その他催し
※5月14日現在の情報です
※催しは内容など変更になる場合がございます
　必ず各問合せ先または施設へご確認ください

障害者手帳減免があります

6 月

2

新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、施設の臨時休館や、催しの中止・延期となる場合がございます
最新の情報は各施設のホームページをご確認ください

イベント 期　間 時　間 入　場　料 問合せ先

ハーバリウムを作ろう
季節の花（アジサイなど）を使用したハーバリウム作り 6/13㈯ 13:30～

15:00
1個 ￥500

※先着20名、5/17㈰から受付開始
※別途入園料が必要

到津の森公園
093（651）1895

星に願いを
動物デザインの短冊に願い事を書き、笹につるして星に願いを託します 6/20㈯～7/6㈪ 無　料

※別途入園料が必要

オリジナルうちわを作ろう！
うちわに動物写真などを貼り、オリジナルのうちわを作ります 6/27㈯ 13:00～

14:00

無　料
※別途入園料が必要
※当日先着30名、小学生以下は
　保護者同伴

小倉北区上到津4-1-8　 093（651）1895　 9:00～17:00
「到津の森公園前」徒歩1分　 火曜日、年末年始到津の森公園 

会場 イベント 期　間 時　間 入　場　料 問合せ先
水
環
境
館

命をつなぐ防災展
防災資料の展示・防災講談 6/1㈪～7㈰ 無　料 水環境館

093（551）3011観
察
窓
前

ホ
ー
ル

「おとぎぞうしの会」
紙芝居や絵本の読み聞かせ 6/14㈰ 13:00～

14:00 無　料

小倉北区船場町1-2　 093（551）3011　 10:00～19:00　 「小倉駅」徒歩10分、「西小倉駅」徒歩10分　 「勝山橋」徒歩1分、「魚町」徒歩3分　
火曜日（ただし夏休み、冬休み、春休み期間中は開館）、年末年始水環境館 

会場 イベント 期　間（時間は上記） 入　場　料 問合せ先

新
館
7
階
大
画
廊

小林達史　絵画展 5/27㈬～6/2㈫ 無　料

小倉井筒屋　画廊
093（522）2521

唐津焼　十四代 中里太郎右衛門展 6/4㈭～8㈪ 無　料

初夏の掛軸秀作展 6/10㈬～23㈫ 無　料

～オールドイングランドの光を描く～　ディヴィッド・クレイン来日絵画展 6/24㈬～30㈫ 無　料

新
館
7
階
小
画
廊

岡　千秋　絵画展 5/27㈬～6/2㈫ 無　料

唐津焼　十四代 中里太郎右衛門展 6/4㈭～8㈪ 無　料

初夏の掛軸秀作展 6/10㈬～16㈫ 無　料

えもと きよひこ　木版の世界 6/17㈬～23㈫ 無　料

ノブ・サチ　油絵展 6/24㈬～30㈫ 無　料

小倉北区船場町1-1　 093（522）3111㈹　 10:00～19:00（金曜日・土曜日は20:00まで）※各最終日は16:00に閉場
「小倉駅」徒歩7分　 不定休、1/1小倉井筒屋 

小倉北区室町1-1-1 リバーウォーク北九州5Ｆ　 093（562）3215　 10:00～18:00（入館は閉館30分前まで）
「西小倉駅」徒歩5分、「小倉駅」徒歩10分　 「室町・リバーウォーク前」徒歩1分　 年末年始および館内整理日　 有料北九州市立美術館分館 

イベント 期　間（時間は上記） 入　場　料 問合せ先

フジフイルム・フォトコレクション 日本写真史をつくった101人−「私の１枚」 障
明治～平成に国内外で高い評価を受けた日本の写真家の代表作101点を紹介 未定～6/14㈰

一般 ￥1000
高大生 ￥ 600
小中生 ￥ 400

※20名以上の団体料金
　一般￥800　高大生￥400　小中生￥300

北九州市立美術館分館
093（562）3215

小倉北区浅野2-14-5（あるあるCity5F・6F）　 093（512）5077　 11:00～19:00(入館は閉館の30分前まで)
「小倉駅」徒歩2分　 火曜日、館内整理日（6/22～24）、年末年始北九州市漫画ミュージアム 

会場 イベント 期　間 時　間 入　場　料 問合せ先
企
画
展
示
室

関谷ひさしとスポーツマンガの時代～もうひとつの少年マンガ史～ 障
北九州ゆかりのマンガ家・関谷ひさしの画業を所蔵原画からたどる展覧会 3/20㈮・㈷～6/14㈰

一般 ￥1000
中高生 ￥ 500
小学生 ￥ 200

[常設展セット券]
一般 ￥1300　中高生 ￥650　小学生 ￥300

北九州市漫画ミュージアム
093（512）5077

常
設
展
示
室
イ
ベ
ン
ト
コ
ー
ナ
ー

6月漫画体験 障
漫画の模写や塗り絵、ペンの使い方、簡単なデジタル作画など、初心者でも参加できます

6/7㈰
13:30～
16:30

常設展入場料が必要
一般 ￥480

中高生 ￥240
小学生 ￥120

※当日先着20名、途中参加可
27㈯

6月漫画スクール 障
①人物の描き方（「カッコイイイ」「カワイイ」キャラを描こう）
②漫画スクール上級編（ストーリー編）

①6/14㈰
13:00～
16:00

常設展入場料が必要
一般 ￥480

中高生 ￥240
小学生 ￥120

※対象：①小学3年生以上、②中学生以上
※定員各先着20名、要事前申込

②28㈰



11月25日（月）正午 までにご回答ください。
校了日は12月11日（水）です。

2020.  Juneかるかる ジャンルごとに色分けして表記しています

演劇・舞踊　 音楽　 美術・展示　 映像・その他催し
※5月14日現在の情報です
※催しは内容など変更になる場合がございます
　必ず各問合せ先または施設へご確認ください

6 月

3

新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、施設の臨時休館や、催しの中止・延期となる場合がございます
最新の情報は各施設のホームページをご確認ください

イベント 期　間 時　間 入　場　料 問合せ先
アートフラワー教室
布や針金を使って、季節の草花を作ります 6/27㈯ 10:00～

14:00
￥2600

※定員各10名、小学生以下は保護者同伴
平尾台自然の郷
093（452）2715

小倉南区平尾台1-1-1　 093（452）2715　 9:00～17:00（3月～11月）　 「小倉南IC」約20分　 「石原町駅」からタクシー、おでかけ交通で約15分　
「中谷営業所」からタクシー、おでかけ交通で約20分　 火曜日（祝日の場合は翌日休園）、年末年始平尾台自然の郷 

会場 イベント 期　間 時　間 入　場　料 問合せ先

小
ホ
ー
ル ヴェルデ音楽コンクール 6/7㈰ 13:30～

16:00 無　料 ヴェルデ音楽コンクール
092（451）6766

美
術

展
示
室 ～人・水・命～中村哲医師平和パネル展 6/6㈯

～14㈰
9:00～
18:00 無　料 若松区役所総務企画課

093（761）0039
■�若松市民会館予約停止のお知らせ�

若松市民会館は令和３年４月から令和４年３月の間、全館休館し大規模改修工事を実施いたします。同期間中のご利用の予約受付は停止いたします。〈若松市民会館　TEL093（771）8131〉

若松区本町3-13-1　 093（771）8131　 9:00～22:00　 「若松駅」徒歩1分　
「大橋通り」「若松駅」「若松市民会館前」徒歩2分　 年末年始　 110台（共用）　若松市民会館 

若松区ひびきの2-5  学術研究都市　 093（695）3691　 10:00～17:00（展覧会開催時のみ）
市営バス「学研都市ひびきの」徒歩3分　 年末年始現代美術センター CCA北九州 

イベント 期　間（時間は上記） 入　場　料 問合せ先
ジャスフィ・ツェン展　「部屋から届く物語」
米国と中国を拠点とする若手アーティストによる作品をWeb上でも発表

5/18㈪～8/7㈮
（日・祝休み）

無　料
※土曜日は12:00から

現代美術センターCCA北九州
093（695）3691

八幡東区東田2-4-1　 093（681）1011　 9:00～17:00（入館は閉館30分前まで）
「スペースワールド駅」徒歩5分　 「いのちのたび博物館」徒歩1分

6/15～20（害虫駆除）、年末年始　 大型30台、普通300台（有料）　北九州市立いのちのたび博物館（自然史・歴史博物館） 
イベント 期　間（時間は上記） 入　場　料 問合せ先

企画展『福田屋と小倉銘菓「鶴の子」』 障
江戸時代から続いた小倉の菓子商福田屋と銘菓「鶴の子」について紹介 3/29㈰～6/14㈰

要常設展観覧料
大人 ￥600

高大生 ￥360
小中生 ￥240

いのちのたび博物館
093（681）1011

八幡東区桃園3-1-5　 093（671）4566　 9:00～17:00（入館は閉館30分前まで）
「市立児童文化科学館前」徒歩5分　 月曜日（祝日の場合は翌日休館）、年末年始北九州市立児童文化科学館 

会場 イベント 期　間 時　間 入　場　料 問合せ先
プ
ラ
ネ
タ
リ
ウ
ム
屋
上

星の観望の夕べ 障
プラネタリウム観覧後、春の星空を望遠鏡で観察 6/27㈯ 19:30～

21:00

大人 ￥150
中高生 ￥100
小学生 ￥ 70

※中学生以下は保護者の参加が必要　
※先着100名、6/13㈯から電話受付開始

児童文化科学館
093（671）4566

会
議
室

サイエンスショー
「電気や磁石のおもしろ実験」 6/28㈰ 14:00～

14:50 無　料

八幡西区黒崎3-15-3コムシティ3F　 093（644）5206　 9:00～19:00（入館は閉館30分前まで）※企画展により異なる　
「黒崎駅」徒歩1分　 年末年始および館内整理日北九州市立美術館 黒崎市民ギャラリー 

会場 イベント 期　間 時　間 入　場　料 問合せ先

全
展
示
室

親しむ書展
書

6/15㈪
～21㈰

10:00～
18:00

無　料
※6/15㈪は12:00から、
　21㈰は16:00まで

親しむ書（清和支部）
093（671）7248【堺】

北九州地区南北墨画会作品展
水墨画

6/23㈫
～28㈰

10:00～
17:00

無　料
※6/28㈰は15:00まで

西日本墨技学院
090（2854）5257【寺尾】

展
示
室
２

令和展（絵画BGクラブ）
洋画

6/29㈪
～7/5㈰

10:00～
17:00

無　料
※6/29㈪は12:00から、
　7/5㈰は16:00まで

絵画BGクラブ（穴生学舎）
080（6432）0012【田中】

八幡東区西本町1-20-2　 093（661）9130　 10:00～18:00
「八幡駅」徒歩5分　 年末年始北九州市立旧百三十銀行ギャラリー 

イベント 期　間 時　間 入　場　料 問合せ先

古布創作手作り人・展
主催：松家ノ子（谷口美智子）

6/12㈮ 11:00～
17:00 無　料 松家ノ子

090（2088）2366【谷口】13㈯ 10:00～
16:00



Facebookページ  更新中！
メディアサイト『CulCul・かるかる』の更新情況やタイムリーなトピックを
お届けします‼

Facebookにアクセス「CulCul・かるかる」で検索☜

北九州市文化芸術メディアサイト

CulCul・かるかる
●主なコンテンツ
・『CulCul・かるかる』最新号の記事
・イベント情報  ・イベントカレンダー
・文化施設案内 ・かるかるバックナンバー
・関連リンク　ほか

ウェブで情報発信中！

http://www.kitakyushu-culcul.jp
スマホ・パソコンから

この 6月号イベントカレンダーは PDFのみの作成です。情報誌（冊子）はございません。
次回の情報誌（冊子）発行は 7月（7・8月号）です。

11月25日（月）正午 までにご回答ください。
校了日は12月11日（水）です。

ジャンルごとに色分けして表記しています

演劇・舞踊　 音楽　 美術・展示　 映像・その他催し
※5月14日現在の情報です
※催しは内容など変更になる場合がございます
　必ず各問合せ先または施設へご確認ください

障害者手帳減免があります

ジャンルごとに色分けして表記しています

演劇・舞踊　  音楽　   美術・展示　  映像・その他催し
※5月14日現在の情報です
※催しは内容など変更になる場合がございます
　必ず各問合せ先または施設へご確認ください

障害者手帳減免があります

6 月
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新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、施設の臨時休館や、催しの中止・延期となる場合がございます
最新の情報は各施設のホームページをご確認ください

八幡西区黒崎3-15-3　 093（641）9360　 9:00～22:00　
「黒崎駅」徒歩1分　 「黒崎IC」約6分　 年末年始八幡西生涯学習総合センター 

会場 イベント 期　間 時　間 入　場　料 問合せ先
コ
ム
シ
テ
ィ
３
階

マ
ー
メ
イ
ド
広
場

北九州JAZZ BOSSA-NOVA CLUB
音楽のある街づくり　ミニコンサート
毎月第２土曜日に、ジャズやボサノバなどを演奏するミニコンサートを実施

6/13㈯ 12:00～
13:00 無　料 北九州JAZZ BOSSA-NOVA CLUB

093（671）0411【石橋】

八幡西区黒崎3-15-3コムシティ7F　 093（642）5555　 10:00～19:00
「黒崎駅」徒歩1分　 「黒崎バスセンター」徒歩1分　 6/3、17北九州市立子どもの館 

会場 イベント 期　間 時　間 入　場　料 問合せ先

館
外

黒崎たんけん隊
黒崎たんけん隊になって、黒崎の名所や歴史について学ぼう！ 6/14㈰ 13:00～

16:00
無　料

※対象：小中学生親子
※先着15組、5/24㈰から
　電話受付開始

北九州市立子どもの館
093（642）5555

会場 イベント 期　間 開　演 入　場　料 問合せ先
企
画
展
示
室

よみがえる北九州の城郭～城郭模型が伝える名城の魅力 障
黒田長政が築いた「筑前六端城」といわれる黒崎城などの城郭模型を展示 4/29㈬・㈷～6/28㈰

一般 ￥240
高校生 ￥120

小中学生 ￥ 60
※6/14㈰の「わらべの日」は
　小中学生入館無料

北九州立長崎街道木屋瀬宿記念館
093（619）1149

こ
や
の
せ
座

三代目藤ひろし自主公演『ひろしプロジェクトvol. ７』 6/20㈯
12:00

￥3500 090（8830）0730【松岡】
17:30

八幡西区木屋瀬3-16-26　 093（619）1149　 9:00～17:30（入館は17:00まで）　 「筑前植木駅」徒歩15分
（筑豊電鉄）「木屋瀬駅」徒歩5分　 九州自動車道「八幡IC」、北九州都市高速「馬場山ランプ」約10分

月曜日（祝日の場合は翌日休館）、年末年始北九州市立長崎街道木屋瀬宿記念館 

戸畑区西鞘ヶ谷町21-1　 093（882）7777　 9:30～17:30（入館は閉館30分前まで）　
「美術館口」徒歩10分、「七条」「美術館口」より無料シャトルバス運行　 210台　

月曜日(祝日・振替休日の場合翌日休館)、年末年始北九州市立美術館本館 
会場 イベント 期　間（時間は上記） 入　場　料 問合せ先
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

展
示
室

コレクション展Ⅰ　特集 シュルレアリスムを感じる７つの要素 障
イメージの力を喚起するための７つの要素を切り口に、コレクションの新たなみかたを探る 5/16㈯～7/26㈰

一般 ￥300
高大生 ￥200
小中生 ￥100

※20名以上の団体料金
　一般￥240　高大生￥160　小中生￥80

北九州市立美術館
093（882）7777




