
9月6日（金） までにご回答ください。
校了日は9月13日（金）です。

2019.  October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
※９月13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

10 月

1

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

大
ホ
ー
ル

北九州交響楽団第122回定期演奏会 10/6㈰ 15:00
14:20開場

一般 ￥1300
学生（大学生以下） ￥ 800
※当日￥200増　※全席自由

北九州交響楽団事務局
（ディーキューブギャラリー内）

093（533）3456

福岡県合同高学年部例会「Challeng・ed」（東京芸術座） 10/14㈪・㈷ 18:30
会　費

※ 対象：小学生以上　※子ども
劇場会員でない方はお問い合
わせください　※全席指定

北九州子ども劇場
093（884）3834

小中学生向け薬物乱用防止キャンペーン�第11回2019ダンスフェスティバル 10/19㈯ 12:30 無　料
※全席自由

北九州市教育委員会　学力・体力向上推進室
093（582）3445

第31回童謡まつり＆合唱音楽祭 10/26㈯ 13:00 一般　￥1000
※中学生以下無料　※全席自由

小倉工業倶楽部
093（541）2114【石丸】

NODA・MAP�第23回公演�「Q�:�A�Night�At�The�Kabuki」
作・演出 野田秀樹 音楽 QUEEN
謎が謎を呼ぶ“4人のロミジュリ”、クイーンが、NODA・MAPに降臨！

10/31㈭
～11/1㈮ 19:00 S席 ￥12000

A席 ￥ 8500
サイドシート ￥ 5700

サイドシート25歳以下 ￥ 3000
高校生割引シート ￥ 1000

※ 対象：小学生以上　
※ 予定枚数終了、ただし高校生割引

シートは9/22㈰発売　※全席指定

北九州芸術劇場
093（562）265511/2㈯

13:00

18:00

3㈰・㈷～
4㈪・㉁ 13:00

中
劇
場

トリオ・ロス・ファンダンゴス 10/5㈯ 18:30 S席 ￥3800　A席 ￥3000
※対象:小学生以上　※全席指定

北九州労音
093（571）0227

文化講演会「柳亭燕路・古今亭文菊二人会」 10/12㈯ 13:00 無　料
※要事前申込　※全席自由

（一財）北九州市教職員互助会
093（941）5897【矢富】

北九州市民劇場10月例会　テアトル・エコー「八月の人魚たち」

10/13㈰ 15:00

会　費

※対象：小学生以上
※ 市民劇場会員でない方はお問い

合わせください　※全席指定

北九州市民劇場
093（541）0075

14㈪・㈷ 14:00

15㈫
14:00

18:30

24㈭ 19:00

25㈮ 14:00

26㈯ 12:30

北九州子ども劇場10月低学年部例会
「スクラム☆ガッシン準備完了！第2号計画！」（劇団風の子） 10/20㈰ 18:00

会　費
※ 子ども劇場会員でない方はお問

い合わせください　※全席指定

北九州子ども劇場
093（884）3834

北九州少年合唱隊第33回定期演奏会 10/27㈰ 15:00 ￥1000
※全席自由

北九州少年合唱隊
090（3323）1774【井上】

小
劇
場

夢語り千夜「あらしのよるに」出演きむらゆういち×語り部靜によるコラボレーション 10/4㈮ 18:30
一般 ￥2800

学生（大学生以下） ￥1400
※対象：小学生以上　※当日￥200増
※全席自由

夢語り千夜事務局
080（1741）8678

北九州子ども劇場10月乳幼児部例会「うたのたね」（山の音楽舎） 10/6㈰
11:00 会　費

※ 対象:4歳未満　※子ども劇場会員で
ない方はお問い合わせください　

※開場は各回開演10分前　※全席自由

北九州子ども劇場
093（884）383415:00

北九州芸術劇場＋市民共同創作リーディング　
「Re：北九州の記憶」
北九州で暮らす高齢者から生まれた“記憶の物語”

10/13㈰
～14㈪・㈷ 14:00 ￥1000

※対象：小学生以上　※全席自由

北九州芸術劇場
093（562）2655

レ・ミル�フルール　シャンソンコンサートvol.12 10/17㈭ 14:00 無　料
※全席自由

レ・ミル フルール上野教室
080（3953）4019【上野】

島田亜希子マリンバコンサートvol.13 10/18㈮ 19:00 一般 ￥2000
※当日￥500増　※全席自由

090（3882）4445【島田】

劇団20周年記念企画FINAL�劇団C4第26回公演「エスケープ」
10/26㈯

14:00 一般 ￥2500
学生（高校生以下） ￥1500

※対象：小学生以上　※当日￥500増　
※全席自由

劇団C4
093（931）8108【大福】19:00

27㈰ 13:00

イベント 期　間（時間は上記） 入　場　料 問合せ先
カリグラフィー作品展
書道・カリグラフィー 9/25㈬～10/1㈫ 無　料 インクスティン

093（941）6196

第70回（平成31年度）小倉北区民美術展　公募展
油彩・水彩・日本画・水墨画・書道・写真・彫刻・染色 10/3㈭～8㈫ 無　料 小倉北区役所コミュニティ支援課

093（582）3322

第2回わいわいフォト研究会写真展
写真 10/16㈬～22㈫・㈷ 無　料 わいわいフォト研究会

090（2583）3810

北九州写真協会展
写真 10/23㈬～29㈫ 無　料 北九州写真協会

080（3223）3951

クラブ写真展
写真 10/30㈬～11/5㈫ 無　料 写研・虹の会

093（581）5521

全日写連福岡県本部　門司港初夏の大撮影会　入賞作品展�
福岡県本部役員作品展
写真

10/30㈬～11/5㈫ 無　料 全日本写真連盟
090（4800）4127

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 



9月6日（金） までにご回答ください。
校了日は9月13日（金）です。
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障害者手帳減免があります

10 月

2

イベント 期　間 開　演 入　場　料 問合せ先

2019北九州国際音楽祭
ダン・タイ・ソン[ピアノ] 10/6㈰ 15:00

S席 ￥5000
A席 ￥3500

U-25（A席、要証明） ￥2000
※対象:小学生以上　※当日各￥500増
※全席指定　※A席＝2階ステージ周り席

北九州国際音楽祭事務局
093（663）6567

2019北九州国際音楽祭
森�麻季[ソプラノ]、鈴木優人[チェンバロ&ピアノ] 10/12㈯ 15:00

指定席 ￥4000
一般自由席 ￥3500

U-25自由席（要証明） ￥2000
ペア自由席（前売りのみ） ￥6000
※対象:小学生以上　※当日各￥500増
※自由席セット券対象￥6000　
※指定席売り切れ

フェッロ・マンドリーノ北九州�第77回定期演奏会
（旧:新日鐵住金マンドリン合奏団）
アルルの女、九州民謡メドレー、群炎工　ほか

10/13㈰ 14:00 一般 ￥500

※全席自由

フェッロ・マンドリーノ北九州
090（9408）1492【岩井】

大蔵マイドリーム混声合唱団20周年記念コンサート
三つのわらべうた、遠い日の歌、少年時代　ほか 10/14㈪・㈷ 15:00 一般 ￥1000

※全席自由
大蔵マイドリーム混声合唱団

090（1164）5818【田中】

第73回全日本学生音楽コンクール�北九州大会本選 10/18㈮
～20㈰

お問い合わせ
ください

一般 ￥2000
学生（小～大学生） ￥1500
※対象:小学生以上　※全席自由

毎日新聞西部本社事業部
093（511）1119【福田】

響ホールワンコインコンサート�vol.18�前田啓太（打楽器） 10/23㈬ 11:45 一般 ￥500
※対象:小学生以上　※全席指定

響ホール音楽事業課
093（663）6661

2019北九州国際音楽祭
マイスター・アールト×ライジングスター�オーケストラ 10/27㈰ 15:00

S席 ￥5000
A席 ￥3500

U-25（A席、要証明） ￥2000
※対象:小学生以上　※当日各￥500増　
※全席指定

北九州国際音楽祭事務局
093（663）6567

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 

イベント 期　間 時　間 入　場　料 問合せ先

仙厓と禅の美� 障
博多・聖福寺の住持として活躍した仙厓（せんがい）の、禅画や墨蹟を紹介 10/11㈮～12/15㈰

一般 ￥700
高・大学生 ￥500

※中学生以下無料（保護者同伴） 出光美術館（門司）
093（332）0251

列品解説（仙厓と禅の美）
学芸員が展示作品を分かりやすく解説します

10/13㈰ ①11:00
②14:00

無　料

※入場料が必要27㈰

門司区東港町2-3　 093（332）0251　 10:00～17:00（入館は閉館30分前まで）　「門司港駅」徒歩8分　
「門司IC」約10分　 月曜日（ただし月曜日が祝日および振替休日の場合は開館）、展示替期間、年末年始出光美術館（門司） 門司

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（93）　埋蔵文化財速報展
「洞海湾最奥部の集落と塩づくり―八幡西区左近田遺跡の発掘調査から―」
左近田遺跡から出土した古墳時代～中世の遺物60点を展示します

8/20㈫～12/22㈰ 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 開　演 入　場　料 問合せ先

天空ジャズ 10/5㈯ 18:30
門司港レトロ展望室入館料必要

大人 ￥300
小中学生 ￥150

門司港レトロ総合インフォメーション
093（321）4151

門司区東港町1-32　 093（321）4151　 10：00～22：00（カフェは20：30まで※天空ジャズ開催日以外のカフェの営業時間は
「関門海峡＆門司港レトロ」ホームページをご確認ください）、入館は閉館30分前まで　「門司港駅」徒歩5分　 年４回門司港レトロ展望室 門司

会場 イベント 期　間 開　演 入　場　料 問合せ先
ホ
ー
ル 第69回門司区文化祭　民謡発表会 10/27㈰ 13:00 無　料 門司文化団体連合会

093（331）6232

門司区老松町3-2　 093（321）2907　 9:00～22:00　「門司港駅」徒歩13分　
「関門トンネル車道口」徒歩2分　「レトロ東本町１丁目」徒歩3分　 年末年始門司市民会館 門司

会場 イベント 期　間 開　演 入　場　料 問合せ先

1
階

多
目
的
ホ
ー
ル

夢とロマンの帆船模型展
かつて世界の海を航行していた帆船の精巧な模型を展示いたします

9/28㈯～
10/20㈰ 10:00 無　料

門司港レトロ
総合インフォメーション

093（321）4151栄光のグループサウンズ
懐かしのグループサウンズをGS CLUB BANDの演奏で♪ 10/27㈰ 12:00

￥1000
※ 展示エリア入場券・ワンド

リンク付き

門司区西海岸1-3-3　 093（331）6700　 10:00～18:00、土日祝は20:00まで　
「門司港駅」徒歩5分　 年５回関門海峡ミュージアム 門司

会場 イベント 期　間 開　演 入　場　料 問合せ先

2
階
ホ
ー
ル

マンスリージャズ
The trio 10/13㈰ 14:00 無　料 門司港レトロ

総合インフォメーション
093（321）4151映画音楽コンサート～松永室長を偲んで～ 10/27㈰ 14:00 ￥500

※対象：小学生以上

門司区西海岸1-3-5　 093（322）5020　 9:00～17:00　
「門司港駅」徒歩5分　 年４回旧大連航路上屋 門司



9月6日（金） までにご回答ください。
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3

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）アルモニーサンク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

北九州市民文化大学　文化講演会「秋川雅史」氏 10/12㈯ 13:30 関係者
（随時募集）

北九州市民文化大学
093（522）5008

北九州聖楽研究会�創立50周年記念演奏会
マタイ受難曲BWV244（全曲）J.S. BACH 10/20㈰ 15:30

指定席 ￥4000
自由席（一般） ￥3000
自由席（学生） ￥1000

※当日￥500増（学生を除く）

北九州聖楽研究会
090（5478）9401【野口】

ザ・デイサービス・ショウ2019～ It’s�Only�Rock’n�Roll ～
グランドフィナーレを迎えるコメディミュージカル 10/24㈭ 14:00 全席指定 ￥6000 北九州ソレイユホール

093（592）5405

北九州市立高等学校吹奏楽部　第45回定期演奏会 10/26㈯ 18:00 全席自由 ￥800 北九州市立高等学校
093（881）5440

イベント 期　間（時間は上記） 入　場　料 問合せ先
戦争映画資料展
戦争映画、戦時中の映画館の資料などを展示 7/10㈬～10/6㈰ 無　料

松永文庫
093（331）8013「男はつらいよ」映画資料展

27年ぶりの新作公開を記念して関連資料を展示 10/9㈬～1/13㈪・㈷ 無　料

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）松永文庫 門司

会場 イベント 期　間（時間は上記） 入　場　料 問合せ先
到
津
の

森
公
園

マジカルハロウィン
オレンジや黒のハロウィンカラーで園内を彩り、さまざまなイベントを行います 10/2㈬～31㈭ 無　料

※別途入園料が必要
到津の森公園

093（651）1895

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※10/22は開園到津の森公園 

イベント 期　間（時間は上記） 入　場　料 問合せ先
村上�綾作品展
ご当地マンホール蓋の蒔絵など、漆作品約10点を展示 10/22㈫・㈷～27㈰ 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（ただし10/22は開館、10/23は休館）、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

「パタリロ！」100巻達成記念　魔夜峰央原画展� 障
漫画家・魔夜峰央の業績を約300点の美麗な原画で振り返る展覧会 9/21㈯～11/10㈰

一般 ￥900
中高生 ￥400
小学生 ￥200

※常設展セット券
　一般￥1200　中高生￥550　小学生￥300

北九州市漫画ミュージアム
093（512）5077

常
設
展
示
室

ミ
ニ

ギ
ャ
ラ
リ
ー

『ワイルド７』2019展　～ BORN�TO�BE�WILD～� 障
望月三起也の代表作で、北九州ロケの映画でも知られる「ワイルド7」の原画展 9/7㈯～11/7㈭

常設展入場料が必要
一般 ￥480

中高生 ￥240
小学生 ￥120

常
設
展
示
室
イ
ベ
ン
ト
コ
ー
ナ
ー

10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

10/13㈰
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
19㈯

漫画家対談：リアド・サトゥフ＆じゃんぽ～る西� 障
自身のルーツを背景に、パリでの生活や文化を通してみえたものを語ります 10/14㈪・㈷ 14:00～

15:30

常設展入場料が必要
一般 ￥480

中高生 ￥240
小学生 ￥120

※定員先着30名、要事前申込

10月漫画スクール� 障
①色の塗り方（きれいなカラー絵を描こう）　②人物の描き方（キャラクターの描き分け）

①10/22㈫・㈷
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：小学3年生以上　
※定員各先着20名、要事前申込

②10/27㈰

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

ルミエール特別協賛　森のささやきが聞こえますか～倉本聰の仕事と点描画展～� 障
「北の国から」「やすらぎの刻～道」の脚本家・倉本聰の仕事と点描画を紹介 9/9㈪～10/20㈰

一般 ￥1200
高大生 ￥ 800
小中生 ￥ 600

※ 20名以上の団体料金 
一般￥1000　高大生￥600　小中生￥400 北九州市立美術館分館

093（562）3215

西元祐貴�北九州のキセキ展� 障
世界的な注目を集める墨絵アーティスト西元祐貴の初個展。約100点展示 10/27㈰～12/26㈭

一般 ￥1200
高大生 ￥ 800
小中生 ￥ 500

※ 20名以上の団体料金 
一般￥1000　高大生￥600　小中生￥300



9月6日（金） までにご回答ください。
校了日は9月13日（金）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
※９月13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

10 月

4

小倉北区城内1-2　 093（582）2747　 9:00～18:00（4月～10月）入館は閉館30分前まで
「小倉駅」徒歩15分、「西小倉駅」徒歩10分　 なし　北九州市立小倉城庭園 

会場 イベント 期　間 開　演 入　場　料 問合せ先

企
画

展
示
室

覗いてみたい！となりの茶の湯～周防・長門国に伝わるたからもの～� 障
周防・長門国に伝わる茶道具を紹介します 9/14㈯～11/24㈰

一般 ￥350
中高生 ￥200
小学生 ￥100 小倉城庭園

093（582）2747研
修
室

講演会「毛利秀元の茶の湯」� 障
茶人大名として名を馳せた秀元の茶の湯を紹介します 10/27㈰ 14:00

一般 ￥350
中高生 ￥200
小学生 ￥100

会場 イベント 期　間 開　演 入　場　料 問合せ先

図
書
室

ビデオるーむ
子ども向けアニメの上映 10/13㈰ 14:00 無　料

※未就学児は保護者同伴 北九州市立こども文化会館
093（592）4152おはなしワールド

絵本の読み聞かせ、紙芝居、手遊びなど　出演：おはなしポケット 10/26㈯ 14:00 無　料
※未就学児は保護者同伴

小倉北区下到津4-3-2　 093（592）4152　 9:00～17:00　 「小倉北特別支援学校」徒歩1分、「下到津」徒歩5分　
月曜日（祝日の場合は翌日休館）、年末年始　 20台北九州市立こども文化会館（併設到津市民センター） 

会場 イベント 期　間 開　演 入　場　料 問合せ先

ホ
ー
ル

倉橋富子フラメンコスタジオ公演 10/5㈯ 17:00 ¥3000 092（573）8321【倉橋】

池端克章　全国ツアー北九州公演
音楽コンサート 10/27㈰ 14:00 ¥3000 株式会社BESTIE

093（342）8434

小倉北区大手町11-4　 093（583）3939　 9:30～21:30　 「西小倉駅」徒歩15分　
「ソレイユホール・ムーブ前」徒歩1分　 所内整理日（毎月最終木曜日及び年4回の第2木曜日）、年末年始　 有料北九州市立男女共同参画センター・ムーブ 

小倉北区城内4-1　 093（571）1505　 9:30～18:00（入館は閉館の30分前まで）
「小倉駅」徒歩15分、「西小倉駅」徒歩10分　「勝山公園（市立文学館前）」徒歩1分　
月曜日（祝日の場合は翌日休館）、年末年始北九州市立文学館 

■�北九州市立文学館休館のお知らせ�
北九州市立文学館は展示リニューアルへ向けた改修等工事のため休館します。（休館期間：2019年9月2日から2020年3月下旬）〈北九州市立文学館　TEL093（571）1505〉

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

斜森博行　ステンドグラス・グラスジュエリー展 9/25㈬～10/1㈫ 無　料

小倉井筒屋　画廊
093（522）2521

塗装職人アート�Shin�作品展�ーWAVE（波動）ー 10/2㈬～8㈫ 無　料

竹久夢二・米倉斉加年　版画展 10/9㈬～15㈫ 無　料

中川原哲治・惠子＆里彩　染織布展 10/16㈬～22㈫・㈷ 無　料

白石貴士絵画展 10/23㈬～29㈫ 無　料

新
館
7
階
小
画
廊

～やまのこえ　かぜのいろ～久木朋子木版画展 9/25㈬～10/1㈫ 無　料

小泉憲冶　アート展 10/2㈬～8㈫ 無　料

ーイマジネーションの世界に遊ぶー　宮下純郎　作品展 10/9㈬～15㈫ 無　料

～具象と抽象の間で～　芳澤一夫　個展 10/16㈬～22㈫・㈷ 無　料

～遊牧民の絨毯～　キリム＆ギャッペ 10/23㈬～29㈫ 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　 不定休小倉井筒屋 

小倉北区城内2-1　 093（561）1210　 9:00～18:00（4月～10月）入館は閉館の30分前まで
「小倉駅」徒歩15分、「西小倉駅」徒歩10分　小倉城 

会場 イベント 期　間（時間は上記） 入　場　料 問合せ先

天
守
閣
4
階

Miori�Arts　絵画展� 障
優しい色と心温まる言葉で人気のイラストレーター Mioriさんの絵画展 9/18㈬～10/16㈬

一般 ￥350
中高生 ￥200
小学生 ￥100

小倉城
093（561）1210

第61回小倉城まつり　生花展� 障
小倉北花道協会による生花展 10/19㈯～20㈰

一般 ￥350
中高生 ￥200
小学生 ￥100

つまようじ名城展� 障
つまようじを使って精巧なお城を作り上げる坂口誓司さんの個展 10/23㈬～11/20㈬

一般 ￥350
中高生 ￥200
小学生 ￥100

イベント 期　間 時　間 入　場　料 問合せ先
クリスマス絵柄ポーセリンアート体験
白い器にシール感覚でクリスマス絵柄をつけます（焼き上がり：12月中旬） 10/13㈰ 11:00～

16:00
マグカップ・お皿  ￥1300
カップ＆ソーサー ￥2100

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 



9月6日（金） までにご回答ください。
校了日は9月13日（金）です。

2019.  October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
※９月13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

10 月

5

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
マリナ・アブラモヴィッチ展　「The�Hunt（1998）�ハント」
ニューヨークで活躍中のアーティストによる映像作品の展示

10/28㈪～12/6㈮
（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

小倉南区若園5-1-5　 093（931）1286　 9:00～22:00　 「小倉南区役所」徒歩1分、「企救中学校前」徒歩2分
（モノレール）「北方駅」徒歩12分　 月曜日（祝日の場合は翌日休館）、年末年始小倉南生涯学習センター 

会場 イベント 期　間 開　演 入　場　料 問合せ先

大
ホ
ー
ル

小倉南区文化祭　民謡大会
民謡・民舞・歌謡・太鼓・津軽三味線 10/6㈰ 9:30 無　料 小倉南民謡協会

093（963）1001【大楠】

第45回�小倉南文化祭�吟詠剣詩舞大会 10/13㈰ 10:00 無　料 小倉吟詠剣舞連盟事務局
090（3463）0808【冨永】

第42回�小倉南文化連盟文化祭�民踊大会 10/20㈰ 10:30 ￥300 小倉南民踊協会
093（961）0476【石原】

第31回�ハートフルコンサート
障がい者との音楽をとおしての交流 10/27㈰ 13:00 無　料 NPO法人百瀬ミュージック事務局

080（5211）1198【塩田】

展
示
コ
ー
ナ
ー

秋のいけばな展 10/5㈯
～6㈰

9:00～
17:00

無　料
※10/6㈰は16:00まで

華道協会
093（951）3676【原口】

柳史俳画展 10/22㈫・㈷
～27㈰

9:00～
17:00

無　料
※10/22㈫・㈷は11:00から、27㈰は16:00まで

北九州柳史俳画会
090（7159）2416【築別（つきわけ）】

小倉南美術協会工芸部�作品展
創作フラワー等

10/29㈫
～11/4㈪・㉁

9:00～
17:00

無　料
※10/29㈫は13:00から、11/4㈪・㉁は15:00まで

小倉南美術協会工芸部
093（452）3082

会場 イベント 期　間 時　間 入　場　料 問合せ先
大
ホ
ー
ル

若松区文化祭　若松区民音楽会 10/27㈰ 14:00～
16:30 ￥500 093（771）2092【武石】

小
ホ
ー
ル

若松区文化祭　吟詠剣詩舞大会 10/20㈰ 10:00～
16:00 無　料 093（791）3595【平安】

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 

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
年末年始、６月下旬頃（約１週間）　 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 開　演 入　場　料 問合せ先

北九州市・大連市友好都市締結40周年記念企画展「大連今昔の旅�2019」� 障
中国屈指の貿易都市・大連市の歴史と現在の姿を「今昔の旅」に見立て紹介 7/6㈯～10/14㈪・㈷

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

企画展「北九州の木製品―木と人々の暮らし―」� 障
遺跡出土の木製品を展示し、木と人々の暮らしについて考えます 7/6㈯～10/14㈪・㈷

要常設展観覧料
大人 ￥600

高大生 ￥360
小中生 ￥240

企画展「郷土の織物　小倉織」� 障
明治から昭和初期の資料をもとに小倉織伝承会が復元した反物、袴を展示 7/6㈯～10/14㈪・㈷

要常設展観覧料
大人 ￥600

高大生 ￥360
小中生 ￥240

ジオハイキング「恐竜時代の大地！皿倉山ウォーキング」
ハイキングをして、皿倉山の成り立ちを楽しく学び、恐竜時代に思いをはせる 10/6㈰ 13:00

保険代 ￥50
※対象：小学生以上　※小学生は保護者の参加が必要
※要事前申込、定員15組（抽選）、9/22㈰締め切り　
※会場：皿倉山・権現山

秋の特別展「九州発！棟方志功の旅　彫り起こされた足跡と交流」
版画家・棟方志功の九州での足跡や交流に焦点をあてた展覧会 10/12㈯～12/1㈰

大人 ￥800
高大生 ￥500
小中生 ￥400

※常設展は別途料金が必要
※常設展とのセット券あり

秋の特別展関連イベント　オープニング記念講演会「旅の人　棟方志功」
講師：棟方志功研究家　石井頼子氏 10/12㈯ 13:30

無　料
※小学生以下は保護者の参加が必要
※定員200名（当日先着）

たいけん講座「博物館のそばにやってくる野鳥を見てみよう」
身近な野鳥について室内で学んだあと、博物館の周りで実際に探して観察する 10/13㈰ 10:00

保険代 ￥50
※対象：小学生以上　※小学生は保護者の参加が必要
※要事前申込、定員20名（抽選）、9/29㈰締め切り

秋の特別展関連イベント「ギャラリートーク」
特別展会場にて担当学芸員が見どころを解説します 10/19㈯ 13:00 要特別展入場料

※小学生以下は保護者の参加が必要

室内講座「いのちのたび子ども教室（後期）」
博物館の特色を生かした体験活動などを行い、自然や文化について学習します

10/26㈯
～1/25㈯ 13:30

保険代（全6回分） ￥300
※対象：小学4年生～中学3年生　
※おおむね第2、4土曜日に開催
※要事前申込、定員20名（抽選）、10/10㈭締め切り

秋の特別展関連イベント「ハロウィン☆ナイトミュージアム」
ハロウィン仕様に装飾した夜の博物館内と特別展を観覧します 10/26㈯ 18:00

大人 ￥800
高大生 ￥500
小中生 ￥400

※小学生以下は保護者の参加が必要
※ セブンチケットにて販売

室内講座「植物細密画を描いてみよう！」
初心者向けに、描きかたの基本と要点を段階に分けて指導します 10/27㈰ 13:00

用紙・資料代 ￥200
※対象：小学生以上　※小学生は保護者同伴
※ 要事前申込、定員24名（抽選）、10/13㈰締め切り



9月6日（金） までにご回答ください。
校了日は9月13日（金）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
※９月13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

10 月

6

八幡東区東田2-2-11　 093（663）5411　 平日9:00～19:00、土・日・祝日17:00まで（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3分
月曜日（祝日の場合は翌日休館）、年末年始　 大型30台、普通300台（有料）　北九州イノベーションギャラリー（産業技術保存継承センター） 

会場 イベント 期　間 時　間 入　場　料 問合せ先
企
画
展
示

ギ
ャ
ラ
リ
ー

秋企画展「いろ色ひろがる印刷展」� 障
身の回りの印刷技術とアート作品を多数展示します 10/12㈯～12/22㈰

大人 ￥300
小人（小中学生） ￥100

※対象：4歳以上　※小学生未満無料 北九州イノベーションギャラリー
093（663）5411

プ
レ
ゼ
ン

テ
ー
シ
ョ
ン

ス
タ
ジ
オ

市民セミナー「平成筑豊鉄道「ことこと列車」はなぜ大好評なのか？」
地域とともにローカル鉄道のブランド化を図ることについて河合賢一社長が語る 10/19㈯ 13:00～

14:30
無　料

※対象：小学生以上

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 開　演 入　場　料 問合せ先

pleiades�―プレアデス―　アコースティック�オールディーズライブ
1950～60年代（昭和30年代）に生まれた懐かしいポップスナンバー

10/5㈯ 15:00
無　料 プレアデス

090（3666）0219【大峰】6㈰ 13:00

汽水域（現代美術作品20点を展示） 10/13㈰～20㈰ 無　料
※10/20㈰は16:00まで

汽水域実行委員会
093（651）6574【中村】

パッチワーク展 10/24㈭～26㈯ 無　料
※10/26㈯は16:00まで

てづくりくらぶ
090（8623）9232【峯】

「こころの花」書・作品展 10/31㈭～11/4㈪・㉁ 無　料
※11/4㈪・㉁は16:00まで

こころの花
093（613）0516【中川】

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、季節の星空を望遠鏡で観察します 10/12㈯ 18:30～

20:00

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、9/28㈯から電話受付

開始
児童文化科学館
093（671）4566大

集
会
室

サイエンスショー
ドライアイスを使って−80℃の世界 10/13㈰ 14:00～

14:50 無　料

秋の子ども文化劇場
子ども向けの紙芝居や手あそびなどを行います 10/20㈰ 14:00～

14:50 無　料

会
議
室

第62回福岡県児童生徒　発明くふう展
小学生から中学生までの発明作品を展示します 10/22㈫・㈷～27㈰ 無　料

※10/22㈫・㈷は13:30から

八幡東区尾倉2-6-6　 093（661）1122　 9:00～21:00、日曜日は17:00まで
「八幡駅」徒歩10分　「八幡駅入口第一・第二」、「市立八幡病院」徒歩5分
月曜日、祝日、年末年始北九州市立西部勤労婦人センター（レディスやはた） 

会場 イベント 期　間 時　間 入　場　料 問合せ先
体
育
室

開館42周年記念講演会　テレビキャスター�山本カヨ氏をむかえて
「絆」～自分らしい生き方と支え合う喜び～ 10/26㈯ 10:30～

12:00
無　料

※要事前申込、8/21㈬から受付開始 北九州市立西部勤労婦人センター
（レディスやはた）
093（661）1122能

舞
台

レディスやはたフェスティバル　能舞台企画　狂言「萩大名」
出演：八幡大蔵会 10/27㈰ 13:00～

14:00
無　料

※要事前申込、9/5㈭から受付開始

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　 10/2、16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
イ
ベ
ン
ト
ひ
ろ
ば
・

み
ん
な
の
ひ
ろ
ば

列車体験JR�in�子どもの館
JR九州とのコラボ企画です。ミニ列車に乗ったり、運転を体験したりしよう！ 10/6㈰ 13:00～

16:00
無　料

※ 対象：一日フリーパス券または
３ヵ月会員パスお持ちの方

北九州市立子どもの館
093（642）5555

会場 イベント 期　間（時間は上記） 入　場　料 問合せ先
企
画
展
示
室

第74回企画展「木屋瀬宿　伝統の祭り」� 障
木屋瀬の町に今も残る、お祭りや伝統文化、その歴史を紹介・展示します 10/26㈯～12/22㈰

一般 ￥240
高校生 ￥120

小中学生 ￥ 60
長崎街道木屋瀬宿記念館

093（619）1149

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 

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

10/12㈯ 12:00～
13:00 無　料 北九州JAZZ BOSSA-NOVA CLUB

093（671）0411【石橋】



9月6日（金） までにご回答ください。
校了日は9月13日（金）です。

2019.  October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
※９月13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

10 月

7

八幡西区岸の浦2-1-1　 093（621）4566　 9:00～22:00
「黒崎駅」徒歩10分　（筑豊電鉄）「黒崎駅前」徒歩10分　「熊手四ツ角」徒歩1分
北九州都市高速「黒崎IC」5分　 年末年始

黒崎ひびしんホール
（北九州市立黒崎文化ホール）　  

会場 イベント 期　間 開　演 入　場　料 問合せ先

大
ホ
ー
ル

穴生学舎混声合唱団つばさ第22回定期演奏会 10/6㈰ 14:30 無　料
※入場整理券発行

穴生学舎混声合唱団つばさ
093（981）5720【内野】

サンタさん応援！吹奏楽ポップスコンサート 10/14㈪・㈷ 14:00 ￥1500
※膝上観覧無料　※全席自由

（一社）北九州青年経営者会議
093（863）0157

北九州マンドリン合奏団第46回定期演奏会 10/20㈰ 14:30 ￥500
※65歳以上、中学生以下無料

北九州マンドリン合奏団
090（1161）9188【川橋】

八幡東区秋季総合文化祭　八幡日本舞踊協会　秋の文化祭 10/27㈰ 11:00 ￥3000 八幡日本舞踊協会（藤間胡豊）
090（6423）7540

中
ホ
ー
ル

女たちの心意気　日本の女流画家展 10/4㈮
～6㈰

10:00～
18:00

無　料
※10/6㈰は17:00まで

㈱WAO！
0120（00）1286

第51回新きたきゅう音楽塾�in�黒崎　身近な和楽器「お筝」をもっと気軽に
～時代の流れによる楽器の組み合わせと曲の変化～
宮本直美（箏・三絃）　鳥養順子（箏・十七絃）　山本聡美（箏）

10/10㈭ 13:00 ￥500 黒崎ひびしんホール
093（621）4566

すみれの会　ピアノ発表会 10/13㈰ 13:00 無　料 090（1871）9860

Piano�Concert�2019　～北欧の調べ　Solo＆Duo 10/19㈯ 14:00
￥1000

※対象：小学生以上　
※ 小学生未満は保護者の責任

で同伴可

「ぱすとらーれ」の仲間たち
090（1974）1482【大谷】

合唱の街・北九州　黒崎ひびしんうたごえホール
～みんなで楽しく歌いましょう～ 10/24㈭ 13:00 ￥500 黒崎ひびしんホール

093（621）4566

Felice（フェリーチェ）声楽発表会 10/26㈯ 14:00 無　料 Felice（フェリーチェ）
093（611）4155【江崎】

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

第54回�八幡美術公募展
洋画・日本画・版画・染色

10/22㈫・㈷
～27㈰

9:30～
17:00

無　料
※10/27㈰は16:00まで

八幡美術協会
093（651）0690【津國】

展
示
室
１

第31回�九州千歳会刻字展
書（刻字）

10/1㈫
～6㈰

9:00～
17:00

無　料
※10/1㈫は13:00から、
6㈰は16:00まで

九州千歳会
093（471）1701【南屋】

八幡西写真展
写真

10/8㈫
～13㈰

9:00～
17:00 無　料 八幡西写真連盟

093（741）5931【𠮷浦】

日本風景写真協会�福岡第二支部「2019写真展」
写真

10/14㈪・㈷
～20㈰

9:00～
18:00

無　料
※10/14㈪・㈷は12:00から、
20㈰は16:00まで

日本風景写真協会 福岡第二支部
093（662）5256【髙田】

絵画クラブ「風の会」第７回作品展
洋画

10/28㈪～
11/3㈰・㈷

9:00～
17:00

無　料
※10/28㈪は12:00から、
11/3㈰・㈷は16:00まで

絵画クラブ「風の会」
093（692）6516【伊藤】

展
示

室
２ 宇宙人からのメッセージ上映＆パネル展 10/7㈪ 11:00～

16:30 無　料 JRM福岡
080（5888）3137【宮原】

戸畑区汐井町1-6　 093（871）7200　 9:00～22:00
「戸畑駅」徒歩1分　「戸畑駅」徒歩1分　 年末年始戸畑市民会館（ウェルとばた内） 

会場 イベント 期　間 開　演 入　場　料 問合せ先

大
ホ
ー
ル

北九州秋季芸術祭　三曲演奏会
箏・三絃・尺八の古曲・新曲の演奏会です 10/6㈰ 11:00 ￥1000

※対象：小学生以上
北九州三曲協会

0979（82）4103【浅成】

平成31年度戸畑区文化祭　邦舞の会
清元　卯の花・清元　神田祭・長唄　住吉踊り・清元　鳥刺し・長唄　多摩川 10/12㈯ 13:00 ￥2000 戸畑日本舞踊協会

093（871）1467【藤間】

箏・三絃・尺八による演奏 10/20㈰ 12:00 無　料 戸畑三曲協会
090（2083）9842

第32回中之島流大正琴福岡県本部　発表会
演奏曲目は・花笠道中・ブルーシャトー・青春時代・糸など十数曲です 10/25㈮ 10:30 無　料 中之島流大正琴九州地区福岡県本部

093（473）6648【谷口】

中
ホ
ー
ル

クラスコンサートvol.11 10/13㈰ 14:00 無　料 050（5435）4634

うたのコンサート2nd　～ちいさい秋みつけた～ 10/19㈯ 18:00 一般 ￥1000
学生 ￥ 500

つくしの会
090（3884）8264【川越】

ピティナ・ピアノステップ
ピアノ・Fl・Vl・Vlc・歌とのアンサンブル　トークコンサートなど 10/20㈰ お問い合わせ

ください 無　料 ピティナ小倉ステーション
080（4697）2010【田村】

第70回吟詠・剣詩舞大会 10/27㈰ 9:30 無　料 戸畑吟詠剣詩舞道連盟
093（882）2909【北島】

交
流

プ
ラ
ザ

ウェルカムコンサート（10月）
出演：北九州グランフィルハーモニー管弦楽団 10/10㈭ 12:20 無　料 ウェルとばた総合案内

093（871）7200



この10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11月（11・12月号）です

Facebookページ  開設しました！
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☜ かるかるCulCul
Culture&Cultivate

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

9月6日（金） までにご回答ください。
校了日は9月13日（金）です。
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演劇・舞踊　  音楽　   美術・展示　  映像・その他催し
※９月13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
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　必ず各問合せ先または施設へご確認ください
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北九州市芸術文化情報誌「CulCul・かるかる」
■発行日／2019.10.1　　■発　行／北九州市
■編集・制作／（公財）北九州市芸術文化振興財団　文化情報課　〒 803-0812 北九州市小倉北区室町 1－1－1－11－5F
　TEL:093（562）3027　FAX:093（562）3029　E-mail:culcul@kicpac.jp　北九州市印刷物登録番号 第1909007A号

■�北九州市立美術館アネックス休館のお知らせ
　北九州市立美術館アネックスは平成30年3月まで休館しています。

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 入　場　料 問合せ先

コ
レ
ク
シ
ョ
ン

展
示
室

コレクション展Ⅱ　特集　サイトウマコトのグラフィック� 障
グラフィック・デザイナーとしての仕事（1980-2000s）を展観 8/17㈯～12/28㈯

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
企
画
展
示
室

サイトウマコト　臨界―Criticality―� 障
北九州出身のアーティスト　サイトウマコト（1952-）の最新絵画作品を展示 9/14㈯～11/10㈰

一般 ￥1100
高大生 ￥ 600
小中生 ￥ 400

※20名以上の団体料金
　一般￥900　高大生￥400　小中生￥300

ア
ネ
ッ
ク
ス
市
民
ギ
ャ
ラ
リ
ー

東光会巡回展
洋画 10/1㈫～6㈰ 無　料

※10/6㈰は16:30まで
東光会福岡支部

093（951）9980【佐藤】

白の會展
洋画・水彩画・パステル画・布絵

10/8㈫
～14㈪・㈷

9:30～
17:00

無　料
※10/14㈪・㈷は16:00まで

白の會
093（321）3651【岡部】

第9回瑞穂会　趣味の表装展
表装 10/16㈬～20㈰ 無　料

※10/20㈰は17:00まで
瑞穂会

083（258）1661【渡邉】

第16回小品公募秋の北九州水彩展
水彩画

10/22㈫・㈷
～27㈰

9:30～
17:00

無　料
※10/27㈰は16:00まで

北九州水彩画会
093（962）0305【安永】

戸畑区美術展
絵画・工芸・書・写真 10/29㈫～11/4㈪・㉁ 無　料

※11/4㈪・㉁は17:00まで

戸畑美術協会
（戸畑区役所コミュニティ支援課）

093（871）1502




