
11月7日（木）正午 までにご回答ください。
校了日は11月14日（木）です。

2019.  December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
※11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

12 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（12/29～1/3）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

第22回北九州市手話フェスティバル 12/1㈰ 13:00
12:15開場

一般 ￥2000
 高校生以下 ￥1500

親子 ￥3000
※ 当日一般・親子￥500増、
　高校生以下￥300増
※全席自由

特定非営利活動法人北九州市聴覚障害者協会
093（881）0114

DRUM TAO 2019「ザ・ドラマーズ FINAL」
12/3㈫ 19:00 SS席 ￥7700

S席 ￥6700
A席 ￥5700

車椅子席 ￥7700
※ 対象:6歳以上　※全席指定

TAO事務局
092（721）2015

4㈬ 13:00

小倉南区文化祭バレエフェスティバル
第1部「くるみ割り人形」他神﨑バレエスタジオ/第2部“粉雪の舞う日に”他岡山江野子モダン＆クラシックバレエ研究所 12/8㈰ 14:00 ￥2000

※全席自由
小倉南区バレエ協会
093（962）0603

第298回 フコク生命チャリティーコンサート 12/9㈪ 18:30
17:30開場

無　料
（要事前申込）

※対象:小学生以上　※全席自由

フコク生命北九州支社
093（551）0412

北九州市立大学吹奏楽団　第52回定期演奏会 12/14㈯ 18:00 一般 ￥500
※高校生以下無料　※全席自由

北九州市立大学吹奏楽団
090（6420）9511【岸本】

海援隊トーク＆ライブ2019 12/15㈰ 15:00 ￥6000
※対象：小学生以上　※全席指定

ピクニックチケットセンター
050（3539）8330

第17回北九州市立高等学校ダンス部公演 12/21㈯ 17:00 ￥500
※当日￥100増　※全席自由

北九州市立高等学校ダンス部
093（881）5440【緒方】

中
劇
場

2019年度小倉北区文化祭参加　黒田バレエ発表会 一木一草 12/1㈰ 14:00
大人（中学生以上） ￥1000

子ども（4歳～小学生） ￥ 500
ペア（組み合わせ自由） ￥1300
※一部指定席

黒田バレエスクール
093（571）6718

第7回北九州ひまわり寄席・桂雀々独演会 12/7㈯ 13:30
￥4000

※ 対象:小学生以上　
※当日￥500増　※全席指定

（株）寿限無企画
090（2394）9866【原田】

「ドクター・ホフマンのサナトリウム ～カフカ第4の長編～」
12/14㈯

13:00 一般 ￥8000
ユース（24歳以下） ￥4500
高校生〔的〕チケット ￥1500

※対象:小学生以上　※全席指定

北九州芸術劇場
093（562）265518:30

15㈰ 13:00

福岡朝鮮歌舞団特別公演2019～黎明～ 12/19㈭ 18:30

一般 ￥3000
高校生以下 ￥1500
※  高校生以下は、席が必要な
場合は有料
※当日￥500増　※全席自由

福岡朝鮮歌舞団
080（4311）7869【金】

チャンチャン劇団第27回定期公演
1部　劇「うっかりお節ちゃん雨のち月夜」　2部　パフォーマンス

12/21㈯
～22㈰ 14:00 一般 ￥1000

※全席自由
チャンチャン劇団

090（2718）0445【神田】

北九州子ども劇場12月乳低合同例会「アラビアンナイト」（人形劇団むすび座） 12/23㈪ 18:30
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

小
劇
場

劇団いちびり一家＋南河内万歳一座☆オールスターズ
「デタラメカニズム」

11/30㈯ 18:00
一般 ￥3000

学生・シニア（65歳以上） ￥2800
高校生〔的〕チケット ￥1000

※ 対象:小学生以上　
※当日 ￥500増　
※全席自由

北九州芸術劇場
093（562）2655

12/1㈰ 14:00

イベント 期　間（時間は上記） 入　場　料 問合せ先

女性フォト北九州　写真展 11/27㈬～12/3㈫ 無　料 女性フォト北九州
090（1976）4541

水陽会第八回水彩展 12/4㈬～10㈫ 無　料 水陽会
090（7338）8298

市民及びシルバー会員作品展 12/11㈬～17㈫ 無　料 （公社）北九州市シルバー人材センター
093（922）4801

ふれあい写真展 12/18㈬～24㈫ 無　料 ふれあい
090（5484）2938

北九州フォト部第7回写真展（Connect to the Future） 12/18㈬～24㈫ 無　料 北九州フォト部

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（12/29～1/3）

北九州芸術劇場 
市民ギャラリー 

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（12/29～1/3）北九州市立埋蔵文化財センター 
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2

イベント 期　間 開　演 入　場　料 問合せ先

早期教育プロジェクト2019 in 北九州 12/1㈰ 11:00 無　料
※対象:小学生以上　※全席自由

東京藝術大学音楽学部早期教育リサーチセンター
050（5525）2588

生で聴く のだめカンタービレの音楽会 ピアノ版 12/7㈯
～8㈰ 14:00

一般 ￥3000
25歳以下 ￥1500（要証明）
※対象:小学生以上　※全席指定

響ホール音楽事業課
093（663）6661

響ホール室内合奏団 第34回定期演奏会 12/13㈮ 19:00
指定席 ￥3000　一般自由席 ￥2500

学生（小～大学生） ￥1000
※当日各￥500増　※一部指定

響ホール室内合奏団
093（647）0565

産業医科大学管弦楽団 第35回定期演奏会 12/14㈯ 18:00 一般 ￥500
※当日￥300増　※全席自由

産業医科大学管弦楽団
080（3882）1061【香川】

響ホールワンコインコンサート vol.19 入江一雄（ピアノ） 12/19㈭ 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）66610才からの親子で楽しむクラシックコンサート 12/21㈯ 11:00
おとな ￥2000　こども（0歳～小学生） ￥1000

親子ペア（おとな１＋こども１） ￥2500
※全席指定

クリスマス・コンサート in 2019 12/24㈫ 19:00 無　料（要整理券）
※対象:小学生以上　※全席自由

北九州メモリアル女声合唱団
090（7384）7090【持橋】

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（12/29～1/3）、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（時間は上記） 入　場　料 問合せ先
「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 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（12/29～1/3）松永文庫 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

海峡演劇祭　『日本の枯葉剤～黒のレポート』　
海峡プロジェクト 12/7㈯ 15:00 ￥1500

※要事前申込

関門海峡ミュージアム
093（331）6700

海峡演劇祭　『ほとばしる浪曲！　奈々福＆豊子の会』
広島で生の落語を聴く会 12/15㈰ 14:00

￥3000
※当日￥500増　
※要事前申込

海峡演劇祭　『きんいろの髪のお姫さま』　
Divadlo501（ディバドロゴーマルイチ）

12/21㈯
～22㈰ 14:00

　 一般 ￥1000
高校生以下 ￥ 500
※要事前申込　※3歳以下無料

海峡演劇祭　朗読劇『銀河鉄道の夜』　
演劇ユニットそめごころ 12/29㈰ 14:00

　 一般 ￥1500
学生 ￥1000

※当日一般￥300増　
※要事前申込

門司区西海岸1-3-3　 093（331）6700　 10:00～18:00（変動あり、12/2～31は17:00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

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 開催中～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 12/8㈰ ①11:00
②14:00

無　料
※入場料が必要

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（12/16～1/9）出光美術館（門司） 門司

イベント 期　間 開　演 入　場　料 問合せ先

天空ジャズ 12/7㈯ 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（天空ジャズ開催日のカフェは20：30まで）、
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

イベント 期　間（時間は上記） 入　場　料 問合せ先
「迷いの具象」塚本陽星作品展
アーティストとして初めての個展です。日本画、油彩画約10点を展示 12/10㈫～15㈰ 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
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3

イベント 期　間 時　間 入　場　料 問合せ先

クリスマスフェア 12/1㈰～25㈬ 無　料
※別途入園料が必要 到津の森公園

093（651）1895干支の引継式 12/29㈰ 12:00～12:20
無　料

※別途入園料が必要

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（12/30～1/1）到津の森公園 

会場 イベント 期　間 開　演 入　場　料 問合せ先
1
階

多
目
的
室
Ｂ 海峡寄席 12/22㈰ 14:00 無　料

門司港レトロ総合インフォメーション
093（321）4151

2
階
ホ
ー
ル

マンスリージャズ
出演：三島紀也クインテット 12/8㈰ 14:00 無　料

マンスリーシアター
「ゼロの焦点」　　1961年松竹作品　監督：野村芳太郎　出演：久我美子 12/22㈰ 14:00 無　料

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

会場 イベント 期　間 開　演 入　場　料 問合せ先

ホ
ー
ル

第11回門司シネマフェスタ「35ミリ映写機で楽しむ木下恵介の世界」 12/7㈯～8㈰ 9:30
前売（お弁当付き） ￥1000

当日 ￥ 700
※ 中学生以下無料　
※前売のみ小さなお弁当付き

門司市民会館
093（321）2907

ピアノ発表会 12/15㈰　13:00 無　料 CAM’S PC
090（6297）6200

スタイルフレーバー発表会「CHIBI IPPO 2019」 12/22㈰　
11:30 ￥3000

※前売・当日共

有限会社まる　スタイルフレーバー
093（582）400016:30

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（12/29～1/3）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

ホ
ー
ル

北九州市民クリスマス 12/1㈰ 14:30 ￥500 093（661）8080【原田】

トゥルースペース　クリスマス発表会 12/8㈰ 15:00 ￥1000 093（581）8302【塩川】

2019 小倉北区民音楽祭 12/22㈰ 14:30 ￥500 小倉北音楽協会
093（871）7045【植田】

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（12/29～1/3）　 有料北九州市立男女共同参画センター・ムーブ 

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12/24は開館）、年末年始（12/31～1/3）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

北九州国際漫画祭2019 障 11/23㈯・㈷～1/19㈰
一般 ￥200

※ 常設展セット券　一般 ￥600
※ 高校生以下無料

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

新規収蔵原画展　～国友やすゆき～ 障 11/9㈯～1/9㈭

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

日韓若手漫画家トーク＆ドローイング 12/22㈰ 14:00～16:00

「北九州国際漫画祭2019」の
入場券が必要
一般 ￥200

※ 常設展セット券　一般 ￥600
※ 高校生以下無料

12月漫画体験 障
12/7㈯

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
14㈯

12月漫画スクール 障
①乗り物の描き方　②クリスマスカード作り（自由参加）

①12/8㈰
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
※①定員先着20名、要事前申込
※②当日先着20名、途中参加可

②12/15㈰

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、土曜日は19:30（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（12/27～1/3）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

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

北九州市立美術館分館
093（562）3215



11月7日（木）正午 までにご回答ください。
校了日は11月14日（木）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
※11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

12 月

4

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

フジコ・ヘミング＆コヴェントガーデン・ソロイスツ 12/3㈫　18:30
プレミアム席 ￥12000　S席 ￥9800

A席 ￥ 7800　B席 ￥5800
学生（当日のみ販売） ￥3000

北九州ソレイユホール
093（592）5405

栄光のグループサウンズ　THE G.S 12/7㈯　19:00 A席 ￥6000　B席 ￥5500 MIN-ON北九州
093（884）1833

マイスター祝祭管弦楽団＆シンフォニー合唱団　2019 Christmas Concert 12/8㈰ 17:00 一般 ￥3500　学生 ￥2500
※当日￥500増　※全席自由

シンフォニー合唱団
0120（012）788

CHEMISTRY LIVE TOUR 2019 「CHEMISTRY ～ Still Walking ～」 12/14㈯ 17:30 全席指定 ￥7945
※対象:小学生以上

北九州ソレイユホール
093（592）5405

クリスマスコンサート2019 12/15㈰ 10:00 一般 ￥800　学生 ￥600
※当日￥200増　※全席自由

北九州吹奏楽連盟
080（9100）5665【宮武】

劇団四季ミュージカル　EVITA　ーエビーター 12/16㈪ 18:30 S席 ￥8800　A席 ￥6600
B席 ￥3300

劇団四季
0570（008）110

第九北九州公演　オーケストラ：九州交響楽団　合唱：北九州市民フロイデコール 12/22㈰ 15:00 一般 ￥4000　学生 ￥1500
※全席自由

九響チケットサービス
092（823）0101

小倉北区城内1-2　 093（582）2747　 9:00～17:00（11月～3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　 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

ポーラ・コレクション　海の向こうのおしゃれさん　～よそゆきの西洋髪～ 障 12/4㈬～2/2㈰ 一般 ￥350　中高生 ￥200
小学生 ￥100

小倉城庭園
093（582）2747

担当学芸員による展示解説 障
お客様と一緒に作品を鑑賞しながら、見どころをお話しします 12/15㈰ 14:00 一般 ￥350　中高生 ￥200

小学生 ￥100
和
室　

書
院
棟 年忘れ 男の茶会 12/22㈰　 9:00 一般 ￥1500　小中学生 ￥700

イベント 期　間（時間は上記） 入　場　料 問合せ先

清張生誕110年・ポー生誕210年記念　特別企画展「Ｅ・Ａ・ポーと松本清張」 11/15㈮～3/1㈰
常設展示観覧料に含む

大人 ￥600　中高生 ￥360　小学生 ￥240
松本清張記念館
093（582）2761

北九州市立松本清張記念館 小倉北区城内2-3　 093（582）2761　 9:30～18:00（入館は閉館30分前まで）
「西小倉駅」徒歩5分　「小倉城松本清張記念館」徒歩1分　 年末（12/29～31）

小倉北区城内2-1　 093（561）1210　 9:00～17:00（11月～3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 入　場　料 問合せ先
小
倉
城

天
守
閣
4
階

綾部進の日本の城絵暦原画展 障 11/27㈬～12/18㈬ 一般 ￥350　中高生 ￥200
小学生 ￥100

小倉城
093（561）1210

小
倉
城

天
守
閣
前

広
場

小倉城大鏡餅　餅つき
小倉城の三段重ねの大鏡餅用の餅つきです。誰でも参加できます 12/22㈰ 9:00 無　料

小
倉
城

天
守
閣
1
階

小倉城大鏡餅　飾り付け 障
22日についたお餅を三段に重ね、お正月用に飾り付けます 12/28㈯ 10:00 一般 ￥350　中高生 ￥200

小学生 ￥100

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

ー英国流ユーモアの魅力ー　アノラ・スペンス絵画展 11/27㈬～12/3㈫ 無　料

小倉井筒屋　画廊
093（522）2521

～新しい風～　中島潔　版画展 12/4㈬～10㈫ 無　料

迎春・四季の掛軸特別ご奉仕会 12/11㈬～17㈫ 無　料

地球がふるさと　加藤 照　作品展 12/18㈬～24㈫ 無　料

年末　絵画　お宝市 12/25㈬～31㈫ 無　料
新
館
7
階
小
画
廊

～めぐる季節に誘われて～　逸見亜子　銅版画の世界展 11/27㈬～12/10㈫ 無　料

ヨーロッパ　アンティーク名窯展 12/11㈬～17㈫ 無　料

年末　絵画　お宝市 12/25㈬～31㈫ 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〉



11月7日（木）正午 までにご回答ください。
校了日は11月14日（木）です。

2019.  December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
※11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

12 月

5

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（12/29～1/3）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

北九州市立大学マンドリンクラブ　第56回定期演奏会
詳細はkita9mandolin@gmail.comまでメールにてお問い合わせください 12/14㈯ 17:00 ￥500 北九州市立大学マンドリンクラブ

北部九州吟剣詩舞連盟　第45回後期吟剣詩舞道大会 12/15㈰ 10:00 無　料 北部九州吟剣詩舞連盟事務局
090（7457）3676【大内】

展
示

コ
ー
ナ
ー

足立山麓歴史 12/12㈭
～18㈬

9:00～
17:00

無　料
※12/12㈭は10:00から、
　18㈬は15:00まで

足立山麓「散歩の会」
093（541）2501【村松】

イベント 期　間 時　間 入　場　料 問合せ先
ポーセリンアート体験
白い器にシール感覚で絵柄をつけます 12/1㈰ 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　 10:00～16:00（12月～2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（1/1は初日の出会）平尾台自然の郷 

会場 イベント 期　間 時　間 入　場　料 問合せ先

大
ホ
ー
ル

北九州アンサンブルコンテスト 12/1㈰ 10:30～
18:00

￥1000
※対象:小学生以上　
※当日￥200増

北九州吹奏楽連盟事務局
090（2842）5450【宮武】

第13回ブラスフェスタ in 若松 12/8㈰ 13:30～
16:30

一般 ￥700　中高生 ￥500
※一般当日￥100増

ブラスフェスタ実行委員会
093（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（12/29～1/3）　 110台（共用）　若松市民会館 

会場 イベント 期　間 開　演 入　場　料 問合せ先

図
書
室

テルミン・マトリョミンコンサート
電子楽器「テルミン」の不思議な音色でお馴染みの曲を楽しむ 12/1㈰ 11:00 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

ビデオるーむ
子ども向けアニメの上映 12/1㈰ 14:00 無　料

※未就学児は保護者同伴

児
童
劇
場

スペシャルファミリー人形劇場
親子や家族で人形劇を楽しむ 12/8㈰

10:30 無　料

※未就学児は保護者同伴13:30
こども演劇教室卒業公演
演目：「あなたに雨やどり」 12/22㈰ 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（12/29～1/3）　 20台北九州市立こども文化会館（併設到津市民センター） 

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（12/28～1/5）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

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（12/29～1/3）　 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（時間は上記） 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

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（12/29～1/3）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

ヤマハ　ボーカル＆ゴスペルコンサート 12/22㈰ 14:00～16:00 無　料 旧百三十銀行ギャラリー
093（661）9130

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（12/29～1/3）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 12/7㈯ 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、11/23㈯・㈷から電話
受付開始 児童文化科学館

093（671）4566プ
ラ
ネ
タ
リ
ウ
ム

プラネタリウムハンドベルコンサート 障 12/21㈯ 10:00～10:30

大人 ￥150
中高生 ￥100
小学生 ￥ 70

※定員270名
大
集
会
室 サイエンスショー 12/22㈰ 14:00～14:50 無　料



11月7日（木）正午 までにご回答ください。
校了日は11月14日（木）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
※11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

12 月

6

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（12/29～1/1）、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

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

いのちのたび博物館
093（681）1011

企画展「小笠原騒動と白黒騒動 ―小倉藩小笠原家の御家騒動―」 障
小倉藩小笠原家の2つの御家騒動について、諸資料からその真相に迫る 10/26㈯～2/16㈰

要常設展観覧料
大人 ￥600
高大生 ￥360
小中生 ￥240

歴史ぽけっと企画展「変わるわたしたちのくらし」 障
資料や写真を通して人々のくらしや道具の変遷などを紹介します 10/26㈯～2/16㈰

要常設展観覧料
大人 ￥600
高大生 ￥360
小中生 ￥240

室内講座「恐竜この1年」 12/7㈯ 14:00
無　料

※ 対象:小学生以上　※小学生は保護者同伴
※ 要事前申込、定員30名（抽選）、11/23
　（土・祝）締め切り

歴史講演会「沖ノ島の祭祀と遣唐使の航海」　
講師：福岡県世界遺産室　大高 広和氏 12/14㈯ 13:30

資料代 ￥500
※ 小学生以下は保護者の参加
が必要
※定員200名（当日先着）

いのたび自然塾「もうすぐお正月！オリジナルしめ縄作り」 12/21㈯ 13:30
材料費・保険代 ￥300
※ 対象:小学生以上　※小学生は保護者同伴
※ 要事前申込、定員20名（抽選）、12/7㈯締
め切り

冬の特別展「コレクション大集合～モノが語る私たちの暮らしと自然～」 障
精選した寄贈資料約400点を紹介します 12/21㈯～2/11㈫・㈷

要常設展観覧料
大人 ￥600
高大生 ￥360
小中生 ￥240

室内講座「恐竜すす払い」 12/25㈬ 16:30
無　料

※ 対象:小学生以上　※小学生は保護者同伴
※ 要事前申込、定員12名（抽選）、12/11㈬締
め切り

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（12/29～1/3）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12回 北九州市障害者芸術祭 作品展 11/26㈫
～12/1㈰

10:00～
18:00

無　料
※12/1㈰は17:00まで

公益財団法人 北九州市身体障害者福祉協会
093（883）5555【松﨑】

2019ふくおか県障がい児者美術展 12/10㈫
～15㈰

10:00～
17:00 無　料 福岡県人づくり･県民生活部文化振興課

092（643）3383【山口】

阿部直昭絵画教室 彩友会 展 12/16㈪
～22㈰

9:30～
17:30

無　料
※12/16㈪は12:00から

一般財団法人 阿部美術振興財団
0949（26）7942【阿部】

展
示
室
1 日韓西川幸夫教室スケッチ･淡彩「四季彩」総合展 12/2㈪

～5㈭
9:00～
17:00

無　料
※12/2㈪は10:30から、
　5㈭は16:30まで

西川幸夫スケッチ･淡彩「四季彩」教室
090（1926）6738【大川】

展
示
室
2

真颯館高等学校 美術科　卒業制作展 12/2㈪
～5㈭

10：00～
18:00

無　料
※12/2㈪は14:00から、
　5㈭は16:30まで

真颯館高等学校
093（561）1231【能勢】

JIA建築展21 12/6㈮
～8㈰

9:00～
19:00

無　料
※12/6㈮は10:00から、
　8㈰は18:00まで

公益社団法人 日本建築家協会
九州支部 北福岡地域会
093（332）1736【松島】

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（12/29～1/3）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

クリスマスコンサート～夢尺八　モダンでおしゃれな尺八の世界～ 12/10㈫ 12:10～12:50 無　料
北九州ひとみらいプレイス事務局
八幡西生涯学習総合センター

093（641）9360
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

12/14㈯ 12:00～13:00 無　料 北九州JAZZ BOSSA-NOVA CLUB
093（671）0411【石橋】

会場 イベント 期　間 開　演 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

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. ５』 12/7㈯ 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（12/29～1/3）北九州市立長崎街道木屋瀬宿記念館 



11月7日（木）正午 までにご回答ください。
校了日は11月14日（木）です。

2019.  December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
※11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

12 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（12/29～1/3）

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

シプリアン・カツァリス×広瀬悦子　2台ピアノによる ベートーヴェン「第九」 12/8㈰ 16:00

一般 ￥5000
友の会 ￥4500
ペア券 ￥9500

大学生以下 ￥3000
※対象:小学生以上（託児あり）　
※当日券￥500増　※全席指定

黒崎ひびしんホール
093（621）4566

九州工業大学・西南女学院大学吹奏楽部　第43回定期演奏会 12/14㈯ 18:00 無　料 九州工業大学・西南女学院大学吹奏楽部
090（6296）7838【安部】

北九州子ども劇場12月高学年部例会
「銀河鉄道の夜」（人形劇団クラルテ） 12/15㈰

16:00 会　費
※ 子ども劇場会員でない方は
お問い合わせください

北九州子ども劇場
093（884）383419:00

北九州アカデミー少年少女合唱団　クリスマスコンサート 12/22㈰ 14:00 無　料 北九州アカデミー少年少女合唱団事務局
080（9109）8052

Insheartコンサート with 落水洋介トークショー 障 12/28㈯ 13:30
一般 ￥3000

中高大学生 ￥1500
障害者とその付添いの方 ￥1500
※全席自由

落水洋介応援隊
090（5721）8238【真鍋】

中
ホ
ー
ル

北九州ファミリーブラスひまわり10周年記念コンサート♪ 12/1㈰ 14:00 無　料
※入場整理券必要

北九州ファミリーブラスひまわり
090（5085）9217【岩下】

第53回新きたきゅう音楽塾 in 黒崎　ー縁の下の力持ち、テューバの魅力ー 12/2㈪ 13:00 ￥500 黒崎ひびしんホール
093（621）4566合唱の街・北九州　黒崎ひびしんうたごえホール 12/5㈭ 13:00 ￥500

北九州市立大学混声合唱団コール・ユーフォニー　第53回定期演奏会 12/7㈯ 14:00 ￥500 北九州市立大学混声合唱団コール・ユーフォニー
080（5759）6544【北村】

アプレシオ・アラ・ムジカ音楽スタジオ
2019 PIANO CONCERT　Vol.21 12/14㈯ 13:15 無　料 アプレシオ・アラ・ムジカ音楽スタジオ

093（616）6575

福岡県立八幡工業高等学校吹奏楽部　第53回定期演奏会 12/21㈯ 14:00 無　料 福岡県立八幡工業高等学校吹奏楽部
093（641）6611

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　 12/4、18、31北九州市立子どもの館 

会場 イベント 期　間 開　演 入　場　料 問合せ先

イ
ベ
ン
ト
ひ
ろ
ば

わらべの日　おもちつき大会 12/8㈰ 13:30～
15:30

無　料
※ おもちの振る舞い先着300
名（お子さま優先）

北九州市立子どもの館
093（642）5555

サンタクロース in 子どもの館
サンタさんと一緒に踊ろう♪ 参加してくれたお友達にはプレゼントがあるよ☆

12/24㈫
～25㈬ 14:00 無　料

※プレゼントは各日先着100名

オリジナルカイト＆コマをつくってあそぼ♪
お正月遊びの定番！ 好きな絵を描いてたくさん遊ぼう！ 12/28㈯ 13:00～16:00

材料費 各￥300
※先着各50個

ハーバリウム作り～お正月ver. ～
ハーバリウムを作って素敵なお正月を迎えましょう♪

12/29㈰
～30㈪

13:00～
16:00

材料費 ￥500
※各日先着50個

■ 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（12/29～1/3）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
・

ア
ネ
ッ
ク
ス
市

民
ギ
ャ
ラ
リ
ー

第54回北九書の祭典 11/28㈭～12/1㈰ 無　料
※12/1㈰は16:00まで

北九書の祭典委員会
093（761）0049【和田】

ア
ネ
ッ
ク
ス

市
民
ギ
ャ
ラ
リ
ー

第36回九州制作会議展2019 12/3㈫～8㈰ 無　料
※12/8㈰は17:00まで

九州制作会議
090（7166）8748【松尾】

MOA美術館北九州児童作品展 12/10㈫
～15㈰

9:30～
17:00

無　料
※12/15㈰は16:00まで

MOA美術館北九州児童作品展実行委員会
093（472）2491【半田】

戸畑区中本町7-20　 093（882）4281　 9:00～22:00　「戸畑駅」徒歩5分
「戸畑駅」徒歩5分　 月曜日（祝日の場合は翌日休館）、年末年始（12/29～1/3）戸畑生涯学習センター 

会場 イベント 期　間 時　間 入　場　料 問合せ先

多
目
的
室

戸畑光影会　会員展 11/27㈬
～12/1㈰

10：00～
17：00

無　料
※12/1㈰は16:00まで

戸畑光影会
093（652）0593【荒木】

北九州市立年長者研修大学校　周望学舎写真研究クラブ　作品展示会 12/3㈫
～8㈰

10：00～
17：00

無　料
※12/8㈰は16:00まで

北九州市立年長者研修大学校
周望学舎写真研究クラブ
093（591）2626【筒井】

中原さわやかクリスマスコンサート 12/19㈭ 10:30～12:00 無　料 中原さわやか
093（882）7187【山縣】



この12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1月（1・2月号）です

かるかるCulCul
Culture&Cultivate

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☜

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

11月7日（木）正午 までにご回答ください。
校了日は11月14日（木）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
※11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
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日　程 開演時間 会　場 演　題 入場料 問合せ先

11/23
㈯・㈷

（開場13:00）
開演13:30
講演会13:40

男女共同参画センター
「ムーブ」2F

ホール
（定員520人）

「誰も排除しない『まぜこぜの社会』をめざして」
女優・一般社団法人Get in touch理事長　東ちづる

無　料
（先着順入場）

北九州市人権推進センター
人権文化推進課
093（562）5010

11/26㈫ 黒崎ひびしん
ホール

大ホール
（定員800人）

「夢と絆を求めて～翻弄された運命のなかで～」
翻訳家・新潟産業大学経済学部准教授　蓮池薫

12/8㈰

（開場12:30）
開演13:00
講演会15:30

※ 開演後、「ふれあい
フェスタ2019」「北九
州市障害者芸術祭」の
ステージイベントを
順次開催

戸畑市民会館
（ウェルとばた3F）

大ホール
（定員800人）

「自分らしく、愛らしく～人生って素晴らしい～」
タレント・歌手・映画監督　はるな愛

令和元年度 人権週間記念講演会　共通テーマ「私たちの暮らしと人権」

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（12/29～1/3）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

北九州市立戸畑高等専修学校学習発表会　第30回ファッションショー 12/1㈰ 10:00 無　料 北九州市立戸畑高等専修学校
093（871）4794

許可（シュイ・クゥ）二胡リサイタル 障 12/5㈭ 19:00
Ｓ席 ￥4500
Ａ席 ￥3500

※対象:小学生以上

北九州労音
093（571）0227

ふれあいフェスタ2019・第12回北九州障害者芸術祭 12/8㈰ 13:00 無　料 保健福祉局人権推進センター
093（562）5010【永田】

北九州市少年少女合唱団　第45回定期演奏会 12/15㈰ 15:00
￥1000

※小学生未満無料
※当日￥200増

（公財）北九州市芸術文化振興財団
音楽事業課

093（663）6661
サンダーボーイズジャズオーケストラ 12/21㈯ 18:00 無　料 サンダーボーイズジャズオーケストラ

九州共立大学リバティ・ヒル・ウインズ　第25回定期演奏会 12/28㈯ 15:00 ￥400 九州共立大学リバティ・ヒル・ウインズ

中
ホ
ー
ル

早川恵美　ピアノリサイタル 12/1㈰ 14:00
一般 ￥2000

学生（高校生以下） ￥1000
※当日￥500増

北九州楽友協会
093（622）1900【江里口】

ピアノ演奏グループ「未来」第42回定期演奏会 12/6㈮ 19:00 一般 ￥1500　学生 ￥1000 ピアノ演奏グループ未来
090（9720）0844【原田】

Ompu Concert Piu 12/8㈰ 17:00 ￥500 音風の会
090（9562）0094【大山】

ウィーン ラズモフスキー弦楽四重奏団　北九州公演 12/12㈭ 19:00 ￥3000
※対象:小学生以上

北九州楽友協会
093（622）1900【江里口】

ヴァイオリン・チェロ　ソロコンサート 12/27㈮ 13:30 無　料 篠崎ミュージックアカデミー北九州
093（921）0459【吉田】

交
流
プ
ラ
ザ

ウェルカムコンサート（12月）　出演:北九州グランフィルハーモニー管弦楽団 12/12㈭ 12:20 無　料 ウェルとばた総合案内
093（871）7200クリスマスミニコンサート　出演：北九州交響楽団・北九州市少年少女合唱団 12/21㈯ 15:00 無　料




