
5月16日（木） までにご回答ください。
校了日は5月14日（火）です。

2019.  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

イベント 期　間 開　演 入　場　料 問合せ先

ワンコインコンサートvol.16 カルテット・スピリタス[サクソフォン四重奏] 6/11㈫　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

後藤トモ子ピアノ教室発表会
リスト:ラ・カンパネラ、ベートーヴェン:ピアノソナタ第30番　ほか 6/16㈰　12:30 無　料

※全席自由
後藤トモ子ピアノ教室

080（5540）5754【後藤】

響ホールフェスティヴァル2019「0歳からのリズミックな音楽会」 6/22㈯　14:00
大人 ￥2000

こども ￥1000
親子ペア ￥2500

※全席指定 響ホール音楽事業課
093（663）6661

響ホールフェスティヴァル2019「3歳からの踊る音楽会」 6/23㈰　15:00
大人 ￥2000

こども ￥1000
親子ペア ￥2500

※全席指定

第26回ピアチェヴォーレコンサート
「フィガロの結婚」より 序曲（モーツァルト） 連弾　ほか 6/30㈰　13:30 一般（当日） ￥1000

※小学生未満無料　※全席自由
ピアチェヴォーレ（代表）

090（5388）2504

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 

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

フコク生命北九州支社プレゼンツ
サンリオスマイルコンサート「リボンの国の音もだち」 6/1㈯

11:00 無　料
（事前申込によるご招待）

※全席指定

富国生命保険相互会社　北九州支社
093（551）041214:00

小倉北区連合婦人会　民踊のつどい 6/13㈭　10:30 ￥500
※全席自由

小倉北区連合婦人会
093（531）9944【安部】

九州ハワイアン協会　第28回北九州地区フラフェスティバル 6/16㈰　10:30
一般 ￥1500

子ども（15歳以下） ￥ 500
※一般は当日￥200増　※全席自由

九州ハワイアン協会
096（359）3738

かがやけ！第17回えがおの輪ワンコインコンサート 6/29㈯　13:00
12:00開場

￥500
※全席自由

百瀬ミュージックボランティアグループ
080（5211）1198【塩田】

中
劇
場

北九州市民劇場5月例会
劇団民藝「夏・南方のローマンス」

5/27㈪ 18:30
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

28㈫ 13:3029㈬
30㈭ 12:30

31㈮～
6/2㈰ 13:30

singer ViVi ワンマンコンサート　
Dream Destination Live vol.2 6/9㈰　 18:00

17:00開場

一般 ￥3000
大学生 ￥2000

高校生以下 ￥1500
※全席自由

singer ViVi 事務局
090（9499）0274【松藤】

北九州芸術劇場プロデュース／市民参加企画
合唱物語「わたしの青い鳥2019」
今年で16年目、メーテルリンクの名作にオリジナルの詞と曲で綴る合唱物語

6/23㈰ 15:00
大人 ￥1500

子ども（3歳～中学生） ￥1000
マタニティ割引（要証明書提示） ￥1000
※対象：3歳以上　※全席自由 北九州芸術劇場

093（562）2655
世田谷パブリックシアター＋KERA・MAP #009 「キネマと恋人」
映画に恋する一人の女性をめぐるKERA 流ファンタジック・コメディ！

6/28㈮ 18:30 一般 ￥7500
ユース（24歳以下） ￥3800

高校生〔的〕チケット ￥1500
※対象：小学生以上　※全席指定

29㈯ 13:00
18:00

30㈰ 13:00

小
劇
場

Smile Concert 6/2㈰　 13:30 ￥500
※全席自由

Smile Concert 実行委員会
090（1972）6812【吉田】

TAKAKOプライベートレッスンクラス
ラ・ニュイ　シャンソンコンサート 6/9㈰　 14:30 ￥1000

※対象：小学生以上　※全席自由
稲生　研二

090（3669）1139

ブルーエゴナク「ROMEO AND JULIET」
400年前の悲恋の物語を更新！運命と地点の物語へ

6/14㈮　18:30 一般 ￥2800　U25 ￥2300
高校生以下（要身分証提示） ￥1000

※対象：小学生以上　※一般、U25ともに当日￥500増
※受付は開演の40分前／開場は開演の20分前　
※全席自由

ブルーエゴナク
080（9144）669915㈯ 13:00

18:30
16㈰ 13:00

ラッパ屋第45回公演「2.8次元」
ラッパ屋3年ぶりの北九州公演！

6/29㈯ 14:00 一般 ￥4000
高校生〔的〕チケット ￥1000
※対象：小学生以上　※全席指定

北九州芸術劇場
093（562）265519:00

30㈰ 13:00
創
造
工
房

北九州劇団代表者会議 リーディング・プロジェクト
「ここからは遠い国」北九州リーディングver.
社会の中で揺れ動く家族の姿を描いた岩崎正裕の代表作をリーディング上演

6/9㈰　 14:00
13:45開場

￥500
※対象：小学生以上　
※託児なし　※全席自由

北九州劇団代表者会議
090(3414)0526

イベント 期　間（時間は上記） 入　場　料 問合せ先
第3回早鞆会
絵画 5/29㈬～6/4㈫ 無　料 早鞆の会

090（9652）3719
第5回フェイスブック九彩会
絵画・写真・ウッドベーシング 6/5㈬～11㈫ 無　料 フェイスブック九彩会

090（9582）1146
北九州　柳史会　俳画展
俳画 6/12㈬～18㈫ 無　料 北九州柳史会

093（561）1500
第17回 九電OB作品展
絵画・書道・陶芸作品・工芸品・手芸・写真・彫刻・その他 6/19㈬～25㈫ 無　料 九電北九州OB会

090（9790）4883
花映会写真展示会
写真 6/26㈬～7/2㈫ 無　料 花映会

080（1777）7059

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 
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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（92）　
埋蔵文化財速報展　「街道と瓦生産−金田遺跡第3地点の調査から−」
長崎街道の発見とその変遷をたどり、江戸時代の瓦窯存在の可能性を探ります

4/23㈫～8/18㈰ 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
常設展
油彩画・日本画・彫刻・染色・漆芸など、約50点を展示します 6/1㈯～30㈰ 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）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

第59回 吹奏楽祭 6/1㈯ 14:00 一般 ￥800　学生 ￥600
※当日￥200増

北九州吹奏楽連盟
080（9100）5665【宮武】2㈰ 10:00

グランディーバ　バレエ団　ジャパンツアーリターンズ 6/7㈮ 18:30 S席 ￥8000　A席 ￥7000 （株）鈴木企画
092（285）4864

北九州市民文化大学　文化講演会
講師： 木村草太（憲法学者・首都大学東京教授） 6/8㈯ 13:30 関係者

（随時募集）
北九州市民文化大学

093（522）5008
吉本新喜劇ワールドツアー ～60周年 それがどうした！
～福岡公演 6/9㈰　

13:00 全席指定 ￥5500
※当日￥500増

チケットよしもと
0570（550）10017:00

山内惠介　全国縦断コンサートツアー2019
～ Japan季節に抱かれて 歌めぐり～ 6/11㈫　14:00 全席指定 ￥6000 九州労音

0952（26）2351

Hiromi Go Concert Tour 2019 6/23㈰　17:30 全席指定 ￥8000 （株）鈴木企画
092（285）4864

イベント 期　間 開　演 入　場　料 問合せ先
北九州映画紀行～平成編～
平成に北九州で撮影された映画の資料を展示

4/10㈬
～7/7㈰ 9:00 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）松永文庫 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
出演：イエスタデイ トレース 6/9㈰ 14:00 無　料

門司港レトロ
総合インフォメーション

093（321）4151

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

イベント 期　間 時　間 入　場　料 問合せ先

長谷川等伯と水墨画 障
水墨に革新をおこした長谷川等伯の作品を中心に、日本・中国の名品を紹介 開催中～6/2㈰

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琳派芸術 障

本阿弥光悦、尾形光琳、酒井抱一をはじめ、華麗な琳派芸術の世界を紹介 6/7㈮～7/21㈰
一般 ￥700

高・大学生 ￥500
※中学生以下無料（保護者同伴）

列品解説（琳派芸術） 障
学芸員が展示作品を分かりやすく解説します

6/9㈰ ①11:00
②14:00

無　料
※入場料が必要23㈰

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

イベント 期　間 開　演 入　場　料 問合せ先
天空ジャズ
出演：トニックオブノーツ 6/1㈯ 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
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3

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30分前まで）　
「小倉駅」徒歩2分　 火曜日、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

横山宏のマシーネンクリーガー展 立体造形でみせる空想世界 障
北九州市出身のクリエイター横山宏の造形作品を軸とした大規模展覧会 4/27㈯～6/23㈰

一般 ￥1000　中高生 ￥300　小学生 ￥100
［常設展セット券］
一般￥1300　中高生￥450　小学生￥200

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

海峡マンガ合戦～九州ブロック　もりせいちる～ 障
日本漫画家協会九州ブロックと中国ブロックに所属する作家のミニ個展シリーズ 4/20㈯～6/21㈮ 常設展入場料が必要

一般￥480　中高生￥240　小学生￥120
ぼくが出会ったNEW-YORK直行便 手塚治虫号
北九州市在住のイラストレーター黒田征太郎の作品展 5/11㈯～6/27㈭ 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

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

6/1㈯ 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22㈯

第１回北九州マンガ散歩～小倉散歩　大人編～
豆本マップを作り、小倉北区の漫画スポットを散策します 6/2㈰ 13:00～

16:00

材料代 ￥400
別途常設展入場料が必要

一般￥480　中高生￥240　小学生￥120
※対象：18歳以上　
※定員先着20名、要事前申込

６月漫画スクール 障
①人物の描き方（キャラクターの描き分け）　
②★漫画スクール上級編（ストーリーを面白くするコツ）

①6/9㈰ 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高校生以上
※定員各先着20名、要事前申込②6/30㈰

イベント 期　間 時　間 入　場　料 問合せ先
CHIQON（ちきゅうおん）の森
イラストレーターすいづなおこ氏が制作したイラストや雑貨などを展示 4/27㈯～6/30㈰ 無　料

※別途入園料が必要 到津の森公園
093（651）1895寄せ植え講習会～野菜とハーブのミニコンテナ～

小さな野菜やハーブのミニコンテナ寄せ植え講習会 6/30㈰ 13:30～
15:00

￥1300
※定員先着20名、6/3㈪9:00から受付開始
※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　 6/4、11、18、25到津の森公園 

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

～かわいい？そうでもない？いや、やっぱりかわいい！～　ねこ尽くし 障
さまざまな表情をした猫の絵画や国内外で作られた工芸作品を紹介 4/20㈯～6/23㈰ 一般 ￥350　中高生 ￥200

小学生 ￥100 北九州市立小倉城庭園
093（582）2747研

修
室

講演会「黒猫奇譚（くろねこきたん）」 障
黒猫が描かれている絵画の魅力をうかがいます 6/15㈯ 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　「パンダコパンダ雨ふりサーカス」ほか 6/16㈰ 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 6/22㈯ 14:00 無　料

※未就学児は保護者同伴

児
童

劇
場

ファミリー人形劇場
親子や家族で人形劇を楽しむ　出演：茶目CLUB、人形劇サークルチチロ　 6/2㈰ 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

北豊教区仏教讃歌をうたう集い
北豊教区コーラスコンサート 6/1㈯ 14:00 無　料 正行寺コーラスれんげ

093（592）4117【西村】
女声合唱団　ビオレッティ20周年演奏会
定期演奏会（合唱） 6/2㈰ 14:00 大人 ￥1000

中学生以下 ￥ 500
女声合唱団　ビオレッティ
090（6292）3348【荒牧】

秋桜の会　おさらい会
ピアノおさらい会 6/9㈰ 13:00 無　料 秋桜の会

090（4981）4026【泉】
渡辺知子一座　生命（いのち）が光る
プロのミュージシャンと障害のあるメンバーとのコンサート 6/16㈰ 15:30 ￥2000

※当日￥500増
音もだちクラブ

090（3667）4507【渡辺】
北九州合同ダンス同好会　第14回発表会
ダンスの発表会 6/30㈰ 13:30 ￥2000

※当日￥500増
北九州合同ダンス同好会
090（8660）0315【中岡】

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

高野山金剛峯寺襖絵完成記念　千住博展　日本の美を極め、世界の美を拓く 障
日本画の新しい可能性を模索してきた千住博の大規模展。新作襖絵を特別公開 4/23㈫～6/16㈰

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



5月16日（木） までにご回答ください。
校了日は5月14日（火）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

4

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

第10回 大田耕治　藍染展　= Modern Japan Blue = 5/29㈬～6/4㈫ 無　料

小倉井筒屋　画廊
093（522）2521

手塚治虫版画展 6/5㈬～11㈫ 無　料
初夏の掛軸秀作展 6/12㈬～25㈫ 無　料
第4回 吉田伊佐　油絵展 6/26㈬～7/2㈫ 無　料

新
館
7
階
小
画
廊

第7回 岡林タカオ　吹きガラス展 5/29㈬～6/4㈫ 無　料
穴窯による焼締陶　稲葉幸作　展 6/5㈬～11㈫ 無　料
～備前焼の新たなる造形に挑む～　第2回 佐藤和久　陶彫展 6/12㈬～18㈫ 無　料
チャールズ・ファジーノ　3Dアート展 6/19㈬～25㈫ 無　料
ノブ・サチ　油絵展 6/26㈬～7/2㈫ 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

第20回 吟詠コンクール 6/9㈰ 13:00 無　料 吟詠剣詩舞道連盟青嵐
090（9729）6944【岡本】

第45回 北部九州吟剣詩舞連盟前期大会 6/16㈰ 9:30 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

小倉南美術協会 書部会員会友展
書道作品展

6/2㈰
～9㈰

9:00～
17:00

無　料
※6/2㈰は12:00から、9㈰は16:00まで

小倉南美術協会 書部
093（473）9296【西谷】

深山会　写真展 6/16㈰
～23㈰

9:00～
17:00

無　料
※6/16㈰は13:00から、23㈰は15:00まで

深山会
093（451）1120【林】

イベント 期　間 時　間 入　場　料 問合せ先
アートフラワー教室
布や針金などを使って季節の草花を作ります 6/29㈯ 10:00～

15:00
￥2600

※定員10名
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 開　演 入　場　料 問合せ先

大
ホ
ー
ル

民舞の会「結っ鼓」30周年記念公演 6/2㈰ 14:00
一般 ￥1500

小～高校生・障害者 ￥ 500
※当日一般￥500増

浜辺
090（9406）5526

8th Ho'ike 6/23㈰ 13:00 ￥1000 田原
080（3228）2488

小
ホ
ー
ル

ヴェルデ音楽コンクールピアノ部門 6/9㈰ 13:15 無　料 事務局
092（451）6766

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 

会場 イベント 期　間 開　演 入　場　料 問合せ先
屋
外
特
設

ス
タ
ン
ド

松本清張記念館 第16回朗読劇「聞かなかった場所」 6/1㈯ 19:00
￥1500

※要事前申込、抽選50名　
※常設展示観覧は別途入館料が必要 松本清張記念館・

松本清張記念館友の会
093（582）2761企

画
展
示
室

松本清張研究会　第40回研究発表会 6/8㈯ 14:00
無　料

※要事前申込　
※常設展示観覧は別途入館料が必要

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

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（時間は上記） 入　場　料 問合せ先

4
階
企
画
展
示

コ
ー
ナ
ー

武蔵小次郎まつり回顧展
これまでに開催された「武蔵小次郎まつり」の写真展です 6/7㈮～18㈫

一般 ￥350
中高生 ￥200
小学生 ￥100 小倉城

093（561）1210小倉城リニューアル記念写真展
フォトコンの応募作品の中から30作品を展示 6/21㈮～7/15㈪・㈷

一般 ￥350
中高生 ￥200
小学生 ￥100



5月16日（木） までにご回答ください。
校了日は5月14日（火）です。

2019.  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

5

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
あじさい展
主催　新生流　双葉会

6/9㈰
～10㈪

10:00～
17:00

無　料
※6/10㈪は16:00まで

093（652）4321【笠】

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、6/17～22（害虫駆除）　 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
企画展「堀切辰一コレクション　襤褸」 障
堀切辰一コレクション「襤褸」の中から明治から昭和の縞のきものを展示 4/1㈪～6/16㈰ 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

恐竜教室「アースモールの恐竜たち」
アースモールの恐竜などを解説して回ります 6/8㈯ 14:00

無　料
※小学生は保護者同伴
※要事前申込、定員30名（抽選）、5/25㈯締め切り

室内講座「昆虫標本作製教室」
昆虫標本の作り方の基礎について、解説・実習を行います 6/9㈰

10:00 無　料
※対象：小学生以上、小学生は保護者同伴
※要事前申込、各回定員15名（抽選）、5/26㈰締め切り13:00

室内講座「顕微鏡で見る美しい鉱物」
顕微鏡を使って鉱物を観察します 6/9㈰ 13:30

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組（抽選）、5/26㈰締め切り

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（時間は上記） 入　場　料 問合せ先
企
画
展
示

ギ
ャ
ラ
リ
ー

春企画展「すごいぞ！そっくり展」～ホンモノから学ぶとこうなった～ 障
食品サンプルからゴッホまで、精巧なレプリカ製造技術を紹介 4/20㈯～7/7㈰ 大人 ￥300　小中学生 ￥100

※対象：3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

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 入　場　料 問合せ先
CCA 20+　サラ・ベナグリア展
イタリア人アーティストによるドローイングなどの新作を展示

4/15㈪～6/7㈮
（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）3691CCA北九州公開プログラム　「市民美術大学特別講座」
「30年以上美術界で働きました―そして？」 現代アート関係者による対談　 6/22㈯ 14:00～

16:00
￥1000

※要事前申込　※会場：西日本工業大学小倉キャンパス　
大講義室(小倉北区室町リバーウォーク北九州内)

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
大
集

会
室

サイエンスショー
「電気や磁石のおもしろ実験」 6/23㈰ 14:00～

14:50 無　料
児童文化科学館
093（671）4566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、月や火星、春の星空を望遠鏡で観察 6/8㈯ 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
※先着各100名、5/25㈯から電話受付開始

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　 6/5、19北九州市立子どもの館 

会場 イベント 期　間（時間は上記） 入　場　料 問合せ先
チ
ャ
レ
ン
ジ

ス
ポ
ー
ツ
前

短冊に願いをこめて
令和になって初めての七夕に願い事を短冊に書いて笹に飾りませんか？ 6/14㈮～7/7㈰ 無　料 北九州市立子どもの館

093（642）5555

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 開　演 入　場　料 問合せ先
舞
台

ホ
ー
ル

能舞台で二胡の調べを
出演：二胡　帯金真理子、　ピアノ　上村貴子 6/29㈯ 13:30 ￥500

※対象：小学生以上　※要事前申込、5/11㈯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



5月16日（木） までにご回答ください。
校了日は5月14日（火）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

6

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

第73回北九州合唱祭 6/2㈰ 12:00 ￥800 福岡県合唱連盟北九州支部
090（5389）4631

黒崎ひびしんホール開館7周年記念Ⅰ
前橋汀子アフタヌーンコンサート～珠玉の名曲にひたるひと時～
ヴァハン・マルディロシアン（ピアノ）

6/9㈰ 14:00
一般 ￥3500　　　　ペア ￥6000

友の会 ￥3000　大学生以下 ￥2000
※対象：小学生以上（託児あり）　
※当日各￥500増　※全席指定 黒崎ひびしんホール

093（621）4566黒崎ひびしんホール開館7周年記念Ⅱ
山中千尋トリオツアー2019
武本強志（ドラム）、柿原正洋（ベース）

6/29㈯ 16:00
一般 ￥4000　　　　ペア ￥7500

友の会 ￥3500　大学生以下 ￥2000
※対象：小学生以上（託児あり）　
※当日各￥500増　※全席指定

中
ホ
ー
ル

オペラガラコンサート vol.3 6/9㈰ 14:00 ￥3500
※当日￥500増

YOSHI　コンサート企画
080（6429）5913

第47回新きたきゅう音楽塾 in 黒崎「3つの打楽器と1本の笛」
～能楽囃子の世界～　森田徳和（笛）・幸正佳（小鼓）・白坂保行（大鼓）・吉谷潔（太鼓） 6/12㈬ 13:00 ￥500 黒崎ひびしんホール

093（621）4566

八幡西市民アカデミー事業「かがやき塾」かがやきコンサート 6/15㈯ 13:30 高校生以上 ￥500
八幡西市民アカデミー事業「かがやき塾」運営委員会

（八幡西区役所コミュニティ支援課）
093（642）1338

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～ 6/20㈭ 13:00 ￥500 黒崎ひびしんホール

093（621）4566

池坊八幡支部巡回講座 6/23㈰ 10:00 無　料 池坊八幡支部
090（2503）1870

2019年 ピティナコンペティション北九州地区予選 6/29㈯ 10:30 無　料 （株）ヤマハミュージックリテイリング小倉店
093（531）4342【坂井】30㈰ 10:00

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72回 示現会 北九州展
洋画 5/28㈫～6/2㈰ ¥500

※6/2㈰は17:00まで
一般財団法人 示現会 福岡支部

090（3370）7524【膳夫】
第21回 親しむ書作品展
書

6/17㈪
～23㈰

10:00～
18:00

無　料
※6/17㈪は12:00から、23㈰は16:00まで

親しむ書 清和会
093（671）7248【堺】

展
示
室
１

第39回 九州全展
洋画・日本画・水彩画

6/4㈫
～9㈰

9:30～
17:30

無　料
※6/4㈫は10:00から、9㈰は16:30まで

全日本美術協会
090（2225）2418【末廣】

はじめての水墨画
水墨画

6/10㈪
～16㈰

10:00～
17:00

無　料
※6/10㈪は12:00から、16㈰は16:00まで

はじめての水墨画
093（381）8809【駒山】

宇宙人からのメッセージ上映＆パネル展
6/29㈯ 14:00～

17:30 無　料 JRM福岡
080（5888）3137【宮原】30㈰ 10:00～

16:30

展
示
室
２

虹の会 グループ展
洋画

6/3㈪
～9㈰

10:00～
17:00 無　料 虹の会

090（7580）5228【今村】
絵画クラブ 八絵会発表会
洋画

6/10㈪
～16㈰

10:00～
17:00

無　料
※6/10㈪は12:00から、16㈰は15:00まで

八絵会
093（602）0878【小林】

第２回 押し花展
押し花絵と小物

6/24㈪
～30㈰

9:00～
17:30

無　料
※6/24㈪は12:00から、30㈰は16:00まで

押し花サークル虹
093（244）3367【田畑】

八幡西区黒崎1-1-1　 093（643）5111㈹　 10:00～19:30※各最終日は17:00に閉場
「黒崎駅」隣接　 不定休黒崎井筒屋 

会場 イベント 期　間（時間は上記） 入　場　料 問合せ先
6
階
ギ
ャ
ラ
リ
ー

染・創作服と刺し子と古布の洋服展 6/11㈫～16㈰ 無　料

黒崎井筒屋　ギャラリー
093（643）5268彫金展 6/18㈫～23㈰ 無　料

雲城山焼　岡本雲山作陶展 6/25㈫～30㈰ 無　料

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

6/8㈯ 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

みちの郷土史料館第72回企画展「写真で歩く木屋瀬」 障
昔ながらの面影を残す木屋瀬の町並みや歴史を写真を通じて紹介します 4/27㈯～6/30㈰ 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.3』
三代目藤ひろし、沢田ひろし、藤乃かな、三代目姫川竜之助　ほか 6/22㈯ 12:00 指定席 ￥3500　自由席 ￥3000

※当日券￥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 
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次回の情報誌（冊子）発行は
7月（7・8月号）ですかるかるCulCul

Culture&Cultivate

北九州市文化芸術メディアサイト

CulCul・かるかる ウェブで情報発信中！

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

5月16日（木） までにご回答ください。
校了日は5月14日（火）です。

2019.  Juneかるかる

12月11日（火）までにご返却お願い申し上げます。
お忙しいところ大変恐縮ですが、よろしくお願いいたします。

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

7

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

初夏のをどり
日本舞踊4団体と女性和太鼓の団体による発表会 6/16㈰ 11:30 ￥1000

※当日￥500増
ウェルとばた総合案内

093（871）7200
北九州記念混声合唱団　第36回定期演奏会

「地平線のかなたへ」「日本抒情曲集」「バッハミサ曲」ほか 6/23㈰ 14:30 一般 ￥1000　学生 ￥500
※中学生以下無料

北九州記念混声合唱団
093（652）1700【岡崎】

中
ホ
ー
ル

ピアノ発表会 6/2㈰ 13:30 無　料 Stella

30 fingers ピアノコンサート 6/8㈯ 14:00 一般 ￥2000　学生 ￥500 三重野

諏訪まりかピアノ教室発表会
ピアノ・バイオリンなど、日頃の練習の成果を楽しく演奏いたします 6/9㈰ 14:00 無　料

※整理券あり
諏訪まりか　ピアノ教室
090（5930）0771【諏訪】

日本舞踊勉強会 6/23㈰ 11:00 ￥1000 公益社団法人　日本舞踊協会
093（871）4283【藤間】

Duo Scapino Recital vol.4 6/28㈮ 19:00 一般 ￥3000　学生 ￥1500
※当日￥500増 duo.scapino

交
流

プ
ラ
ザ

ウェルカムコンサート（6月）
出演：北九州グランフィルハーモニー管弦楽団 6/13㈭ 12:20 無　料 ウェルとばた総合案内

093（871）7200

■�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 没後30年 寺田政明 描く故に我あり 障
北九州市出身の画家 寺田政明の画業を振り返るほかモネなどの名品も展示 4/2㈫～7/12㈮

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

日本画の革命児 堂本印象 1891-1975 障
革新的表現で京都画壇をリードした日本画家・堂本印象の全貌に迫る 6/29㈯～8/18㈰

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

ア
ネ
ッ
ク
ス

市
民

ギ
ャ
ラ
リ
ー

新世紀展
洋画 6/4㈫～9㈰ 無　料

※6/9㈰は17:00まで
新世紀　福岡支部

093（791）4905【藤田】

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

木本絵画教室展
油彩・水彩

6/18㈫
～23㈰

10:00～
17:00

無　料
※6/18㈫は12:00から、23㈰は16:00まで

木本絵画教室
093（581）3366【木本】

木本重利　個展
油彩

6/25㈫
～30㈰

10:00～
17:00

無　料
※6/30㈰は16:00まで

093（581）3366【木本】




