
7月16日（火）午後5時 までにご回答ください。
校了日は7月16日（火）です。

2019.  August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
※7月16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

8 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
・

中
劇
場
・
小
劇
場

第34回北九州市中学校文化総合発表会
大ホール/12:00開場、12:30開演　中劇場/10:00開場、10:10開演　小劇場/開場開演ともに11:00 8/20㈫ 詳細は左記 無　料

※全席自由

北九州市中学校文化連盟
則松中学校　児島
093（601）0990

大
ホ
ー
ル

こども夢ステージ　～めざせアイドル～ 8/3㈯ 13:00 無　料
※全席自由

わっしょい百万夏まつり振興会事務局
093（541）5472

第27回福岡県立小倉南高等学校定期演奏会 8/8㈭ 18:30 無　料
※全席自由

福岡県立小倉南高等学校
担当：中野・山田・吉田

093（921）2293

福岡県立小倉西高等学校吹奏楽部　第26回定期演奏会 8/10㈯ 18:00
一般 ￥500

小〜高校生 ￥300
※全席自由

福岡県立小倉西高等学校
093（561）0444【松本】

（公社）福岡県宅地建物取引業協会北九州支部チャリティライブ
－北九州ジャズコレクション2019－ 8/11㈰・㈷ 14:00

￥2000
※対象：小学生以上
※全席自由

（公社）福岡県宅地建物取引業協会北九州支部
093（583）8300

東筑紫学園高等学校　第28回定期演奏会 8/12㈪・㉁ 18:30 ￥500
※全席自由

東筑紫学園高等学校　福田 剛
093（571）0488

北九州市ジュニアオーケストラ　第37回定期演奏会 8/25㈰ 15:00
14:15開場

￥800
※当日￥200増
※ 小さなお子様も座席使用の

場合はチケット必要
※全席自由

北九州市ジュニアオーケストラ
093（583）5282

TWENTIETH TRIANGLE TOUR vol.2『カノトイハナサガモノラ』
8/30㈮ 18:00 S席 ￥11800

A席 ￥ 8800
※対象：小学生以上　
※全席指定

キョードー西日本
0570（09）242431㈯ 13:30/18:00

9/1㈰ 13:30

中
劇
場

三島裕子バレエスクール　第10回発表会 8/4㈰ 13:30 ￥1000
※全席自由

三島裕子バレエスクール
093（331）3683

北九州市民劇場8月例会　劇団文化座「旅立つ家族」

8/9㈮ 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

10㈯〜
11㈰・㈷ 13:30

12㈪・㉁ 12:30
16㈮〜
18㈰ 13:30

LIP BABY DANCE CONTEST 2019
DANCE BATTLE with HEAD HUNTER 福岡大会 8/25㈰ 12:30

一般 ￥2500
3歳以上未就学児 ￥2000

※2歳以下無料
※一般当日￥500増
※全席自由

スタイルフレーバー　ダンスセンター
093（582）4000

小
劇
場

松尾スズキプロデュース 東京成人演劇部vol.1
「命、ギガ長ス」
松尾スズキの新劇団、東京成人演劇部始動！第一弾は安藤玉恵との二人芝居

7/31㈬ 19:00 一般 ￥4500
ユース（24歳以下・要身分証提示） ￥2500

高校生〔的〕チケット ￥1000
※対象：小学生以上　
※全公演前売終了・当日券取扱あり
※全席自由・整理番号付き

北九州芸術劇場
093（562）26558/1㈭

14:00

18:00

親子で楽しむ落語会（仮） 8/4㈰ 12:00
成人 ￥1000

※子ども無料
※全席自由

NPO法人 古典落語を守る会
080（2024）4774

第216回北九州市民寄席　「落語芸術協会若手実力派三人衆」 8/4㈰ 14:00
一般 ￥3800
会員 ￥3000

※対象：小学生以上
※全席指定

NPO法人 古典落語を守る会
080（2024）4774

Be-STAFF GIRLS COllECTION 2019 8/8㈭ 14:30 無　料
※全席自由

㈱美山
093（591）7732

劇団青春座234回公演　
「おばちゃん Glowing Up！」　作：源祥子　演出：井生定巳
同時開催 朗読会　・島崎藤村「夜明け前」　・壺井栄「二十四の瞳」

8/10㈯
14:00 一般 ￥3000

大学生以下 ￥2000
※対象：小学生以上
※当日券なし
※全席指定

劇団青春座　井生定巳
093（922）499518:30

11㈰・㈷ 14:00

うずめ劇場 第30回記念特別公演　
「贋（にせ）の侍女（じじょ）」「フェードル」 in 北九州 8/13㈫

贋の侍女
14:00

一般 ￥2800
小〜大学生・専門学校生 ￥1500

Wチケット ￥4000
※対象：小学生以上
※ Wチケットは日時・演目問

わず2公演、2名同時も可
※一般当日￥200増
※全席自由

松尾容子（うずめ劇場）
090（9725）3094

フェードル
19:00

空晴 第18回公演「明日の遠まわり」
誤解、勘違いが交錯するアットホームコメディーが北九州に帰ってくる！

8/24㈯ 18:00
一般 ￥3500

U22（22歳以下） ￥2500
U高校生（高校生以下） ￥1500
※対象：小学生以上
※当日￥300増
※全席指定

北九州芸術劇場
093（562）2655

25㈰ 14:00

ダンスゲキダンi-wo！20周年記念公演　「20年祭」　
～ひよっこ’s ７参上～ 8/31㈯

14:00 一般 ￥2000
中学生以下 ￥1000

※4歳以下無料
※当日各￥300増
※全席自由

ダンスゲキダンあいうー事務局
090（5949）5752

18:30



7月16日（火）午後5時 までにご回答ください。
校了日は7月16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
※7月16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

8 月

2

イベント 期　間（時間は上記） 入　場　料 問合せ先
こどもたちと創る北九州の未来～ひまわりを咲かせよう～絵画展2019
絵画 7/31㈬〜8/6㈫ 無　料 ひまわり実行委員会

093（622）8687
ビースタッフメイクアップユニバーサルexhibition
写真 8/7㈬〜13㈫ 無　料 ビースタッフ

093（591）7732
アズ漫画・イラスト展～アズが誘う夏の旅～
漫画・イラスト 8/14㈬〜20㈫ 無　料 アズ漫画研究会

093（602）9648
第19回竹間会書展
書道 8/21㈬〜27㈫ 無　料 竹間会

093（921）0577

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

ヴェルデ音楽コンクール 弦楽器部門　本選大会 8/4㈰ 11:00 無　料
※全席自由

コンクール事務局
080（1728）7122【山下】

ピティナ・ピアノコンペティション九州（北九州）地区 本選 8/5㈪
〜7㈬ 10:30

一般（当日） ￥1000
会員（当日） ￥ 500

学生（小〜大学生、当日） ￥ 500
※全席自由

ピティナ北九州支部
ヤマハミュージックリテイリング小倉店

093（531）4342【坂井】

2019北九州国際音楽祭が贈る　子どものための夏休み音楽祭
まるっとEnjoy! 響ホールで夏休み《モーツァルトvsベートーヴェン》 8/11㈰・㈷ 14:00

無　料（要整理券）
※対象：3歳以上　※抽選あり
※全席自由

北九州国際音楽祭事務局
093（663）6567

西南女学院高等学校音楽部OG会 ジョイント・コンサート
歌い続けたい名曲集 おおシャンゼリゼ　ほか 8/17㈯ 14:00 無　料（要整理券）

※対象：小学生以上　※全席自由
西南女学院高等学校音楽部OG会

090（7384）7090【持橋】

北九州市少年少女合唱団サマーコンサート2019 8/18㈰ 15:00 無　料
※全席自由

（公財）北九州市芸術文化振興財団
音楽事業課

093（663）6661

第38回 福岡県高等学校音楽コンクール 8/20㈫
〜21㈬ 9:30 無　料

※対象：小学生以上　※全席自由

福岡県高等学校芸術・文化連盟
中間高校

093（246）0120【宮野】

Summer Concert 8/25㈰ 14:00 無　料
※全席自由

京良城ピアノ教室
080（2745）3784

響ホールワンコインコンサート vol.17 加藤文枝（チェロ）
夢のあとに、火祭りの踊り　ほか 8/28㈬ 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

響ホール避難訓練コンサート 8/31㈯ 14:00
無　料

※対象：小学生以上
※要事前申込　※全席自由

北九州市立響ホール
093（662）4010

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（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 こども文化

パスポート
2019

こども文化
パスポート
2019

イベント 期　間 時　間 入　場　料 問合せ先

宋磁ー神秘のやきもの 障
美の頂点に達したともいわれる、中国・宋代の陶磁器の魅力を紹介 8/2㈮〜9/29㈰

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（宋磁ー神秘のやきもの）
学芸員が展示作品を分かりやすく解説します

8/11㈰・㈷ ①11:00
②14:00

無　料
※入場料が必要25㈰

講演会「日本人が愛した宋磁」
講師：後藤修氏（山口県立萩美術館・浦上記念館学芸課長） 8/31㈯ 14:00〜

15:30
一般 ￥800
（入場料込）

※要事前申込（定員120名）

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） こども文化

パスポート
2019

こども文化
パスポート
2019門司

イベント 期　間 開　演 入　場　料 問合せ先

天空ジャズ 8/3㈯ 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 こども文化

パスポート
2019

こども文化
パスポート
2019門司

会場 イベント 期　間 開　演 入　場　料 問合せ先
ホ
ー
ル

門司少年少女合唱団　第51回定期演奏会
ジブリから、バレエ音楽「くるみわり人形」と楽しんでいただける演奏会です 8/18㈰ 15:00 ￥500

※前売・当日共
門司少年少女合唱団

090（9597）8267【吉田】

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



7月16日（火）午後5時 までにご回答ください。
校了日は7月16日（火）です。

2019.  August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
※7月16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

8 月

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

しまじろうコンサート　「とびだせ！ワクワクぼうけんランド」 8/10㈯ 13:30 全席指定 ￥3120 しまじろうコンサートお客さま窓口
0120（988）88316:10

福岡県立小倉高等学校吹奏楽部　第27回定期演奏会 8/12㈪・㉁ 18:30
一般 ￥1000
学生 ￥ 500

※全席自由

福岡県立小倉高等学校吹奏楽部
093（592）3901

令和元年神﨑バレエスタジオリサイタル　くるみ割り人形（全幕） 8/18㈰ 14:00 全席自由 ￥4000 神﨑バレエスタジオ
093（961）1387

ミュージカル『テニスの王子様』3rdシーズン全国大会　青学 vs 立海　前編 8/31㈯
〜9/1㈰

12:30 全席指定 ￥6000 キョードー西日本
092（714）015917:30

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

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

イベント 期　間 時　間 入　場　料 問合せ先

ITOZU YORU ZOO　～夜の動物園～
ライトアップした幻想的な夜の動物園で限定イベントも開催

7/20㈯
〜8/31㈯
（土日祝休日開催） 9:00〜

21:00 無　料

※別途入園料が必要
到津の森公園

093（651）1895
8/13㈫
〜15㈭

星降る花火ファンタジー
仕掛け花火と音楽のコラボレーション

8/17㈯
20:30〜
20:45

無　料
※別途入園料が必要
※悪天候の場合は中止

18㈰
24㈯

小倉北区上到津4-1-8　 093（651）1895　 9:00～17:00※7/20、21、27、28、8/13～１5、8月の土日祝休日は21:00まで
「到津の森公園前」徒歩1分　 火曜日※8/13は開園到津の森公園 こども文化

パスポート
2019

こども文化
パスポート
2019

会場 イベント 期　間 開　演 入　場　料 問合せ先
2
階
ホ
ー
ル

マンスリーシアター
8/25㈰ 「家族」を上映 8/25㈰ 14:00 無　料 門司港レトロ

総合インフォメーション
093（321）41511

階

多
目
的
室
Ｂ 海峡寄席 8/18㈰ 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 こども文化

パスポート
2019

こども文化
パスポート
2019門司

イベント 期　間（時間は上記） 入　場　料 問合せ先
松浦 孝作品展
テラコッタによる立体作品やドローイングなど約20点を展示 8/25㈰〜9/8㈰ 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 こども文化

パスポート
2019

こども文化
パスポート
2019

イベント 期　間（時間は上記） 入　場　料 問合せ先

刊行25周年記念 にじいろのさかな原画展　
―マーカス・フィスターの世界― 障
マーカス・フィスターの絵本原画約160点のほか、CG映像も展示

7/13㈯〜9/1㈰

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 こども文化

パスポート
2019

こども文化
パスポート
2019

会場 イベント 期　間 時　間 入　場　料 問合せ先
企
画
展
示
室

まもなく100回！小倉城庭園企画展歴代ポスター展 障
過去に好評であった企画展ポスターを選りすぐって一堂に展示します 7/10㈬〜8/31㈯

一般 ￥350
中高生 ￥200
小学生 ￥100 小倉城庭園

093（582）2747研
修
室

ワークショップ「ミニタペストリー作り」
お気に入りの写真を壁に飾ることができる、ミニタペストリーを作ります 8/4㈰ 14:00

小学生 ￥500
（入館料・保険料・材料費込）
※対象：小学生以上



7月16日（火）午後5時 までにご回答ください。
校了日は7月16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
※7月16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

8 月

4

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 こども文化

パスポート
2019

こども文化
パスポート
2019

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

小倉城リニューアルフォトコンテスト表彰式・入賞作品展示
一般投票で決定した入賞作品の表彰・展示（表彰式は7/28） 7/28㈰〜8/9㈮

一般 ￥350
中高生 ￥200
小学生 ￥100

小倉城
093（561）1210

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)※8/3、4、10～18、24、25は20:00まで開館　
「小倉駅」徒歩2分　 火曜日、ただし夏休み期間無休(7/23、30は開館、8月は無休)、年末年始北九州市漫画ミュージアム こども文化

パスポート
2019

こども文化
パスポート
2019

会場 イベント 期　間 時　間 入　場　料 問合せ先
企
画
展
示
室

やなせたかしのあそべる絵本展　
～やさしいライオンからアンパンマンまで～ 障
やなせたかし氏の絵本世界を体感できる、ご家族で楽しめる展覧会です

7/13㈯〜9/1㈰
中学生以上 ￥700

2歳〜小学生 ￥200
※常設展とのセット券あり
※こども文化パスポート対象外

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

「北九州国際漫画大賞」優秀作品展 障
４コマ漫画の国際公募コンテスト「北九州国際漫画大賞」の昨年の優秀作品を紹介 7/27㈯〜8/8㈭

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

８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

8/11㈰・㈷
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
17㈯

８月漫画スクール 障
８月の漫画スクールは自由参加。漫画家の先生が描き方を指導します

8/13㈫
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　
※当日先着20名、途中参加可

14㈬

イベント 期　間（時間は上記） 入　場　料 問合せ先

松本清張生誕110年記念ミニ展示「清張映画ポスター展」 8/1㈭〜9/30㈪ 無　料
※常設展示観覧は別途入館料が必要

松本清張記念館
093（582）2761

北九州市立松本清張記念館 こども文化
パスポート
2019

こども文化
パスポート
2019

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

会場 イベント 期　間 開　演 入　場　料 問合せ先
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：人形劇団 ののはな、L.E.M（Let’s Enjoy Music） 8/18㈰ 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
図
書
室

ビデオるーむ
子ども向けアニメの上映 　「さよならかばくん」ほか 8/4㈰ 14:00 無　料

※未就学児は保護者同伴

全
館

こども夏まつり
3B体操、和太鼓、演奏、バルーンアート、「平和のパネル」展示　ほか 8/11㈰・㈷ 13:00〜

16:00
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

松本清張記念館開館21周年記念　「柚月裕子」講演会
『盤上の向日葵』『慈雨』等の著者、柚月裕子氏の講演会。要事前申し込み 8/4㈰ 14:30

無　料
※ 往復はがきに代表者氏名、住所、電話番号、年

齢、希望人数（1枚につき4名まで）、同伴者氏
名を記入し、松本清張記念館へ、7/24㈬必着

松本清張記念館
093（582）2761

ヤマハピアノ・エレクトーン個人発表会
ピアノ・エレクトーン個人発表会

8/10㈯ 11:00

無　料
㈱ヤマハミュージックリテイリング

小倉店
093（531）4342【友塚】

11㈰・㈷ 10:30
24㈯ 11:00
25㈰ 10:30

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 こども文化

パスポート
2019

こども文化
パスポート
2019

イベント 期　間 時　間 入　場　料 問合せ先

小倉祇園太鼓400周年行事　歴史展　四百年の鼓動
小倉祇園太鼓の歴史を解説したパネルや関連する文学作品などを展示します 6/22㈯〜8/18㈰ 無　料

北九州市市民文化スポーツ局
文化企画課

093（582）2391

文学講座　村田喜代子の文学いろいろ
芥川賞作家・村田喜代子さんが毎月１冊の本とその周辺を語る講座の第１回目 8/24㈯ 13:30〜

15:00
受講料（全7回） ￥3500
1回のみ受講の場合は￥1000

※ 会場：北九州市立子ども図書館
大研修室（小倉北区城内）

北九州市立文学館
093（571）1505

第16回北九州市書道連盟　代表作家展「新元号記念　万葉集を書く」
「万葉集」をテーマにした書道作品、約70点を展示します 8/24㈯〜9/1㈰ 無　料



7月16日（火）午後5時 までにご回答ください。
校了日は7月16日（火）です。

2019.  August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
※7月16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

8 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
ローザ・バルバ展
イタリア人アーティストによる映像作品の展示

6/29㈯〜9/6㈮
（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 時　間 入　場　料 問合せ先

展
示

コ
ー
ナ
ー

自游書道会 書作展 8/20㈫
〜25㈰

9:00〜
17:00

無　料
※ 8/20㈫は13:00から、
　25㈰は16:00まで

事務局
093（472）8080

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

8/3㈯ 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

11㈰・㈷

手織り教室
手織り機を使ってコースターを作ります

8/4㈰
〜5㈪

①10:00〜12:00
②13:00〜16:00

￥550
※小学生以下は保護者同伴
※定員：各回8名

竹とんぼ&竹笛作り教室
竹を組み合わせて、竹とんぼ＆竹笛を作ります

8/8㈭ ①10:30〜11:30
②14:30〜15:30

￥500／セット
※小学生以下は保護者同伴
※定員：各回8名22㈭

ペーパーアート教室
色紙でアート作品を作ります

8/10㈯ ①10:00〜12:00
②13:00〜15:00

￥1100
※小学生以下は保護者同伴
※定員：各回16名12㈪・㉁

ペルセウス座流星群観賞会
毎年この頃に極大を迎えるペルセウス座流星群を観察します 8/12㈪・㉁ 19:00〜

22:00
無　料

※中学生以下は保護者同伴

アートフラワー教室
布や針金を使って、季節の花を作ります 8/24㈯ ①10:00〜12:00

②13:00〜15:00
￥2600

※小学生以下は保護者同伴
※定員：各回16名

平尾台こども凧揚げ会　「夏の風まつり」
おもしろ凧揚げや凧作り教室を開催します 8/25㈰

10:00〜
15:00

（凧作り教室は14:00まで）

凧作り教室 ￥500
※凧作り教室、定員50名
※荒天中止

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 こども文化

パスポート
2019

こども文化
パスポート
2019

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）※7/20～8/25は無休、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） こども文化

パスポート
2019

こども文化
パスポート
2019

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

夏企画展「気になるスポーツ道具展」 障
九州初上陸＆なかなか見られない、さわれないもの大集合！ 7/20㈯〜9/29㈰

大人 ￥500
小中学生 ￥250

※対象：小学生以上
※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
親子勾玉づくり教室
主催：NPO法人 北九州市の文化財を守る会　※7/16㈫10:00から電話受付開始 8/6㈫ 10:00〜

12:00
材料費（1組） ￥500

※定員、親子20組
旧百三十銀行ギャラリー

093（661）9130
クリニカル　パステルアート展
主催：クリニカルアートFukui 8/9㈮〜11㈰・㈷ 無　料

※8/11㈰・㈷は15:00まで
090（9482）8609【福井】

戦争遺産写真パネル展
北九州市内の戦争遺跡を写真などで紹介

8/13㈫
〜17㈯

10:00〜
18:00

無　料
※8/17㈯は16:00まで

旧百三十銀行ギャラリー
093（661）9130

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
画
廊

ヘレンドフェア 8/14㈬〜20㈫ 無　料

小倉井筒屋　画廊
093（522）2521

黄金逸品展 8/28㈬〜9/3㈫ 無　料
新
館
7
階
大
画
廊

薬師寺「散花」展 7/31㈬〜8/6㈫ 無　料

水の幻視　みやざきすうじ展 8/7㈬〜13㈫ 無　料

原田泰治　版画展 8/21㈬〜27㈫ 無　料
新
館
7
階
小
画
廊

茶の湯道具掘り出し市 7/31㈬〜8/6㈫ 無　料

企救焼　熊谷光峰・孝司　作陶展 8/7㈬〜13㈫ 無　料

唐津焼古賢窯　古賀賢治作陶展 8/21㈬〜27㈫ 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 



7月16日（火）午後5時 までにご回答ください。
校了日は7月16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
※7月16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

8 月

6

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 こども文化

パスポート
2019

こども文化
パスポート
2019

会場 イベント 期　間 時　間 入　場　料 問合せ先
会
議
室

サイエンスショー
光や音を利用した不思議な実験 8/12㈪・㉁ 14:00〜

14:50 無　料 児童文化科学館
093（671）4566

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） こども文化

パスポート
2019

こども文化
パスポート
2019

イベント 期　間 時　間 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

夏の特別展「探検！両生類・は虫類の世界」
脊椎動物の進化のカギを握る両生類とは虫類、約500種を展示・解説 7/13㈯〜9/16㈪・㈷

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

夏の特別展関連イベント「えさやり見学」
えさを食べる貴重な姿は必見！

7/16㈫
〜9/12㈭
（毎週火・木曜日開催） ①11:00

②14:00
要特別展入場料

※小学生以下は保護者の参加が必要
※8/13㈫、15㈭は除く

9/14㈯〜
16㈪・㈷

夏の特別展関連イベント「タッチTheカメ」
リクガメにさわれるよ！

7/17㈬
〜9/11㈬
（毎週水曜日開催） ①11:00

②14:00
要特別展入場料

※小学生以下は保護者の参加が必要
※8/14㈬は除く

9/14㈯〜
16㈪・㈷

夏の特別展関連イベント「ナイトミュージアム」
照明を落とした夜の博物館を探検しよう！ 8/10㈯ 18:30

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
※セブンチケットのみ（定員700名）

夏の特別展関連イベント「ギャラリートーク」
両生類・は虫類の生体などを学芸員が解説！

8/9㈮
14:00 要特別展入場料

※小学生以下は保護者の参加が必要23㈮
夏の特別展関連イベント 
特別講演「『右利きのヘビ』で解く、左巻きカタツムリの謎」
講師：東京大学大学院理学系研究科特任助教/理学博士　細将貴氏

8/4㈰ 14:00 要特別展入場料
※小学生以下は保護者の参加が必要
※定員200名（当日先着）

歴史講演会【特集：花尾城と北九州の古城】
「花尾城の調査成果」「花尾城を巡る北九州の城郭」
講師：北九州市埋蔵文化財担当係長　原田智也氏、九州歴史資料館学芸員　岡寺良氏

8/10㈯ 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）

ジオハイキング「化石と地質のたのしみ方」
天然記念物である若松北海岸の化石を観察し、化石の調べ方を楽しく学びます 8/25㈰ 9:30

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30名（抽選）、

8/11㈰・㈷締め切り
※会場：若松区遠見ヶ鼻（岩屋海岸）

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　 8月は休館なし北九州市立子どもの館 こども文化

パスポート
2019

こども文化
パスポート
2019

会場 イベント 期　間 時　間 入　場　料 問合せ先

子
ど
も

ホ
ー
ル

わらべの日　杉山兄弟のシャボン玉ショー
子どもから大人まで夢中になれるシャボン玉ショーです 8/11㈰・㈷

12:30〜13:30 無　料
※ 各回先着250名、ただし1日

フリーパス券または3カ月
会員パスお持ちの方優先

北九州市立子どもの館
093（642）555514:30〜15:30

み
ん
な
の

ひ
ろ
ば

子どもの館　夏の特別展「あった！あった！平成の思い出博～カムバック!! Hey !  Sey ! ～」
平成の30年間を、遊びと学びでふりかえる特別展です

7/20㈯
〜9/1㈰

10:00〜
19:00 無　料

会場 イベント 期　間 時　間 入　場　料 問合せ先
こ
や
の

せ
座

こやのせ たなばたまつり
七夕飾り、昔遊びや縁日、人形劇やビンゴ大会、そうめん流しなどを行います 8/3㈯　13:00〜

17:00
無　料

（一部有料）
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 こども文化

パスポート
2019

こども文化
パスポート
2019



7月16日（火）午後5時 までにご回答ください。
校了日は7月16日（火）です。

2019.  August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
※7月16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

8 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

人気シリーズ遂に最終決戦！　世襲戦隊カゾクマンⅢ
第三話「さようなら一郎！さようならカゾクマン！喪服の黒は俺たちには似合わない！」 8/4㈰ 14:00

一般 ￥4000
高校生以下（入場時身分証提示） ￥2500
※対象：小学生以上
※ 未就学児入場不可（託児サー

ビスあり）
※当日各￥300増
※全席指定

黒崎ひびしんホール
093（621）4566

福岡県立八幡高等学校吹奏楽部　第33回定期演奏会 8/11㈰・㈷ 18:00 ￥400 福岡県立八幡高等学校吹奏楽部
093（651）0035【毛利】

夏井いつきの「ひびしん句会ライブ」
「プレバド!!」俳句コーナーでおなじみの夏井先生の進行であなたも俳句が好きになる!! 8/31㈯ 13:00

一般 ￥1500　高校生以下 ￥1000
※小学生以上チケット必要
※当日￥500増
※全席自由

黒崎ひびしんホール
093（621）4566

中
ホ
ー
ル

旅する絵本カーニバル in 黒崎 8/7㈬〜
11㈰・㈷

10:00〜
16:00

無　料
※8/11㈰は15:00まで

絵本カーニバル実行委員会・
北九州市教育委員会
090（1082）6704

第22回マリンバフォルテ「夏の風コンサート」 8/18㈰ 14:00 ￥500 マリンバフォルテ
090（2396）1988【小橋】

第49回新きたきゅう音楽塾 in 黒崎
「高校生ピアニストによる音楽世界」～北九州出身の若き才能を愉しむ～
谷昴登（ピアノ）

8/20㈫ 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
～みんなで楽しく歌いましょう～ 8/22㈭ 13:00 ￥500

Summer Concert 2019 8/25㈰ 13:00 無　料 ひびきのMusic School
090（5735）8433【堀江】

完　売

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

8/10㈯ 12:00〜
13:00 無　料 北九州JAZZ BOSSA-NOVA CLUB

093（671）0411【石橋】

■�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 こども文化

パスポート
2019

こども文化
パスポート
2019

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

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 北九州市立美術館

093（882）7777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

ア
ネ
ッ
ク
ス

市
民
ギ
ャ
ラ
リ
ー

北九州市中学校美術部合同展
洋画・日本画・彫刻・工芸・写真・その他 8/6㈫〜11㈰・㈷ 無　料

※8/11㈰・㈷は16:30まで

北九州市中学校文化連盟
黒崎中学校

093（641）0576【鍬本】
福岡県高等学校芸術･文化連盟 美術･工芸部門 北九州地区大会
第38回 北九州地区高等学校 美術･工芸展
洋画・日本画・彫刻・工芸・デザイン・その他

8/20㈫〜25㈰ 無　料

※8/25㈰は17:00まで

福岡県高等学校芸術･文化連盟 北九州支部
真颯館高校

093（561）1231【小寺】
第5回 和樂書院社中展－併設　光峯書作展－
書 8/27㈫〜9/1㈰ 無　料 和樂書院

090（9659）7799

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38回 二元会九州支部展
洋画・日本画・パステル・ミックスメディア・クレパス など

7/29㈪
〜8/3㈯

9:30〜
17:30

無　料
※7/29㈪は13:00から

二元会　九州支部
090（1926）9205【長柄】

第42回 書真書道展
書

8/6㈫〜
11㈰・㈷

10:00〜
18:00

無　料
※8/11㈰・㈷は17:00まで

書真書道会
090（9582）9318【清水】

平和のための戦争展
写真・その他

8/17㈯
〜18㈰

9:00〜
16:00 無　料 北九州市平和のための戦争展実行委員会

090（6892）7715【原田】
展
示
室
１

第47回 福岡教育大学 書道科福岡県人書作展
書

8/20㈫
〜25㈰

 10:00〜
19:00

無　料
※8/25㈰は17:00まで

福岡教育大学書道科福岡県人会

ART×FASHION　2019
洋画・日本画・彫刻・工芸・書・ファッション

8/27㈫
〜9/1㈰

9:30〜
17:00 無　料 ART×FASHION

090（7479）5886【黒田】

展
示
室
２

アトリエ游 第28回絵画展
洋画

8/19㈪
〜25㈰

10:00〜
18:00

無　料
※ 8/19㈪は12:00から、25㈰

は17:00まで

アトリエ游
093（618）1743【徳重】

大川 力　傘寿「足立山 101景」展
洋画・淡彩画

8/26㈪
〜9/1㈰

10:30〜
16:30

無　料
※ 9/1㈰は16:00まで 090(1926)6738【大川】



2019年度「こども文化パスポート事業」（期間：令和元年7月20日～9月1日）

出光美術館（門司） 門司港レトロ展望室 旧大連航路上屋 北九州市漫画ミュージアム 
北九州市立小倉城庭園 北九州市立美術館本館／分館 北九州市立文学館 北九州市立松本清張記念館 
小倉城 到津の森公園 北九州市立埋蔵文化財センター 平尾台自然の郷 北九州イノベーションギャラリー 
北九州市立いのちのたび博物館 北九州市立児童文化科学館 北九州市立子どもの館 北九州市立長崎街道木屋瀬宿記念館

夏休み期間を中心に、文化施設をはじめとするさまざまな施設に無料または一部割引で入場できるなど特典が受けられるパスポート。 
子どもたちが、地域の文化・歴史・自然に接することにより豊かな心を育むとともに、親子のふれあう機会を増やすことを目的としていま
す。北九州市およびその他の対象地域の学校等に通っている、もしくはお住まいの対象年度中３歳から中学生までに配布します。詳しい
内容は、北九州市ホームページにてご確認ください。　※令和元年7月12日以降確認可能（予定）

事業参加施設
かるかる 8月号掲載

こども文化パスポートhttps://www.city.kitakyushu.lg.jp/こども文化パスポート2019こども文化パスポート2019

この８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9月（9・10月号）です

Facebookページにアクセス

「CulCul・かるかる」で検索☜ かるかるCulCul
Culture&Cultivate

CulCul・かるかる
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ページ  開設しました！

●主なコンテンツ
・『CulCul・かるかる』最新号の記事
・イベント情報　　　　　

ほか

7月16日（火）午後5時 までにご回答ください。
校了日は7月16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
※7月16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
※7月16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

8 月

8

北九州市芸術文化情報誌「CulCul・かるかる」
■発行日／2019.8.1　　■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

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

第45回記念　響会ピアノ発表会 8/2㈮ 13:30 無　料 響会
093（381）4186【青野】

湧き上がる音楽祭 in 北九州「オーケストラ演奏会」
出演：精華女子高等学校吹奏楽部　第1部：クラシック　第2部：マーチング 8/4㈰ 16:00

一般 ￥2000
高校生以下 ￥1000

※対象：小学生以上
※当日￥500増

北九州国際音楽祭
市民企画委員会事務局

080（2732）2532【蒲ヶ原】

「8.6平和のつどい」
平和絵本の朗読、手作りの映画に劇、平和の歌を通して親子で平和を考えます 8/6㈫ 18:30 無　料 8・6平和の集い実行委員会

093（953）0381【古田】

中
ホ
ー
ル

未来ッ子集まれ　第31回ピアノ発表会 8/2㈮ 16:00 無　料 ピアノ演奏グループ未来
090（4473）1283【平岩】

湧き上がる音楽祭 in 北九州　「室内楽演奏会」
ピアノソロ・ピアノデュオ・アンサンブル 8/11㈰・㈷ 15:00 一般 ￥1000

※当日￥500増

北九州国際音楽祭
市民企画委員会事務局

080（2732）2532【蒲ヶ原】
第３回演奏会～ The 3rd musical palette ～
指揮なしで演奏する混声合唱団が、いろいろなねいろをお届けします 8/17㈯ 17:00 ￥500 合唱団いろ

090（9608）4763【園田】
第27回グループ萠　演奏会
ピアノ・コントラバス・ピアノ連弾と多彩なプログラムでの定期演奏会 8/18㈰ 14:00 一般 ￥2000 グループ萠

093（881）0255【山廣】
交
流

プ
ラ
ザ

ウェルカムコンサート（８月）
出演：北九州グランフィルハーモニー管弦楽団 8/8㈭ 12:20 無　料 ウェルとばた総合案内

093（871）7200




