
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.  February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
※1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

2 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

福岡県立青豊高等学校吹奏楽部　第16回定期演奏会 2/2㈰ 17:30 無　料
※全席自由

福岡県立青豊高等学校吹奏楽部
0979（82）2105【西山】

三谷幸喜・作「アパッチ砦の攻防」より
「罪のない嘘～毎日がエイプリルフール～」 2/22㈯ 13:30 ￥8800

※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

PARCO PRODUCE 2020「FORTUNE（フォーチュン）」
森田剛主演、サイモン・スティーヴンスの世界初演作！

2/27㈭
～28㈮ 18:30 S席 ￥10500

A席 ￥ 8500
※対象：小学生以上　※全席指定
※ 劇場のみ購入枚数制限あり
　（お1人様2枚まで）

キョードー西日本
0570（09）2424 29㈯ 13:30/18:30

3/1㈰ 13:30

中
劇
場

第43回北九州市青少年健全育成全市キャンペーン
第44回小倉北区青少年育成大会 2/1㈯ 11:00 無　料

※一部指定
小倉北区役所コミュニティ支援課
093（582）3322【伊藤・長畑】

北九州子ども劇場2月高学年部例会
「ひとごろし」（前進座） 2/2㈰ 18:30

会　費
※対象：小学生以上　※全席指定
※ 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）3834

建国記念の日奉祝北九州市民大会 2/11㈫・㈷ 12:50
12:00開場

無　料
※全席自由

建国記念の日奉祝北九州市民大会実行委員会
090（2082）3067【宮原】

芸人×人生会議プロジェクト　九州新喜劇～寿座長・冬公演～ 2/15㈯ 19:00
￥3000

※対象：小学生以上　※全席指定　
※当日￥500増

吉本興業株式会社福岡支社
092（261）7870

山海塾「遥か彼方からのーひびき」リ・クリエーション
初演から22年、再び描かれる美しき砂と水盤の庭園 2/23㈰・㈷ 14:00

一般 ￥4500
ユース ￥2500

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）2655

北九州子ども劇場2月低学年部例会
「いえでででんしゃ」（劇団コーロ） 2/24㈪・㉁ 18:30

会　費
※全席指定
※ 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）3834

北九州童謡・唱歌かたりべの会　お別れコンサート 2/28㈮ 14:00 ￥1000
※全席自由

北九州童謡・唱歌かたりべの会
093（652）6241【天川】

第6回林芙美子文学賞表彰式および記念トーク
表彰式と、井上荒野さん、角田光代さん、川上未映子さんによる記念トーク 2/29㈯ 13:30 無　料

※要事前申込　※全席自由
北九州市立文学館
093（571）1505

小
劇
場

TAKAKO LIVE 2020 2/1㈯ 15:00 ￥3000
※全席自由

スタジオ・アン・ドゥミ
090（3669）1139

ミュージカル クリエーション　Vol.17 2/2㈰ 15:00 無　料
※乳幼児同伴の方は入場不可

ミュージカル クリエーション
090（7986）5980【野口】

北九州芸術劇場×北九州市身体障害者福祉協会アートセンター
レインボードロップス ダンス公演「こんなにも、家族」
カラフルでいろんな個性があふれる、3年ぶりの新作ダンス公演！

2/9㈰
14:00

一般 ￥1800
割引 ￥1000

※対象：３歳以上　※全席自由　
※ 車いすでご来場をご希望の方は、
前日までにお問い合わせください
※ 割引は障害のある方及びその介助
者1名、24歳以下、要証明書提示

北九州芸術劇場
093（562）2655

11㈫・㈷

音楽の広場PAM　第123回コンサート 2/15㈯ 14:00
一般 ￥1000
会員 ￥ 500

※全席自由

PAM事務局
090（9605）3881【岩崎】

北九州子ども劇場2月乳幼児部例会
「◯△□ちゃん」（GEKIDAN AFRICA） 2/16㈰

11:00 会　費
※対象：3歳以下　※全席自由　
※開場は開演の10分前
※ 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）383415:00

北九州芸術劇場クリエイション・シリーズ 「まつわる紐、ほどけば風」
街と歴史と人にフォーカスした新しいドラマが生まれます！

2/27㈭ 13:30 一般 ￥3000
ユース（24歳以下） ￥2500
高校生〔的〕チケット ￥1000

※対象：小学生以上　
※全席自由　
※当日￥500増

北九州芸術劇場
093（562）2655

28㈮ 19:00

29㈯ 13:30/18:00

3/1㈰ 13:30

イベント 期　間（時間は上記） 入　場　料 問合せ先
北九州市職員文化祭
絵画・書道・陶芸作品・工芸品・手芸・写真 1/29㈬～2/4㈫ 無　料 北九州市職員文化体育協議会

093（582）2221
令和元年度周望学舎修了記念作品展
絵画・書道・工芸品・手芸・写真 2/5㈬～11㈫・㈷ 無　料 周望学舎

093（591）2626
クラブ写真展
写真 2/12㈬～18㈫ 無　料 西写協デジカメクラブ

080（5288）6327
小倉北書道部会　会員・会友展
書道 2/19㈬～25㈫ 無　料 小倉北書道部会

093（522）6879
第15回ふくおか・ゆめ・みらいCGコンテスト
CG 2/26㈬～3/3㈫ 無　料 福岡県情報サービス産業協会

092（832）1344
第6回近藤書道教室作品展
書道 2/26㈬～3/3㈫ 無　料 近藤書道教室

090（2715）2110

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 



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
※1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

2 月

2

イベント 期　間 開　演 入　場　料 問合せ先

響ホールOTEGARU Opera vol.4
「フィガロの結婚」～フィアンセとIT社長、その妻と少年～ 2/2㈰ 14:00

一般 ￥3000
25歳以下（要証明） ￥2000
※対象：小学生以上　※全席指定 響ホール音楽事業課

093（663）6661金子三勇士ピアノ・リサイタル
映画『蜜蜂と遠雷』マサルのピアノ演奏が響ホールに 2/8㈯ 14:00

一般 ￥3000
25歳以下（要証明） ￥2000
※対象：小学生以上　※全席指定

貞国音楽院ピアノ・バイオリン・チェロ発表会 2/9㈰ お問い合わ
せください

無　料
※全席自由

貞国音楽院
090（9470）9655【貞国】

響ホールワンコインコンサートvol.20
西本幸弘[ヴァイオリン]
クライスラー：愛の喜び、愛の悲しみ エルガー：夜の歌、朝の歌　ほか

2/18㈫ 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

浦野さやかファゴットコンサートvol.7
G.シュレック作曲：ファゴットソナタ，A.カプレ作曲 五重奏曲　ほか 2/23㈰・㈷ 14:00

一般 ￥3000
学生（中～大学生） ￥1000
※全席自由

ハイマートシュタット
093（883）1548【浦野】

瀧村依里＆朴葵姫デュオコンサート
初の競演！ヴァイオリンとギターによる特別なデュオ

2/29㈯ 14:00
一般 ￥3000

25歳以下（要証明） ￥2000
※対象：小学生以上　※全席指定

響ホール音楽事業課
093（663）6661

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（94）　埋蔵文化財速報展
「木町遺跡に暮らした人々 -小倉北区木町遺跡第2地点の調査から-」
木町遺跡第2地点から出土した古代～江戸時代の遺物約60点を展示します

12/24㈫～4/26㈰ 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
企画展「時代劇映画資料展」
銀幕の時代劇、みんなのヒーローがよみがえる。ポスター・パンフレットなど約150点を展示 1/16㈭～4/5㈰ 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

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 門司港レトロおもてなしライブ 2/23㈰・㈷ ①12:00②14:00 無　料 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、2/1～2/29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

古伊万里・鍋島の魅力 障
きらびやかな古伊万里と洗練された鍋島、ふたつのやきものの魅力を紹介 1/10㈮～3/29㈰

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（古伊万里・鍋島の魅力）

学芸員が展示作品をわかりやすく解説します

2/9㈰ 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 2/1㈯ 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バレンタイン＆ホワイトデー　カップルチケット 2/14㈮～3/15㈰

￥800
（展望室入館料2人分＋
カフェオリジナルドリンク）

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

会場 イベント 期　間 開　演 入　場　料 問合せ先
ホ
ー
ル

門司市民会館まつり　「舞の祭典」
藤扇萊玉一門会、真寿会、若生千翔一門会の三社中による日舞・創作舞踊など 2/16㈰ 12:00 ￥1000 門司市民会館

093（321）2907

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
2
階
ホ
ー
ル

マンスリージャズ
出演：どどんぱ山田Quartet 2/9㈰ 14:00 無　料 門司港レトロ

総合インフォメーション
093（321）4151マンスリーシアター

「つむじ風」 2/23㈰・㈷ 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



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.  February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
※1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

2 月

3

イベント 期　間（時間は上記） 入　場　料 問合せ先
藤本祥子　染色作品展
門司港美術工芸研究所に入所後、制作した作品を中心に約10点を展示します 1/28㈫～2/2㈰ 無　料 門司港美術工芸研究所

093（322）1235常設展
油彩画・日本画・彫刻・染色・漆芸など約30点を展示 2/11㈫・㈷～3/1㈰ 無　料

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19日まで）〈北九州市立文学館　TEL093（571）1505〉

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

文様をよむ～宮廷装束・時代衣装における季節の彩り～ 障
宮廷装束や時代衣装に描かれた文様の意味を紹介します

2/11㈫・㈷
～4/12㈰ 9:00 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「きもの文化について」＆展示解説 障
青梅きもの博物館館長による講演会と展示解説です 2/11㈫・㈷ 13:00 一般 ￥350　中高生 ￥200

小学生 ￥100
書
院
棟

小笠原流　加冠の儀 障
一般公募で選ばれた20歳の女性が小笠原流の成人式を体験 2/23㈰・㈷ 12:00 一般 ￥350　中高生 ￥200

小学生 ￥100

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2/11は開館、2/12は休館）、2/17～19（館内整理日）、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
常
設
展
示
室

ミ
ニ
ギ
ャ
ラ
リ
ー

収蔵原画名品展～陸奥Ａ子～ 障
原画約50点、カラー原画は2/22から展示替 1/11㈯～3/26㈭

常設展入場料が必要
一般 ￥480　中高生 ￥240

小学生 ￥120

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

２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

2/1㈯
13:30～
16:30

常設展入場料が必要
一般 ￥480　中高生 ￥240

小学生 ￥120
※小学生未満無料
※当日先着20名、途中参加可

22㈯

２月漫画スクール 障
①バックの効果（集中線やフラッシュ）　②上級編（魅力的な主人公のキャラづくり）

①2/9㈰
13:00～
16:00

常設展入場料が必要
一般 ￥480　中高生 ￥240

小学生 ￥120

※ 2/9㈰は小学3年生以上、23㈰・㈷
は高校生以上

※定員各先着20名、要事前申込

②23㈰・㈷

Ａ子タンを囲む会 ～ミニトークとサイン会～ 障
北九州市民文化賞受賞を記念して、陸奥Ａ子さんとファンの交流会を開催 2/15㈯ 14:00～

16:00

常設展入場料が必要
一般 ￥480　中高生 ￥240

小学生 ￥120
※定員に達したため申込受付終了

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「アンデルセン名作童話集５」ほか 2/9㈰ 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 2/22㈯ 14:00 無　料

※未就学児は保護者同伴

児
童

劇
場

節分イベント
楽しい音楽と絵本で明るい春を迎えよう！ 2/2㈰ 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（時間は上記） 入　場　料 問合せ先

新
館
7
階

大
画
廊・小
画
廊

日本画・洋画　特選版画展 1/29㈬～2/11㈫・㈷ 無　料

小倉井筒屋　画廊
093（522）2521

ギメル展 2/26㈬～3/3㈫ 無　料
新
館
7
階

大
画
廊

ー内なる光と成熟の赤ー ロジェ・ボナフェ　油彩画展 2/12㈬～18㈫ 無　料

ー夢とロマンを求めてー＜ラピスの世界＞　清水新也　油絵展 2/19㈬～25㈫ 無　料
新
館
7
階

小
画
廊

伊賀焼　風来窯　瀧本湖久　作陶展 2/12㈬～18㈫ 無　料

～時の音色・森の旅人～　川原﨑純子　風のおるご～る展 2/19㈬～25㈫ 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 



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
※1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

2 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 

会場 イベント 期　間（時間は上記） 入　場　料 問合せ先
小
倉
城

天
守
閣

4
階

まごじ凧展 障
福岡県特産民芸品のまごじ凧。さまざまな形の個性的な凧を展示 2/3㈪～3/1㈰ 一般 ￥350　中高生 ￥200

小学生 ￥100
小倉城

093（561）1210

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

パイプオルガン体験教室 2/8㈯
10:00 ￥2000（体験料）

※要事前申込、各回定員10名
　（往復はがきで応募）、1/25㈯必着

北九州ソレイユホール
093（592）540513:30

第45回九州公演　日本フィル in kyusyu 2020 北九州
指揮：アレクサンドル・ラザレフ　ピアノ：河村尚子 2/11㈫・㈷ 14:00

RS席 ￥7000　SS席 ￥6500
S席 ￥5500　 A席 ￥4500

学生席 ￥3500
日本フィル北九州公演実行委員会

090（4997）5500

ランチタイム　ワンコイン パイプオルガンコンサート 2/13㈭ 12:00 ￥500
※70歳以上無料　※全席自由

北九州ソレイユホール
093（592）5405

ウルトラヒーローズEXPO THE LIVE 2/15㈯
10:30 ￥4800

※3歳以上有料（2歳以下でも
　座席が必要な場合は有料）
※全席指定

キョードー西日本
0570（09）242414:30

ミュージックフェスティバル2020 2/16㈰ 13:00 ￥900
※一部指定席　※当日￥100増

全日本幼児教育連盟
092（738）3750

QUINTETO GRANDE　－キンテート・グランデ－ 2/17㈪ 19:00 A席 ￥6500
B席 ￥6000

MIN-ON北九州
093（884）1833

令和元年度 合唱組曲「北九州」演奏会 2/24㈪・㉁ 15:00
一般 ￥2000

25歳以下 ￥1000
※対象：小学生以上　
※全席自由　※当日￥500増

（公財）北九州市芸術文化振興財団
音楽事業課

093（663）6661

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

吉村流 雄輝彌会　舞初め 2/24㈪・㉁ 13:00 無　料 吉村流 雄輝彌会
090（6899）7075【吉村】

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

日本の切り絵　５人のミューズ展 障
女性切り絵作家５人が独自の感性と手法を駆使し観る人を異空間に導きます 1/4㈯～3/1㈰

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

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」 障 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　 2/20臨時休館、年末

イベント 期　間 時　間 入　場　料 問合せ先
平尾台ふゆはなび
平尾台の冬空を音楽とレーザー光線で彩る花火ショー 2/8㈯ 17:00～

19:30
無　料

※予備日：2/9㈰、11㈫・㈷

平尾台自然の郷
093（452）2715

野焼き一般観覧
平尾台に春を告げる「野焼き」を、平尾台自然の郷の園内から観覧します 2/22㈯ 10:00～

15:00
無　料

※悪天の場合2/24㈪・㉁に順延

野焼き特別見学会
事前申込者限定で、本来立ち入り禁止区域となる茶ケ床園地から見学します 2/22㈯ 8:00～

12:00

￥600
※ 対象：小学生以上　※要事前申込（往復ハガキ
2/7㈮消印有効）、定員300人（抽選の場合あり）

※ 代表者・同伴者氏名・年齢・住所・電話番号を、明
記（1枚につき5人まで）　

※悪天の場合2/24㈪・㉁に順延

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）、年末年始平尾台自然の郷 



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.  February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
※1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

2 月

5

会場 イベント 期　間 時　間 入　場　料 問合せ先
大
ホ
ー
ル

北九州市民吹奏楽団第39回定期演奏会 2/23㈰・㈷ 14:30～16:30 ￥500 北九州市民吹奏楽団
080（1710）2407【池田】

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
ハルーン・ミルザ展
イギリス人アーティストによる光を使った作品の展示

2/11㈫・㈷～3/6㈮
（日・祝休み）

無　料
※2/11㈫・㈷は開館、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
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

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

いのちのたび博物館
093（681）1011

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

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「昔のくらしと調味料」
味噌作りを通して、昔のくらしや和食に欠かせない調味料、発酵について学ぶ 2/1㈯ 13:30

材料費 ￥1000
※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）、1/18㈯締め切り

歴史講演会「蒙古襲来と九州の仏像」
講師：佐賀県立佐賀城本丸歴史館　学芸員 竹下正博氏 2/15㈯ 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）

炭都・三池～「明治日本の産業革命遺産」企画展2～ 障
三池炭鉱の歴史と大牟田市など石炭産業で栄えた都市（炭都）の姿を紹介 2/22㈯～3/22㈰

要常設展観覧料
大人 ￥600　高大生 ￥360

小中生 ￥240
たいけん講座「いろいろなかたちのアンモナイトにさわってみよう！」
様々な形のアンモナイト化石に触れながら観察し、多様性や不思議を体感する 2/23㈰・㈷ 13:30

無　料
※小学生以下は保護者同伴
※要事前申込、定員20名（抽選）、2/9㈰締め切り

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、月と金星、冬の星空を望遠鏡で観察します 2/1㈯ 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、1/18㈯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
おもしろい力学実験 2/24㈪・㉁ 14:00～14:50 無　料

八幡東区東田2-2-6　 093（663）6751　 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10分
「八幡東区役所」「中央２丁目」徒歩15分　 「東田大通入口」徒歩5分　 月曜日（祝日の場合は翌日休館）、年末年始北九州市環境ミュージアム 

会場 イベント 期　間 時　間 入　場　料 問合せ先
ド
ー
ム

シ
ア
タ
ー

ハルーン・ミルザ展
イギリス人アーティストによる映像と音を使ったインスタレーション作品の展示

2/11㈫・㈷
～3/29㈰

10:00～
17:00 無　料 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　 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

磨き抜かれた職人の技 ～　第2回「北九州技の達人」展
新たに技の達人に認定された方を含め、手仕事に秀でた達人の作品を展示 2/8㈯～3/22㈰ 無　料

※対象：小学生以上

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

八幡の景観・建造物から考えるこのまちの歴史と未来
講座・ワークショップ 2/8㈯ 13:00～

16:00
無　料

※対象：小学5年生以上
※定員20名程度

八幡駅前開発（株）
093（681）0697【前田】



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
※1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

2 月

6

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

令和元年度 高文連 デザイン･絵はがき展
（第33回デザインコンペ･第30回絵はがきコンクール合同展）
デザイン・絵はがき

1/28㈫
～2/2㈰

10:00～
17:00

無　料

※2/2㈰は16:00まで

真颯館高等学校
093（561）1231【小寺】

北九州市立年長者研修大学校 穴生学舎 修了記念作品展
洋画・書・写真

2/3㈪
～9㈰

10:00～
17:30

無　料
※2/3㈪は12:30から、
　8㈯・9㈰は15:00まで

北九州市保健福祉局
長寿社会対策課

093（645）6688【山本】
令和元年度 北九州市小･中学校合同美術展
児童・生徒の作品（絵画・立体・工作）

2/18㈫～
23㈰・㈷

9:30～
17:00 無　料 筒井小学校

093（641）4712【古賀】

展
示
室
1

一先会 福岡支局展
書

2/11㈫・㈷
～16㈰

9:00～
18:00

無　料
※2/16㈰は17:00まで

一先会
090（9582）6062【岡部】

第12回 絵画クラブ カンヴァス 絵画展
洋画

2/24㈪・㉁
～3/1㈰

9:00～
17:00

無　料
※2/24㈪・㉁は13:00から、
　3/1㈰は15:00まで

絵画クラブ カンヴァス
093（741）3680【宮田】

展
示
室
２

第7回 世界の文字紀行展
工芸・書

2/14㈮
～16㈰

10:00～
17:00

無　料無　料
※2/14㈮は11:00から、
　16㈰は16:00まで

華一文字
080（3968）9215【岡野】

「みんな晴れの日」展
幼児・児童による平面・立体作品

2/29㈯
～3/1㈰

10:00～
17:00 無　料 カワイ絵画造形教室

090（7382）2796【松尾】

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

北九州マリンバオーケストラ RIM　Concert Vol.6 2/11㈫・㈷ 14:00

一般 ￥3000
友の会 ￥2500

大学生以下 ￥1500
※対象：4歳以上（託児あり）
※当日￥500増　※全席指定

黒崎ひびしんホール
093（621）4566

第51回第二文化幼稚園お遊戯発表会 2/15㈯ 14:00 無　料 第二文化幼稚園
093（611）1436

Parade Piece 8th Concert 2/16㈰ 13:30 無　料 第8回パレードピース運営局
080（2777）4364

PTC小倉　小さな発表会 2/23㈰・㈷ 10:00 無　料 （株）ミュージックストアナガト小倉店
093（531）4331

中
ホ
ー
ル

第4回福岡県まちゼミフォーラム
元気な仲間たち交流会 in 黒崎 2/7㈮ 14:30 無　料

※要事前申込
北九州商工会議所八幡サービスセンター

093（642）5381

ひまわり保育園生活発表会 2/8㈯ 14:30 無　料 ひまわり保育園
093（622）2380

太田麗子ピアノ教室発表会 2/9㈰ 13:20 無　料 太田麗子ピアノ教室
093（372）5336

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～ 2/13㈭ 13:00 ￥500 黒崎ひびしんホール

093（621）4566

PTNAピアノステップ　ハピネス　KitaQステーション（黒崎2月） 2/16㈰ 10:10
（予定） 無　料 PTNAハピネスkitaQステーション

093（616）6575【熊本】

第55回新きたきゅう音楽塾 in 黒崎　Jazz入門塾Ⅱ
～クラシック奏者が聞く、リズムのハテナ？～ 2/21㈮ 13:00 ￥500 黒崎ひびしんホール

093（621）4566

「ファゴットアンサンブル・ドルチェッシモ」CD発売記念ミニコンサート 2/25㈫ 19:00 ￥2000 ドルチェ楽器東京店
03（5909）1771

大分県立芸術文化短期大学音楽科・専攻科　福岡出身学生による
Spring  Concert 2/27㈭ 18:00 無　料

大分県立芸術文化短期大学
音楽科・専攻科（福岡県出身学生）

080（8568）6934
地域のみんなで考える
スペシャルニーズのある子どもたちを守るための災害対策 2/29㈯ 14:00 無　料 産業医科大学小児科

093（691）7254

会場 イベント 期　間 開　演 入　場　料 問合せ先

企
画

展
示
室

長崎街道ひなまつり　木屋瀬宿～立場茶屋銀杏屋 障
ひな祭りの展示を記念館を含めた街道沿線5施設で開催。詳細は記念館まで 2/8㈯～3/31㈫

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　 2/5、19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

バレンタインに向けて～スイーツデコを作ろう～
手鏡やキャンディポットにスイーツデコをかわいく飾ってプレゼントしよう♪ 2/1㈯ 13:00～

16:00
材料費 ￥400

※先着50個

北九州市立子どもの館
093（642）5555

パ
ー
テ
ィ
ー

ル
ー
ム

親子フラワーアレンジメント教室～バレンタインver. ～
ドライフラワーなどを使ってかわいい飾りを作ろう！ 2/8㈯ 14:00～

15:00
材料費 ￥800

※対象：小学生と保護者10組
※1/25㈯10:00から電話受付開始(先着順）

プ
レ
イ

ル
ー
ム

親子deマルシェ in 子どもの館
木材を使った工作や、ハーバリウム作りなどの体験ができます☆ 2/11㈫・㈷ 13:00～16:00

無　料
※各ブース毎に料金設定あり



この 2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 3月（3・4月号）です。

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

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.  February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
※1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

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
※1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

2 月

7

北九州市芸術文化情報誌「CulCul・かるかる」
■発行日／2020.2.1　　■発　行／北九州市
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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

福岡県立小倉工業高等学校吹奏楽部　第14回定期演奏会
DaJa ～南部地方盆歌「ナニャドヤラ」による　行進曲「春」　ほか 2/2㈰ 13:30 無　料 福岡県立小倉工業高等学校

093（571）1738【古市】

地域の未来を考えるシンポジウム in 北九州
ゴリけん・えもとりえ両氏によるトーク、まちづくり体験ポイントラリーほか 2/8㈯ 13:00 無　料

北九州市市民文化スポーツ局
地域振興課

093（582）2111【森口】
第55回創作ダンス研究発表会
テーマ：育てよう感性・創造力・表現力　合言葉：いつまでも心豊かに美しく 2/22㈯ 13:30 無　料 福岡県女子体育連盟北部支部

093（881）1147【酒井】

中
ホ
ー
ル

ウェルとばた映画上映会「ペコロスの母に会いに行く」 2/11㈫・㈷
10:30 ￥700

※小学生以下無料
※当日￥100増

ウェルとばた総合案内
093（871）720013:30

合唱団 はぐるま　第1回演奏会
2019年新たに北九州市に誕生した、若者中心の混声合唱団の初の演奏会 2/15㈯ 18:00 一般 ￥1000

学生 ￥ 800
合唱団はぐるま　

090（8408）3543【宮本】

NHKハートフォーラム 2/16㈰ 13:00 無　料 NHK厚生文化事業団九州支局
092（731）5150

波多野菜央コンサート
波多野菜央2ndアルバム発売コンサート 2/22㈯ 18:00 ￥2500 music－works ASAKAWA

西南女学院大学同短期大学合唱部クール・ベルフィーユ　第40回 定期演奏会 2/29㈯ 14:00 無　料 西南女学院大学同短期大学合唱部
クール・ベルフィーユ

交
流

プ
ラ
ザ

ウェルカムコンサート（2月）
出演:北九州グランフィルハーモニー管弦楽団 2/13㈭ 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 入　場　料 問合せ先
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

展
示
室

コレクション展Ⅲ　特集　鉄 障
鉄の都として発展してきた八幡、北九州をめぐる作品や、鉄が使われた作品を展示 2/22㈯～5/6㈬・㉁

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

高橋秀＋藤田桜  素敵なふたり 障
美術家・高橋秀と布貼り絵作家・藤田桜夫妻が歩んだ、創作の軌跡を紹介 1/4㈯～2/24㈪・㉁

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

志徳・志井幼稚園　紙版画展
紙版画

2/11㈫・㈷
～16㈰

9:30～
17:30

無　料
※2/16㈰は17:00まで

学校法人村端学園
093（961）1948【村端】

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

2/8㈯ 12:00～
13:00 無　料 北九州JAZZ BOSSA-NOVA CLUB

093（671）0411【石橋】




