
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。校了日は3月16日（月）です。

2020.  April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
※3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

4 月

1

新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、催しは中止・延期となる場合がございます
最新の情報は各施設のホームページなどでご確認ください

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

ミュージカル「ホイッスル・ダウン・ザ・ウィンド～汚れなき瞳～」

4/10㈮ 18:00
￥14500

※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）242411㈯ 12:00/17:00

12㈰ 12:00
「東アジア文化都市2020北九州」指定記念　第58回北九州芸術祭
北九州市小倉少年少女合唱団　第53回定期演奏会 4/29㈬・㈷ 15:00 ￥1000

※全席自由
北九州市小倉少年少女合唱団

090（3463）5368【髙山】
中
劇
場

第219回 北九州市民寄席「春風亭昇太独演会」 4/26㈰ 14:00
一般 ￥4100　会員 ￥3300
※対象：小学生以上　※全席指定
※当日￥500増

NPO法人 古典落語を守る会
080（2024）4774

小
劇
場

劇団言魂「こえの聴こえる」
「劇トツ×20分」2019　優勝劇団が、小劇場に登場！

4/25㈯ 13:00/19:00 一般 ￥2000
高校生〔的〕チケット ￥1000

※対象：小学生以上　※全席自由
※当日￥300増

劇団言魂
050（6874）668826㈰ 13:00

北九州子ども劇場　4月高学年部例会
「ちゃんぷるー・私が幽霊?!修学旅行」（児演協）

4/27㈪
〜28㈫ 19:00

会　費
※対象：小学生以上　※全席自由
※ 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

大人も一緒に子どもたちの劇場シリーズ2020−海外編−
「チクタク～時間のヒーロー～」“Tic Toc, the hero of time”
小さな古い目覚まし時計のロマンティックアドベンチャー！

4/29㈬・㈷ 14:00

大人 ￥2500
子ども（5歳〜高校生） ￥1000

親子セット券 ￥3000
※対象：5歳以上　※全席自由
※ 親子セット券（セット数限定、

劇場にて前売のみ取扱い）

北九州芸術劇場
093（562）2655

イベント 期　間（時間は上記） 入　場　料 問合せ先

第6回フェイスブック九彩会 4/1㈬〜7㈫ 無　料 フェイスブック九彩会
090（9582）1146

北九州柳史会　俳画展 4/8㈬〜14㈫ 無　料 北九州柳史会
093（561）1500

2020フォトレタッチスクール写真展 4/29㈬・㈷〜5/5㈫・㈷ 無　料 フォトレタッチスクール
093（600）2774

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

北九州メモリアル女声合唱団 第20回定期演奏会 4/12㈰ 14:00
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
093（371）3742【持橋】

第45回 北九州新人演奏会 4/19㈰ 14:00 一般 ￥1000
※全席自由

北九州音楽協会
093（881）0255【山廣】

Spring Concert 4/26㈰ 13:30 無　料
※全席自由

山根美代子セミナー
093（962）5396

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-」 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 

会場 イベント 期　間 時　間 入　場　料 問合せ先
門
司
港
レ
ト
ロ
全
域

門司港さんぽスタンプラリー
各施設でスタンプを集めながら、門司港レトロを散策しよう！（参加特典や景品あり）

4/18㈯
〜5/23㈯
土日祝開催

10:00〜
16:00 無　料 門司港レトロ総合インフォメーション

093（321）4151
1
階
多
目
的

ホ
ー
ル

香川大介展覧会「海峡わたる森」
福津市出身の画家によるインスタレーション。舟や鳥をテーマに「絵の森」を表現します 4/25㈯〜5/10㈰ 無　料

※会期中は公開制作もあり

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）　
「門司港駅」徒歩5分　 年５回関門海峡ミュージアム 門司
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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：若松ハイボール楽団 4/12㈰ 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
「馬鹿が戦車でやって来る」1964年松竹　出演：ハナ肇 4/26㈰ 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

イベント 期　間 開　演 入　場　料 問合せ先

天空ジャズ 4/4㈯ 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 入　場　料 問合せ先

ジョルジュ・ルオー展　−内なる光を求めて 障
20世紀フランスの画家、ルオーの崇高で深遠なる世界をご堪能ください 4/10㈮〜6/7㈰

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

学芸員が開催中の展覧会の展示作品を分かりやすく解説します

4/12㈰ ①11:00
②14:00

無　料

※入場料が必要26㈰

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（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170点を展示 1/16㈭〜4/5㈰ 無　料 松永文庫

093（331）8013企画展「アジア映画資料展」
「東アジア文化都市2020北九州」を記念した連携企画展 4/8㈬〜7/5㈰ 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）、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
ホ
ー
ル

スプリング・コンサート
ピアノ発表会 4/26㈰ 13:30 無　料 むたピアノ教室

080（2707）7532【牟田】

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）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

梅沢富美男劇団 特別公演
舞踊、芝居、歌謡　魅力満載の豪華三部構成 4/8㈬

14:00 ￥6500
※全席指定

ソワード（株）
0956（22）203618:00

北九州市民文化大学文化講演会
講師：笹野高史（俳優） 4/11㈯ 13:30 会員制

（随時募集）
北九州市民文化大学

093（522）5008

フジコ・ヘミング　ピアノソロコンサート2020 4/12㈰ 15:00

SS席 ￥12000
S席 ￥ 9500
A席 ￥ 7500
B席 ￥ 5500

※対象：小学生以上
※ 学生 ￥3000（残席がある場合、

当日のみ席種問わず）

北九州ソレイユホール
093（592）5405

東アジア文化都市2020北九州パートナーシップ事業　第九演奏会 4/29㈬・㈷ 15:00
指定席 ￥4500
自由席 ￥3500

学生 ￥2000
※対象：小学生以上　※当日￥500増

北九州グランフィルハーモニー管弦楽団
090（8401）0220【蒲ヶ原】
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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

～遊牧民の絨毯～　キリム＆ギャッペ 4/1㈬〜7㈫ 無　料

小倉井筒屋　画廊
093（522）2521

有名作家　絵画・版画特別展 4/8㈬〜14㈫ 無　料

茶の湯道具　名品特別ご奉仕会 4/15㈬〜21㈫ 無　料

ー用の器たちー　鹿谷敏文作陶展 4/22㈬〜5/5㈫・㈷ 無　料

新
館
7
階
小
画
廊

木下栄司　作陶展　日本工芸会会員 4/1㈬〜7㈫ 無　料

有馬和彦　洋画展 4/8㈬〜14㈫ 無　料

九谷名工展 4/15㈬〜21㈫ 無　料

水森亜土のKawaii 4/22㈬〜28㈫ 無　料

夢のまにまに　石井清子　日本画展 4/29㈬・㈷〜5/5㈫・㈷ 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、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

関谷ひさしとスポーツマンガの時代～もうひとつの少年マンガ史～ 障
北九州ゆかりのマンガ家・関谷ひさしの画業を所蔵原画からたどる展覧会 3/21㈯〜6/14㈰

一般 ￥1000
中高生 ￥ 500
小学生 ￥ 200

[常設展セット券]
一般￥1300　中高生￥650　
小学生￥300

北九州市漫画ミュージアム
093（512）5077

ギャラリートーク 障

企画展「関谷ひさしとスポーツマンガの時代～もうひとつの少年マンガ史～」
学芸員が北九州ゆかりの少年マンガ家・関谷ひさしの魅力と展示のみどころをご案内

4/19㈰ 14:00〜
15:00

企画展入場料が必要
一般 ￥1000

中高生 ￥ 500
小学生 ￥ 200

[常設展セット券]
一般￥1300　中高生￥650　
小学生￥300

常
設
展
示
室

イ
ベ
ン
ト
コ
ー
ナ
ー

４月漫画スクール 障
①春休みに漫画を描こう！（自由参加）
②ゴールデンウイークに漫画を描こう！（自由参加）

①4/5㈰
13:00〜
16:00

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
②29㈬・㈷

４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

4/12㈰
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
25㈯

イベント 期　間（時間は上記） 入　場　料 問合せ先
あゆみあるく展
動物園での取り組みや動物の出来事を飼育スタッフの手作りパネルなどで紹介 3/22㈰〜4/12㈰ 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　 年末年始到津の森公園 

会場 イベント 期　間 時　間 入　場　料 問合せ先
観
察
窓
前

ホ
ー
ル

「おとぎぞうしの会」
紙芝居や絵本の読み聞かせ 4/12㈰ 13:00〜

14:00 無　料 水環境館
093（551）3011

小倉北区船場町1-2　 093（551）3011　 10:00～19:00　「小倉駅」徒歩10分、「西小倉駅」徒歩10分　「勝山橋」徒歩1分、「魚町」徒歩3分　
火曜日（ただし夏休み、冬休み、春休み期間中は開館）、年末年始水環境館 

会場 イベント 期　間 開　演 入　場　料 問合せ先

図
書
室

こどもシアター
子ども向けアニメの上映「ニャンダーかめんの交通安全」ほか 4/12㈰ 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

読み聞かせ、紙芝居、布絵本など　出演：ブックネットワーク北九州 4/25㈯ 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） 
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小倉北区城内1-2　 093（582）2747　 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　 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㈰

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 4/5㈰ 14:00

一般 ￥350
中高生 ￥200
小学生 ￥100

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32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 4/25㈯ 13:00 無　料 NPO法人百瀬ミュージック事務局

080（5211）1198【塩田】

つくし会　ピアノ発表会 4/29㈬・㈷ 14:00 無　料 つくし会
093（921）0645

展
示

コ
ー
ナ
ー

ひとみの会　写真展示 4/3㈮
〜10㈮

9:00〜
17:00

無　料
※4/3㈮は15:00から、
　10㈮は12:00まで

ひとみの会
090（7292）2137

イベント 期　間 時　間 入　場　料 問合せ先

アートフラワー教室
布や針金を使って、季節の草花を作ります 4/25㈯ 10:00〜

14:00
￥2600

※ 各回定員10名（小学生以下
は保護者同伴） 平尾台自然の郷

093（452）2715ブラス・フェスティバル in 平尾台
学生ブラスバンドが平尾台に大集合！マーチングや野外コンサートで競演 4/29㈬・㈷ 10:00〜

16:00
無　料

※雨天の場合 5/3㈰・㈷に順延

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 

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

フジフイルム・フォトコレクション展 障

日本写真史をつくった101人−「私の1枚」
明治～平成に国内外で高い評価を受けた日本の写真家の代表作101点を紹介

4/11㈯〜6/14㈰

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
小
倉
城
天
守
閣

4
階

カラリズム リサ　個展 障
アートとダンスを融合させたアートパフォーマー・カラリズムリサ氏の個展 4/15㈬〜5/17㈰

一般 ￥350
中高生 ￥200
小学生 ￥100

小倉城
093（561）1210

■�若松市民会館予約停止のお知らせ�
若松市民会館は令和３年４月から令和４年３月の間、全館休館し大規模改修工事を実施いたします。同期間中のご利用の予約受付は停止いたします。〈若松市民会館　TEL093（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　 110台（共用）　若松市民会館 

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「おしゃれ・べんり！キッチングッズ展」 障
キッチンまわりで活躍する調理道具が大集合。体験もあり 4/25㈯〜7/5㈰

大人 ￥300
小中学生 ￥100

※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



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。校了日は3月16日（月）です。

2020.  April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
※3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

4 月

5

新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、催しは中止・延期となる場合がございます
最新の情報は各施設のホームページなどでご確認ください

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

春の特別展「まるごとウマ展～ウマと人のキズナ～」
自然史、歴史両面からウマをまるごと紹介する特別展 3/21㈯〜5/10㈰

大人 ￥500
高大生 ￥300
小中生 ￥200

※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『福田屋と小倉銘菓「鶴の子」』 障
江戸時代から続いた小倉の菓子商福田屋と銘菓「鶴の子」について紹介 3/29㈰〜6/14㈰

要常設展観覧料
大人 ￥600

高大生 ￥360
小中生 ￥240

春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みどころを解説します

4/5㈰
14:00 要特別展入場料

※小学生以下は保護者の参加が必要19㈰

歴史探訪「北九州の文化財を歩く[小倉城惣構え跡編]」
市街地に埋もれてしまった小倉城の惣構え跡（主に東側）を巡ります 4/12㈰ 10:00

保険代 ￥50
※ 対象:ウォーキングが可能な方、
　 小学生以下は保護者の参加が

必要
※ 要事前申込、定員25名（抽選）、

3/29㈰締め切り
※会場：小倉市街地

ジオ体験「ジオの恵み：合馬のたけのこ！！」
大地の恵み：合馬のタケノコについて楽しく学びます 4/19㈰ 13:00

大人 ￥350
小学生 ￥150

（収穫代別300円/1kg）
※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）、

4/5㈰締め切り　
※会場：合馬たけのこ体験園

室内講座「近世文書読み方講座」
江戸時代の古文書を解読しながら北九州の歴史を学ぶ実践的な講座です

4/22㈬〜
R3.3/24㈬

①10:00
②13:30

資料代 ￥600
（全12回分）

※ 原則として毎月第4水曜日に
開催

※ 要事前申込、各回定員35名
（抽選）、3/25㈬締め切り

室内講座「動物命名の世界を知ろう」
生き物に名付けられている「学名」について学びます 4/25㈯ 10:00

無　料
※対象：中学生以上　
※ 要事前申込、　定員30名
（抽選）、4/11㈯締め切り

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
第58回北九州芸術祭　北九州茶道倶楽部　お茶会
北九州文化連盟主催によるお茶会（北九州芸術祭 初参加） 4/5㈰ 10:00〜

16:00
お茶代 ￥500
（抹茶・お菓子）

北九州茶道倶楽部
090（4778）5055【佐々木】

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

4/11㈯ 12:00〜
13:00 無　料 北九州JAZZ BOSSA-NOVA CLUB

093（671）0411【石橋】

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、春の星空を望遠鏡で観察 4/4㈯ 19:00〜

20:30

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、3/21㈯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
化学変化で虹の七色 4/5㈰ 14:00〜

14:50 無　料
大
集
会
室

春の子ども文化劇場
子ども向けの歌遊びや影絵などを行います 4/19㈰ 14:00〜

14:50 無　料
本
館
科
学

館
前
広
場

別
館

第48回わくわくサイエンスキッズ2020
身近な科学やものづくりの楽しさを体験 4/29㈬・㈷ 10:00〜

15:00 無　料



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。校了日は3月16日（月）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
※3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

4 月

6

新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、催しは中止・延期となる場合がございます
最新の情報は各施設のホームページなどでご確認ください

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

民謡藤永流藤永会　45周年記念公演 「こころひとつ」 4/26㈰ 12:00 1階指定席 ￥5000
2階自由席 ￥3500

民謡藤永流藤永会
093（611）2763【藤永】

中
ホ
ー
ル

マリンバ・パーカッションのマニアなコンサート#4 4/18㈯ 14:00 一般 ￥2000
学生（高校生以下） ￥1000 090（9075）7755【岩㟢】

シャンソン発表会　シャントゥーズ上野教室 4/23㈭ 14:00 無　料 シャントゥーズ上野教室
093（617）6705

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～ 4/24㈮ 13:00 ￥500 黒崎ひびしんホール

093（621）4566

北九州子ども劇場　4月高学年部例会
「ちゃんぷるー・私が幽霊?! 修学旅行」（児演協） 4/26㈰

15:00 会　費
※ 対象：小学生以上　
※全席自由
※ 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

19:00

会場 イベント 期　間 時　間 入　場　料 問合せ先

企
画
展
示
室

よみがえる北九州の城郭～城郭模型が伝える名城の魅力 障
黒田長政が築いた「筑前六端城」といわれる黒崎城などの城郭模型を展示 4/29㈬・㈷〜6/28㈰

一般 ￥240
高校生 ￥120

小中学生 ￥ 60
※ 5/10㈰と6/14㈰の「わら

べの日」は小中学生入館無
料

北九州市立長崎街道木屋瀬宿記念館
093（619）1149

こ
や
の
せ
座

日本ハンギングバスケット協会福岡県支部勉強会
肥料の基礎知識と使用方法、今注目のバイオステミュラントの世界について 4/17㈮ 10:30〜

12:00
￥1500

※ 要事前申込、4/10㈮締め切
り

JHBS福岡県支部北九州エリア
093(631)8724【永井】

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58回北九州芸術祭　第58回北九州芸術祭総合美術展
第40回北九州染織公募美術展
染織

3/31㈫
〜4/5㈰

9:30〜
17:30

無　料
※4/5㈰は16:00まで

北九州文化連盟
093（682）1591

第58回北九州芸術祭　第58回北九州芸術祭総合美術展
第40回北九州日本画・水墨画公募展
日本画・水墨画

4/7㈫
〜12㈰

9:30〜
17:30

無　料
※4/12㈰は16:00まで

第58回北九州芸術祭　第58回北九州芸術祭総合美術展
ほばしら墨友会　水墨画展
水墨画

4/13㈪
〜19㈰

9:30〜
17:00

無　料
※4/13㈪は13:00から、19㈰
　は16:00まで

第58回北九州芸術祭　第58回北九州芸術祭総合美術展
第40回表装記念展
表装

4/21㈫
〜26㈰

9:30〜
17:30

無　料
※4/26㈰は17:00まで

展
示
室

1 玄友会展 4/29㈬・㈷
〜5/3㈰・㈷

10:00〜
17:00

無　料
※5/3㈰・㈷は16:00まで

玄友会
090（1877）9328【島田】

展
示
室

２ 星野水彩画教室　作品展 4/28㈫
〜5/3㈰・㈷

10:00〜
18:00

無　料
※5/3㈰・㈷は16:00まで

星野水彩画教室
090（2962）2611【星野】

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　 4/8、15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

わらべの日　詩太のライブペイントパフォーマンス
北九州出身の言葉人（ことばびと）詩太さんがやってきます♪ 4/12㈰

13:00
無　料

北九州市立子どもの館
093（642）5555

15:00

プ
レ
イ
ル
ー
ム

赤ちゃんとママのふれあい体操
お母さんの産後のケアや赤ちゃんへのリンパマッサージを体験できます 4/14㈫ 13:30〜

14:30

無　料
※ 対象：首すわりの3カ月から

1歳児未満の親子（初めての
参加に限る）

※ 定員先着20組、3/31㈫か
ら電話受付開始



この 4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 5月（5・6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。校了日は3月16日（月）です。

2020.  April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
※3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

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
※3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

4 月

7

北九州市芸術文化情報誌「CulCul・かるかる」
■発行日／2020.4.1　　■発　行／北九州市
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新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、催しは中止・延期となる場合がございます
最新の情報は各施設のホームページなどでご確認ください

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

北九州青い空合唱団　第27回演奏会 4/19㈰ 14:00
一般 ￥1000

中学生〜高校生 ￥ 500
※障害者￥500

北九州青い空合唱団
090（6297）9009

北九州交響吹奏楽団　第65回定期演奏会
曲目：ミュージカル「オペラ座の怪人」「ミス・サイゴン」等 4/26㈰ 15:00 一般 ￥800

※高校生以下無料　※当日￥200増
北九州交響吹奏楽団

090（3416）4181【杉名】

中
ホ
ー
ル

洗足学園音楽大学　國末貞仁門下生による演奏会
SAXRENARDE vol.3 4/18㈯ 19:00 一般 ￥1000

学生 ￥ 800
洗足学園音楽大学國末門下
090（7299）1993【原田】

THE CONCERT OF LITTLE PIANISTS-26
梅﨑秀ミニコンサートも同時開催予定。詳しくはお問い合わせください 4/29㈬・㈷ 12:00 無　料 うめざきあきピアノ教室

090（7926）4787【梅﨑】

■�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

第58回北九州芸術祭　第58回北九州芸術祭総合美術展
第41回 彫刻展
彫刻

3/31㈫〜4/5㈰ 無　料
北九州文化連盟
093（682）1591第58回北九州芸術祭　第58回北九州芸術祭総合美術展

総合美術展「写真部門」公募展
写真

4/7㈫〜12㈰ 無　料

再興第104回　院展 障
日本美術院同人作家の新作、受賞作品、九州ゆかりの入選作品まで66点が一堂にそろう 4/22㈬〜5/17㈰

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

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58回北九州芸術祭　第58回北九州芸術祭総合美術展
第61回北九州美術家連盟展～ Art ga kita ～
洋画

3/31㈫〜4/5㈰ 無　料

北九州文化連盟
093（682）1591

第58回北九州芸術祭　第58回北九州芸術祭総合美術展
総合美術展「書道部門」公募展
書道

4/14㈫〜19㈰ 無　料
※4/19㈰は17:00まで

ア
ネ
ッ
ク
ス
市
民

ギ
ャ
ラ
リ
ー

第58回北九州芸術祭　第58回北九州芸術祭総合美術展
第59回 公募 北九州水彩展
水彩画

4/7㈫
〜12㈰

9:30〜
17:00

無　料
※4/12㈰は16:00まで




