
6月8日（月）正午 までにご回答ください。
校了日は6月10日（水）です。

2020.  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

8 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、施設の臨時休館や、催しの中止・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をご確認ください

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

第11回 湧き上がる音楽祭 in 北九州　「コンチェルト演奏会」 8/10㈪・㈷ 15:00
14:20開場

一般 ￥3000
学生（高校生以下） ￥1500
※対象：小学生以上　
※当日￥500増　※全席自由

北九州国際音楽祭
市民企画委員会事務局

080（2732）2532【蒲ヶ原】

福岡県立小倉西高等学校吹奏楽部　第27回定期演奏会 8/13㈭ 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】

中
劇
場

北九州市民劇場８月例会　劇団1980「素劇 楢山節考」

8/26㈬ 15:00

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

27㈭ 14:00

28㈮
14:00

18:30
29㈯

～30㈰ 14:00

小
劇
場

本多劇場グループ next 「DISTANCE-TOUR-」 8/15㈯
17:00 一般 ￥3500

※対象：小学生以上
※全席指定

株式会社オフィス鹿
03（6265）8518【高橋】20:00

イベント 期　間 時　間 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2020
水彩画

7/29㈬
～8/4㈫

12:00～
17:00

無　料
※8/1㈯、2㈰は18:00まで

ひまわり実行委員会
093（622）8687

写真作品展
写真 8/19㈬～25㈫ 無　料 日曜写真クラブ

090（1169）8720

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

サマーコンサート（第20回定期公演）
名画名曲集『ムーンリヴァー・シェルブールの雨傘』　ほか 8/1㈯ 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】

第18回 ヴェルデ音楽コンクール　弦楽器部門本選 8/2㈰ 11:00 無　料
※全席自由

ヴェルデ音楽コンクール実行委員会
080（1728）7122【村上】

響ホール ワンコインコンサート vol.22 廣田美穂[ソプラノ]
本格的なオペラの世界へ誘う美しく豊かな歌声 8/5㈬ 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

青木つくしプロデュースによる試演会シリーズ〈修了演奏会〉
ピアノ曲 声楽曲　ほか 8/12㈬ 13:00

一般 ￥500
（前売りのみ販売）

※対象：小学生以上　
※全席自由

つくしの会
090（7152）6261【青木】

H ZETT M ピアノ独演会2020 北九州 響の陣
ジャンルを越境するピアニスト、待望の響ホール公演！ 8/29㈯ 15:00

一般 ￥5000
※対象：5歳以上
※当日￥500増　※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（95）　埋蔵文化財速報展
「中世の堀とその埋め立て−大里八反田遺跡第4地点の調査から見える中世の門司と大里−」 4/21㈫～8/23㈰ 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北九州市を掘る（96）　埋蔵文化財速報展

「川のある風景−縄文時代から中世の貫川−」 8/25㈫～12/20㈰ 無　料

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 開　演 入　場　料 問合せ先

大
ホ
ー
ル

コンサート×おしばい「ベートーヴェン物語」
ベートーヴェンの生涯の物語をピアノ演奏とお芝居でお届けします 8/13㈭ 10:30 ￥3800

※前売・当日共
みむみむの森芸術文化振興グループ

070（6479）7294

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

イベント 期　間（時間は上記） 入　場　料 問合せ先

サンセット＆トワイライトフォトコンテストvol.13作品募集
門司港及び関門海峡の夕陽・夜景をテーマに写真を募集します 6/1㈪～10/10㈯

無　料
※応募詳細は関門海峡ミュージアム
　公式サイトをご確認ください 関門海峡ミュージアム

093（331）6700第13回かんもん海峡・門司港レトロこども絵画コンクール優秀作品展示
園児から小学生を対象に募集した絵画の優秀作品を展示します 7/23㈭・㈷～8/23㈰ 無　料

門司区西海岸1-3-3　 093（331）6700　 10:00～17:00（当面の間、時短営業）　
「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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イベント 期　間（時間は上記） 入　場　料 問合せ先
企画展「アジア映画資料展」
世界三大映画祭に出品され、高く評価されたアジア映画を所蔵資料から約150点紹介 4/8㈬～8/2㈰ 無　料 松永文庫

093（331）8013企画展　平和を願う「戦争映画資料展」
戦争を知らない世代の人たちにも平和の尊さが伝わる企画展です 8/5㈬～10/4㈰ 無　料

門司区西海岸1-3-5（旧大連航路上屋1F）　 093（331）8013　 10:00～17:00（当面の間、時短営業）　
「門司港駅」徒歩5分　 月曜日（祝日の場合は翌日休館）、展示替期間松永文庫 門司

イベント 期　間（時間は上記） 入　場　料 問合せ先
第13回かんもん海峡・門司港レトロこども絵画コンクール優秀作品展示
園児から小学生を対象に募集した絵画の優秀作品を展示します 7/23㈭・㈷～8/23㈰ 無　料 関門海峡ミュージアム

093（331）6700

門司区西海岸1-3-5　 093（322）5020　 10:00～17:00（当面の間、時短営業）　
「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20点を展示 7/4㈯～8/30㈰ 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

小倉北区浅野2-14-5（あるあるCity5F・6F）　 093（512）5077　 11:00～19:00、8/8～16は20:00まで開館(入館は閉館の30分前まで)
「小倉駅」徒歩2分　 火曜日（ただし8/11は開館）、年末年始北九州市漫画ミュージアム 

会場 イベント 期　間（時間は上記） 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 延長戦 障

～もうひとつの少年マンガ史～
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

7/18㈯～9/13㈰
一般 ￥1000

中高生 ￥ 500
小学生 ￥ 200

北九州市漫画ミュージアム
093（512）5077

ギラヴァンツ北九州10周年記念展 障

（企画展「関谷ひさしとスポーツマンガの時代 延長戦」でコーナー展示）
写真パネルやユニフォーム、等身大パネルなどを展示

7/18㈯～9/13㈰

企画展入場料が必要
一般 ￥1000

中高生 ￥ 500
小学生 ￥ 200

常
設
展
示
室

あ
し
た
の

ギ
ャ
ラ
リ
ー

めざせ！北九州国際漫画大賞～ジュニア部門優秀作品展～ 障
昨年の優秀作品を紹介。４コマまんがを描いて応募できるコーナーも設置 7/2㈭～9/2㈬

常設展入場料が必要
一般 ￥480

中高生 ￥240
小学生 ￥120

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

7/23㈭・㈷
～8/31㈪
（土日祝開催） 21:00

まで開園
無　料

※別途入園料が必要

到津の森公園
093（651）1895

8/13㈭
～14㈮

小倉北区上到津4-1-8　 093（651）1895　 9:00～17:00※8/1～8/31の土日祝、8/13、14は21:00まで
「到津の森公園前」徒歩1分　 火曜日、年末年始到津の森公園 

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

爆笑お笑いフェス in 北九州 8/1㈯
11:30 ￥4070

※対象：3歳以上　
※全席指定　※当日券なし

（株）鈴木企画
092（285）486415:00

北九州市民文化大学　文化講演会
講師：瀬古利彦（元陸上・マラソン選手） 8/8㈯ 13:30 関係者

（随時募集）
北九州市民文化大学

093（522）5008

完　売

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 

イベント 期　間（時間は上記） 入　場　料 問合せ先

収蔵品展「北九州の文学者」　小特集：今読みたい！私たちのまちの児童文学 8/4㈫～11/1㈰

常設展示観覧料と共通
一般 ￥240

中高生 ￥120
小学生 ￥ 60

北九州市立文学館
093（571）1505
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会場 イベント 期　間 開　演 入　場　料 問合せ先

児
童
劇
場

こども夏まつり
エレクトーン演奏、バルーンアート、「平和のパネル」展示、和太鼓ほか 8/10㈪・㈷

【1部】
13:00～
14:00
【2部】

14:15～
15:15

無　料
※定員先着80名（1部：40名　
　2部:40名）、7/17㈮から
　電話受付開始
※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

ファミリー人形劇場（出演：L.E.M.、人形劇団 むうらん）
親子や家族で人形劇を楽しむ 8/16㈰ 14:00

無　料
※定員先着40名、8/4㈫から
　電話受付開始
※未就学児は保護者同伴

おはなしワールド（出演：ブックネットワーク北九州）
読み聞かせ、紙芝居、布絵本など　 8/22㈯ 14:00

無　料
※定員先着40名、
　8/18㈫から電話受付開始
※未就学児は保護者同伴

こどもシアター
子ども向けアニメの上映 「レオ・レオニ 5つの名作集」ほか 8/23㈰ 14:00

無　料
※定員先着40名、8/4㈫から
　電話受付開始
※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

海の物語　みやざき すうじ展（絵画） 7/29㈬～8/4㈫ 無　料

小倉井筒屋　画廊
093（522）2521

熊谷守一　版画展 8/5㈬～11㈫ 無　料

谷口　靖　絵画展 8/12㈬～18㈫ 無　料

あしたのジョー　版画展 8/26㈬～9/1㈫ 無　料

新
館
7
階
小
画
廊

人気作家「版画・日本画・洋画」作品ご奉仕展 7/29㈬～8/4㈫ 無　料

茶の湯道具名品特別ご奉仕会 8/5㈬～11㈫ 無　料

花田和彦　作陶展 8/12㈬～18㈫ 無　料

劉 耀宗　夢幻の桂林山水画展 8/19㈬～25㈫ 無　料

岡 千秋　絵画展 8/26㈬～9/1㈫ 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 

イベント 期　間 時　間 入　場　料 問合せ先

テラコッタで作るえんぴつ立て
テラコッタ土でえんぴつ立てを作る陶芸体験

7/1㈬～
8/5㈬

（月・火除く）

10:00～
12:00 ￥1100

※定員各日各回12名、
　小学3年生以下は保護者同伴
※作品の焼き上がりは、8月下旬 平尾台自然の郷

093（452）2715

13:00～
15:00

焼きしめミニタイルで描くルームプレート
木の板に、焼き締めミニタイルをはり付けて陶絵飾りを作ります

8/5㈬～
30㈰

（月・火除く）

10:00～
12:00 ￥1100

※定員各日各回6名、
　小学3年生以下は保護者同伴、
　8/3㈪から申し込み開始

13:00～
15:00

小倉南区平尾台1-1-1　 093（452）2715　 9:00～17:00（3月～11月）、8/12、13は17:00～23:00　 「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）、8/14は臨時休園、年末年始平尾台自然の郷 

会場 イベント 期　間 時　間 入　場　料 問合せ先
水
環

境
館

「企画展」紫川生き物大発見（北九州高校魚部）
紫川にすむ生き物の展示・発表（発表は8/8㈯13:00から） 7/31㈮～8/8㈯ 無　料

水環境館
093（551）3011

観
察
窓
前
ホ
ー
ル

いきものトーク
観察窓から見える生き物や水槽の生き物の話 8/2㈰ 13:00～

14:00 無　料

「おとぎぞうしの会」
紙芝居や絵本の読み聞かせ 8/9㈰ 13:00～

14:00 無　料

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 

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
1
階

西村 忠　写真展　「発展登城」 障
小倉祇園太鼓オフィシャルフォトグラファーでもある西村忠さんの写真展 7/8㈬～9/13㈰

一般 ￥350
中高生 ￥200
小学生 ￥100 小倉城

093（561）1210小
倉
城

天
守
閣
4
階

詩太個展 障
詩人・作家・アーティストとして活動している「詩太（うーた）」の作品展 8/5㈬～9/13㈰

一般 ￥350
中高生 ￥200
小学生 ￥100



6月8日（月）正午 までにご回答ください。
校了日は6月10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
※7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

8 月

4

新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、施設の臨時休館や、催しの中止・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をご確認ください

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 8/18㈫
～23㈰

9:00～
17:00

無　料
※8/18㈫は13:00から、
　23㈰は16:00まで

事務局
093（472）8080

■�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 

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
ジャスフィ・ツェン展　「部屋から届く物語」
米国と中国を拠点とする若手アーティストによる作品を発表

5/18㈪～8/7㈮
（土・日・祝休み） 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）、8/11は17:00まで開館、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

企画展「おしゃれ・べんり！キッチングッズ展」 障
キッチンまわりで大活躍する調理道具1300点以上を展示。体験もあり 7/23㈭・㈷～9/27㈰

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

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
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 8/16㈰ 14:00～

14:30
無　料

※先着30名

児童文化科学館
093（671）4566

屋
上

昼間の星を見る会 障
昼間に見える星を天体望遠鏡で観察 8/10㈪・㈷

11:45～
12:30 大人 ￥150　中高生 ￥100

小学生 ￥ 70
※曇天・雨天時中止

13:45～
14:30

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、夏の星空を望遠鏡で観察

①8/8㈯
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50名、①は7/25㈯から、
　②は8/8㈯から電話受付開始

②8/22㈯

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（時間は上記） 入　場　料 問合せ先
写真で見る、北九州市の戦争遺跡シリーズ
写真パネル約150点を展示 8/8㈯～16㈰ 無　料

※8/8㈯は12:00から
旧百三十銀行ギャラリー

093（661）9130
親しむ書展
主催：清和会 8/31㈪～9/6㈰

無　料
※8/31㈪は12:00から、
　9/6㈰は16:00まで

清和会
090（5744）9176【堺】

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61回新きたきゅう音楽塾
将来を嘱望される地元若手ピアニスト応援企画 8/29㈯ 13:00 ￥500 黒崎ひびしんホール

093（621）4566
中

ホ
ー
ル 徳久ヴァイオリンスクール発表会 8/15㈯ 13:00 無　料 徳久ヴァイオリンスクール

090（3415）5454【徳久】

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
展
示

室
1

第48回 福岡教育大学　福岡県人書作展
書

8/11㈫
～16㈰

10:00～
19:00

無　料
※8/16㈰は17:00まで

北九州市立美術館
093（882）7777

展
示
室
２

絵楽会作品展
洋画

8/10㈪・㈷
～16㈰

10:00～
17:00

無　料
※8/10㈪・㈷は12:00から、
　16㈰は15:00まで

絵楽会
090（6827）2738【永松】

芳影会15周年記念写真展
写真

8/31㈪
～9/6㈰

9:30～
18:00

無　料
※8/31㈪は12:00から、
　9/6㈰は16:00まで

芳影会
090（5023）2473【迎】



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  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

6月8日（月）正午 までにご回答ください。
校了日は6月10日（水）です。

2020.  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
※7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

8 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、施設の臨時休館や、催しの中止・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をご確認ください

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

第11回 湧き上がる音楽祭 in 北九州　室内楽演奏会　白川深雪ソプラノリサイタル
出演／ソプラノ：白川深雪　ピアノ：楠本隆一 8/22㈯ 15:00

一般 ￥3000
高校生以下 ￥1500

※当日各￥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】

佐々木洋平・城宏憲・又吉秀樹テノール・コンサート 障
ロッシーニ：ラ・ダンツァ／プッチーニ：誰も寝てはならぬ、カンツォーネなど 8/23㈰ 15:00

S席 ￥3800
A席 ￥3000

U-25A席 ￥2000
※対象：小学生以上
※U-25A席は労音事務局のみ
　取り扱い

北九州労音
093（571）0227【野知】

第11回 湧き上がる音楽祭 in 北九州　室内楽演奏会　−祈り−
出演／森岡謙一　ほか 8/29㈯ 14:00

一般 ￥2000
高校生以下 ￥1000

親子 ￥2500
※未就学児無料

北九州国際音楽祭
市民企画委員会事務局

080（2732）2532【蒲ヶ原】

中
ホ
ー
ル

第46回 響会ピアノ発表会 8/1㈯ 13:30 無　料 響会
093（381）4186【青野】

第11回 湧き上がる音楽祭 in 北九州　室内楽演奏会　ピアノトリオ演奏会
出演／ヴァイオリン：児島まさ子　チェロ：三藤光子　ピアノ：後藤トモ子 8/16㈰ 15:00

一般 ￥2000
高校生以下 ￥1000

※当日各￥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11回 湧き上がる音楽祭 in 北九州　独創企画演奏会　トリオ（オカリナ・ギター・ピアノ）

出演／オカリナ奏者：和田名保子　ほか 8/19㈬ 19:00 ￥2500
※当日￥500増

■�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）　
「北九州市立美術館」徒歩1分　 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Ⅱ　特集　現代アート・セレクション（前期） 障
具体美術協会をはじめ国内外の現代アート作品を紹介 8/8㈯～10/18㈰

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

ランス美術館コレクション　風景画のはじまり　コローから印象派へ 障
ランス美術館の名品から、19世紀フランス風景画の流れをたどる 7/25㈯～9/6㈰

一般 ￥1400
高大生 ￥1000
小中生 ￥ 600

※20名以上の団体料金
　一般￥1200　高大生￥800
　小中生￥400

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

夏休み企画「思い出・むかし道具展」 障
江戸～昭和・平成にかけて使われた昔の道具を見て・触って体験できます 7/18㈯～8/30㈰

一般 ￥240
高校生 ￥120

小中学生 ￥ 60
※8/9㈰の「わらべの日」は
　小中学生入館無料

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 
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