
かるかる 2月号の《念校》原稿の送付   返信先　 FAX 093-562-3029
メール m-okaguchi@kicpac.jp

(公財)北九州市芸術文化振興財団　かるかる担当：岡口
TEL 093-562-2520　

※以下の掲載内容についてご確認いただきますようお願いいたします。
※修正、追加などの変更はFAXまたはメールでご返送ください。（修正がない場合でもその旨メールか下記の □修正なし にチェックしてご返送ください。）
※施設詳細（アクセス方法・バス停名・休館日など）に変更がある場合も必ずFAX・メールにてご返送ください。
※誤植を防ぐため、主催者様への確認はできる限り文書にて行っていただきますようお願いいたします。

　 以下の内容について　
　 □ 修正あり　　□ 修正なし

1月18日（月）PM までにご回答ください。
校了日は1月14日（木）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

2 月

1 2021.  Februaryかるかる

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

イベント 期　間（時間は上記） 入　場　料 問合せ先
彩詩季展
水彩・手芸・写真 1/27㈬～2/2㈫ 無　料 円の会（まるのかい）

090（3326）2205

BE-STAFF展示会（メイクアップフォト作品展）
写真作品 2/10㈬～16㈫ 無　料

Be-staff make-up 
UNIVERSAL

093（591）7732
第21回小倉北書道部会 会員・会友展
書道 2/17㈬～23㈫・㈷ 無　料 小倉北書道部会

093（522）6879
北九州Leicaコミュニティ写真展
写真 2/24㈬～3/2㈫ 無　料 北九州Leicaコミュニティ

080（3050）1060

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

響ホールリサイタルシリーズ　カルテット・スピリタス［サクソフォン四重奏］
シフリン『燃えよドラゴンのテーマ（シネマ）』ほか 2/6㈯ 14:00

一般 ￥3000
25歳以下（要証明） ￥2000
※対象：小学生以上
※当日各￥500増　
※全席指定

響ホール音楽事業課
093（663）6661

貞国音楽院　発表会 2/7㈰ 11:00 関係者のみ 貞国音楽院
090（9470）9655【貞国】

プレママ・パパ＆子育てママ・パパのための
家族で楽しむすくすくコンサート
J.シュトラウス2世『観光列車』ほか

2/14㈰ 11:00
無　料

（要事前申込）
※全席自由

響ホール音楽事業課
093（663）6661

津田崇博ピアノリサイタルツアー
シューベルト　『ピアノソナタ変ロ長調D.960』ほか 2/21㈰ 15:00 一般 ￥2000

※未就学児無料　※全席自由
ARTMUSETAKA

080（6458）2570【津田】

響ホールリサイタルシリーズ　金子三勇士［ピアノ］
ショパン：夜想曲「遺作」、リスト：ラ・カンパネラほか 2/27㈯ 14:00

一般 ￥3000
25歳以下（要証明） ￥2000
※対象：小学生以上
※当日各￥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（97）　埋蔵文化財速報展
「津田神社遺跡に暮らした人々−小倉南区津田神社遺跡第3地点の調査から−」 12/22㈫～4/18㈰ 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 

■�北九州芸術劇場修繕工事のお知らせ�
北九州芸術劇場は大ホールの施設・設備の修繕工事を実施いたします。（工事予定期間：2021年1月18日から2021年3月19日）〈北九州芸術劇場　施設利用係　TEL：093（562）8436〉

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

中
劇
場

二兎社「ザ・空気ver.3 そして彼は去った…」
「メディアをめぐる空気」シリーズ待望の完結編！ 2/4㈭　 19:00

一般 ￥4500
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
「天満のとらやん」（劇団コーロ） 2/7㈰

15:00 会　費
※子ども劇場会員でない方は
　お問い合わせください
※全席指定

北九州子ども劇場
093（884）383418:00

Ｊ：COM北九州×NHK北九州プレゼンツ カジュアルクラシックコンサート 2/23㈫・㈷ 15:00
14:00開場

無　料
※全席指定

Ｊ：COMカスタマーセンター
0120（999）000

北九州子ども劇場・行橋みやこ子ども劇場・わいわいキッズいいづか
合同２月高学年部例会「わたしとわたし、ぼくとぼく」（劇団うりんこ） 2/27㈯　

15:30 会　費
※対象：小学生以上
※子ども劇場会員でない方は
　お問い合わせください　
※全席指定

北九州子ども劇場
093（884）3834

19:00

小
劇
場

ビースタッフガールズコレクション 2/11㈭・㈷ 14:00
無　料

（要事前申込）
※全席自由

ビースタッフメイクアップユニバーサル
093（591）7732

永井龍雲　LIVE 2020　～夢見旅～ 2/13㈯ 17:30
￥5500

※対象：小学生以上　
※当日￥500増　※全席自由

フォークビレッジ
093（511）2115

北九州芸術劇場+市民共同創作リーディング
「Re:北九州の記憶」～番外編～
北九州の土地や人々の記憶をテーマに、新しい“物語”を描く

2/20㈯
14:00

￥1000

※対象：小学生以上　
※全席自由

北九州芸術劇場
093（562）265518:00

21㈰ 14:00

「音楽と踊る」バレエワークス八幡2021　リサイタル 2/27㈯ 18:00 ￥1000
※全席指定

バレエワークス八幡
090（9417）4994



かるかる 2月号の《念校》原稿の送付   返信先　 FAX 093-562-3029
メール m-okaguchi@kicpac.jp

(公財)北九州市芸術文化振興財団　かるかる担当：岡口
TEL 093-562-2520　

※以下の掲載内容についてご確認いただきますようお願いいたします。
※修正、追加などの変更はFAXまたはメールでご返送ください。（修正がない場合でもその旨メールか下記の □修正なし にチェックしてご返送ください。）
※施設詳細（アクセス方法・バス停名・休館日など）に変更がある場合も必ずFAX・メールにてご返送ください。
※誤植を防ぐため、主催者様への確認はできる限り文書にて行っていただきますようお願いいたします。

　 以下の内容について　
　 □ 修正あり　　□ 修正なし

1月18日（月）PM までにご回答ください。
校了日は1月14日（木）です。

1月18日（月）PM までにご回答ください。
校了日は1月14日（木）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

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

イベント 期　間（時間は上記） 入　場　料 問合せ先

茶の湯の美 障
九州ゆかりのやきものを中心に、茶の湯の世界をお楽しみいただきます 1/8㈮～3/21㈰

一般 ￥500
高・大学生 ￥300

※中学生以下無料（保護者同伴）

出光美術館（門司）
093（332）0251

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「時代劇映画ポスター展」
臨時休館中のリクエスト企画。1950年代から近年までのポスター約80点を展示 1/14㈭～4/4㈰ 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　 10:00～17:00（当面の間、時短営業、状況により変更あり）　
「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、年末年始松永文庫 門司

イベント 期　間（時間は上記） 入　場　料 問合せ先
企画展「Seasons」
四季からインスピレーションを得た作品（油彩画・日本画・彫刻・染色・漆芸など）約20点を展示 1/10㈰～2/7㈰ 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

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「2021コンサート」
コーロ・モン・プレズィール第17回演奏会
指揮：中山敦　永見昌代　オルガン：稲穂美奈子　ピアノ：大森道子

2/28㈰ 14:00 ￥1000
※前売のみ、当日券販売なし
※障害者・高校生以下無料

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

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

三山ひろし　−笑顔を届けます！コンサート2021− 2/10㈬ 14:00 S席 ￥6500
A席 ￥5000

（株）鈴木企画
092（285）4864

さだまさし コンサートツアー2020　存在理由～Raison d’être～ 2/23㈫・㈷ 17:00
￥8800

※対象：小学生以上　
※全席指定

キョードー西日本
0570（09）2424

イベント 期　間（時間は上記） 入　場　料 問合せ先
ミモザ・サクラフェア
園内のミモザとサクラの開花にあわせてさまざまなイベントを開催 2/20㈯～3/31㈬ 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　 火曜日（2/23は開園し翌日は休園）、年末年始到津の森公園 

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、2/15～17、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
常
設
展
示
室

あ
し
た
の

ギ
ャ
ラ
リ
ー

収蔵原画展　～陸奥A子～ 障
原画約50点を展示。カラー原画は2/18から展示替え 1/14㈭～3/22㈪

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

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
福岡県の特産工芸品に指定されている「まごじ凧」の展示会 2/2㈫～3/21㈰

一般 ￥350
中高生 ￥200
小学生 ￥100

小倉城
093（561）1210



かるかる 2月号の《念校》原稿の送付   返信先　 FAX 093-562-3029
メール m-okaguchi@kicpac.jp
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　 □ 修正あり　　□ 修正なし

1月18日（月）PM までにご回答ください。
校了日は1月14日（木）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

2 月

3 2021.  Februaryかるかる

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

会場 イベント 期　間 開　演 入　場　料 問合せ先

ホ
ー
ル

劇団ひまわり北九州公演「Dr.コルチャックと子どもたち」
演劇公演

2/20㈯ 18:00
￥4500 劇団ひまわり

092（752）107721㈰ 12:00

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 

会場 イベント 期　間 開　演 入　場　料 問合せ先

児
童
劇
場

こどもシアター
子ども向けアニメの上映「ぞくぞく村のオバケたち②」「ギザ耳うさぎ」 2/14㈰ 14:00

無　料
※未就学児は保護者同伴
※定員先着40名、1/17㈰か
　ら電話受付開始 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 2/27㈯ 14:00

無　料
※未就学児は保護者同伴
※定員先着40名、2/3㈬から

電話受付開始

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） 

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　北九州市立小倉城庭園 

会場 イベント 期　間 時　間 入　場　料 問合せ先

企
画
展
示
室

カルタのなかの日本文化 障
江戸時代から平成時代までの日本独自のカルタを中心に紹介します 12/9㈬～2/14㈰

一般 ￥350
中高生 ￥200
小学生 ￥100

小倉城庭園
093（582）2747

小倉城庭園地下探検　―3500年前からの歴史があった― 障
小倉城庭園の地下に眠っていた遺物を通して3500年の足跡をたどります 2/23㈫・㈷～4/18㈰

一般 ￥350
中高生 ￥200
小学生 ￥100

研
修
室

見どころ講座「ながめて楽しむカルタ」 障
担当学芸員による展示物の解説をします 2/11㈭・㈷

14:00～
15:00

13:30受付開始

一般 ￥350
中高生 ￥200
小学生 ￥100

※要事前申込（電話）、
　定員先着15名

書
院
棟

小笠原流　加冠の儀 障
新成人の女性が古式にのっとって烏帽子を授かります 2/28㈰ 12:00～

13:00
一般 ￥350

中高生 ￥200
小学生 ￥100

会場 イベント 期　間 時　間 入　場　料 問合せ先

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 2/7㈰ 13:00～

14:00 無　料

水環境館
093（551）3011

「おとぎぞうしの会」
朗読劇「楢山節考」と季節の歌 2/14㈰ 13:00～

14:30 無　料

紫川にまつわる講演会
紫川の昔話や歴史についての講演 2/28㈰ 13:00～

14:00 無　料
つ
な
が
り

エ
リ
ア

紫川今昔写真展
昔なつかしい紫川の写真展示 2/22㈪～28㈰ 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 
会場 イベント 期　間 時　間 入　場　料 問合せ先

企
画

展
示
室

没後60年　火野葦平展―レッテルはかなしからずや―  障 11/21㈯～2/14㈰
一般 ￥500

中高生 ￥120
小学生 ￥ 60 北九州市立文学館

093（571）1505交
流
ひ
ろ
ば

火野葦平展 連続文学講座　第3回　講師：稲田大貴（文学館学芸員）
演題「火野葦平展のつくり方」 2/6㈯ 14:00～

15:30

無　料
（要事前申込）

※定員先着30名、11/3㈫・㈷
　から電話受付開始

小倉北区大門1-6-43　 093（571）2735　 9:00～22:00　 「西小倉駅」徒歩10分　
「小倉北警察署前」徒歩1分、「小倉城松本清張記念館前」徒歩2分　 年末年始北九州市立生涯学習総合センター 

会場 イベント 期　間（時間は上記） 入　場　料 問合せ先

ま
い
な
び

ギ
ャ
ラ
リ
ー

周望学舎「写真研究クラブ」終了記念作品展 2/8㈪～22㈪ 無　料 周望学舎
093（591）2626【筒井】

写友会28写真展 2/24㈬～3/10㈬ 無　料 090（7387）7978【小川】



かるかる 2月号の《責了》原稿の送付   返信先　 FAX 093-562-3029
メール m-okaguchi@kicpac.jp

(公財)北九州市芸術文化振興財団　かるかる担当：岡口
TEL 093-562-2520　

※以下の掲載内容についてご確認いただきますようお願いいたします。
※修正、追加などの変更はFAXまたはメールでご返送ください。（修正がない場合でもその旨メールか下記の □修正なし にチェックしてご返送ください。）
※施設詳細（アクセス方法・バス停名・休館日など）に変更がある場合も必ずFAX・メールにてご返送ください。
※誤植を防ぐため、主催者様への確認はできる限り文書にて行っていただきますようお願いいたします。

　 以下の内容について　
　 □ 修正あり　　□ 修正なし

1月18日（月）PM までにご回答ください。
校了日は1月14日（木）です。

1月18日（月）PM までにご回答ください。
校了日は1月14日（木）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

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

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

日本画・洋画　特選版画展 1/27㈬～2/16㈫ 無　料

小倉井筒屋　画廊
093（522）2521

ー夢とロマンを求めてー　清水新也　油絵展 2/17㈬～23㈫・㈷ 無　料

ー吉祥で彩る美の世界ー　赤絵細描　米久和彦　作陶展 2/24㈬～3/2㈫ 無　料

新
館
7
階
小
画
廊

ー其処に在る美しさー　三宮一将　油彩画展 1/27㈬～2/2㈫ 無　料

日本画・洋画　特選版画展 2/3㈬～9㈫ 無　料
薮内佐斗司の造形展
彫刻 2/10㈬～16㈫ 無　料

時の音色・森の旅人　ゆのん　風のおるごーる展 2/17㈬～23㈫・㈷ 無　料
～琳派降臨～光琳・抱一・琳派作品展
絵画 2/24㈬～3/2㈫ 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、1/1小倉井筒屋 

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 2/6㈯ 17:00～

19:30
無　料

※荒天中止（順延なし） 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 2/13㈯ 10:00～
15:00

無　料
※順延日：2/14㈰、20㈯

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 

■�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 

イベント 期　間（時間は上記） 入　場　料 問合せ先

ジュリアン・サルメント展　
詳細はお問い合わせください 2/15㈪～4/23㈮

無　料
※土曜日は12:00から、日・祝
　休み

現代美術センターCCA北九州
093（695）3691

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 

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 2/28㈰ 13:00 無　料 吉村流 雄輝彌会

090（6899）7075【吉村】

八幡東区枝光本町8-26　 080（3998）9007　 10:00～22:00　 「枝光駅」徒歩10分　 「枝光本町」徒歩3分
不定休　 近隣駐車場あり。駐車許可証をお渡しするので事前にお立ち寄りください。枝光本町商店街アイアンシアター 

会場 イベント 期　間 開　演 入　場　料 問合せ先

ホ
ー
ル

劇団TOKISA　「僕たちのノータム」
大学時代からの友人が思い描いた共同出資の夢が思わぬ展開に

2/6㈯ 14:00/17:30 ￥500
※対象：小学生以上
※入場料は、一般・学生・前売・

当日すべて共通

枝光本町商店街アイアンシアター
080（3998）90077㈰ 14:00

日本劇作家協会九州支部「月いちリーディング in 北九州」
公募戯曲のリーディングとディスカッションからなる戯曲について語り合う場 2/11㈭・㈷ 15:00

無　料
※対象：小学生以上　
※要事前申込
※作品は九州支部SNSをご確

認ください

日本劇作家協会九州支部事務局
090（6424）1057



かるかる 2月号の《念校》原稿の送付   返信先　 FAX 093-562-3029
メール m-okaguchi@kicpac.jp

(公財)北九州市芸術文化振興財団　かるかる担当：岡口
TEL 093-562-2520　

※以下の掲載内容についてご確認いただきますようお願いいたします。
※修正、追加などの変更はFAXまたはメールでご返送ください。（修正がない場合でもその旨メールか下記の □修正なし にチェックしてご返送ください。）
※施設詳細（アクセス方法・バス停名・休館日など）に変更がある場合も必ずFAX・メールにてご返送ください。
※誤植を防ぐため、主催者様への確認はできる限り文書にて行っていただきますようお願いいたします。

　 以下の内容について　
　 □ 修正あり　　□ 修正なし

1月18日（月）PM までにご回答ください。
校了日は1月14日（木）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

2 月

5 2021.  Februaryかるかる

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

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

長崎街道ひなまつり　木屋瀬宿～立場茶屋銀杏屋 障
ひなまつりの展示を記念館を含めた街道沿線4施設で開催　詳細は記念館まで 2/13㈯～3/28㈰

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、月や火星など冬の星空を望遠鏡で観察します 2/20㈯ 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50名、2/6㈯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 2/23㈫・㈷ 14:00～

14:30
無　料

※先着30名、13:30から整理
　券配布

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）、Web事前予約が必要
「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 時　間 入　場　料 問合せ先

冬の特別展『名刀「博多藤四郎」の輝き　戦国を生き抜いた武士の絆』 障
福岡藩主が小倉藩主に贈った名刀「博多藤四郎」を北九州市で初公開 1/2㈯～2/14㈰

大人 ￥600
高大生 ￥300
小中生 ￥100

※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
三池港と洞海湾～「明治日本の産業革命遺産」企画展3～ 障
石炭輸送に注目し、三池港と洞海湾が近代産業の発展に果たした役割を紹介 1/9㈯～2/7㈰

要常設展観覧料
大人 ￥600

高大生 ￥360
小中生 ￥240

東田ミュージアムパーク・CCA北九州連携講座「妖怪・幻獣学の現在」
妖怪研究家の湯本豪一氏を招き、聞き手の学芸員と妖怪・幻獣学について考えます 2/6㈯ 14:00～

16:00

無　料
※要事前申込（往復はがきま

たはCCA宛Eメール）、定員
80名、1/22㈮締め切り

※会場：ガイド館

現代美術センターCCA北九州
093（695）3691

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
焼かないれんがのものがたり・鉱滓煉瓦・写真パネル展
八幡製鐵所で生産した「鉱滓煉瓦」の導入普及の歴史を写真パネルで紹介 1/17㈰～2/6㈯ 無　料

旧百三十銀行ギャラリー
093（661）9130この天の虹・ロケ地まち歩き　

旧八幡市をモデルにした映画「この天の虹」のロケ地をまち歩きで巡ります 2/7㈰　10:00～
12:30

無　料
※定員先着20名、1/17㈰ 

から電話受付開始
※旧百三十銀行ギャラリー、

9：45集合

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　 2/3、17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

スペシャル☆子ども縁日
いつも人気の縁日をスペシャルバージョンで開催します！ 2/23㈫・㈷ 13:00～

15:30

参加費 ￥100～￥300
※入館方法など変更になる場

合がございます。詳しくは
お問い合わせください

北九州市立子どもの館
093（642）5555

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

冬企画展　遊びイノベーション後編「大人も楽しい♪昭和あそびの祭典」 障
昭和の遊園地へようこそ！憧れと夢にあふれた玩具、仕掛け遊びなどを展示 1/9㈯～2/21㈰

大人 ￥300
小人（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



かるかる 2月号の《念校》原稿の送付   返信先　 FAX 093-562-3029
メール m-okaguchi@kicpac.jp

(公財)北九州市芸術文化振興財団　かるかる担当：岡口
TEL 093-562-2520　

※以下の掲載内容についてご確認いただきますようお願いいたします。
※修正、追加などの変更はFAXまたはメールでご返送ください。（修正がない場合でもその旨メールか下記の □修正なし にチェックしてご返送ください。）
※施設詳細（アクセス方法・バス停名・休館日など）に変更がある場合も必ずFAX・メールにてご返送ください。
※誤植を防ぐため、主催者様への確認はできる限り文書にて行っていただきますようお願いいたします。

　 以下の内容について　
　 □ 修正あり　　□ 修正なし

1月18日（月）PM までにご回答ください。
校了日は1月14日（木）です。

1月18日（月）PM までにご回答ください。
校了日は1月14日（木）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

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

イベント 期　間（時間は上記） 入　場　料 問合せ先

直筆原稿で見る−「点と線」のダイナミズム  障 9/11㈮～1/11㈪・㈷

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

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 

イベント 期　間 時　間 入　場　料 問合せ先
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

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

093（671）0411 【石橋】

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

小倉記念病院市民公開講座「脳卒中のお話」 2/7㈰ 14:00 無　料 一般財団法人 平成紫川会
093（511）2058【久保地】

北九州マリンバオーケストラ RIM Concert Vol.7
北九州から世界へ!!　輝けマリンバ！ 2/11㈭・㈷ 14:00

一般 ￥3000
友の会 ￥2500

U25 ￥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52回第二文化幼稚園お遊戯発表会 2/13㈯ 14:00 無　料 第二文化幼稚園
093（611）1436【白石】

第67回新きたきゅう音楽塾
箏曲・地歌～甦る古典の響き～ 2/18㈭ 13:00 ￥500

黒崎ひびしんホール
093（621）4566国府弘子スペシャルトリオ with Shiho 2/19㈮ 18:00

一般 ￥5000
友の会 ￥4500

U25 ￥2000
※対象：小学生以上　
※全席指定

Parade Piece 9th Concert 2/21㈰ 13:30 無　料 第9回Parade Piece 運営局
080（8586）7095【古賀】

第3回ヤングサンタチャリティー吹奏楽コンサート 2/23㈫・㈷ 14:00 ￥1500 一般社団法人 北九州青年経営者会議
093（863）0157【吉松】

小倉記念病院市民公開講座「心臓病のお話」 2/27㈯ 14:00 無　料 一般財団法人 平成紫川会
093（511）2058【久保地】

中
ホ
ー
ル

太鼓衆 鼓響「THE LIVE ～三発目～」 2/7㈰
11:30 各回 ￥1000

2公演セット ￥1500
太鼓衆 鼓響

090（8228）2804【山田】14:30

PTNA ピアノステップ ハピネス KitaQ ステーション 2/14㈰ 10:00 無　料 PTNAハピネスkitaQステーション
093（616）6575【熊本】

■ 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 入　場　料 問合せ先

企
画
展
示
室

奇想の浮世絵師　歌川国芳　～魅惑の演出スペクタクル 障
「奇想の絵師」として異彩を放ち多くの新機軸を打ち出した国芳の魅力に迫る 1/5㈫～2/28㈰

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Ⅲ　特集　野見山暁治 障
油彩や水墨画から100歳を迎えた野見山暁治の画業を振り返る 2/20㈯～4/11㈰

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

かがやき　巡回作品展
版画・日本画・工芸・書・写真

2/2㈫
～7㈰

10:00～
17:00

無　料
※2/7㈰は16:00まで

保健福祉局障害福祉企画課
093（582）2453【菅】

志徳幼稚園･志井幼稚園の年長組による紙版画展
版画 2/9㈫～14㈰ 無　料

※2/9㈫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

北九州市教職員文化展
洋画・日本画・彫刻・工芸・書・写真

2/13㈯
～14㈰

10:00～
18:00

無　料
※2/14㈰は15:00まで

北九州市教職員文化行事実行委員会
090（4345）9248【田中】

大伏写真場主催 写真展「ぴくせる」 2/18㈭
～21㈰

10:00～
17:00

無　料
※2/18㈭は11:00から、
　21㈰は16:00まで

大伏写真場
093（601）2880【大伏】

展
示
室

２ 第8回 世界の文字紀行展
書

2/12㈮
～14㈰

10:00～
18:00

無　料
※2/12㈮は13:00から、
　14㈰は16:00まで

080（3968）9215【岡野】



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

かるかる 2月号の《念校》原稿の送付   返信先　 FAX 093-562-3029
メール m-okaguchi@kicpac.jp

(公財)北九州市芸術文化振興財団　かるかる担当：岡口
TEL 093-562-2520　

※以下の掲載内容についてご確認いただきますようお願いいたします。
※修正、追加などの変更はFAXまたはメールでご返送ください。（修正がない場合でもその旨メールか下記の □修正なし にチェックしてご返送ください。）
※施設詳細（アクセス方法・バス停名・休館日など）に変更がある場合も必ずFAX・メールにてご返送ください。
※誤植を防ぐため、主催者様への確認はできる限り文書にて行っていただきますようお願いいたします。

　 以下の内容について　
　 □ 修正あり　　□ 修正なし

1月18日（月）PM までにご回答ください。
校了日は1月14日（木）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

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 2021.  Februaryかるかる

北九州市芸術文化情報誌「CulCul・かるかる」
■発行日／2021.2.1　　■発　行／北九州市
■編集・制作／（公財）北九州市芸術文化振興財団　総務経営課　〒 803-0812 北九州市小倉北区室町 1－1－1－11－5F
　TEL:093（562）2520　FAX:093（562）3029　E-mail:culcul@kicpac.jp　北九州市印刷物登録番号 第2009011A号

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

福岡県立小倉工業高等学校吹奏楽部　第15回定期演奏会
レ・ミゼラブルや紅蓮華など 2/7㈰ 13:30

無　料
（要整理券）

※整理券は12月から福岡県
立小倉工業高等学校ホーム
ページから申し込み可

福岡県立小倉工業高等学校吹奏楽部
093（571）1738【橋本】

中
ホ
ー
ル

ウェルとばた映画上映会「ぼけますから、よろしくお願いします。」 2/11㈭・㈷
10:30 一般 ￥ 700

ペア ￥1000
※親子鑑賞席はご利用いただ

けません

ウェルとばた総合案内
093（871）720014:00

SAKURA JAPAN MUSIC COMPETITION2021 ピアノ部門 2/13㈯ 10:30 無　料 さくらMusic office
03（3224）9112【大塚】


