


　この冬、北九州市漫画ミュージアムでは、台
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駐日経済
文化代表処台湾文化センターおよび国立台湾歴史博物館と
共同で、台湾漫画史100年をたどる展覧会を開催します。
「台湾漫画史不思議旅行―貸本屋さんと漫画の100年―」
と題する本展では、台湾における貸本屋（有料の書籍レン
タル店）の歴史変遷を中心に、どのような漫画が読まれ、
流通し、制作されてきたのかを一望します。
　さて、「貸本屋」は日本においても、漫画の大衆化に大
きな役割を果たしました。江戸時代に始まった日本の貸本
業は、第２次世界大戦後、古書でなく新刊の貸し出しに特
化し、貸本屋だけに流通する「貸本漫画」の誕生とその人
気の高まりなどを経て、全国的にその数を増やします。こ
こ北九州でも、かつてはそこかしこで身近に貸本屋がある
というような状況でした。物資が不足し、経済的に疲弊し
ていた時代に、子どもから大人まで楽しめる身近な娯楽と
して、貸本屋は隆盛を誇ったのです。しかし、高度経済成
長期を迎える1960年代からこの業態は衰退し、2000年代
以降に現れたごく簡易な業態のものを除いては、現在では
その姿を見ることはほとんどありません。
　台湾における貸本屋は、1895年に始まる日本の植民地支
配時代に端を発し、おおよそ日本と同様の歴史をたどるの
ですが、そこで流通していた漫画を見ると、日本統治の影
響など、台湾の社会的・政治的な変動が色濃く表れていま
す。例えば統治時代、同時期日本で親しまれていた『のら

くろ』や『冒険ダン吉』が台湾でも読まれていたことが分
かっています。戦後の台湾貸本屋には、中国上
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（中国式の絵物語）とともに日本の貸本漫
画が並び、一方で台湾人による独自の少年向け漫画雑誌も
刊行されるように。時代が下り、政府による検閲制度が強
化された1960年代に入ると、海賊版の日本漫画が大量に出
回りました。92年に著作権法が改正されて以降は正規の単
行本が流通するようになり、台湾の描き手による漫画作品
も増加していきます。このように、台湾貸本屋と漫画の歩
み100年を振り返ることは、つまり台湾の100年の歴史を
振り返ることでもあるのです。
　この展覧会では、展示するさまざまな資料や映像を通し
て、台湾と日本の共通点と相違、そして現代の台湾におけ
る漫画文化の独自の発展をお伝えします。台湾漫画史の時
空旅行を、ぜひご体感ください。

C u l C u l  F e a t u r e  A r t i c l e sかるかる特集

台湾漫画史100年を旅する

北九州市漫画ミュージアム　学芸員
石井　茜  Akane Ishii

北九州国際漫画祭2022

「台湾漫画史不思議旅行―貸本屋さんと漫画の100年―」キービジュアル

台湾の貸本屋台の様子
（王雙福氏撮影、1950 ～60年代／高雄市立歴史博物館提供）

開催期間   11月26日（土）～2023年1月22日（日）
場　所   北九州市漫画ミュージアム企画展示室（あるあるCity5F）
開館時間  午前11時～午後7時（入館は午後6時30分まで）
休館日  毎週火曜日、年末年始（12月31日～1月3日）
入館料  一般200円　※学生・高校生以下無料

※ 詳しくは北九州市漫画ミュージアムのホームページをご覧ください 
https://www.ktqmm.jp/

お問合せ  北九州市漫画ミュージアム　093(512)5077

北九州国際漫画祭2022
「台湾漫画史不思議旅行―貸本屋さんと漫画の100年―」
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9月26日（月）PMまでにご返却お願い申し上げます。
お忙しいところ大変恐縮ですが、よろしくお願いいたします。



　北九州市では新たなポップカルチャー事業の一つとして、
昨年に引き続き、主にYouTubeなどで活躍されているピ
アニストによる、アニメソングを演奏するピアノコンサー
ト「北九州アニメソングピアノライブ2022」を開催いたし
ます。
　このたび、YouTube・b

ビ リ ビ リ

ilibili（中国の動画共有サイト）
ともにチャンネル登録者数約200万人のピアニスト
「A

ア ニ メ ン ズ

nimenz」さん、プロのトロンボーン奏者としても活躍
されているストリートピアノYouTuber「みやけん」さん、
アニメキャラの物まねをしながら弾き語りなどを行うマル
チなピアノタレント「まなまる」さんが出演され、大人気
アニメソング約20曲を演奏していただきます。
　さらに今回はピアニストだけでなく、歌手のM

メ イ ン

ayʼnさん
をお迎えし、ピアノの演奏と歌のコラボレーションを行っ

　ドイツ出身。2019年より日本在住。ピ
アノアレンジャー/スタインウェイアーテ
ィスト。ドイツ国内のさまざまなコンク
ールで入賞を重ね、大学までクラシック
⾳楽を学ぶ。日本のアニメ⾳楽にクラシ
ック⾳楽を織り交ぜた演奏スタイルに定
評がある。世界各地で通算100回以上の
公演を開催。2010年よりYouTubeへの
動画投稿を始め、今年で活動12年⽬を迎
える。チャンネル登録者数はYouTube・
bilibiliそれぞれ約200万人。海外のアニ
メファンから圧倒的な支持を誇る。

　ピアノ演奏のみならず、軽快なトーク
や腹話術、SNSで注⽬を浴びたアニメキ
ャラの物まねをしながらの弾き語りなど、
型にとらわれない唯一無二のエンターテ
インメントを繰り広げるピアノタレント。
現在TBS朝の情報番組「THE TIME,」に
もレギュラー出演中。

　⿅児島市出身。愛知県立芸術大学⾳楽
学部トロンボーン専攻として学部を首席
で卒業し、現在プロのトロンボーン奏者
としてプロオーケストラに客演として出
演しながら、ストリートピアノを巡る動画
をYouTubeにて公開しているYouTuber。
原曲をリスペクトしつつ耳コピで即興演
奏するスタイルは、本業であるオーケス
トラサウンドを生かしたゴージャスなア
レンジで好評を得ている。

　ジャンルに縛られない圧倒的な歌唱力
と伸びのあるハイトーンボイスで国内外
のリスナーを魅了する実力派女性シンガ
ー。2005年に弱冠15歳でメジャーデビ
ューを果たし、これまで担当してきたア
ニメ、映画、ゲームなどの主題歌がヒッ
トチャートトップ10入りを果たすなど人
気を不動のものにしている。

Animenz

まなまる

みやけん

Mayʼn

ていただくとともに、ピアニストの皆さまによるデュオや
連弾など、さまざまな演奏などが繰り広げられます。
　なお、会場にお越しいただけない方にもコンサートを楽
しんでいただけるようオンラインによるLIVE配信チケット
もご用意しています。
　アニメが好きな人も、⾳楽が好きな人も、多くの方々に
楽しんでいただける、さらに進化したコンサートを、ぜひ
お楽しみください。

■ 出 演 者 ■

C u l C u l  F e a t u r e  A r t i c l e sかるかる特集

「北九州アニメソングピアノライブ2022」
12月11日（日）開催！

北九州市市民文化スポーツ局
文化企画課

日　時   12月11日（日）　開場午後2時／開演午後3時
場　所   北九州市立響ホール（⼋幡東区平野1の1の1　国際村交流センター内）
出　演   Animenz／まなまる／みやけん／Mayʼn
公式サイト   https://kitaq-anipi.live 
チケット情報   全席指定席 4400円　LIVE配信 1650円 

市内プレイガイドで好評発売中！ 
※購入方法など詳細は公式サイトをご覧ください

お問合せ   北九州市市民文化スポーツ局文化企画課 
093(582)2389

北九州アニメソングピアノライブ2022 
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9月30日（金）PMまでにご返却お願い申し上げます。
お忙しいところ大変恐縮ですが、よろしくお願いいたします。



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
※10月12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

小倉北区室町1-1-1-11リバーウォーク北九州6Ｆ　 093（562）2655　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

博多・天神落語まつり　北九州公演 11/3㈭㈷ 13:00 ￥6000
キョードー西日本

（平日・土11:00～17:00）
0570（09）2424

小倉南文化祭　日本舞踊合同大会 11/6㈰ 11:00 ￥3000 小倉南日本舞踊協会
080（9583）4020

LE VELVETS CONCERT TOUR 2022 『Eternal』 11/13㈰ 17:00 ￥7800
キョードー西日本

（平日・土11:00～17:00）
0570（09）2424

小倉南区文化祭　バレエフェスティバル
第1部　バレエ詩「またいつか、いつでも」眠れる森の美女より　岡山バレエ
第2部　バレエコンサート　子供のための作品集　神崎バレエ

11/20㈰ 14:00 ￥2000 小倉南区バレエ協会
093（962）0603

九州歯科大学　ブルーノーツ 第66回定期演奏会 11/26㈯ 18:00 無　料 九州歯科大学　ブルーノーツ
090（2596）0408【西山】

荒牧陽子×松浦航大　歌マネ！最強ジョイントコンサート
supported by YABUSHITA 11/27㈰ 16:00 ￥4500

キョードー西日本
（平日・土11:00～17:00）

0570（09）2424

VAYA BRUTAL
11/29㈫ 19:00

無　料
VAYA「BRUTAL」JAPAN LIVE

運営事務局
090（7164）8807【橋本】30㈬ 16:30

DRUM TAO 2022 FINAL 「KAIKI」
12/3㈯ 13:00

17:00
SS席 .....................￥7900
S席 ........................￥6900
車椅子席 ..............￥7900
※その他券種あり

TAO事務局
（平日10:00-19:00）
092（721）20154㈰ 13:00

池端克章 × Stringsコンサート 12/11㈰ 17:00 S席 ........................￥5000
A席 .......................￥4000

㈱BESTIE
093（391）0111

北九州市立大学吹奏楽団　第54回定期演奏会 12/27㈫ 18:00 小学生以上 ............. ￥500
※その他券種あり 北九州市立大学吹奏楽団

中
劇
場

津軽三味線　椿正範ふるさとリサイタル～椿大祭～ 11/5㈯ 16:00
S席 ........................￥6500
A席 .......................￥5000
B席 .......................￥3500

椿正範コンサート製作委員会
080（1098）6312

第19回北九州ひまわり寄席　瀧川鯉昇・桂文治　二人会 11/12㈯ 13:00 ￥4000
※その他券種あり

（株）寿限無企画
090（2394）9866

九州ハワイアン協会　北九州地区　フラフェスティバル 11/13㈰ 14:00 ￥1500
※その他券種あり

九州ハワイアン協会
096（359）3738

北九州市民劇場　11月例会　こまつ座「イヌの仇討」

11/15㈫ 15:30

会費制

※会員でない方はお問い合わせください

北九州市民劇場
093（582）7200

16㈬ 13:30
18:30

17㈭～
18㈮ 13:30

19㈯ 12:30

マギー・マラン「May B」
世界中で600公演を超えるロングラン作品、北九州に初上陸！

11/23㈬㈷ 14:00
一般 ......................￥ 6000
ユース（24歳以下） ...￥ 3000
ペア割（一般） ..........￥10000
※その他券種あり

北九州芸術劇場
093（562）2655

「若戸大橋」国重要文化財指定記念・第30回ふくおか県民文化祭2022参加
劇団青春座241回公演「若戸大橋物語」

11/26㈯ 13:30
18:30 一般 ......................￥3000

大学生以下 ...........￥2000
※その他券種あり

劇団青春座
090（1165）558527㈰ 13:30

「凍える」
トニー賞ノミネート衝撃のストレートプレイ上演決定！

12/3㈯ 13:00
18:00 一般 ................... ￥11000 ピクニックチケットセンター

050（3539）83304㈰ 13:00

令和4年度人権週間記念講演会 12/9㈮ 14:00 無　料
北九州市保健福祉局人権推進センター

人権文化推進課
093（562）5010【津野】

星降るパフォーマンスシアター
12/10㈯ 19:00 一般 ......................￥2800

高校生以下 ...........￥1000
※その他券種あり

㈱H・プロモーション
093（982）889911㈰ 13:30

KERA・MAP #010「しびれ雲」
人気シリーズ待望の最新作！架空の島“梟島”を舞台にした物語

12/17㈯ 13:00
18:00 一般 .............................￥8000

ユース（24歳以下） ..........￥4000
高校生〔的〕チケット ...￥1500

北九州芸術劇場
093（562）265518㈰ 13:00

小
劇
場

飛ぶ劇場 Vol.44「死者そ会ギ」
魂はどこにあるのか？お墓の中と外を巡る、死者と生者の物語

11/4㈮ 19:00 一般 ......................￥3000
学生 ......................￥2000
高校生以下 ...........￥1000
※その他券種あり

飛ぶ劇場
090（2514）31455㈯ 14:00

18:00
6㈰ 14:00

シャンソン・コンサート 11/12㈯ 14:00 ￥3000 酒井京子
090（1923）9669

うたのコンサートvol.3 11/13㈰ 14:00
一般 ......................￥2000
3歳～大学生 ........￥1000
※その他券種あり

室北昌子
090（5735）7737

Thank You !! ～今、私達がここにいる理由（わけ）～ 11/19㈯ 16:00
一般 ......................￥2500
学生以下 ..............￥2000
※その他券種あり

㈱大内義昭ミュージックアソシエイト
093（230）1388

TAKAKO LIVE 2022 11/20㈰ 15:00 ￥3000 スタジオ アン ドゥミ（イナオ）
090（9795）6462

月灯りの移動劇場「Silence」
踊り、踏み、舞い続けることでしか、見つけられない真実がここに

11/25㈮ 19:00
一般 ......................￥4000
高校生以下 ...........￥2500

月灯りの移動劇場 事務局
070（5642）840626㈯ 14:00

19:00
27㈰ 15:00

11・12
月
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5月27日（金）PM までにご回答ください。
校了日は6月10日（金）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
※10月12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

イベント 期　間 時　間 問合せ先
2022フォトレタッチスクール写真展
写真 10/26㈬～11/1㈫ 10:00～18:00

※初日設営終了後開場、最終日16:00まで
フォトレタッチスクール

093（600）2774
さわやかシルバー作品展
絵画・書道・陶芸作品・工芸品・手芸・写真・彫刻 11/3㈭㈷～8㈫ 10:00～18:00

※最終日12:00まで
（公社）北九州市シルバー人材センター

093（922）4801
2022年第4回わいわいフォト研究会写真展
写真 11/9㈬～15㈫

10:00～18:00
※初日設営終了後開場、最終日16:00まで

わいわいフォト研究会
090（2583）3810

水陽会（徳力）・愛彩会（企救丘）・彩乃会（横代）合同水彩展
水彩 11/16㈬～22㈫ 水陽会

090（7338）8298
第9回北九州フォトクラブ写真展
写真 11/23㈬㈷～29㈫ 北九州フォトクラブ

090（8410）9793
日曜写真クラブ　写真作品展
写真 11/30㈬～12/6㈫ 日曜写真クラブ

090（1169）8720
“LIZA” EFMC PHOTO GROUP
写真 12/14㈬～20㈫ English Fun Memory Class

090（5726）8075
真希縞ギャラリー
古布コラージュ・ビーズアクセサリー・ドライフラワー・ステンドグラス 12/22㈭～27㈫ 10:00～17:00

※最終日16:00まで
真希縞

090（4670）3994

小倉北区室町1-1-1-11リバーウォーク北九州5Ｆ　 093（562）2520　

北九州芸術劇場 
市民ギャラリー 入場無料

会場 イベント 期　間 開　演 入　場　料 問合せ先

響
ホ
ー
ル

「希望の大地」チャリティーツアー
ウクライナの歌姫　ナターシャ・グジーコンサート　福岡公演
ナターシャ・グジーのバンドゥーラ弾き語りコンサート

11/5㈯ 14:00 ￥3500
※その他券種あり

国際ソロプチミストオンライン福岡MUSE
080（3182）5737【馬場】

村上バイオリン・ピアノ教室発表会2022 11/6㈰ 10:30 無　料 080（1728）7122【村上】
2022北九州国際音楽祭
マイスター・アールト×ライジングスター オーケストラ
コンサートマスター：篠崎史紀［N響第1コンサートマスター］

11/12㈯ 15:00
S席 ........................￥5000
A席 .......................￥3500
25歳以下（A席） .....￥2000
※その他券種あり

北九州国際音楽祭事務局
093（663）6567

OPERA na 愛の姿
ストーリーテラーがオペラの愛の姿を語り、アリア、重唱を演奏 11/13㈰ 15:00 一般 ......................￥3000

学生 ......................￥1500
オペラコンサート実行委員会

090（3661）6438【江崎】
響ホール室内合奏団　第40回定期演奏会

「晩秋にはロマン派が良く似合う」
指揮者：澤和樹、チェロ：ヤン・ソンウォン

11/20㈰ 15:00
指定 ......................￥4000
一般自由 ..............￥3000
大学生以下 ...........￥1000

響ホール室内合奏団
093（647）0565

2022北九州国際音楽祭　
チェロ８（エイト）
Maroオーケストラのチェロ・セクションによるチェロ八重奏

11/23㈬㈷ 15:00
一般 ......................￥4000
25歳以下 .............￥2000
※その他券種あり

北九州国際音楽祭事務局
093（663）6567

響ホールリサイタルシリーズ 古部賢一［オーボエ］＆鈴木大介［ギター］
プレトーク
コンサート前日に、演奏と楽しいトークでプログラム解説

11/26㈯ 15:00 無　料
※要事前申込 響ホール音楽事業課

093（663）6661響ホールリサイタルシリーズ 古部賢一［オーボエ］＆鈴木大介［ギター］
柔らかな音色で綴る思い出のメロディ＆シネマ名曲選 11/27㈰ 14:00

一般 ......................￥3000
25歳以下 .............￥2000
※その他券種あり

2022北九州国際音楽祭　
庄司紗矢香［ヴァイオリン］ジャンルカ・カシオーリ［フォルテピアノ］ 12/3㈯ 13:00

S席 ........................￥5000
A席 .......................￥3500
25歳以下（A席） .....￥2000
※その他券種あり

北九州国際音楽祭事務局
093（663）6567

産業医科大学管弦楽団　第38回定期演奏会
W.Aモーツァルト「魔笛」序曲、G.ビゼー「アルルの女」ほか 12/4㈰ 18:00 ￥500

※その他券種あり
産業医科大学管弦楽団

090（5470）3735【河野】
北九州アニメソングピアノライブ2022
詳細はP3「かるかる特集」をご覧ください 12/11㈰ 15:00 全席指定 ..............￥4400

LIVE配信 ..............￥1650
北九州市文化企画課

093（582）2389
響ホールワンコインコンサート vol.33 谷口英治［ジャズクラリネット］
オン・ザ・サニー・サイド・オブ・ザ・ストリート、鈴懸の径　ほか 12/15㈭ 11:45 ￥500 響ホール音楽事業課

093（663）6661
水上裕子ピアノリサイタル　Hirokoが弾く「映像の世紀」 
出演：水上裕子、植村龍太朗 12/17㈯ 14:00

18:00
一般 ......................￥3000
学生 ......................￥1000

エイチエムエンターテイメント
080（6421）7296【水上】

北九州メモリアル女声合唱団　クリスマス・コンサート in 2022
クリスマスキャロル集、歌い続けたい名曲集ほか 12/18㈰ 14:00 無　料

※要整理券
北九州メモリアル女声合唱団

090（7384）7090【持橋】
大谷京子「CLAIR」発売記念コンサート
大谷京子待望の1stアルバム発売記念コンサート 12/28㈬ 19:00 ￥3000 Seshua Music Production

080（6458）2570【津田】
西
日
本
工
業

倶
楽
部

2022北九州国際音楽祭　
サロン・コンサート 安川加壽子 生誕100年に寄せてー 岡田 奏［ピアノ］ 11/2㈬ 14:00 一般・25歳以下 ....￥4000

※その他券種あり
北九州国際音楽祭事務局

093（663）6567

八幡東区平野1-1-1　 093（662）4010　北九州市立響ホール

会場 イベント 期　間 開　演 入　場　料 問合せ先

小
劇
場

花迷宮
12/2㈮ 19:00

大人 ......................￥2000
小～高校生 ...........￥1000
※その他券種あり

夢語り千夜事務局
080（1741）86783㈯

11:00
13:00
15:00

音楽の宝石箱
バリトン、エレクトーン、ピアノによるジョイントコンサート 12/4㈰ 15:00 ￥2000 Concerto Bravo（松丸弘子）

080（3517）2770

フラメンコシンガー LA MOECO　ライブツアーファイナル 2022
「VENTE CONMIGO」北九州ファイナル� 12/10㈯ 17:30

VIPシート ......... ￥15000
S席 ..................... ￥10000
A席 .................... ￥ 8000
※その他券種あり

MOECOCREW
090（9406）5696

㈵北九州子ども劇場　12月高学年部例会
「トクントクン―いのちの旅―」（人形劇団クラルテ） 12/11㈰ 15:00

19:00
会員制

※会員でない方はお問い合わせください
㈵北九州こども劇場

093（884）3834

TAKAKO シャンソンクラス　レ・リュネット　コンサート 12/14㈬ 14:00 ￥1000 Studio un demi
090（3669）1139

㈵北九州子ども劇場　12月乳幼児部例会
「ポロンポロン」（ロバの音楽座） 12/17㈯ 11:00

15:00
会員制

※会員でない方はお問い合わせください
㈵北九州こども劇場

093（884）3834

小倉北区室町1-1-1-11リバーウォーク北九州6Ｆ　 093（562）2655　北九州芸術劇場  11・12
月
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5月27日（金）PM までにご回答ください。
校了日は6月10日（金）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
※10月12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

会場 イベント 期　間 開　演 入　場　料 問合せ先

ホ
ー
ル

第72回門司区文化祭　三曲演奏会
琴・三味線・尺八による演奏会 11/6㈰ 12:00

無　料 門司文化団体連合会
093（331）6232第72回門司区文化祭　区民音楽祭

コーラス、ギターアンサンブル、声楽、チェロ、ピアノ演奏など 11/12㈯ 14:00

門司市民会館まつり　第12回門司シネマフェスタ
「35ミリフィルムで楽しむ小津安二郎の世界」
①「麦秋」「秋刀魚の味」　②「彼岸花」「東京物語」

①11/26㈯
13:00 一日通し券 ............. ￥700

※その他券種あり

門司市民会館
093（321）2907②11/27㈰

Christmas with Josh Tatofi
ハワイアンミュージシャンのコンサートとフラダンス 12/11㈰ 18:00

VIP席（限定グッズ付き） ...￥13200
S席 ..............................￥ 8800
A席 .............................￥ 7150

スタジオサキ
03（3379）4752

門司区老松町3-2　 093（321）2907　門司市民会館門司

会場 イベント 期　間 時　間 入　場　料 問合せ先

2
階

ホ
ー
ル

第15回関門海峡・門司港レトロフォトコンテスト連携イベント
「よくわかる写真の基礎講座」
コンテスト表彰式後、写真家・四宮佑次氏による講座を行います

11/3㈭㈷ 10:30～
12:00 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　旧大連航路上屋門司

会場 イベント 期　間 時　間 入　場　料 問合せ先
1
階
多
目
的

ホ
ー
ル

NHK大河ドラマ「鎌倉殿の13人」全国巡回展
（NHK北九州放送局主催）
ドラマの魅力とドラマが描く時代の紹介、衣装（レプリカ）などを展示

10/29㈯
～11/6㈰

9:00～
17:00 無　料 NHK北九州放送局

093（591）5002

門司区西海岸1-3-3　 093（331）6700　関門海峡ミュージアム門司

小倉北区浅野2-14-5（あるあるCity5F・6F）　 093（512）5077　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

開館10周年記念特別展 障
〈新聞〉がつないだ漫画家たち～北九州の漫画文化を育てたもの～
1950～60年代の北九州での新聞メディアと漫画をめぐる歴史展示

9/10㈯～
11/6㈰

11:00～
19:00

入場は18:30まで

一般 ........................ ￥800
中高生 .................... ￥400
小学生 .................... ￥200

北九州市漫画ミュージアム
093（512）5077

北九州国際漫画祭2022 障
「台湾漫画史不思議旅行―貸本屋さんと漫画の100年―」
「第7回北九州国際漫画大賞受賞作品展」
「海峡マンガ合戦2022」

11/26㈯
～1/22㈰

一般 ........................ ￥200
学生・高校生以下無料

常
設
展
示
室

あ
し
た
の
ギ
ャ
ラ
リ
ー

マンガの画材〈アイシースクリーン〉展―マンガ表現の相棒としての50年 障
「スクリーントーン」のマンガ史的意義を作家原画と共に紹介

10/15㈯～
12/18㈰

常設展入館料が必要
一般 ........................ ￥480
中高生 .................... ￥240
小学生 .................... ￥120

池田ハル展 『ATELIER NOTE』 障
北九州ゆかりの漫画家・イラストレーターの作品展

12/24㈯
～2/12㈰

イベント 期　間 時　間 入　場　料 問合せ先

松尾芭蕉と元禄の美 障
俳人・松尾芭蕉の書画と、元禄文化の絵画や工芸をご紹介します

11/18㈮～
12/18㈰

10:00～
17:00

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　出光美術館（門司）門司

イベント 期　間 時　間 問合せ先
漫画・アニメ原作映画資料展
日本の漫画・アニメを原作とする実写化映画の関連資料を展示 10/5㈬～1/9㈪㈷ 9:00～17:00 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　松永文庫 入場無料門司

イベント 期　間 時　間 問合せ先

北九州市を掘る（102）　埋蔵文化財速報展
オノノムラ−能行遺跡第5地点と石斧作り− 8/16㈫～12/18㈰ 9:00～17:00

（入館は16:30まで）

（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1-1-3　 093（592）3196　北九州市立埋蔵文化財センター 入場無料

会場 イベント 期　間 開　演 問合せ先

ホ
ー
ル

川と水の音楽会
アンデスの伝統民族音楽の演奏会 11/13㈰

13:00 北九州市立水環境館
093（551）3011おとぎぞうしの会

朗読ボランティアによる朗読劇（1時間程度） 12/11㈰

小倉北区船場町1-2　 093（551）3011　水環境館 入場無料

イベント 期　間 開　演 入　場　料 問合せ先

天空ライブ
美しい夜景を眺めながらヴァイオリンの演奏をお楽しみください 12/3㈯

18:30
19:05
19:40

［門司港レトロ展望室入館料が必要］
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　門司港レトロ展望室門司

11・12
月
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5月27日（金）PM までにご回答ください。
校了日は6月10日（金）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
※10月12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

会場 イベント 期　間 開　演 問合せ先

小倉北区下到津4-3-2　 093（592）4152　北九州市立こども文化会館（併設到津市民センター）

■ 臨時休館のお知らせ 
2022年11/1㈫～2023年2/28㈫の期間中、空調工事等のため臨時休館いたします　〈北九州市立こども文化会館　TEL093（592）4152〉

イベント 期　間 時　間 入　場　料 問合せ先
到津の森公園20周年記念パネル展
到津の森公園開園からの20年をパネルで振り返ります

10/1㈯～
11/27㈰ 9:00～

17:00 無　料

※別途入園料が必要

到津の森公園
093（651）1895

児童および幼児 動物画コンクール入選作品展
日本動物園水族館協会「動物画コンクール」の入選作品展

11/3㈭㈷
～30㈬

干支の引継式
公募した寅年・卯年それぞれの代表者による干支の引継式

12/29㈭ 12:00～
12:20

小倉北区上到津4-1-8　 093（651）1895　到津の森公園

小倉北区大手町12-3　 093（592）5405　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

韓国エンターテインメント「FLYING」 11/4㈮ 19:00 A席 .......................￥6200
B席 .......................￥5700

MIN-ON北九州
093（884）1833

Hello!　Project2022 11/5㈯
～6㈰

14:30
18:00 全席指定 ..............￥8000 BEA

092（712）4221

金剛山歌劇団北九州公演2022 11/12㈯ 17:00 全席自由 ..............￥3000 金剛山歌劇団北九州公演実行委員会
093（521）7074

MANKAI STAGE 『A3！』ACT2！　～ AUTUMN 2022～

11/18㈮ 18:00

全席指定 ..............￥9800 ネルケプランニング
03（3715）563119㈯ 12:30

18:00
20㈰ 14:00

フジコ・ヘミングコンサート2022 12/2㈮ 18:30
SS席 .................. ￥12000
S席 ..................... ￥ 9500
A席 .................... ￥ 7500
※その他券種あり

北九州ソレイユホール
093（592）5405

小椋佳ファイナル・コンサート・ツアー　余生、もういいかい 12/3㈯ 17:00 全席指定 ..............￥8000
2階後方指定席 ....￥5000

BASE CAMP
092（406）7737

クリスマスパイプオルガンコンサート2022 12/9㈮ 14:30
大人 ......................￥ 700
子ども ..................￥ 400
親子セット ...........￥1000

北九州ソレイユホール
093（592）5405

爆笑‼お笑いフェス in 北九州 12/11㈰ 11:30
15:00

全席指定 ..............￥4070
※その他券種あり

（株）鈴木企画
092（406）5960

クリスマスコンサート2022 12/18㈰ 9:30 全席自由 ..............￥1000 北九州吹奏楽連盟

第九北九州公演 12/24㈯ 17:00
S席 ........................￥4000
A席 .......................￥3000
学生席 ..................￥1500

九響チケットサービス
092（823）0101

スターダスト☆レビュー ライブツアー2022-24
「ブギウギ ワンダー☆レビュー」

12/25㈰ 17:00 全席指定 ..............￥7800 BEA
092（712）4221

小倉北区室町1-1-1 リバーウォーク北九州5Ｆ　 093（562）3215　北九州市立美術館分館
イベント 期　間 時　間 入　場　料 問合せ先

祈り・藤原新也 障

初期作から最新作までの作品を一堂に展示　※月曜休館
9/10㈯～
11/6㈰ 10:00～

18:00
（入館は17:30まで）

［2会場分］
一般 ......................￥1400
高大生 ..................￥1100
小中生 ..................￥ 700
※その他券種あり 北九州市立美術館分館

093（562）3215
和田誠展 障

和田誠の膨大で多岐にわたる仕事の全貌に迫る初めての展覧会
11/19㈯～
12/18㈰

一般 ......................￥1200
高大生 ..................￥ 800
小中生 ..................￥ 600
※その他券種あり

小倉北区城内4-1　 093（571）1505　北九州市立文学館
会場 イベント 期　間 開　演 入　場　料 問合せ先

企
画
展
示
室

祈り・藤原新也 障

藤原新也さんの作品展を文学館と美術館分館の2会場で開催
9/10㈯～
11/6㈰

9:30～
18:00

（入館は17:30まで）

［2会場分］
一般 ......................￥1400
高大生 ..................￥1100
小中生 ..................￥ 700
※その他券種あり

北九州市立文学館
093（571）1505

特別展「鷗外の小倉時代」
森鷗外が小倉時代に執筆した原稿について紹介する展覧会

11/23㈬㈷
～12/25㈰

9:30～
18:00

（入館は17:30まで）
無　料

交
流
ひ
ろ
ば

福岡ユネスコ文化講演会　寺尾隆吉氏講演会
ラテンアメリカ文学の魔力―ガルシア・マルケスとバルガス・ジョサを中心に
ラテンアメリカ文学をテーマとした福岡ユネスコ文化講演会

11/12㈯ 14:00 ￥500
※要事前申込

北九州市市民文化スポーツ局
文化企画課

093（582）2391
山崎一穎氏（津和野森鷗外記念館館長）特別講演会

「鷗外の魅力を語る―自筆原稿・出版広告文を手掛かりとして―」
12/11㈰ 13:30～

15:00
無　料

※要事前申込
北九州市立文学館
093（571）1505

11・12
月
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5月27日（金）PM までにご回答ください。
校了日は6月10日（金）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
※10月12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

会場 イベント 期　間 時　間 問合せ先

新
館
７
階
大
画
廊
・

小
画
廊

奇跡の輝き　中村元風 展
陶芸

11/17㈭～21㈪

10:00～19:00
※最終日は16:00まで

小倉井筒屋　美術画廊
093（522）2521

ー創ると云うことー　三人のカタチ
陶芸

11/23㈬㈷～29㈫

迎春　掛軸展 11/30㈬～12/6㈫

年末年始　絵画　お宝市 12/28㈬～1/3㈫

新
館
７
階
大
画
廊

地球がふるさと　加藤 照 展
絵画

10/26㈬～11/1㈫

イーダ・ヴァリッキオ展
絵画

11/2㈬～8㈫

～光と影の織りなす幻想～　高木由美・高木 勲　グラスアート展 11/9㈬～15㈫

第9回 伊熊義和　油絵展 12/7㈬～13㈫

大正ロマンの天才画家　竹久夢二　初版と復刻木版画展 12/14㈬～20㈫

1万円からのお買得絵画市 12/21㈬～27㈫

新
館
７
階
小
画
廊

勝間としをの幸せ猫展
絵画

10/26㈬～11/1㈫

～絹布に描く世界～　出岡由行　染色絵画展 11/2㈬～8㈫

～西洋の美～　ヨーロッパアンティーク展 11/9㈬～15㈫

木刻・漆・籠　河野富夫・太志・歩美　父子展 12/7㈬～13㈫

有田焼陶祖 十四代 李参平　作陶展 12/14㈬～20㈫
ーイマジネーションの世界に遊ぶー　宮下純郎 作品展
絵画・ミクストメディア

12/21㈬～27㈫

小倉北区船場町1-1　 093（522）3111㈹　小倉井筒屋 入場無料

小倉北区城内2-1　 093（561）1210　小倉城 
会場 イベント 期　間 開　演 入　場　料 問合せ先
小
倉
城
天
守
閣

４
階
ギ
ャ
ラ
リ
ー

・
１
階
展
示
室

深町めいしゅう作品展
何万ピースもの小さな色紙を重ねて描く緻密で壮大な作品展

10/28㈮～
11/27㈰

9:00～
19:00

※10月は20:00まで

一般 ........................ ￥350
中高生 .................... ￥200
小学生 .................... ￥100

小倉城
093（561）1210

天
守
閣
前
広
場

特
設
花
壇

第51回小倉城菊花展
市内の菊愛好家による、大輪・盆栽・懸崖など約500鉢を展示

11/1㈫
～13㈰

開門から
閉門 無　料 小倉城菊まつり委員会

093（561）1210
天
守
閣
前

広
場　
他

第4回 小倉城竹あかり
３万個以上の竹灯籠が飾られた幻想的な小倉城をお楽しみください

11/2㈬
～6㈰

17:30～
21:00

（入城は20:45まで）
中学生以上 ............. ￥500 小倉城竹あかり実行委員会

070（8376）7103
小
倉
城
１
階

展
示
室

白洲灯台フェスティバル　展示説明会
北九州市立いのちのたび博物館学芸員による展示説明会

11/6㈰ 10:00
14:00

一般 ........................ ￥350
中高生 .................... ￥200
小学生 .................... ￥100

若松海上保安部
093（761）2497

会場 イベント 期　間 開　演 入　場　料 問合せ先

ホ
ー
ル

北九州交響吹奏楽団　第69回定期演奏会
吹奏楽コンサート

11/6㈰ 15:00
一般 ........................ ￥800
高校生以下無料
※その他券種あり

北九州交響吹奏楽団
090（3416）4181【杉名】

小倉北区民文化祭　小倉北邦舞の会
日本舞踊の発表会

11/27㈰ 13:00 ￥1000 090（2852）9052【藤間】

2022小倉北区民音楽祭
クラシックコンサート

12/4㈰ 14:30 ￥500 小倉北音楽協会
093（871）7045【植田】

ジャズ研究会K＆K　第45回定期演奏会
ジャズ・ジャズアレンジ曲の演奏

12/10㈯ 14:30 無　料 ジャズ研究会K＆K
070（1485）0947【衣笠】

小倉北区大手町11-4　 093（583）3939　北九州市立男女共同参画センター・ムーブ

小倉北区大門1-6-43　 093（571）2735　北九州市立生涯学習総合センター 入場無料

会場 イベント 期　間 時　間 問合せ先

ま
い
な
び
ギ
ャ
ラ
リ
ー

一木書道同好会　書道作品展
半紙・八つ切り・半切などを展示

11/5㈯～19㈯ 9:00～22:00 一木書道同好会
080（6400）4104【安岡】

写遊会作品展
テーマ「写真で遊ぶ」　自由に撮影した写真の展示

11/21㈪～12/4㈰ 9:00～22:00
※最終日15:00まで

写遊会
090（7383）0337【里見】

周望学舎写真研究クラブ　「写真展示会」
写真作品を展示

12/5㈪～19㈪
9:00～22:00 周望学舎

093（591）2626周望学舎書道入門コース・書道研究クラブ展示会
周望学舎での学習発表

12/22㈭～1/10㈫

11・12
月
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5月27日（金）PM までにご回答ください。
校了日は6月10日（金）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
※10月12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

会場 イベント 期　間 開　演 入　場　料 問合せ先

大
ホ
ー
ル

若松区文化祭　筑前琵琶演奏会 11/6㈰ 14:00 無　料 若松区文化協会筑前琵琶部
080（6405）1098【山口】

若松区文化祭　日本舞踊の会 11/27㈰ 11:00 ￥1000
※学生要問い合わせ

若松区文化協会日舞部
093（751）0132【勝美】

北九州子ども劇場12月低学年部例会
「オズのまほうつかい」（人形劇団むすび座） 12/4㈰ 15:00 会費制

※会員でない方はお問い合わせください
（特非）北九州子ども劇場

093（884）3834

第15回 ブラスフェスタ in 若松 12/11㈰ 13:30
一般 ........................ ￥800
中高生 .................... ￥500
※その他券種あり

ブラスフェスタ in 若松実行委員会
093（771）8131

若松区本町3-13-1　 093（771）8131　若松市民会館

小倉南区若園5-1-5　 093（931）1286　小倉南生涯学習センター 入場無料

会場 イベント 期　間 開　演 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 11/12㈯ 13:00 NPO法人百瀬ミュージック事務局
080（5211）1198【塩田】

北九州吟剣詩舞アカデミー　吟詠コンクール大会 11/20㈰ 10:30 北九州吟剣詩舞アカデミー
090（1924）1357【井ノ口】

令和4年度小倉南区文化祭　音楽会 11/27㈰ 11:00 093（481）3412【平岡】

八幡東区東田2-4-1　 093（681）1011　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

企画展「折尾駅ものがたり−日本初の立体交差駅とまちの歴史−」 障
日本初の立体交差駅、折尾駅を様々な資料で紹介

9/10㈯～
12/11㈰ 9:00～

17:00
（入館は16:30まで）

大人 ........................ ￥600
高大生 .................... ￥360
小中生 .................... ￥240
※要事前予約

いのちのたび博物館
093（681）1011

開館20周年記念 秋の特別展「トイレのうんちく展」 障

発掘された資料から、日本におけるトイレの歴史について紹介
10/1㈯～
11/23㈬㈷

大人 ........................ ￥500
高大生 .................... ￥300
小中生 .................... ￥250
※要事前予約

東アジア三館連携事業シンポジウム「東アジアの海港都市と建築」
講師:名古屋大学教授 西澤泰彦氏　（当日先着順）

11/5㈯ 13:30 無　料

室内講座「恐竜この1年」
今年1年の興味深い恐竜研究を紹介

12/3㈯ 14:00 無　料
※要事前申込

開館20周年記念 冬の特別展「うなぎの旅展」 障

ウナギの進化、生態、文化に関する展示。生体、標本、動画あり
12/10㈯
～1/29㈰

9:00～
17:00

（入館は16:30まで）

大人 ........................ ￥500
高大生 .................... ￥300
小中生 .................... ￥250
※要事前予約

歴史友の会講演会「家老の忠義−細川家家老松井康之と興長−」
講師:八代市立博物館 林千寿氏　（当日先着順）

12/10㈯ 13:30 資料代 .................... ￥500

企画展「わくわくタイムトラベル　いま・むかし」 障

大正から昭和30年代頃までの道具やくらしの変化について紹介
12/17㈯
～1/31㈫ 9:00～

17:00
（入館は16:30まで）

大人 ........................ ￥600
高大生 .................... ￥360
小中生 .................... ￥240
※要事前予約

企画展「東アジアの食文化−北九州市立大学・仁川広域市立博物館連携企画展示の足跡−」 障
仁川広域市姉妹都市締結35周年を記念し東アジアの食文化を紹介

12/17㈯
～1/31㈫

特別展「うなぎの旅展」関連講演会「ウナギ研究のこれまで、これから」
講師:九州大学 特任教授 望岡典隆氏 他3名 （当日先着順）

12/17㈯ 14:00 無　料

八幡東区西本町1-20-2　 093（661）9130　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4回「こころの花」書・作品展
書道展

11/2㈬
～6㈰

10:00～
18:00

※初日13:00から、
　最終日16:00まで

無　料
旧百三十銀行ギャラリー

093（661）9130
大昔のクッキーづくり
クッキーの型をつくり、クッキーを焼く。対象：親子6組　11/3受付開始

11/13㈰ 10:30～
12:30

無　料
※要事前申込

ステンドグラス作品展
ティファニー技巧によるステンドグラスアート作品展

11/16㈬
～22㈫

11:00～
17:00

※初日15:00から、
　最終日16:00まで

無　料

Stained Glass Accenti
093（621）9505

昔きものと人形展
昔きものと創作人形・アンティークドール（修復）・球体関節人形など

12/1㈭
～4㈰

10:00～
18:00

※最終日16:00まで

旧百三十銀行ギャラリー
093（661）9130

古布創作手作り人・展
古布材料・着物リメイク服・小物などの展示と販売

12/16㈮ 11:00～
17:00

17㈯ 10:00～
16:00

岡田貫山　「第5回 自分展」　
書道展

12/23㈮
～25㈰

10:00～
17:00

※最終日16:00まで

11・12
月
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5月27日（金）PM までにご回答ください。
校了日は6月10日（金）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
※10月12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

八幡西区岸の浦2-1-1　 093（621）4566　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

九州工業大学男声合唱団メンネルコール  令和4年度　定期演奏会 11/12㈯ 14:00 無　料 九州工業大学男声合唱団メンネルコール
080（3186）3666【奥田】

2022 Insheart ＆ 落水洋介ライブ 11/13㈰ 13:30
全席自由 ..............￥4000
中～大学生 ...........￥2000
小学生以下無料
※その他券種あり

㈱PLS
090（5721）8238【真鍋】

北九州エンジョイント事業
八幡西市民アカデミー「かがやき塾」ががやきコンサート 11/19㈯ 13:30 ￥500 八幡西区役所コミュニティ支援課

093（642）1338【小野田】

ヤマハ　ジュニアオリジナルコンサート＆エレクトーンアンサンブルコンサート 11/20㈰ 9:50 無　料 ㈱河島楽器店
093（631）0506

第25回北九州市手話フェスティバル 12/4㈰ 13:00 一般 ......................￥1000
高校生以下 ...........￥ 500

（特非）北九州市聴覚障害者協会
093（881）0114

クリスマスファミリーフェスティバル 12/18㈰ 14:00 ￥1000 APTF北福岡
090（6424）4606【金澤】

北九州アカデミー少年少女合唱団クリスマスコンサート 12/25㈰ 14:00 無　料 北九州アカデミー少年少女合唱団
080（9109）8052【森保】

中
ホ
ー
ル

Colorhythm Art Live 11/3㈭㈷ 18:00
S席 ........................￥4500
A席 .......................￥3500
※その他券種あり

Colorhythm
090（6294）6311【後藤】

日本バッハコンクール北九州大会 11/6㈰ 10:00 無　料 カワイ楽器小倉ショップ
093（531）5581【菊池】

第88回 新きたきゅう音楽塾 In 黒崎
尺八・津軽三味線・箏による、ちょっと変わった『三曲』合奏

11/11㈮ 13:00 ￥500 黒崎ひびしんホール
093（621）4566

①太鼓衆　鼓響と太鼓であそぼ！
②THE LIVE ～4発目～ 11/13㈰

①11:00 無　料 太鼓衆　鼓響
090（8228）2804【山田】②14:00 ￥1000

Aprecio music academy 2022 Piano Concert vol.24 12/10㈯ 14:15 無　料 アプレシオ・ミュージック・アカデミー
090（2395）9270【熊本】

ピアノ五重奏コンサート 12/15㈭ 19:00 一般 ......................￥5000
学生 ......................￥2500

藤松ヴァイオリンスクール
093（663）3923【藤松】

愉快な仲間たちの愉快な演奏会 12/19㈪ 19:00 一般 ......................￥2000
高校生以下 ...........￥ 500 090（7448）8577【森山】

第89回 新きたきゅう音楽塾 In 黒崎
邦人作曲家×打楽器の織りなす世界

12/22㈭ 13:00 ￥500 黒崎ひびしんホール
093（621）4566

八幡西区黒崎3-15-3コムシティ7F　 093（642）5555　北九州市立子どもの館
会場 イベント 期　間 開　演 入　場　料 問合せ先

イ
ベ
ン
ト

ひ
ろ
ば

開館21周年記念HOW!?くんからのプレゼント
HOW!?くんから遊びに来てくれたお子様先着100人にプレゼント

11/12㈯
～13㈰ 10:00

無　料 北九州市立子どもの館
093（642）5555

サンタクロース in 子どもの館
クリスマスの音楽に合わせて、サンタと一緒に踊りませんか？

12/24㈯
～25㈰ 14:00

プ
レ
イ

ル
ー
ム

絵本「ユーナの樹とトモダチ」読み聞かせ
参加された方には1家族1冊（先着25冊）絵本のプレゼントもあります☆

12/4㈰ 13:00

八幡東区東田4-1-1（THE OUTLETS KITAKYUSHU内）　 093（671）4566　スペースLABO（北九州市科学館）

会場 イベント 期　間 時　間 入　場　料 問合せ先
企
画
展
示
室

スケスケ展 IN 北九州 障

―スケると見える仕組みの世界―

10/9㈰～
1/9㈪㈷
火曜休み

（12/27除く）

10:00～
18:00

（入館は17:30まで）

中学生以上 ...........￥1100
4歳～小学生 ........￥ 600

スケスケ展 IN 北九州事務局
（オフィスヤード内）

070（4035）2698

八幡東区枝光本町8-26　 080（3998）9007　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

福岡演劇シーズン　ロクコレ　短編フェス
今年はシーズン！アイアンシアターでは短編フェスを開催！

12/6㈫
～8㈭ 18:30

U-22 ....................￥ 500
一般 ......................￥1000

ロクコレ運営委員会
070（4781）462510㈯ 12:30

11㈰ 12:00

イマ☆タカDance Family Selection　「Family」 障
北九州イチ陽気なダンススタジオの2年ぶりの自主公演

12/17㈯ 19:00 一般 ......................￥2000
配信チケット .......￥1500
未就学児保護者膝上観覧無料
※その他券種あり 枝光本町商店街アイアンシアター

080（3998）9007
18㈰ 14:00

18:00

燕
ス
ペ
ー
ス

人形アーティストクサボンの図工アートな時間 ～ゆく年くる年2022～
（干支人形絵付けワークショップ・展示）
ワークショップ・アップサイクルな人形や雑貨の展示など

12/3㈯
～4㈰ 10:30 展示 ............................. 無料

ワークショップ ...要参加費

11・12
月
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5月27日（金）PM までにご回答ください。
校了日は6月10日（金）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
※10月12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

八幡西区黒崎3-15-3　 093（641）9360　八幡西生涯学習総合センター 入場無料

イベント 期　間 時　間 問合せ先

北九州JAZZ BOSSA-NOVA CLUB
毎月第2土曜日に、ジャズやボサノバなどのミニコンサートを実施

11/12㈯
12:00～13:00 北九州JAZZ BOSSA-NOVA CLUB

093（671）0411【石橋】12/10㈯

会場 イベント 期　間 開　演 入　場　料 問合せ先
み
ち
の
郷
土

史
料
館

旅人と木屋瀬　さまざまな休泊者たち 障

かつて木屋瀬宿に訪れた偉人たちを紀行文と共に紹介します
10/29㈯～
12/18㈰

9:00～
17:30

（入館は17:00まで）

一般 ........................ ￥240
高校生 .................... ￥120
小中学生 ................ ￥ 60

北九州市立長崎街道木屋瀬宿記念館
093（619）1149

こ
や
の

せ
座

こやのせ座落語会（林家きく麿）
北九州市出身の真打落語家・林家きく麿師匠による落語会

11/3㈭㈷ 14:00
一般 ......................￥1000
中学生以下 ...........￥ 500
※その他券種あり

木
屋
瀬

地
区

筑前木屋瀬宿場まつり
宿場踊りやフリマ・バザーなど、多彩なイベントを実施

11/6㈰ 10:00～
16:00 一部イベント有料

八幡西区木屋瀬3-16-26　 093（619）1149　北九州市立長崎街道木屋瀬宿記念館

戸畑区汐井町1-6　 093（871）7200　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

マンドリンコンサート
3年ぶりの演奏会「組曲田園写景」「組曲華燭の祭典」など演奏

11/6㈰ 14:00 ￥1000 キャッキエラマンドリンオーケストラ
090（5295）9065【村瀬】

令和4年度 戸畑区文化祭　邦舞の会
清元・玉屋　常盤津・角兵衛　長唄・菊枕　清元・流星　等14番

11/13㈰ 13:00 ￥2000 戸畑区文化団体連合会
093（871）1467【藤間】

「80歳からの合唱団北九州」第2回コンサート 11/17㈭ 14:00

無　料

80歳からの合唱団北九州実行委員会
090（5021）0204【常光】

ふれあいフェスタ2022・第15回障害者芸術祭 11/20㈰ 13:00 北九州市保健福祉局人権推進センター
093（562）5010【大友】

“北九州元気ブラス”～珠玉の昭和ブラバンコンサート～
北九州G&Bブラスによる“あなたが元気になれる”一期一会の音楽会

11/23㈬㈷ 14:30 北九州Ｇ＆Ｂブラス
080（1547）0984【野田】

うたと民踊のつどい
婦人会員たちが生涯学習の成果を披露します。ご覧ください

11/25㈮ 11:00 ￥500 北九州市婦人会連絡協議会
093（592）1444【浜】

北九州市立戸畑高等専修学校学習発表会　第33回ファッションショー
～自分らしさを形に～

12/4㈰ 10:30 無　料 戸畑高等専修学校
093（871）4794

前橋汀子　ヴァイオリン・リサイタル 障

演奏活動60周年の前橋汀子によるバッハ・パガニーニ無伴奏の世界
12/10㈯ 14:00

S席 ........................￥5500
A席 .......................￥4500
U25A席 ...............￥2000

北九州労音
093（571）0227【野知】

北九州市少年少女合唱団　第48回定期演奏会
楽しさと感動いっぱいのステージをお届けします

12/18㈰ 15:00
一般 ......................￥1000
未就学児無料
※その他券種あり

（公財）北九州市芸術文化振興財団
音楽事業課

093（663）6661

styleflavor DANCE CENTER 発表会 12/24㈯
～25㈰ 14:00 一般 ......................￥3000 styleflavor DANCE CENTER

093（582）4000【岩室】
芸大コンサート～ the next generations vol.2～
国公立芸術大学在学生を中心とした声楽・器楽コンサート

12/27㈫ 15:00 ￥2000 イマジネーションオペラ
080（1532）2394【白川】

中
ホ
ー
ル

声楽発表会フォレスティーナコンサート 11/3㈭㈷ 14:00 無　料 フォレスティーナ北九州
093（652）7780【宗】

丸尾祐嗣ピアノリサイタル
オール・ドビュッシーのプログラムをお楽しみください

11/4㈮ 19:00
一般 ......................￥3000
小～大学生 ...........￥2000
※その他券種あり

090（9493）8719【吉岡】

JAZZ DUO　フタリボッティホールコンサート
サックス近藤タケユキとピアノ渡辺大樹のジャズユニットです♪

11/11㈮ 19:00 一般 ......................￥2500
※その他券種あり

RING music office
090（8627）2181【近藤】 

八幡日本舞踊協会　舞踊公演 11/20㈰ 13:00 一般 ......................￥2000
※その他券種あり

八幡東文化連盟
093（981）0703【春日】

松本優哉・後藤トモ子デュオリサイタルvol.3
ヴィドール：組曲作品34、ショパン：ピアノソナタ第2番ほか

11/23㈬㈷ 14:00
一般 ......................￥2500
高校生以下 ...........￥1500
※その他券種あり

デュオリサイタル
050（5435）4634

アフタヌーンコンサート
カルメンよりハバネラ　蝶々夫人よりある晴れた日に　ほか

12/4㈰ 14:00 ￥2000
※その他券種あり

アフタヌーンコンサート
080（5209）0233【宮﨑】

三浦コウ　ピアノリサイタル in 福岡
三浦コウ　初の福岡公演。優しくも力強い音を存分に響かせる

12/16㈮ 19:00 一般 ......................￥3000
高校生以下 ...........￥2000

エムエムプランニング
080（4689）3648【纐纈】

ヴァイオリン・チェロソロコンサート 12/25㈰ 14:00

無　料

篠崎ミュージックアカデミー北九州
093（921）0459【吉田】

交
流
プ
ラ
ザ

ウェルカムコンサート
出演：松本優哉、後藤トモ子

11/10㈭ 12:20 ウェルとばた総合案内
093（871）7200

ステンドグラス展
ティファニーランプ、ダル・ド・ヴェールなどの展示

11/22㈫～28㈪ ステンドグラス　ひびきの工房
090（4982）6739【白石】

牧山デジタルフォトクラブ写真展
北九州市近郊の四季折々の写真展示

12/17㈯
～25㈰

9:00～
18:00

牧山デジタルフォトクラブ
090（7580）6006【竹内】

クリスマスミニコンサート 12/17㈯ 14:00～
14:45

ウェルとばた総合案内
093（871）7200

11・12
月
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5月27日（金）PM までにご回答ください。
校了日は6月10日（金）です。



北九州市文化芸術メディアサイト

CulCul・かるかる ウェブで情報発信中！
http://www.kitakyushu-culcul.jp

次回の情報誌（冊子）発行は
1月（1・2月号）です

掲載情報について　 休館日、年末年始休館は各施設ホームページをご確認ください 

◆ 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、催しの中止・延期や内容の変更、施設
が臨時休館となる場合があります

◆最新の情報は各施設のホームページをご確認ください
　・ 事前の申し込みが必要な催し詳細は各問い合わせ先、各施設ホームページなどで

ご確認ください
　・掲載情報は予告なく変更になる場合があります
　・入場制限の実施や事前予約が必要な場合があります
　・各催し詳細情報は各問い合わせ先、各施設ホームページなどでご確認ください
　・10月12日現在の情報です
　 各施設のホームページの確認方法
　　 スマートフォン向けに各施設の掲載欄にQRコードを

掲載しています
　　 スマートフォンのバーコードリーダーアプリで読み取る

ことで閲覧できます

◆公演情報（ホール等の催し）表記について
　・表記時間は開演時間です
　・開場時間など詳細は各施設ホームページなどでご確認ください
　・基本的に掲載している料金は前売り料金（税込）です
　・ 当日券料金等は「※その他券種あり」と表記しています。詳細情報は各問い合わ

せ先、各施設ホームページなどでご確認ください

◆展示情報等（企画展・常設展・ギャラリー等の催し）表記について
　・時間は開館時間です
　・詳細は各施設ホームページなどでご確認ください
　・基本的に掲載している料金は当日料金（税込）です
　・ 前売り料金、セット券、団体料金、その他減免について等は「※その他券種あり」

と表記しています。詳細情報は各問い合わせ先、各施設ホームページなどでご確
認ください

こちら
か
ら

サンプル

12月11日（火）までにご返却お願い申し上げます。
お忙しいところ大変恐縮ですが、よろしくお願いいたします。

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
※10月12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

■発行日／2022.11.1　　■発　行／北九州市
■編集・制作／（公財）北九州市芸術文化振興財団　経営企画室　〒 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2210005A号

北九州市芸術文化情報誌「CulCul・かるかる」
Vol.305

■ 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　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Ⅱ　特集　ひろがるイマジネーション 障
ゲスト展示：guest room 007　田中武
イマジネーションを強く刺激する特色ある国内外の作品を展示

8/27㈯～
12/18㈰

9:30～
17:30

（入館は17:00まで）

一般 ........................ ￥300
高大生 .................... ￥200
小中生  ................... ￥100
※その他券種あり

北九州市立美術館
093（882）7777企

画
展
示
室

スコットランド国立美術館　THE GREATS　美の巨匠たち 障
スコットランド国立美術館から名品の数々が来日

10/4㈫～
11/20㈰
※11/14㈪

は開館

9:30～
17:30

（入館は17:00まで）
※土曜日は
　20:00まで

（入館は19:30まで）

一般 ......................￥1500
高大生 ..................￥1200
小中生 ..................￥ 800
※その他券種あり

第77回県展 障

日本画・洋画・彫刻・書・写真・工芸・デザインの7部門を展示
11/30㈬
～12/4㈰ 9:30～

17:30
（入館は17:00まで）

一般 ........................ ￥300
高大生 .................... ￥200
小中生 .................... ￥100
※その他券種あり

横尾龍彦　瞑想の彼方 障

絵画約90点を中心に、横尾の全経歴を追う大規模回顧展
12/17㈯
～1/22㈰

一般 ......................￥1200
高大生 ..................￥ 800
小中生 ..................￥ 600
※その他券種あり

ア
ネ
ッ
ク
ス
市
民
ギ
ャ
ラ
リ
ー

第74回 戸畑区美術展
洋画・日本画・彫刻・工芸・書・写真

11/1㈫
～6㈰

9:30～
17:30

※最終日
　17:00まで

無　料

戸畑美術協会
090（7150）3489【小浦】

日本風景写真協会　福岡第二支部「2022写真展」
写真

11/8㈫
～13㈰

9:30～
17:00

※最終日
　16:00まで

日本風景写真協会福岡第二支部
090（3198）0419【髙田】

第56回八幡美術公募展
洋画・日本画・版画・染色

11/15㈫
～20㈰

9:30～
17:30

※最終日
　16:00まで

八幡美術協会
093（651）0690【津國】

第15回北九州市障害者芸術祭作品展
洋画・日本画・工芸・書・写真・その他

12/6㈫
～11㈰ 10:00～

17:00
※最終日
　15:00まで

（公財）北九州市身体障害者福祉協会
093（883）5555【松﨑】

MOA美術館　北九州児童作品展
日本画

12/15㈭
～18㈰

MOA美術館　北九州児童作品展実行委員会
090（9486）7611【岩永】

第39回九州制作会議展2022
平面・立体作品

12/20㈫
～25㈰

9:30～
17:30

※最終日
　16:00まで

九州制作会議
090（7166）8748【松尾】

戸畑区中本町7-20　 093（882）4281　戸畑生涯学習センター 入場無料

会場 イベント 期　間 時　間 問合せ先

多
目
的
室

戸畑区文化祭　合同いけばな展
池坊・専心池坊・小原流・日本華道

11/12㈯～13㈰ 10:00～17:00
最終日16:00まで

戸畑華道協会
080（4236）6867【平野】

戸畑美術協会　絵画部会員展 11/15㈫～20㈰ 10:00～17:00
初日は12:00から、最終日16:00まで

戸畑美術協会　絵画部
080（1925）1523【浮城】

戸畑光影会　会員展
写真

11/30㈬～12/4㈰ 10:00～17:00
最終日16:00まで

戸畑光影会
093（652）0593【荒木】

11・12
月
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5月27日（金）PM までにご回答ください。
校了日は6月10日（金）です。


