


　約2年間にわたって開催してきた「東アジア文化都市北
九州2020▶21」が昨年12月末をもって閉幕しました。共
に盛り上げていただいた全ての皆さまにお礼申し上げます。
　「東アジア文化都市」は、日本・中国・韓国において文
化芸術による発展を目指す都市を選定し、その都市におい
て多様な文化芸術イベントを実施するものです。これによ
り、東アジア域内の相互理解・連帯感の形成促進や、東ア
ジアの多様な文化の国際発信を図ります。本市は2020年・
21年の開催都市に選定され、さまざまな事業を実施してき
ました。
　ご存じの通り、東アジア文化都市事業の実施は、新型コ
ロナウイルス感染症の影響を受け、大変困難なものとなり
ました。しかし、文化芸術を愛する皆さまに支えられなが
ら、200件を超える事業を実施し、多くの方々に参加して
いただくことができました。
　今回、「東アジア文化都市北九州」では、目標の一つに
「市民参加」を掲げました。これは、事業を単なるイベン
トとして終わらせず、今後の継続した活動につなげていき
たいという想

おも

いによるものです。その結果、市民参加の最
も中心的な取り組みである「パートナーシップ事業」では、
約60件の事業が実施され、約3,000人の市民に作り手とし
て活動を行っていただきました。
　ほかにも、「北九州未来創造芸術祭ART for SDGs」に
おける作品制作へ多くの市民ボランティアや市内企業にご
参加いただき、「未来につなぐ東アジア伝統芸能の饗

きょう

宴
えん

」
や「閉幕式典」では、多くの市民や本市で活躍するアーテ
ィストが出演し、素晴らしい作品を披露するなど、北九州
市の市民力を改めて実感することができました。
　一方、東アジア文化都市事業の核とも言える中国・韓国
との交流事業においては、対面での交流を行うことができ
ませんでした。しかしながら、各開催都市が協力しながら

交流方法を模索し、
ウェブを活用したオ
ンライン交流や、書
道作品の巡回展示会
を開催するなど、コ
ロナ禍における文化
交流の新たな可能性
を見いだすことができました。
　この2年間、私たちは新型コロナウイルス感染症が世界
的に猛威を振るう未曽有の事態に直面してきました。感染
症の影響により、社会や人々の関係が分断を余儀なくされ
ている昨今の状況は、多くの人々の心に影を落としていま
す。
　そのような中、本市が東アジア文化都市事業に取り組む
ことで、多くの方々に文化芸術に触れていただき、人との
つながりを感じ取ってもらうことには大きな意義があった
のではないかと考えています。
　東アジア文化都市北九州は終了しましたが、コロナ禍に
おける新たな文化活動や国際交流など、東アジア文化都市
に選定された本市だからこそ取り組むことができたさまざ
まな事業を通じて、「人をつなぐ。未来をつなぐ。」のキ
ャッチフレーズのように、人々に生きる勇気と感動を与え、
本市の「文化の灯」を絶やすことなく未来につないでいき、
「文化芸術の街・北九州」の新たなスタートを切りたいと
考えています。
　今後とも本市の文化施策へのご理解、ご協力をよろしく
お願いします。
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「文化芸術の街・北九州」
新たなスタート

北九州市市民文化スポーツ局
文化企画課

オンラインライブペインティング

閉幕式典

北九州未来創造芸術祭ART for SDGs

「東アジア文化都市北九州2020▶21」ロゴマーク
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1月27日（木）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。



　人間や社会のありようを見
つめ、ひたむきに描き続ける
姿から、「魂の画家」と評さ
れた平野遼（1927～92年）
（図1）。北九州市立美術館
では、北九州を拠点に活動し、
今年没後30年を迎える平野
遼の特集展示を行っています。
　平野遼は、大分県に生まれ、
まもなく北九州へ転居し幼少
期を過ごしています。子ども
の頃から絵を描くことが好きだった平野は、45年、敗戦に
ともなう除隊後、戦後の混乱の中、独学で絵を学び画家と
して歩み始めます。49年、22歳の時に知人の紹介を頼り上
京。住み込みの手伝いや知人宅を転々としながら、夜はポ
スターや似顔絵描きで稼ぎ、昼はデッサンに没頭という生
活を送っています。その後、九州に戻った平野は51年から
自由美術家協会展への出品など、東京での作品発表の足掛
かりを作ります。57年に東京南画廊での個展を機とした評
論家滝口修造との出会いと59年制作の《青い雪どけ》（図
2）への評価を得たことは平野に大きな刺激を与え、その
後の表現の転換へとつながっていきます。初期の戦争の傷
あとを感じさせる作風は、50年代末頃から60年代にかけて
抽象表現へ、そして具象表現へ変化していきました。
　50年代から60年代の平野の作品で注目されるのが、蝋

ろう

画
が

（図3）です。いわゆる伝統的なエンコスティック技法で
はなく、平野が極貧の中で油絵の具に代わる表現として編
み出したものです。照明代わりに使っていた蝋

ろう

燭
そく

の蝋を水

彩の上に垂らして擦り、
さらに蝋を垂らして擦り
描いたもので、独特の光
沢と透明感のある深い色
合いが特徴です。
　九州と東京との往復を
続けながら精力的に発表
を続け、70年代に入ると
再び具象表現へと戻りま
す。人物は不要な部分を
そぎ落とされた、ジャコ
メッティの造形をほうふ
つとさせる平野独特のフ
ォルムがみられるようになります。平野の作風を特徴づけ
る独特の深い色彩による闇とそこから浮かび上がる光や人
物、異形のものたちの姿、そしてそれを象

かたど

る繊細な線描は、
平野が自身の内面へと深化し凝縮させ、その本質を浮かび
上がらせたものです。
　平野の関心は、自身の内面だけではなく、社会の中での
人間のありように対して向けられていました。それは例え
ば戦争などの紛争や公害問題など、さまざまな問題の中に
人間の姿を凝視しています。それがいかなる姿であろうと
も目を背けず真実をつかみとり表現すること、それが画家
の使命だと平野は考えていました。そのテーマの普遍性ゆ
えに、没後30年を経てもなお、平野の作品は私たちに深い
感銘を与え続けるのでしょう。
　当館では10年ぶりとなる平野遼の特集展示をぜひご覧く
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

コレクション展Ⅰ
没後30年 平野遼

北九州市立美術館　学芸員
重松知美  Tomomi Shigematsu （図4）平野遼《裸形の風景》1982年 キャンバスに油彩

（図1）平野遼《自画像》1955年
キャンバスに油彩

（図3）平野遼《冬の朝》1960年
紙に蝋、水彩

（図2）平野遼《青い雪どけ》1959年
キャンバスに油彩 全て北九州市立美術館蔵

I N F O R M A T I O N

会　　場 北九州市立美術館本館コレクション展示室
会　　期 4月9日（土）～8月14日（日）
休 館 日 月曜日（ただし月曜日が祝日の場合は開館し、翌火曜日に休館）
観 覧 料 一般300(240)円　高大生200(160)円　小中生100(80)円
※（　）内は20名以上の団体料金
※ 北九州市、下関市、福岡市、熊本市、鹿児島市にお住まいで、65歳以上
の方は公的機関が発行した証明書を提示で観覧料90円
※障害者手帳を提示の方は無料
お問合せ 093(882)7777

コレクション展Ⅰ　特集　没後30年 平野遼
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4月00日（0）00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
※4月13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

北九州シティオペラ「ラ・ボエーム」 5/4㈬・㈷
～5㈭・㈷ 15:00

S席 ..................... ￥12000
A席 .................... ￥10000
B席 .................... ￥ 8000
※その他券種あり

NPO法人北九州シティオペラ
080（1765）3478

DRUM TAO 2022「KAIKI」
5/7㈯ 13:30

17:30 SS席 .....................￥7900
S席 ........................￥6900
車椅子席 ..............￥7900

TAO事務局（平日10:00～19:00）
092（721）2015

8㈰ 13:00

北九州子ども劇場５月低学年部例会
「11ぴきのねことへんなねこ」（人形劇団クラルテ） 5/15㈰ 15:30

会費制
※会員でない方はお問い合わせく
ださい

北九州子ども劇場
093（884）3834

第52回北九州市ファミリー劇場
角笛シルエット劇場「こぶたのマーチ」「つのぶえのうた」
色と光が彩る美しい影絵劇の世界

5/19㈭
～21㈯ 10:30

子ども（3歳～中学生） ...￥ 900
大人 ..........................￥1100
親子 ..........................￥1700
※その他券種あり

北九州芸術劇場
093（562）2655

レクイエム in 北九州2022
指揮者　長野力哉　追悼 5/22㈰ 15:00 一般 ......................￥2500

学生（小～大学生） .....￥1000
レクイエム in 北九州実行委員会事務局
（d-cubeStudio内）
093（533）1313

パルコ・プロデュース2022
「セールスマンの死」
世界中の名優が演じてきた、珠玉のヒューマンドラマ

5/27㈮ 18:00
S席 ..................... ￥10000
A席 .................... ￥ 7000
U25（25歳以下） ... ￥ 5500 ピクニックチケットセンター

050（3539）833028㈯～
29㈰ 13:00

S席 ..................... ￥11000
A席 .................... ￥ 8000
U25（25歳以下） ... ￥ 5500

第13回北九州歌謡グランドフェスティバル 6/12㈰ 10:20 一般 ......................￥1000 北九州歌謡研究会
090（5721）9272【高下】

かがやけ！第18回えがおの輪
ワンコインコンサート 6/25㈯ 13:00 一般 ........................ ￥500

小学生以下無料
百瀬ミュージックボランティアグループ
080（5211）1198【塩田】

中
劇
場

第16回北九州ひまわり寄席柳家花緑独演会 5/7㈯ 13:00 一般 ......................￥4000
※その他券種あり

（株）寿限無企画
090（2394）9866

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
合同高学年部例会「死神」（人形劇団プーク） 5/8㈰ 15：00

18：30
会費制

※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

北九州市民劇場5月例会
劇団民藝「グレイクリスマス」

5/20㈮ 18:30

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（541）0075

21㈯～
22㈰ 13:30

23㈪ 13:30
18:30

24㈫ 12:30

第60回北九州芸術祭参加
劇団青春座240回公演
「東京小夜曲～昭和の幕がおりるとき～」

5/28㈯ 13:30
18:30 一般 ......................￥3000

大学生以下 ...........￥2000
劇団青春座

090（1165）5585【和田】
29㈰ 13:30

singerViVi Dream Destination Live vol.3 6/12㈰ 18:00
大人 ......................￥3000
大学生 ..................￥2000
高校生以下 ...........￥1500

singerViVi事務局
090（9499）0274

小
劇
場

ゴジゲン 第18回公演「かえりにち」
4年ぶりの北九州公演は、風が吹かない冒険譚コメディ

5/2㈪ 19:00
一般 .............................￥3500
U-22（22歳以下） ............￥2200
高校生〔的〕チケット ...￥1000

北九州芸術劇場
093（562）26553㈫・㈷ 14:00

19:00

4㈬・㈷ 14:00

第30回ともえクラブ発表会 5/7㈯ 12:00 無　料 奥智江
090（1366）6661

夢語り千夜「文豪の世界を旅する」
5/13㈮ 19:00 大人 ......................￥2500

学生（中～大学生） .....￥1000

※その他券種あり

夢語り千夜事務局
080（1741）8678

14㈯ 14:00

TAKAKO　シャンソン　ラ・ニュイコンサート 5/15㈰ 14:30 一般 ......................￥1000 スタジオ・アン・ドゥミ
090（3669）1139

大体2mm 10周年記念公演
「水曜日の男」
寂れた公園で交錯する男女6人の不条理劇

5/28㈯ 14:00
18:00

一般 .............................￥2000
大学生以下 ..................￥1500
高校生〔的〕チケット ...￥1000
※その他券種あり

大体2mm
080（6319）0358【松井】

29㈰ 14:00

フルート・ヴァイオリン・ピアノによるコンサート【音楽で紡ぐ初夏のひと時】 6/18㈯ 14:00 一般 ......................￥2500 コンサート事務局
090（5381）1492

vivace concert 6/19㈰ 15:00 一般 ......................￥2000 vivace
080（6411）3190【karasu】

to R mansion
「にんぎょひめ」
変幻自在のキャラクター達によるアートサーカス！

6/25㈯
～26㈰

11:00
15:00

おとな .........................￥3000
こども（中学生以下） ........￥ 500
高校生〔的〕チケット ...￥1000

北九州芸術劇場
093（562）2655

５・６
月
 M

a
y

/Ju
n

2022. May / JuneCulCul4



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
※4月13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
第6回早鞆の会
油彩・水彩

4/27㈬～5/3㈫・㈷
10:00～18:00

※初日は設営終了後開場、
各最終日は16:00まで

早鞆の会
093（471）8286

カトレア画会作品展
水彩

5/4㈬・㈷～10㈫ カトレア画会
093（561）9582

第35回海峡の風展
絵画

5/11㈬～17㈫ 海峡の風
090（8416）4603

TOTO社員・OB・OG作品展
油彩・水彩・陶芸作品・写真彫刻

5/18㈬～24㈫
10:00～17:00

※初日は設営終了後開場、
最終日は16:00まで

TOTO彫刻・陶芸部
090（9597）8300

花映会写真展示会
写真

5/25㈬～31㈫
10:00～18:00

※初日は設営終了後開場、
最終日は16:00まで

花映会
090（5029）1671

人物を描く会展
水彩

6/1㈬～7㈫
10:00～17:00

※初日は設営終了後開場、
最終日は15:00まで

人物を描く会
093（551）6351

みちべの彩 淡彩画展
淡彩画

6/8㈬～14㈫ 10:00～18:00
※初日は設営終了後開場、
各最終日は16:00まで

みちべの彩
090（8764）8063

小倉みなみフォト・フレンズ　写真展
写真

6/15㈬～21㈫ 小倉みなみフォト・フレンズ
093（471）4102

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

イベント 期　間 開　演 入　場　料 問合せ先
中村太地×辻本玲×佐藤卓史　ピアノトリオコンサート
ショスタコーヴィッチ、ベートーヴェン、ヘンデル ほか

5/5㈭・㈷ 14:00 一般 ......................￥4000 松田楽器店
093（541）1886

響ホールワンコインコンサートvol.31
平野花子[ハープ]
ホール所蔵ハープの麗しい音色　ルニエ：いたずら小鬼の踊り ほか

5/12㈭ 11:45 一般 ........................ ￥500 響ホール音楽事業課
093（663）6661

ピアノ科　室内楽発表会
ピアノトリオKV254　モーツァルトほか

5/15㈰ 14:30 無　料 篠崎ミュージックアカデミー北九州
093（921）0459【𠮷田】

ホスピタリティ・カスタマーサポート研修
①コミュニケーションサポート編　②移動サポート編
ロールプレイングで学ぼう！ 障害への理解と実践

5/17㈫
①10:00

テキスト代 ............. ￥770
※要事前申込

響ホール音楽事業課
093（663）6661

②13:30
加古隆クァルテット
「パリは燃えているか」ほか 代表作を極上の弦楽アンサンブルで

5/29㈰ 14:00 一般 .......................￥3000
25歳以下（要証明） ...￥2000

第76回　北九州合唱祭
福岡県合唱連盟北九州支部加盟団体による出演

6/5㈰ 12:00 一般 ........................ ￥800 福岡県合唱連盟北九州支部
090（5389）4631【山下】

Portrait of maina 障

映画「リトル・マーメイド」、「もののけ姫」より ほか
6/11㈯ 18:00

一般 ......................￥2500
高校生以下 ...........￥1000
4～12歳...............￥ 500

Portrait of mainaコンサート実行委員会
090（9064）7665【松井】

0才からの音楽会　～オーケストラとやみの女王～
ミラクルオーケストラ♪みて・きいて・家族で楽しむ冒険の旅

6/19㈰ 14:00
おとな ................................￥2000
こども（0歳～小学生） .............￥1000
親子ペア（おとな1+こども1） ...￥2500 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　小林愛実［ピアノ］
世界に羽ばたくピアニストが贈るオール・ショパン・プログラム

6/25㈯ 15:00
S席 ........................................￥4000
A席 .......................................￥3000
25歳以下（A席・入場時要証明） ...￥2000

完売

八幡東区平野1-1-1　 093（662）4010　北九州市立響ホール

イベント 期　間 時　間 問合せ先

北九州市を掘る（101）　埋蔵文化財速報展
縄文から弥生へ　農耕開始期の土器と石器－屋敷遺跡第2地点1・2区の調査から－ 4/19㈫～8/14㈰ 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

小倉北区金田町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 時　間 入　場　料 問合せ先

1
階
多
目
的
ホ
ー
ル

指先で描くグラデーション「カラフル・チョークアート展」
「チョーク看板王」として2度優勝した田島奈保さんの作品を展示

3/19㈯
～5/8㈰

10:00～
17:00

大人 ........................ ￥200
小中学生 ................ ￥100
※ただし当日の有料展示エリア半
券提示で無料 関門海峡ミュージアム

093（331）6700海峡寄席
北九州を中心に活動している素人落語サークルの楽しい落語や漫談

5/15㈰ 14:00～
15:30

無　料
※要事前申込

夢とロマンの帆船模型展
世界の海を航海してきた帆船の模型を展示

5/21㈯～
6/19㈰

10:00～
17:00

無　料門
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

4/16㈯～
5/15㈰
期間中の

土・日・祝開催

10:00～
16:00

門司港レトロ総合インフォメーション
093（321）4151

門司区西海岸1-3-3　 093（331）6700　関門海峡ミュージアム門司
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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
※4月13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

DA PUMP
LIVE DA PUMP 2022 TOUR DA POP COLORS 5/15㈰ 18:00 ￥8000 BEA

092（712）4221

THE ALFEE 2022 Spring Tour Genesis of New World 天地創造 5/20㈮ 18:30 ￥7700 キョードー西日本
0570（09）2424

Hello! Project 2022 Spring CITY CIRCUIT
5/21㈯ 14:30

18:00 ￥8300 BEA
092（712）422122㈰ 14:00

17:30
第62回 吹奏楽祭 6/5㈰ 9:30 ￥1000 北九州吹奏楽連盟

Dream Concert 2022 in 北九州 6/12㈰ 13:30 無　料 東海大学吹奏楽研究会
0463（58）1211

イベント 期　間 開　演 入　場　料 問合せ先

第52回北九州市ファミリー劇場
角笛シルエット劇場「こぶたのマーチ」「つのぶえのうた」
色と光が彩る美しい影絵劇の世界

5/17㈫ 10:30
子ども（3歳～中学生） ...￥ 900
大人 ..........................￥1100
親子 ..........................￥1700
※その他券種あり

北九州芸術劇場
093（562）2655

門司区老松町3-2　 093（321）2907　門司市民会館門司

イベント 期　間 時　間 問合せ先
スターが演じスターが歌う　歌謡映画資料展
懐かしい昭和の歌謡曲に関連する映画資料を約160点展示

4/6㈬～7/3㈰ 10:00～17:00 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

会場 イベント 期　間 開　演 問合せ先

児
童
劇
場

こどもシアター（5月）
子ども向けアニメの上映  トムとジェリー vol 1　ほか

5/8㈰

14:00 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

5/28㈯

6/25㈯
こどもシアター（6月）
子ども向けアニメの上映 パンダコパンダ雨降りサーカス　ほか

6/5㈰

ファミリー人形劇場
人形劇ネットワーク３団体による公演

6/12㈰

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） 入場無料

会場 イベント 期　間 時　間 入　場　料 問合せ先

2
階
ホ
ー
ル

ゴールデンウイークスペシャルライブ
「オールドポップス ㏌ 大連上屋」
1950～90年代の多彩なジャンルの音楽をお楽しみください

5/1㈰ 11:00～
16:00 無　料 関門海峡ミュージアム

093（331）6700
マンスリーシアター 6/26㈰ 14:00～

16:00 
無　料

※要整理券

門司区西海岸1-3-5　 093（322）5020　旧大連航路上屋門司

イベント 期　間 時　間 入　場　料 問合せ先

日本のやきもの　入門編─色彩・文様・造形をたのしむ 障

各時代を豊かに彩ってきたやきもの。その美の変遷を紐解きます
4/22㈮～
6/26㈰

10:00～
17:00

（入館は16:30まで）

一般 ............................. ￥500
高・大生 ....................... ￥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
アートフェスタ
来場者とアーティストが共に作品を制作する参加型アートイベント

5/4㈬・㈷ 13:00～15:00 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　門司港美術工芸研究所 入場無料門司
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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
※4月13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

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

吉村芳生展　超絶技巧を超えて 障

驚きと輝きにあふれる鉛筆画
4/16㈯～
5/29㈰

10:00～
18:00

（入館は17:30まで）

一般 ......................￥1300
高大生 ..................￥ 800
小中生 ..................￥ 600
※その他券種あり

北九州市立美術館分館
093（562）3215

福岡県美術協会　2022北九州地区会員秀作展
北九州地区会員による作品展（全7部門）

6/7㈫～
12㈰ 無　料 公益社団法人 福岡県美術協会

092（713）4200
西日本新聞社共催事業 障

ストリートファイター「俺より強いやつらの世界展」
対戦格闘ゲーム「ストリートファイター」の貴重資料等を展示

6/18㈯
～8/7㈰

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

北九州市立美術館分館
093（562）3215

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

矢口高雄展　夢を見て　描き続けて 障

『釣りキチ三平』などで知られる矢口高雄の画業を原画で振り返る
3/12㈯～
5/15㈰

11:00～
19:00

（入館は18:30まで）

一般 ........................ ￥800
中高生 .................... ￥400
小学生 .................... ￥200
※その他券種あり

北九州市漫画ミュージアム
093（512）5077

ちはやふる展 障

福岡県出身の漫画家・末次由紀の代表作を原画や資料で紹介
6/11㈯
～8/6㈯

11:00～
19:00

（入館は18:30まで）

一般 ......................￥1200
中高生 ..................￥ 600
小学生 ..................￥ 300
（常設展観覧可）

常
設
展
示
室

あ
し
た
の

ギ
ャ
ラ
リ
ー

地域の情報発信とマンガ 障

自治体発行の情報マンガなどで活躍する若手作家の紹介展示
4/16㈯～
6/26㈰

11:00～
19:00

（入館は18:30まで）

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

会場 イベント 期　間 時　間 問合せ先

ホ
ー
ル

水環境館いきものトーク
水環境館のスタッフが河川観察窓の前で生き物の話をします

5/1㈰

13:00～14:00
北九州市立水環境館
093（551）3011

6/4㈯
川と水の音楽会
水をテーマにした曲や歌などを演奏

5/15㈰

企画展「命をつなぐ防災展」　防災講演
防災にまつわる話を講演します

6/5㈰

おとぎぞうしの会
朗読劇、詩の朗読など

6/12㈰
つ
な
が
り

エ
リ
ア

企画展「命をつなぐ防災展」
防災知識を学べるパネル展示、防災講演など

6/1㈬～6㈪ 10:00～19:00

小倉北区船場町1-2　 093（551）3011　水環境館 入場無料

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

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

6/3㈮～18㈯ 9:00～22:00 善上（よしがみ）
093（581）5643

小倉北区城内4-10　 093（592）9300　北九州市平和のまちミュージアム
イベント 期　間 時　間 入　場　料 問合せ先

北九州市平和のまちミュージアム開館記念企画展 障

『原子爆弾と模擬爆弾 “パンプキン”』
原子爆弾の投下訓練などに関する資料のパネル展示ほか

4/19㈫～
8/28㈰

9:30～
18:00

（入館は17:30まで）

要入館料
一般 ........................ ￥200
中高生 .................... ￥100
小学生 .................... ￥ 50

北九州市平和のまちミュージアム
093（592）9300

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 時　間 入　場　料 問合せ先
企
画
展
示
室

蝶の飛来―古の書物から、世界の文学から（第44回 光草書道展）
文学作品に登場する「蝶」をテーマにした書道展

4/29㈮・㈷
～5/8㈰
※5/2㈪は休館

9:30～
18:00

（入館は17:30まで）
※最終日は16:00まで

無　料
北九州市立文学館
093（571）1505

交
流

ひ
ろ
ば

特別講話「〈蝶〉と文学」
講師：大國眞希氏（福岡女学院大学人文学部教授）

5/1㈰ 13:00～
14:30

無　料
※要事前申込
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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
※4月13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

大
ホ
ー
ル

映画「伊藤千代子の生涯」上映会 障 5/8㈰ 14:00
一般 ..........................￥1200
中高大学生 ...............￥ 700
障がい者手帳提示 ...￥ 700
※その他券種あり

日本共産党若松地区委員会
093（771）4951

第52回北九州市ファミリー劇場
角笛シルエット劇場「こぶたのマーチ」「つのぶえのうた」
色と光が彩る美しい影絵劇の世界

5/23㈪ 10:30
子ども（3歳～中学生） ...￥ 900
大人 ..........................￥1100
親子 ..........................￥1700
※その他券種あり

北九州芸術劇場
093（562）2655

若松区本町3-13-1　 093（771）8131　若松市民会館

会場 イベント 期　間 時　間 問合せ先

新
館
7
階
大
画
廊

長岡卓　絵画展 4/27㈬～5/10㈫

10:00～19:00
※最終日は16:00まで

小倉井筒屋　美術画廊
093（522）2521

三宮一将　油彩画展 5/11㈬～17㈫

佐賀県伝統的地場産品指定  鍋島緞通　吉島家展 5/18㈬～24㈫

佐藤和久　備前焼展 5/25㈬～31㈫

日本画・洋画・版画　お買得市 6/1㈬～7㈫

油絵・ガラス絵・ミクストメディア　金森幸司　作品展 6/8㈬～14㈫

谷口靖　絵画展 6/15㈬～21㈫

新
館
7
階
小
画
廊

茶の湯道具名品特別ご奉仕会 4/27㈬～5/3㈫・㈷

設楽雅美　日本画展　～風のささやき～ 5/4㈬・㈷～10㈫

彫金作家六人展 5/11㈬～17㈫

藤倉英章　版画展 5/18㈬～24㈫

大端渓　硯展 5/25㈬～31㈫

ノブ・サチ　油絵展 6/1㈬～7㈫

前田麻里　版画・洋画　小品展 6/8㈬～14㈫

小林達史　絵画展 6/15㈬～21㈫
新
館
7
階

大
画
廊
・

小
画
廊 天紫生　絵画展 6/22㈬～28㈫

小倉北区船場町1-1　 093（522）3111㈹　小倉井筒屋 入場無料

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

古布創作手作り人・展
古布材料・着物リメイク服などの展示・販売

5/27㈮ 11:00～
17:00

無　料

松家ノ子
090（2088）236628㈯ 10:00～

16:00

初公開！名護屋岬古墳出土頭骨
86年前に発掘された頭骨の展示と最新の科学で分析した結果発表

6/4㈯～
12㈰

10:00～
17:00
※6/12㈰は
16:00まで

旧百三十銀行ギャラリー
093（661）9130

古墳時代の鏡づくり
三角縁神獣鏡のミニチュアをつくるワークショップ

6/5㈰ 13:30～
15:00

材料費 .................... ￥800
※要事前予約

涼を呼ぶ～お洒落な浴衣とガラス展・販売
絞り、友禅、墨流し等個性的な浴衣とガラス工芸品の展示。染め体験も

6/17㈮
～19㈰

10:00～
18:00
※6/19㈰は
17:00まで

無　料 呉服の田中
090（1515）6631

イベント 期　間 時　間 入　場　料 問合せ先

到津の森と木の動物たち2022　チェンソーカービング林隆雄展
チェンソーだけで木材から生み出される動物たち約60点を展示

3/19㈯～
5/31㈫

9:00～
17:00

※5/3㈫・㈷～5㈭・㈷
は19:00まで

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　到津の森公園

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

北部九州吟剣詩舞連盟　第47回前期吟剣詩舞道大会 6/5㈰ 9:30 北部九州吟剣詩舞連盟事務局
090（7457）3676【大内】

鶴洲流福岡吟詠会　温習会
独吟（漢詩・和歌），歌謡吟詠などの発表会

6/12㈰ 10:00 090（7477）0047【加藤】

北九州マンドリンフェスティバル2022 6/26㈰ 13:30 北九州マンドリン連盟事務局
090（3736）2008【渡辺】
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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
※4月13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 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～」 障

自然史、歴史両面からウマをまるごと紹介する特別展
3/19㈯
～5/8㈰

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

いのちのたび博物館
093（681）1011

企画展「描かれた加藤清正と清正公さん信仰」 障

ほとんど縁のない北九州でもなぜ加藤清正が人気を集めたかに迫る
4/9㈯～
6/12㈰

大人 ........................ ￥600
高大生 .................... ￥360
小中生 .................... ￥240

※要事前予約

企画展「まがたまの美」 障

北九州市内で出土した多種多様な勾玉から、その歴史や謎に迫る
4/9㈯～
6/12㈰

企画展「古文書にみる戦国の北九州」 障

北九州の戦国時代を、地域ゆかりの史料をもとに紹介
6/25㈯
～9/4㈰

企画展「堀切辰一コレクション　襤褸～背守り～」 障

堀切辰一コレクション襤褸のうち背守りの付いた着物を紹介
6/25㈯
～9/4㈰

歴史講演会「清正、虎退治の真相」
講師:福岡大学准教授 山田貴司氏

5/14㈯ 13:30 資料代 .................... ￥500

室内講座「哺乳類の食べ物を調べてみよう！」
フンの内容物を分析して、野生哺乳類の食生活について学ぶ

5/14㈯ 13:30 無　料
※要事前申込

野外観察会「バードウィーク市民探鳥会」
バードウィークにちなんで山野の初夏の野鳥を観察（山田緑地）

5/15㈰ 9:30 ￥100
中学生以下無料

室内講座「いのちのたび子ども教室（前期）」
体験活動などを行い、自然や文化について学習する

5/21㈯～
9/24㈯ 13:30 ￥300（全6回分）

※要事前申込

室内講座「きみにもできる？遺伝子PCR」
簡易なPCR実験を通して、遺伝子実験を体験しその仕組みを学ぶ

5/22㈰ 13:30 無　料
※要事前申込

室内講座「昆虫標本作製教室」
昆虫標本の作り方の基礎について、解説・実習を行う

6/4㈯ 10:00
14:00

無　料
※要事前申込

歴史講演会「上野焼の系譜 八代焼 ～伝統の技と美～」
講師:元八代市立博物館 福原透氏

6/4㈯ 13:30 資料代 .................... ￥500

室内講座「顕微鏡で見る美しい鉱物」
顕微鏡を使って鉱物を観察する

6/12㈰ 13:30 無　料
※要事前申込

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

OrgofA「異邦人の庭」名古屋・北九州ツアー公演
あいはへだたりをこえられる？

6/24㈮
～25㈯

13:00
18:00 一般 ......................￥2800

U-25 ....................￥2000
※その他券種あり

 OrgofA制作
090（2077）868726㈰ 11:00

15:00

燕
ス
ペ
ー
ス

クサボンの図工アートの時間ワークショップ　“海の仲間ブローチづくり”
すきな形を選んで海の仲間を描き、自分だけのブローチに！

6/18㈯
～19㈰ 11:00 ￥1000

枝光本町商店街アイアンシアター
080（3998）9007

クサボンの図工アートの時間ワークショップ　“古着Tシャツを変身させよう！”
いつものTシャツをペイント、チクチク、アップサイクルに変身！

6/18㈯
～19㈰ 14:00 ￥2000

人形アーティスト クサボンの図工アートの時間　～青色すいぞくかん～
クサボンによるアップサイクルな人形と雑貨の展示（一部販売）

6/18㈯ 10:30～
17:00 無　料

19㈰ 10:30～
16:30

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

5/14㈯
12:00～13:00 北九州JAZZ BOSSA-NOVA CLUB

093（671）0411【石橋】6/11㈯

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 時　間 入　場　料 問合せ先

館
内

お誕生日のHOW!?くんへメッセージを書こう
こどもの日はHOW!?くんのお誕生日♪メッセージ待ってます☆

4/23㈯～
5/5㈭・㈷

10:00～
19:00 無　料

北九州市立子どもの館
093（642）5555

こどもの日！無料開放
各コーナーの入場料とまちかど探偵の参加料が無料です♪

5/5㈭・㈷
①10:00
～14:00 無　料

※要事前申込
②14:30
～18:30

イ
ベ
ン
ト

ひ
ろ
ば

ビンゴ大会
お子様限定！ビンゴ大会を開催します♪

5/29㈰ 14:00
無　料

※１日フリーパス券または
３カ月会員パスが必要

５・６
月
 M

a
y

/Ju
n
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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
※4月13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

コンフォート・ウインドアンサンブル　SPRING CONCERT 5/1㈰ 14:00 ￥1000 090（3410）3799【藤河】

第13回　マスターズコーラス北九州 5/14㈯ 13:00 無　料 マスターズコーラス北九州
090（9499）7796【岩﨑】

第52回北九州市ファミリー劇場
角笛シルエット劇場「こぶたのマーチ」「つのぶえのうた」
色と光が彩る美しい影絵劇の世界

5/18㈬ 10:30
子ども（3歳～中学生） ...￥ 900
大人 ..........................￥1100
親子 ..........................￥1700
※その他券種あり

北九州芸術劇場
093（562）2655

開館10周年記念
「レ・フレール　スペシャルコンサート」 6/12㈰ 15:00

一般 ......................￥4800
ペア券 ..................￥9000
U25（25歳以下） ......￥2400
※その他券種あり

黒崎ひびしんホール
093（621）4566

第2回　伝統の賑わい 6/26㈰ 11:00 無　料
※要入場整理券

伝統の賑わい事務局
0948（25）7779【野見山】

中
ホ
ー
ル

北九州子ども劇場　5月乳幼児部例会
「かえるくんかえるくん」（人形劇団ひぽぽたあむ） 5/21㈯ 11:00

15:00
会費制

※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

アンサンブル　ノアール　弦楽三重奏の調べⅤ
ファンタジア～神話と物語と～

5/22㈰ 14:00 一般 ......................￥3000
学生 ......................￥1500

アンサンブル　ノアール
090（7294）1612【杉野】

0才からのジャズ♪コンサート♫ 5/25㈬ 10:30
15:30

大人（中学生以上） .........￥1500
子ども（0歳～小学生） ...￥ 300
※その他券種あり

黒崎ひびしんホール
093（621）4566

グランドシニア　シャレトーネショウ IN 北九州 5/28㈯ 13:00 ￥500 グランドシニアシャレトーネショウ実行委員会
090（6630）5729

ヘヴィメタルバンドA.O.Z. ワンマンLIVE 6/5㈰ 15:00
一般 ......................￥2500
学生 ......................￥1500
※その他券種あり

A.O.Z.LOVERS
090（2627）8578【谷口】

時代を超えて愛される二人の国民画家
東山魁夷と平山郁夫展

6/24㈮
～26㈰

10:00～
18:00
※6/26㈰は
17:00まで

無　料 （株）WAO !
0120（001）286

八幡西区黒崎3-15-3コムシティ3F　 093（644）5206　北九州市立美術館 黒崎市民ギャラリー 入場無料

会場 イベント 期　間 時　間 問合せ先

全
展
示
室

第75回記念示現会北九州展
洋画

5/24㈫～29㈰ 10:00～18:00
※5/29㈰は17:00まで

示現会
090（9492）3113【瀧井】

北九州地区南北墨画会作品展
水墨画

6/7㈫～12㈰ 10:00～17:00
※6/12㈰は15:00まで

西日本墨技学院
090（2854）5257【寺尾】

第37回北九州書道展
書

6/14㈫～19㈰ 9:00～18:00
※6/19㈰は17:00まで

北九州書道協会
090（7457）1911【和田】

展
示
室
1

第32回九州千歳会刻字展
書（刻字）

5/9㈪～15㈰
9:00～17:00

※5/9㈪は13:00から、
15㈰は16:00まで

九州千歳会
093（471）1701【南屋】

第17回はじめての水墨画展
水墨画

5/16㈪～22㈰
10:00～17:00

※5/16㈪は12:00から、
22㈰は16:00まで

水墨画月一の会
（前田市民センター）
093（662）0552【山田】

呉旻俊書芸展　共生・共存・共栄
書

5/30㈪～6/5㈰
10:00～17:30

※5/30㈪は14:00から、
6/5㈰は16:00まで

高麗書芸研究会　英華支部
090（4982）7889【卞】

展
示
室
２

押し花個展
押し花

5/6㈮～8㈰ 9:00～17:30 田畑
093（244）3367

第16回クラブＮ水彩画作品展
洋画

5/9㈪～15㈰
10:00～17:30

※5/9㈪は13:00から、
15㈰は16:00まで

クラブN
090（2086）7442【甲山】

星野水彩画教室作品展
洋画

5/17㈫～22㈰ 10:00～18:00
※5/22㈰は15:00まで

星野水彩画教室
090（2962）2611【星野】

グループ創絵画展
洋画

5/30㈪～6/5㈰ 10:00～17:00
※5/30㈪は12:00から

グループ創
093（617）3726【高倉】

「彩の会」水彩画5人展
洋画

6/20㈪～26㈰
10:00～19:00

※6/20㈪12:00から、
26㈰は17:00まで

彩の会
090（5488）7268【谷口】

会場 イベント 期　間 時　間 入　場　料 問合せ先

み
ち
の

郷
土
史
料
館

瓜田惇二展－仲間たちと描く木屋瀬の風景－ 障

木屋瀬の風景を題材にした淡彩画を展示します
4/29㈮・㈷
～6/26㈰

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

ほ
か

第20回　木屋瀬芸術祭
木屋瀬地区にて親子で楽しめる多彩な催しものを行います

5/3㈫・㈷
～5㈭・㈷

10:00～
17:00 催し物により異なる

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

５・６
月
 M

a
y

/Ju
n
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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
※4月13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

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

第6回北九州市ジュニアOBオーケストラ演奏会 5/3㈫・㈷ 15:00 ￥1000 北九州市ジュニアOBオーケストラ
080（1727）3838【廣木】

神洲太鼓20周年記念コンサート 5/4㈬・㈷ 15:00
一般 ......................￥2000
小～高校生 ...........￥1500
※その他券種あり

神洲太鼓美保の会
093（695）0788【村上】

ルミエ サクソフォン カルテット 障

東京藝大同窓生によるサックス四重奏。「G線上のアリア」ほか
5/15㈰ 15:00

SS席 .....................￥5500
S席 ........................￥4500
A席 .......................￥3500
※その他券種あり

北九州労音
093（571）0227【野知】

第52回北九州市ファミリー劇場
角笛シルエット劇場「こぶたのマーチ」「つのぶえのうた」
色と光が彩る美しい影絵劇の世界

5/16㈪ 10:30
子ども（3歳～中学生） ...￥ 900
大人 ..........................￥1100
親子 ..........................￥1700
※その他券種あり

北九州芸術劇場
093（562）2655

松元ヒロソロライブ
立川談志（故人）から「これ程の芸人はいない」と言われた人気芸人

6/4㈯ 14:00 一般 ..........................￥1000
※要整理券

ピース9グループアドラック
093（622）1289

北九州記念混声合唱団定期演奏会
「信じる」「ふるさとの四季」バッハ作曲「ミサ曲ト長調」を演奏

6/12㈰ 14:30 一般 ......................￥1000
中学生以下無料

北九州記念混声合唱団
090（7164）5071【相良】

初夏のをどり
日本舞踊と女性太鼓の団体による発表会

6/19㈰ 13:00
一般 ......................￥1000
小学生以下無料
※その他券種あり

ウェルとばた総合案内
093（871）7200

中
ホ
ー
ル

ムジーク・エスポアール　ジュニアピアノコンサート
ピアノソロ・連弾など

5/1㈰ 13:00
無　料

ムジーク・エスポアール
080（4697）2010【田村】

こどもの日ヴァイオリン・チェロソロコンサート 5/5㈭・㈷ 14:00 篠崎ミュージックアカデミー北九州
093（921）0459【吉田】

響け歌声！“re トライコア”合唱まつり
YouTube発リモート合唱アンサンブルが、ついに九州上陸！

5/8㈰ 14:00 一般 ......................￥2000
※その他券種あり

月乃歌倶楽部
050（5277）2431【鈴木】

ウェルとばた映画上映会
「だってしょうがないじゃない」

5/14㈯ 10:30
14:00

一般 ......................￥ 700
ペア ......................￥1000

ウェルとばた総合案内
093（871）7200

新日鉄八幡うたう会　コンサート 障

どっこい生きてる。曲目：「地底のうた」ほか
5/15㈰ 14:00 一般 ......................￥1000 新日鉄八幡うたう会

093（603）6343【綾】
第38回くにたちコンサート
小笠原華子、坂本佳寿子、伏見宣秀、金谷めぐみ、神崎正子ほか

5/22㈰ 14:30 一般 ......................￥1500
高校生以下 ...........￥ 500

国立音楽大学　福岡県同調会北九州支部
090（7164）5071【相良】

SDGs子ども食堂フォーラム 5/28㈯ 13:00 無　料
子ども家庭局子育て支援部

子育て支援課
093（582）2473【山田】

ピアノジョイントコンサート
末永龍一、原田麻由、三重野彩香によるピアノソロ・6手連弾

6/11㈯ 14:00
一般 ..........................￥2500
学生（小学生～大学生） ...￥ 500
※その他券種あり

三重野彩香
080（1732）5394

多
目
的

ホ
ー
ル

名護屋岬古墳群研究発表会 6/11㈯ 13:00 資料代 .................... ￥300
※当日先着順

戸畑郷土史会
093（871）2029【竹内】

交
流

プ
ラ
ザ

ウェルカムコンサート
北九州グランフィルハーモニー管弦楽団

5/12㈭ 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　北九州市立美術館本館

■ 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。

会場 イベント 期　間 開　演 入　場　料 問合せ先
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

展
示
室

コレクション展Ⅰ　特集 没後30年 平野遼 障

没後30年を迎える平野の画業を当館コレクションから展観する
4/9㈯～
8/14㈰

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

再興第106回院展 障

伝統と創造の精神を受け継ぐ現代日本画の粋を楽しめる
4/20㈬～
5/15㈰

9:30～
17:30

（入館は17:00まで）

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

ア
ネ
ッ
ク
ス
棟

レ
ク
チ
ャ
ー
ル
ー
ム

ゲキシビジョンvol.3　画狂老人＠北斎
演劇と北斎の作品鑑賞・解説が同時に楽しめる企画

4/30㈯

①11:00
②14:00

￥500
（コレクション展観覧料含）

※要事前予約

5/1㈰

3㈫・㈷～
4㈬・㈷

ア
ネ
ッ
ク
ス

市
民
ギ
ャ
ラ
リ
ー

九州女流展
洋画・日本画・染色

5/10㈫
～15㈰

9:30～
17:30
※5/15㈰は
16:00まで

無　料

九州女流美術協会
093（341）2384【松崎】

第41回九州全展（公募展）
洋画・日本画・水彩・染色画

5/17㈫
～22㈰

9:30～
17:00
※5/22㈰は
16:00まで

全日本美術協会
090（2225）2418【末廣】

新世紀展
洋画

6/7㈫～
12㈰

9:30～
17:00

新世紀美術協会福岡支部
093（791）4905【藤田】
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月
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採択事業件数及び採択額合計
採択事業件数 採択額の合計
68件 19,460千円

文化芸術活動を応援

市内で活動する、あるいは活動を検討している文化芸術関係者の皆さまを対象とした
相談窓口を設置しています。
皆さまのさまざまな声や思いをしっかり聴き取り、寄り添いながら、一緒にどのような
対応策があるのかを考えていきます。お気軽にお問い合わせください。

お電話またはメールをご利用ください。
対面での相談をご希望される方は、担当者より別途日程調整や
相談方法についてご連絡させていただきます。

北九州市文化振興計画の基本理念で
ある「市民が文化芸術を身近に感じ、
市民自身が文化芸術を支えるまち」の
実現に向け、市民の皆さまの自主的な
文化芸術活動や、国際文化交流に関す
る取組等について、その経費の一部を
助成します。
※令和4年度の申請受付は終了しました

※返事にお時間をいただくこともあります。ご了承ください （公財）北九州市芸術文化振興財団
経営企画室　経営事業係　093（562）3027

（公財）北九州市芸術文化振興財団　経営企画室　経営事業係　093（562）3001

北九州市文化芸術活動総合相談窓口

2022 採択結果相談方法

北九州市文化芸術活動
支援事業

申請件数及び交付希望額
申請件数 交付希望額
75件 約43,920千円

電 話
093（562）3001

受付時間：午前10時から午後4時
（土・日・祝日は休み）

メール
support@kicpac.jp

氏名、連絡先、相談内容を入力のうえ、
送信してください

表紙では、北九州市内のアートが感じら
れるスポットが号替わりで登場します。
5・6月号はどこか、ぜひ想像をふくらませ
てください。
記事ページは縦組みから横組みに。イベ
ントカレンダーを手に北九州市の文化芸
術をどうぞお楽しみください！

が
新しくなりました！

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
７月（７・８月号）です

掲載情報について
◆ 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
　・4月13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、掲載のない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、掲載のない詳細情報
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
※4月13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
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