


　木屋瀬宿は、江戸時代に成立した九州で唯一の脇街道で
ある長崎街道の宿場町の一つであり、また、筑前国で最も
栄えていた六つの宿場町である「筑

ちく

前
ぜん

六
む

宿
しゅく

」の一つにも数
えられています。遠賀川流域の豊かな自然と風土に恵まれ、
宿場町としてだけでなく、遠賀川水運の要衝としても栄え
ていた町であり、室町・戦国時代には宿駅としての機能を
持っていました。
　「長崎街道ひなまつり　木屋瀬宿～立

たて

場
ば

茶
ぢゃ

屋
や

銀
いち

杏
ょう

屋
や

」で
は、旧長崎街道沿い観光文化施設４館が連携し、ひな人形
やひなまつりに関連する展示を行うイベントとなっています。

北九州市立長崎街道木屋瀬宿記念館
　宿場にまつわる史
料を中心に木屋瀬の
歴史を紹介・展示す
る「みちの郷土史料
館」と、芝居小屋風
多目的ホール「こや
のせ座」の２施設か
らなり、木屋瀬宿の

御茶屋跡（本陣跡）に立っています。
　ひなまつり期間中は、みちの郷土史料館にてひなまつり
の歴史の紹介や、ひな人形の展示を行います。まずはみち
の郷土史料館に訪れ、ひなまつりと長崎街道の豆知識を携
えて他３施設を巡ってみてはいかがでしょうか。

旧高崎家住宅（伊
い

馬
ま

春
はる

部
べ

生
せい

家
か

）
　高崎家は絞

こう

蝋
ろう

業、
醤
しょう

油
ゆ

醸造業などを営
んでいた木屋瀬の商
家です。江戸時代末
期の代表的宿場建築
として極めて貴重で
あることから、市の
文化財にも指定され

一般公開されています。
　ひなまつり期間中は、屋敷の中に約600体のひな人形が
展示され、その中には江戸時代に制作された人形もあり、
趣ある建物と併せて来館者を楽しませます。

江戸あかりの民
みん

藝
げい

館
かん

　館長の佐藤伸一さ
んのコレクションで
ある江戸時代の「あ
かり」を、主に展示
している資料館です。
医者である佐藤さん
は、手術で使用する
「あかり」に興味を

もち、以降、「あかり」を含むさまざまな民具をコレクシ
ョンしています。
　ひなまつり期間中は、江戸時代の大名家や武家由来の貴
重な「ひな道具」を展示します。

立場茶屋銀杏屋
　江戸時代に長崎街
道の黒崎宿と木屋瀬
宿の間に設けられた
休憩所であり、県・
市の文化財にも指定
され一般公開されて
います。
　ひなまつりの期間

中は、等身大の「大名びな」や多くの「さげもん」、また、
表には小さくかわいらしい「竹びな」が並び、来館者を歓
迎します。

　江戸時代から続く古風な町並みが多く残る宿場町木屋瀬
を散策しながら、ゆるりと施設巡りをしてみてはいかがで
しょうか。皆さまのお越しをお待ちしています。

長崎街道ひなまつり　木屋瀬宿～立場茶屋銀杏屋
お問合せ  093(619)1149 
◎北九州市立長崎街道木屋瀬宿記念館
　2月11日(土・祝)～3月26日(日)　午前９時～午後５時30分
　※ 入館料(一般240円、高校生120円、小中学生60円)が必要、月曜休館

（祝日の場合は翌日）
◎旧高崎家住宅（伊馬春部生家）
　2月11日(土・祝)～3月26日(日)　午前10時～午後４時30分
　※月曜休館(祝日の場合は翌日)
◎江戸あかりの民藝館
　2月11日(土・祝)～3月26日(日)　午前11時～午後５時
　※期間中の土日祝のみ開館、土曜日は午後１時から
◎立場茶屋銀杏屋
　2月10日(金)～3月12日(日)　午前10時～午後４時30分
　※月曜休館（祝日の場合は翌日）

I N F O R M A T I O N

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

長崎街道ひなまつり

北九州市立長崎街道木屋瀬宿記念館　学芸員
加藤　悠  Yu Kato

特集
category
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12月7日（水）17時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。



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

平和を願うコンサート開催
共催：北九州市、（公財）北九州市芸術文化振興財団

ウクライナ避難民支援チャリティーコンサート in 北九州実行委員長 
（イマジネーションオペラ副代表）
白川深雪  Miyuki Shirakawa

音楽
category

ウクライナの平和を願う市民参加型コンサート
　地元音楽家を中心とした実行委員メンバーによるウクラ
イナ避難民支援チャリティーコンサートを1月29日（日）
北九州芸術劇場大ホールにて開催しま
す。ウクライナ避難民の方へ支援の気
持ちを送ることを目的とし、世代・ジ
ャンル・プロ・アマの垣根を越え共に
音楽を奏でます。演奏を楽しみつつ集
まった思いを寄付金として送ります。

ウクライナへの思い
　筆者がこのコンサートに踏み切ったのには二つの理由が
あります。一つ目は2020年にウクライナのドニプロ歌劇場
にオペラ「 蝶

ちょう

々
ちょう

夫
ふ

人
じん

」の蝶々夫人役で 招
しょう

聘
へい

されていまし
た。しかし新型コロナウイルス感染拡大の真っただ中で実
現に至らず思いがウクライナに残っていたこと。二つ目は
ウクライナの友人たちの存在。現地にいる親しい音楽仲間
や北九州の隣町に家族が避難してきた友人と直接話す機会
があったこと。この戦争は遠い国で起こっていることでは
なく、とても身近なものに感じられています。想像できな
いほどのつらい体験をされています。何かできることがあ
るのではないか……。そこで思い立ったのが「音楽で心を
一つに、ステージからウクライナへ気持ちを届けたい！」。
その思いがあふれ企画に踏み切り15人の実行委員が集まり
ました。

ウクライナ避難民支援チャリティーコンサート in 北九州

ウクライナ避難民支援チャリティーコンサート in 北九州
日　　時   1月29日（日）　※開場は各ステージ開演30分前 

第1ステージ[合唱]午前11時開演　 
第2ステージ[ポピュラー]午後2時開演　 
第3ステージ[クラシック]午後5時開演

会　　場  北九州芸術劇場大ホール
入 場 料   1000円 

◆皆さまからの寄付金を募ります 
　個人募金一口1000円から 
　詳細はホームページをご確認ください

お問合せ   電話：080（4697）2010 
電子メール：charityforukraine2023@gmail.com 
ホームページ： https://ukraine-charity-kitaq.weebly.com

どのようなコンサート？
　今回のコンサートは演奏者の募集を試みました。通常の
チャリティーコンサートでは演奏家がコンサートを開き、
聴衆の皆さんのチケット収入を寄付しますが、今回は演奏
者自身も（プロ・アマ問わず）1人1000～5000円の参加費
を支払い寄付します。驚いたのは、演奏者募集開始の午前
0時と同時に申し込みが殺到！　その日のうちに定員の8割
を超える参加申し込みがありました。その後、無事募集定
員に達し、演奏者募集を締め切りました。
　ステージは「合唱」「ポピュラー」「クラシック」の3部
構成です。聴衆の皆さんには1人1000円の入場チケットを
ご購入いただきます。集まった収益金は全てNPO法人
Beautiful World（ウクライナ大使館認定「九州ウクライ
ナ人避難民を救う会」）へ寄付いたします。
　合唱ステージは地元を代表する少年少女合唱団や女声・
男声コーラス、混声合唱団が出演します。まさに地元音楽
家と音楽愛好家の市民参加型手作りコンサートとなります。
それぞれのステージは十分な換気時間を設け、1日で行わ
れます。1月29日は終日､北九州芸術劇場大ホールでゆっく
り音楽をお楽しみください。

第1回実行委員会（ロビンズサロン＆
アカデミーにて）

第4回実行委員会（小倉駅ビエラ
DISCOVERY coworkingにて）

※ 会議が行われる市内のコワーキングスペースは本活動に賛同しウクライナ
支援のため会場を無料提供してくださいました

チェロとピアノのデュオ、声楽、ピアノ連弾　など
第３ステージ［クラシック］のフィナーレに出演します
出演： 池田知愛、古賀千恵、後藤トモ子、田村美矢子、山本佳代子、白川深雪

■ プ ロ の 音 楽 家 に よ る 演 奏 ■
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12月1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。



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
※12月7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

九州交響楽団　ニューイヤーコンサート 1/7㈯ 17:00
S席���������������������������￥4000
A席��������������������������￥3000
学生（小〜大学生）席����￥1500

九響チケットサービス
092（823）0101

福岡県立小倉商業高等学校吹奏楽部　第26回定期演奏会 1/15㈰ 14:30 ￥300
※その他券種あり

福岡県立小倉商業高等学校吹奏楽部
093（921）2245

ウクライナ避難民支援チャリティーコンサート in 北九州
詳細はP3「かるかる特集」をご覧ください

1/29㈰ 11:00 ￥1000
ウクライナ避難民支援チャリティー
コンサート�in�北九州実行委員会
080（4697）2010

PARCO PRODUCE 2023「マヌエラ」 1/31㈫ 18:00 一般��������������������������������������������￥12000
U-25チケット（25歳以下要証明）���￥� 6000

ピクニックチケットセンター
（平日12:00〜15:00）
050（3539）8330

北九州市消防音楽隊「第49回定期演奏会」 2/25㈯ 13:30 無　料 北九州市消防音楽隊
093（583）3466

ザ・クロマニヨンズ ツアー 
MOUNTAIN BANANA 2023 2/26㈰ 18:00 ￥6800

LAND
（平日12:00〜18:00）
092（710）6167

中
劇
場

（特）北九州子ども劇場　地域舞台公演
「ピアニカの魔術師」（サウンドポケット） 1/15㈰ 14:30 大人����������������������������������￥3000

子ども（4歳〜中学生まで）������￥2500
（特）北九州子ども劇場
093（884）3834

二兎社「歌わせたい男たち」
国歌斉唱をめぐる教師たちの攻防。伝説の“卒業式の朝”、再び！

1/29㈰ 13:00
一般����������������������������������￥5000
ユース（24歳以下）���������������￥3000
高校生[的]チケット��������￥1500

北九州芸術劇場
093（562）2655

北九州市民劇場1月例会　
前進座「文七元結」「棒しばり」

1/31㈫ 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（582）7200

2/2㈭�
〜5㈰ 13:30

6㈪ 12:30

子ども劇場　福岡県高学年部合同企画
「しゃぼん玉の欠片を眺めて」（TOKYOハンバーグ） 2/18㈯

16:00 会員制
※会員でない方はお問い合わせください

（特）北九州子ども劇場
093（884）383419:00

小
劇
場

魅惑のモーツァルト　 
オペラ「魔笛」ハイライト～笛の音は魔法の調べ～ 1/5㈭ 15:00 大人・学生��������������￥2500

未就学児膝上観覧無料
※その他券種あり

イマジネーションオペラ
080（1532）2394

文化庁伝統文化親子教室「語り部を体験してみよう！」発表会 1/7㈯ 15:00 無　料 北九州子ども語り部親子教室
080（1741）8678

なおきのトークライブ♪ in 北九州　べしゃり！ 1/9㈪㈷ 14:30 ￥2000 岡�浩
090（1924）2904

道添祐一コンサート2023　～躍進！！～ 1/15㈰ 14:00
一般（高校生以上）������￥3000
小中学生���������������￥1500
未就学児無料

（株）鈴木企画　
（平日10:00〜15:00）
092（406）5960

（特）北九州子ども劇場　特別公演
「KUUKI」（日本児童・青少年演劇劇団協同組合） 1/21㈯

11:00 親子（大人1、子ども１）�����￥1500
追加大人��������������������￥1000
大人単独��������������������￥1500

（特）北九州子ども劇場
093（884）383414:00

新春シャンシャンシャン 1/22㈰ 15:00 ￥2000 北九州にぎわい製作所
080（3224）5939

（特）北九州子ども劇場　2月乳幼児部例会
「ぐるぐる」（CAN青芸）

2/4㈯ 11:00
会員制

※会員でない方はお問い合わせください
（特）北九州子ども劇場
093（884）38345㈰ 11:00

15:00

TAKAKOシャンソン　ローズブルコンサート 2/11㈯㈷ 14:30 ￥1000 スタジオ�アン・ドゥミ
090（3669）1139

北九州芸術劇場+市民共同創作劇　
「君といつまでも～ Re:北九州の記憶～」
過去から未来へ紡ぐーだれかの記憶、街の記憶、わたしたちの記憶

2/23㈭㈷ 14:00

一般���������������������������������￥3000
U24・シニア（65歳以上）����￥2500
高校生以下���������������������￥1000

北九州芸術劇場
093（562）2655

24㈮ 14:30

25㈯ 14:00�
18:00

26㈰ 14:00

１・２
月

 Ja
n

/F
e

b
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12月7日（水）15：00 までにご回答ください。
校了日は12月7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
※12月7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

表装スタジオ一甫 表装表具作品展
掛軸・屏風・その他

1/4㈬〜10㈫
10:00〜18:00

※初日設営終了後開場、最終日16:00まで

表装スタジオ一甫
090（7450）0747

小倉南美術協会 書部 会員会友展
書道

1/11㈬〜17㈫ 小倉南美術協会書部会
090（8918）2856

自游書道会書作展
書道

1/25㈬〜31㈫ 10:00〜17:00
※初日14:00から、最終日16:00まで

自游書道会
090（7444）3865

令和4年度　周望学舎 修了記念作品展
書道・写真・その他

2/1㈬〜7㈫ 10:00〜18:00
※初日13:00から、最終日15:00まで

北九州市立年長者研修大学校
周望学舎

093（591）2626

第23回小倉北書道部会 会員・会友展　併催 はがき展
書道・はがき

2/9㈭〜14㈫ 10:00〜18:00
※最終日16:00まで

小倉北書道部会
093（522）6879

「第18回子どもデジタル・デザインコンテスト」展示会
絵画（パソコン）

2/15㈬〜21㈫
10:00〜18:00

※初日設営終了後開場、最終日16:00まで

（一社）福岡県情報サービス�
産業協会

092（832）1344

「みんな晴れの日」展
水彩・立体作品

2/23㈭〜28㈫ カワイ絵画造形教室
090（7382）2796

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

第76回全日本学生音楽コンクール北九州大会受賞記念演奏会
～若き演奏家たちのニューイヤーコンサート～
76回目を迎える学生コンクール上位入賞者のコンサート

1/8㈰ 11:00 一般�����������������������￥2200
学生�����������������������￥2000

（株）毎日新聞西部本社事業部
093（511）1119【加藤】

東京藝術大学音楽学部 早期教育プロジェクト 2022 in 北九州  
ヴァイオリン・チェロ部門公開レッスン
東京藝大教員が、将来音楽家を目指す子どもたちに公開レッスン

1/14㈯ 10:15 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 反田恭平［ピアノ］＆務川慧悟［ピアノ］
盟友２人による２台ピアノの華麗なる響演

1/21㈯ 15:00
S席�������������������������￥4000
A席������������������������￥3000
25歳以下（A席）������￥2000

ピアノ教室発表会 1/22㈰ 13:30 無　料 道家ピアノ教室
090（8299）4222

ドリームひろば2022　もうひとつの第九
高校生を中心とした吹奏楽で演奏する「第九」

1/29㈰ 13:30 一般�����������������������￥1000
高校生以下������������￥� 500

ドリームひろば
もうひとつの第九実行委員会
090（8663）4354【岡田】

0才からの親子で楽しむクラシックコンサート
ピアノと歌とサクソフォーン四重奏で贈るわくわくステージ♪

2/18㈯ 11:00
おとな�����������������������￥2000
こども（0歳〜小学生）����￥1000
親子ペア�������������������￥2500

響ホール音楽事業課
093（663）6661

響ホール室内合奏団　第41回定期演奏会　
『音で紡ぐ田園風景』
ベートーヴェン生誕250周年のためのプログラムを3年越しに開催

2/23㈭㈷ 15:00
指定�����������������������￥4000
一般自由���������������￥3000
学生�����������������������￥1000
※その他券種あり

響ホール室内合奏団
093（647）0565【中村】

響ホールワンコインコンサート vol.34 奥井紫麻［ピアノ］
18歳の新星！感性、歌心、技術の全てに恵まれた稀有な存在

2/28㈫ 11:45 ￥500
響ホール音楽事業課
093（663）6661そ

の
他

響ホール×北九州市立大学地域創生学群小林ゼミ
まちの小さな演奏会 in 門司
音楽で門司のまちの魅力を再発見！　会場：門司赤煉瓦プレイス

2/12㈰ 15:00 無　料
※要事前申込

全席完売

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（103）　埋蔵文化財速報展
城下町の暮らし−米町遺跡第4地点の調査から− 12/20㈫〜4/16㈰ 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

イベント 期　間 時　間 入　場　料 問合せ先

色絵と染付─ 華麗なる装いのうつわ 障

さまざまな装飾文様の色絵・染付の名品をご紹介します
1/13㈮〜
3/26㈰

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

１・２
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12月7日（水）15：00 までにご回答ください。
校了日は12月7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
※12月7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

門司市民会館まつり　2023コンサート 障

「コーロ・モン・プレズィール第18回演奏会」
指揮：中山敦　オルガン：稲穂美奈子　ピアノ：大森道子

2/26㈰ 14:00 一般�����������������������￥1000
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　門司市民会館門司

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〉

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

海峡寄席 （①1/4 ②2/4 受付開始）
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

①1/22㈰
②2/26㈰

14:00〜
15:30

無　料
※要事前申込

関門海峡ミュージアム
093（331）6700

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

Viva! オルガン
〜井原由紀を迎えてパイプオルガンの魅力をタップリと〜

1/15㈰ 15:00
大人�������������������������������￥1000
学生�������������������������������￥� 500
大人+学生セット券�����￥1200

北九州ソレイユホール
093（592）5405

民音タンゴ・シリーズ〈52〉　ラ・フアン・ダリエンソ 1/22㈰ 15:00 A席������������������������￥6500
B席������������������������￥6000 MIN-ON北九州

093（884）1833想い出のムード歌謡
〜今蘇る、昭和の名曲たち〜

2/4㈯ 19:00 A席������������������������￥5800
B席������������������������￥5300

15周年記念 三山ひろしコンサート2023 2/9㈭ 14:00 S席�������������������������￥6500
A席������������������������￥5000

鈴木企画
092（406）5960

第48回九州公演　日本フィル in Kyushu 2023 北九州 2/11㈯㈷ 14:00
RS席����������������������￥7000
SS席����������������������￥6000
S席�������������������������￥5500
※その他券種あり

日本フィル北九州公演実行委員会事務局
090（4997）5500

布施明  LIVE TOUR 2022-2023　
よみがえれ　昔日の情熱

2/12㈰ 16:00 全席指定���������������￥7500
北九州ソレイユホール
093（592）5405近藤真彦 Live Tour

『M5K8』�Final-Episode
2/25㈯ 17:00 全席指定���������������￥8800

イベント 期　間 開　演 入　場　料 問合せ先

天空ライブ
①ピアノ�矢持真希子　②チェロ�木村郁　※各回約20分

①1/7㈯
②2/4㈯

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

会場 イベント 期　間 開　演 入　場　料 問合せ先

ホ
ー
ル

小倉北区民文化祭　邦楽演奏会
長唄、お囃子、大和楽、筝による合同邦楽演奏会

2/12㈰ 13:00 ￥1000
小倉邦楽協会事務局
（邦楽の店　渡辺）
093（521）5352　　　

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

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名作洋画資料展 特集：映画史に残るアメリカ・ヨーロッパの俳優たち
映画史に残るアメリカ・ヨーロッパの作品から男性俳優のものを展示

1/12㈭〜4/2㈰

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

１・２
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12月7日（水）15：00 までにご回答ください。
校了日は12月7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
※12月7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 入　場　料 問合せ先

開園20周年記念　カレンダー作品展
到津の森公園が毎年作成している歴代カレンダー19点を展示

12/3㈯〜
1/30㈪

9:00〜
17:00

※�1/2〜3は
10:00から

無　料 到津の森公園
093（651）1895

到津の森のお正月
羽子板・竹馬を使ったお正月遊びや新春〇×クイズ大会などを開催

1/2㈪㉁
〜3㈫

mit 個展　『Ribbon and Glasses』
カラフルな動物イラスト約20点を展示

1/5㈭〜
30㈪

ミモザフェア
園内のミモザの開花にあわせてイベントを開催

2/18㈯
〜3/8㈬ ※別途入園料が必要

小倉北区上到津4-1-8　 093（651）1895　到津の森公園

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

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㈰

11:00〜
19:00

（入場は18:30まで）

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

北九州市漫画ミュージアム
093（512）5077

常
設
展
示
室

あ
し
た
の
ギ
ャ
ラ
リ
ー

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㈰ 常設展入館料が必要

一般������������������������� ￥480
中高生��������������������� ￥240
小学生��������������������� ￥120収蔵作品展　陸奥A子 障

北九州ゆかり漫画家の作品を収蔵原画から選りすぐって展示
2/16㈭�
〜5/14㈰

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

写真展「岩合光昭の世界ネコ歩き２」 障

動物写真家・岩合光昭が世界各地で出会ったネコたちの写真展
1/4㈬〜
2/26㈰

10:00〜
18:00

（入館は17:30まで）

一般�����������������������￥1100
高大生�������������������￥� 600
小中生�������������������￥� 400
※その他券種あり

北九州市立美術館分館
093（562）3215

会場 イベント 期　間 開　演 問合せ先

館
内

企画展「川の歴史展」
川の歴史についてのパネル展示を行います

2/20㈪〜26㈰ 10:00

北九州市立水環境館
093（551）3011ホ

ー
ル

いきものトーク
河川観察窓の前でスタッフが生き物についてお話します

1/8㈰
13:00

2/5㈰

おとぎぞうしの会
朗読劇（1時間程度）を行います

2/12㈰ 13:00

「川の歴史展」講演会
川について学ぶ講演会を行います

2/26㈰ 13:00

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

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㈫
9:00〜22:00

周望学舎
093（591）2626

絵画クラブ彩り
水彩画�ほか

1/13㈮〜27㈮ 絵画クラブ彩り
090（8764）3760【東】

第10回 写友会28　写真展
写真の展示

2/1㈬〜12㈰ 9:00〜22:00
※最終日15:00まで

写友会28
090（2960）7177【古柴】

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
会場 イベント 期　間 時　間 入　場　料 問合せ先
企
画
展
示
室

北九州市平和のまちミュージアム 企画展 障

令和4年度 収蔵品展
令和4年度新たに寄贈された資料などを中心に展示する

11/12㈯
〜1/22㈰

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
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12月7日（水）15：00 までにご回答ください。
校了日は12月7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
※12月7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

イベント 期　間 時　間 問合せ先

平尾台初日の出会
平尾台のカルスト台地で初日の出を見よう

1/1㈰㈷ 6:00〜8:00 ソラランド平尾台（平尾台自然の郷）
093（452）2715

小倉南区平尾台1-1-1　 093（452）2715　ソラランド平尾台（平尾台自然の郷） 入場無料

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

吉村流雄輝彌会　舞初め 1/29㈰ 13:00 吉村流雄輝彌会
090（6899）7075【吉村】

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

開館20周年記念 冬の特別展 障  
「うなぎの旅展」
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

いのちのたび博物館
093（681）1011

企画展 障  
「わくわくタイムトラベル　いま・むかし」
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㈫
大人������������������������� ￥600
高大生��������������������� ￥360
小中生��������������������� ￥240企画展 障  

「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−」
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

歴史友の会講演会 
「小倉城の石垣と石切丁場」
講師：北九州市芸術文化振興財団埋蔵文化財調査室�安部和城氏（当日先着順）

1/14㈯

13:30 資料代��������������������� ￥500歴史友の会講演会 
「遠賀川流域の横穴墓−城山横穴群を中心として−」
会場：スペースLABO ANNEX
講師：福智町教育委員会�井上勇也氏�（当日先着順）

2/18㈯

会場 イベント 期　間 時　間 問合せ先

新
館
７
階 

大
画
廊・小
画
廊

近代作家版画展（仮称）
絵画

2/1㈬〜14㈫

10:00〜19:00
※最終日16:00まで

小倉井筒屋　美術画廊
093（522）2521

太田剛速×鹿谷敏文　作陶展 2/15㈬〜21㈫

新
館
７
階
大
画
廊

水森亜土のカワイイ世界展
絵画

1/4㈬〜10㈫

年末年始　絵画お宝市 1/11㈬〜17㈫

清水新也　油絵展 1/18㈬〜24㈫

近代作家版画展（仮称）
絵画

1/25㈬〜31㈫

熊谷守一と有名作家版画展 2/22㈬〜28㈫

新
館
７
階
小
画
廊

年末年始　絵画お宝市 1/4㈬〜10㈫

重水雅彦 硝子彫刻展 1/11㈬〜17㈫

～100年の時を超えて～　オールドノリタケ展
陶磁器

1/18㈬〜24㈫

～時の音色・森の旅人～　ゆのん　風のおるごーる展 1/25㈬〜31㈫

チャールズ・ファジーノ　3Ｄアート展
絵画

2/22㈬〜28㈫

小倉北区船場町1-1　 093（522）3111㈹　小倉井筒屋 入場無料１・２
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12月7日（水）15：00 までにご回答ください。
校了日は12月7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
※12月7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 開　演 入　場　料 問合せ先

35th, 阿呍工房オ祀リ展　＜地球・宇宙＞Vol.1　From2022
書や篆刻の展示

1/26㈭
〜28㈯

10:00〜
18:00

※最終日16:00まで
無　料

旧百三十銀行ギャラリー
093（661）9130

音つむぎコンサート
響ホール室内合奏団による小編成コンサート　※申込1/4から　

1/29㈰ 14:00〜�
15:00

無　料
※要事前申込

古往今来 ～触れて感じる八幡の歴史
西日本工業大学の学生による建築模型を使った体験型展示

2/10㈮
〜19㈰

10:00〜
18:00

※最終日15:00まで

無　料
古布創作手作り人・展
古布材料・着物リメイク服・小物など展示・販売

2/24㈮
〜26㈰

10:00〜
17:00

※�初日は11:00から
最終日16:00まで

松家ノ子
070（8900）8595

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㈪㈷

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

クラウンシロップのパフォーマンスショー
子どもたちや大人に笑いを届けているクラウンシロップが登場☆

1/3㈫
13:00

無　料 北九州市立子どもの館
093（642）5555

15:00

新春招福グッズプレゼント
新年のお祝いに子どもの館から各日先着100人にプレゼント♪

1/3㈫〜
4㈬ 10:00

昔あそび体験
けん玉やお手玉などが体験できます☆

1/5㈭ 13:00〜
15:00

ユキンコアキラのパフォーマンスショー
DJマシーンをプレイしながら絵を描きます♪

1/8㈰
13:00

15:00

書初めを体験しよう！
新年の目標を書いてみよう！

1/9㈪㈷ 13:00〜
15:00

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

長崎街道ひなまつり　木屋瀬宿～立場茶屋銀杏屋 障

長崎街道沿い文化施設４館が連携して行うひなまつりイベント
2/11㈯㈷
〜3/26㈰

9:00〜
17:30

（入館は17:00まで）

記念館は入館料が必要
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

NEW YEARコンサート2023
響ホール室内合奏団メンバーによる室内楽の演奏

1/22㈰ 14:00
大人������������������������� ￥500
中学生以下�������������� ￥200
※その他券種あり

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

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

1/14㈯
12:00〜13:00 北九州JAZZ�BOSSA-NOVA�CLUB

093（671）0411【石橋】2/11㈯㈷

１・２
月
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12月7日（水）15：00 までにご回答ください。
校了日は12月7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
※12月7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

ENTERTAINMENT FESTIVAL 2023 IN KITAKYUSHU 1/15㈰ 13:00 ￥2000
※その他券種あり

（株）LINK�FOR
050（3395）7188

森麻季　音の美術館～ドイツの詩情と華麗なるウィーン 1/22㈰ 15:00
一般�����������������������￥4000
ペア券�������������������￥7500
U25����������������������￥2000
※その他券種あり

黒崎ひびしんホール
093（621）4566

北九州マリンバオーケストラRIM　 Concert Vol.9 2/11㈯㈷ 14:00
一般�����������������������￥3000
U25����������������������￥1500
友の会�������������������￥2700
※その他券種あり

黒崎ひびしんホール
093（621）4566

Parade Piece 11th Concert 2/19㈰ 13:00 無　料 Parade�Piece
070（2399）4169

中
ホ
ー
ル

新春の調べ　～お箏、三味線とピアノのコンサート～ 1/14㈯ 14:00
一般�����������������������￥2000
25歳以下��������������￥1000
友の会�������������������￥1800
※その他券種あり 黒崎ひびしんホール

093（621）4566
第90回 新きたきゅう音楽塾 In 黒崎
「童謡（うた）、歌、和歌（うた）、〜昔、いま、コレカラ〜」

1/27㈮ 13:00 ￥500

Dance Studio HONEY SPRING SHOW CASE 2023 2/5㈰ 13:30 無　料 Dance�Studio�HONEY
093（293）4784

（特非）北九州シティオペラ　2023年シリーズ第１弾
会員・会友により「新春コンサート」 2/23㈭㈷ 15:00 一般�����������������������￥2500 （特非）北九州シティオペラ

080（1765）3478

北九州子ども劇場2月低学年部例会
「かんがえるカエルくん」（前進座） 2/25㈯ 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Ⅲ　特集　浮世絵に見る江戸の名所（前期） 障

当館の浮世絵コレクションから葛飾北斎らの名所絵等を展示
1/14㈯
〜3/5㈰

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

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

企
画
展
示
室・ 

ア
ネ
ッ
ク
ス
市

民
ギ
ャ
ラ
リ
ー

第56回北九書の祭典
書

2/2㈭〜
5㈰

無　料

ア
ネ
ッ
ク
ス
市
民
ギ
ャ
ラ
リ
ー

福岡県立八幡中央高等学校芸術コース第23回卒業制作展
洋画・日本画・彫刻・工芸・書・その他

1/4㈬〜
8㈰

9:30〜
17:00

※�最終日
16:30まで

福岡県立八幡中央高等学校
093（681）2335【岡田】

2022ふくおか県障がい児者美術展
洋画・日本画・書・写真

1/11㈬
〜15㈰

10:00〜
17:00

※�最終日�
15:00まで

福岡県人づくり・県民生活部文化振興課
092（643）3383【柴田】

令和4年度 北九州地区写真展
写真

1/17㈫
〜22㈰

9:30〜
17:30

※�最終日
16:30まで

高文連写真部門北九州地区
0979（82）2132【中島】

第32回 日専連　全国児童版画コンクール（北九州の部）
その他

1/24㈫
〜29㈰

9:30〜
17:00

※�最終日
15:30まで

協同組合　日専連北九州
093（521）7550【永松】

北九州市教職員文化展
洋画・日本画・彫刻・工芸・書・写真・その他

2/11㈯㈷
〜12㈰

10:00〜
17:00

※�最終日
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】

令和4年度 北九州市小中学校合同美術展
絵画・立体・工作

2/14㈫
〜19㈰

9:30〜
17:00

北九州市教育委員会
093（791）2731【外山】

関門海峡-北九州新人戦/九州卒業設計展
建築模型及びパネル

2/21㈫
〜22㈬

9:30〜
17:30

※�最終日
14:00まで

北九州建築デザインコミュニティtonica

福岡一先会　第5回かな書展
書

2/23㈭㈷
〜26㈰

9:30〜
17:30

※�初日�
13:00から、�
最終日
16:00まで

一先会　福岡支局
093（741）3001【木本】

１・２
月
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12月7日（水）15：00 までにご回答ください。
校了日は12月7日（水）です。



（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

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。

北九州市文化芸術活動総合相談窓口

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。

※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

相談方法

電 話
093（562）3001

受付時間：午前10時から午後4時
（土・日・祝日、12/29 〜 1/3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

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
3月（3・4月号）です

北九州芸術劇場・響ホール

オリジナル
トートバッグ

販売会場
北九州市芸術文化振興財団 
主催公演等会場内　 
※限定発売　
詳細はお問い合わせください

料　　金
定価1000円（税込み）

お問合せ
（公財）北九州市芸術文化
振興財団　経営企画室　 
☎ 093（562）3027

大好評
販売中!

『LIFE WITH ART（アートがそばにある暮らし）』と
北九州芸術劇場、響ホールのロゴが入った、モノ
トーン調のシンプルなデザイン。チラシやパンフレッ
ト、双眼鏡などが楽々入るA4サイズ。薄手でかさ
ばらず観劇、公演時にピッタリのトートバッグです。

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
※12月7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

北九州伯林的管弦楽団演奏会
指揮：大河内雅彦　ドヴォルザーク作曲交響曲第7番ほか

1/8㈰ 15:00 無　料 北九州ベルリン・フィル
090（5938）6981

歌で紡ぐ「愛と希望と平和と」
日本の声楽界を代表するソプラノ＆テノールの華麗なる饗宴

1/9㈪㈷ 14:00 一般����������������������������￥4000
20歳以下特別料金����￥1500

音楽企画グラーツィエ
090（5726）0651【萬田】

ウェルとばた開館20周年　
新春歌まつり
戸畑区で活動されているカラオケ団体の発表会

1/15㈰ 10:00 ￥1000 ウェルとばた総合案内
093（871）7200

北九州マンドリン合奏団　第48回定期演奏会
混雑防止のため13:15開場以降のご来場にご協力ください

1/21㈯ 14:00 無　料 北九州マンドリン合奏団
090（1161）9188【川橋】

福岡県立小倉工業高等学校吹奏楽部　第17回定期演奏会
「天満月の夜に浮かぶオイサの恋」「22POPSメドレー」など

2/5㈰ 13:30 無　料 福岡県立小倉工業高等学校吹奏楽部
093（571）1738【橋本】

第56回 創作ダンス研究発表会
2年ぶりの開催。幼児から年長者まで世代を超えた発表会です

2/18㈯ 13:30 無　料 福岡県女子体育連盟北部支部
093（371）4419【酒井】

高橋竹童　津軽三味線演奏会 障

師・竹山譲りの豊かな音楽性と豪快な音締めの津軽三味線演奏会
2/19㈰ 14:00

S席�������������������������￥3800
A席������������������������￥2800
※その他券種あり

北九州労音
093（571）0227【野知】

吹奏楽演奏会
海の男たちの歌（R�W�スミス）ぐるりよざ（伊藤康英）など

2/26㈰ 15:00 一般�����������������������￥1000
中〜高校生������������￥� 500

公募型吹奏楽団　ALBERO
080（3949）6297【河野】

中
ホ
ー
ル

木管5重奏　ニューイヤーコンサート
出演：松本優哉、若木麻有、松川久美子、吉田雄大、浦野さやか

1/9㈪㈷ 15:00 一般�����������������������￥3000
大学生以下������������￥1000

ハイマートシュタット
093（883）1548【浦野】

北九州音楽協会フェスタ2023 障

入会5年以内会員の演奏会。10組の多彩な楽器による名曲の共演
1/22㈰ 14:00 一般�����������������������￥1000 北九州音楽協会

090（5296）4688【山廣】

SAKURA JAPAN MUSIC COMPETITION 2023
SJMC�2023�ピアノ部門福岡大会

2/19㈰ 13:00 無　料 さくらMusic�office
03（3224）9112【岩谷】

音大生支援協会スペシャルコンサート
地元で活躍している音大生及び音高生によるコンサート

2/24㈮ 18:30 一般�����������������������￥1500
小〜大学生������������￥� 800

（一社）音大生支援協会
080（6019）1155【廣田】

交
流 

プ
ラ
ザ

ウェルカムコンサート
出演：北九州グランフィルハーモニー管弦楽団

1/12㈭ 12:20 無　料 ウェルとばた総合案内
093（871）7200

１・２
月
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12月7日（水）15：00 までにご回答ください。
校了日は12月7日（水）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
　・12月7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

原田幸一郎［ヴァイオリン］

池田菊衛［ヴァイオリン］

磯村和英［ヴィオラ］ 毛利伯郎［チェロ］

練木繁夫［ピアノ］ ［ピアノ五重奏］
レジェンド５！ 元・東京クヮルテットのメンバーを中心に集結した
達人たちが魅せる室内楽の極み！

３月11日（土） 15：00開演 （14：00開場）

北九州市立響ホール  
（八幡東区平野1-1-1 国際村交流センター内）

一般4000円、25歳以下2000円 （入場時要証明） 
※全席指定　※当日各500円増　※未就学児入場不可

響ホール リサイタルシリーズ

日　時♪
会　場♪

料　金♪
響ホール［事務室、オンライン、電話093（663）6661］、
北九州芸術劇場 Q-station、
チケットぴあ、ローソンチケット

響ホール音楽事業課（八幡東区平野1-1-1 国際村交流センター内）　
093（663）6661　（9:00 ～ 18:00 ※土日祝・12/29 ～ 1/3除く）

チケット取り扱い

お 問 合 せ

©サントリーホール

©渡辺明男

北九州芸術劇場＋市民共同創作劇
「君といつまでも～Re：北九州の記憶～」

いつかは消え去ってしまう“個人の記憶”を後世へ―。北九州に暮らす高齢者の方々へ
若手劇作家がインタビューを行い、物語をつくる「Re：北九州の記憶」。今年はこれ
までに生まれた作品をモチーフに、地域性や歴史的エピソードも織り交ぜた新たな
“街の記憶”の物語を紡ぎ、北九州・東京で上演します！

日　時

2月23日（木祝）	14:00
	 24日（金）	 14:30
	 25日（土）	 14:00／18:00★
	 26日（日）	 14:00
★…アフタートークあり
※東京公演あり：3月3日（金）～ 5日（日）

会　場
北九州芸術劇場小劇場

（小倉北区室町1-1-1-11 リバーウォーク北九州6F）

料　金
一般3000円、U24・シニア（65歳以上）2500円、
高校生以下1000円
※日時指定・全席自由、未就学児入場不可
※U24・シニア・高校生以下は要身分証提示

脚本・構成・演出
内藤裕敬（南河内万歳一座）
作
穴迫信一（ブルーエゴナク）、鵜飼秋子（さかな公団）、大迫旭洋

（不思議少年）、坂井彩（じあまり。）、塩津順子、寺田剛史
（block）、藤本瑞樹（二番目の庭）、守田慎之介（演劇関係いす
と校舎）、山口大器（劇団言魂）、脇内圭介（飛ぶ劇場）、渡辺
明男（バカボンド座）
出演
青野大輔（非・売れ線系ビーナス／音漏れとチラリズム）、有門
正太郎（有門正太郎プレゼンツ）、内山ナオミ（飛ぶ劇場）、高野
由紀子（演劇関係いすと校舎・KAKUTA）、高山実花、寺田
剛史（飛ぶ劇場）、平嶋恵璃香（ブルーエゴナク）、宮村耳々、
山口大器（劇団言魂）／荒谷清水（南河内万歳一座）

チケット取り扱い
北九州芸術劇場［窓口、オンライン、電話093（562）8435］、
響ホール事務室　ほか

お 問 合 せ
北九州芸術劇場（小倉北区室町1-1-1-11）　

093（562）2655　（10:00 ～ 18:00 ※12/29 ～ 1/3除く）

チケット
好評発売中！

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
※12月7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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12月7日（水）15：00 までにご回答ください。
校了日は12月7日（水）です。
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