
かるかる 12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

11月16日（月）午後3時 までにご回答ください。
校了日は11月16日（月）です。

2020.   Decemberかるかる ジャンルごとに色分けして表記しています

演劇・舞踊　 音楽　 美術・展示　 映像・その他催し
※11月16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

12 月

1

新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、施設の臨時休館や、催しの中止・延期となる場合がございます
最新の情報は各施設のホームページをご確認ください

小倉北区室町1-1-1-11リバーウォーク北九州6Ｆ　 093（562）2655　 公演によって異なります
「西小倉駅」徒歩3分　 「室町・リバーウォーク」徒歩1分　 年末年始（12/29～1/3）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

北九州子ども劇場　12月小学生以上例会
「はてしない物語」（人形劇団クラルテ）

12/13㈰ 18:00 会　費
※子ども劇場会員でない方は
　お問い合わせください
※開場は各回開演45分前　
※全席指定 北九州子ども劇場

093（884）3834
14㈪ 18:30

中
劇
場

北九州子ども劇場　12月幼児例会
「おひさま劇場」（人形劇団クラルテ） 12/6㈰

11:00 会　費
※子ども劇場会員でない方は
　お問い合わせください
※開場は各回開演20分前　
※全席自由

15:00

フランソワ・シェニョー＆ニノ・レネ
「不確かなロマンス－もう一人のオーランドー」
スペイン音楽・舞踊の歴史を、ジェンダーを超えた独舞・独唱で辿る旅

12/23㈬　 19:00

一般 ￥4500
ユース（24歳以下） ￥2500

ペアチケット ￥7000
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

チャンチャン劇団第28回定期公演
「うっかりお節ちゃん　雨のち月夜」

12/26㈯
〜27㈰ 14:00 ￥1000

※全席自由
チャンチャン劇団

090（2718）0445【神田】

小
劇
場

飛ぶ劇場 Vol.42
「ガギグゲゲ妖怪倍々禁」
「菌をバラ撒いたのはあいつらだ」…マイノリティーたちの闘争史！

12/4㈮ 19:00
一般 ￥2800
学生 ￥1800

高校生以下 ￥1000

※対象：小学生以上
※当日￥200増　※全席自由

北九州芸術劇場
093（562）2655

5㈯
14:00

18:00

6㈰ 14:00

Theatre Park「月夜のファウスト」
月夜にトランクを抱えた男が語る、悪魔に魂を売ったファウスト伝説

12/7㈪
〜8㈫ 19:00

一般 ￥2000
18歳以下 ￥ 500

※対象：小学生以上
※全席自由

本多劇場グループnext　ゾノノキカク「あきらめて家族」
12/12㈯ 19:00 一般 ￥3000

Ｕ–24（24歳以下） ￥1500
※全席自由
※問い合わせは12:00〜20:00

（株）本多企画
070（7548）816113㈰ 14:00

イベント 期　間（時間は上記） 入　場　料 問合せ先
Excellent Moments In Europe 2020 ITALY
写真 11/25㈬〜12/1㈫ 無　料 クリエイティブPhoto

090（8391）8235
真颯館高等学校 美術科 第22回卒業制作展
油彩・デザイン・陶芸作品・ステンドグラス 12/3㈭〜8㈫ 無　料 真颯館高等学校 美術科

093（561）1231
フォトレタッチスクール写真展
写真 12/9㈬〜15㈫ 無　料 フォトレタッチスクール

093（600）2774

障害者アート かがやき巡回作品展
水彩・書道・工芸品・写真 12/16㈬〜22㈫ 無　料

北九州市身体障害者福祉協会
アートセンター
093（883）5555

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（12/29～1/3）

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

0才からの親子で楽しむクラシックコンサート 12/5㈯ 11:30
大人 ￥2000

こども（0歳〜小学生） ￥1000
親子ペア（大人1＋こども1） ￥2500
※全席指定 響ホール音楽事業課

093（663）6661
ホスピタリティ・カスタマーサポート研修
①視覚障害編　②車いすユーザー編 12/8㈫

①10:00〜
12:00

テキスト代 ￥770
（要事前申込）

※対象：18歳以上（高校生可）、
　①②どちらかのみの参加でも可
※申込は12/1㈫まで

②13:30〜
15:30

クリスマス・コンサート in 2020
クリスマスの調べ「アヴェ・マリア」「主の祈り」　ほか 12/18㈮ 19:00

無　料
（要整理券）

※全席自由

北九州メモリアル女声合唱団
090（7384）7090【持橋】

九州共立大学リバティ・ヒル・ウィンズ　第26回定期演奏会 12/20㈰ 14:30 一般 ￥400
※全席自由

九州共立大学リバティ・ヒル・ウィンズ
080（8568）1637【中村】

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（12/29～1/3）、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（96）　埋蔵文化財速報展
「川のある風景－縄文時代から中世の貫川－」 8/25㈫〜12/20㈰ 無　料

（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（12/29～1/3）北九州市立埋蔵文化財センター 



かるかる 12月号の《念校2》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

11月18日（水） までにご回答ください。
校了日は11月16日（月）です。

11月18日（水） までにご回答ください。
校了日は11月16日（月）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
※11月16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

12 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

狩野派と桃山の華 障
桃山時代の狩野派作品を中心に、同時代の絵画や工芸もお楽しみいただきます 10/30㈮〜12/13㈰

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（12/14～1/7）出光美術館（門司） 門司

会場 イベント 期　間 開　演 入　場　料 問合せ先
ガ
レ
リ
ア
ホ
ー
ル

（
ロ
ビ
ー
）

響ホール室内合奏団　音つむぎコンサート
響ホール室内合奏団メンバーによる弦楽器中心、小編成のアンサンブルコンサートです 12/20㈰

14:00 無　料

※各回約20分

関門海峡ミュージアム
093（331）670015:00

門司区西海岸1-3-3　 093（331）6700　 10:00～17:00　
「門司港駅」徒歩5分　 年５回関門海峡ミュージアム 門司

イベント 期　間（時間は上記） 入　場　料 問合せ先
企画展「追悼特集　私たちが愛した映画人」
平成から令和と移り行くなかで亡くなられた5人の映画人を偲び、各作品を紹介します 10/7㈬〜1/11㈪・㈷ 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）　
「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（12/29～1/3）松永文庫 門司

イベント 期　間（時間は上記） 入　場　料 問合せ先
常設展
油彩画・日本画・彫刻・染色・漆芸など約20点を展示 12/8㈫〜27㈰ 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 （12/29～1/3）門司港美術工芸研究所 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（12/29～1/3）、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

きかんしゃトーマス　クリスマスコンサート
ソドー島のメリークリスマス 12/6㈰

13:00 ￥3000
※ファミリー券（4枚以上お求めの場合1枚）￥2700
※2歳以上有料　※全席指定

ピクニックチケットセンター
050（3539）833015:30

Hiromi Go Concert Tour 2020－2021 “The Golden Hits” 12/19㈯ 17:30 ￥8000
※対象：3歳以上　※全席指定

（株）鈴木企画
092（285）4864

クリスマスコンサート2020
kita9suiren@gmail.comまでメールにてお問い合わせください 12/20㈰ 9:30 一般 ￥800　学生 ￥600

※当日￥200増　※全席自由
北九州吹奏楽連盟

九州交響楽団　第69回北九州定期演奏会
指揮：小泉和裕　ピアノ：小菅優 12/21㈪ 19:00 一般 ￥4000　学生 ￥1500

※対象：小学生以上　※全席指定
九響チケットサービス

092（823）0101

北九州ソレイユホール　スペシャルコンサート
フジコ・ヘミング、北九州グランフィルハーモニー管弦楽団、指揮：マリオ・コシック 12/29㈫ 15:00

S席 ￥10000
A席 ￥ 8000
B席 ￥ 6000

※対象：小学生以上
※学生席（大学生以下）
　￥3000は当日券のみ

北九州ソレイユホール
093（592）5405

イベント 期　間 時　間 入　場　料 問合せ先
クリスマスフェア
クリスマスの音楽が流れ、クリスマスリースなどの装飾で園内を彩ります 12/2㈬〜25㈮ 無　料

※別途入園料が必要
到津の森公園

093（651）1895
到津の森ちょこっと特派員 写真展
8・9月に募集した「到津の森ちょこっと特派員」の写真展 12/5㈯〜29㈫ 無　料

※別途入園料が必要

干支の引継式
公募した子年・丑年それぞれの代表者による干支の引継式 12/29㈫ 12:00〜

12:20
無　料

※別途入園料が必要

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、年末年始（12/30～1/1）到津の森公園 

会場 イベント 期　間 開　演 入　場　料 問合せ先

児
童
劇
場

劇団あらかると公演
演目：「夏子と時計台」 12/6㈰ 14:00

無　料
※未就学児は保護者同伴
※定員先着40名、11/17㈫か
　ら電話受付開始

北九州市立こども文化会館
093（592）4152

ファミリー人形劇場
親子や家族で人形劇を楽しむ 出演：北九州人形劇ネットワークのうち2団体 12/13㈰ 14:00

無　料
※未就学児は保護者同伴
※定員先着40名、11/17㈫か
　ら電話受付開始

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 12/26㈯ 14:00

無　料
※未就学児は保護者同伴
※定員先着40名、12/3㈭か
　ら電話受付開始

こどもシアター
子ども向けアニメの上映 「むくはとじゅうの名犬物語」ほか 12/27㈰ 14:00

無　料
※未就学児は保護者同伴
※定員先着40名、12/3㈭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（12/29～1/3）　 20台北九州市立こども文化会館（併設到津市民センター） 



かるかる 12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

11月16日（月）午後3時 までにご回答ください。
校了日は11月16日（月）です。

2020.   Decemberかるかる ジャンルごとに色分けして表記しています

演劇・舞踊　 音楽　 美術・展示　 映像・その他催し
※11月16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

12 月

3

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

～日本の風景美を描く～　身野友之　油絵展 11/25㈬〜12/1㈫ 無　料

小倉井筒屋　画廊
093（522）2521

迎春・四季の掛軸特別ご奉仕会 12/2㈬〜8㈫ 無　料

伊熊義和　油絵展 12/9㈬〜15㈫ 無　料

原田泰治　版画展 12/16㈬〜22㈫ 無　料
内田百音　帰郷「パリ凱旋展」
絵画 12/23㈬〜29㈫ 無　料

新
館
7
階
小
画
廊

波濤の会
絵画 11/25㈬〜12/1㈫ 無　料

チャールズ・ファジーノ　3Ｄアート展
絵画 12/2㈬〜8㈫ 無　料

掛軸特別ご奉仕会 12/9㈬〜15㈫ 無　料

木寺一路　写真展「あはれ」～澱みの底に光るものありて～ 12/16㈬〜29㈫ 無　料
新
館
7
階

大
画
廊
・

小
画
廊 年末年始　絵画お宝市 12/30㈬〜1/5㈫ 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 

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（時間は上記） 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（ただし、12/29は開館）、年末年始（12/31～1/2）北九州市漫画ミュージアム 

会場 イベント 期　間（時間は上記） 入　場　料 問合せ先

企
画
展
示
室

画業30周年記念　小畑健展　NEVER COMPLETE 障
大ヒット作『ヒカルの碁』『DEATH NOTE』『バクマン。』で知られる小畑健の展覧会 10/3㈯〜12/6㈰

一般 ￥1000
中高生 ￥ 500
小学生 ￥ 300

[常設展セット券]
一般 ￥1300　中高生 ￥650　
小学生 ￥400 北九州市漫画ミュージアム

093（512）5077北九州国際漫画祭2020 障
「北九州国際漫画大賞」優秀作品展や、「2020日中韓新人ＭＡＮＧＡ選手権」結果報告など 12/19㈯〜1/24㈰ ※公式ホームページで

　ご確認ください

常
設
展
示
室

あ
し
た
の

ギ
ャ
ラ
リ
ー

江口寿史のRECORD展 ～『RECORD』（河出書房新社）刊行記念～ 障
CDジャケットイラスト画集『RECORD』の出版を記念した、音楽モチーフの作品展 11/28㈯〜1/11㈪・㈷

常設展入場料が必要
 一般 ￥480

中高生 ￥240
小学生 ￥120

イベント 期　間（時間は上記） 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

北九州市立松本清張記念館 小倉北区城内2-3　 093（582）2761　 9:30～18:00（入館は閉館30分前まで）
「西小倉駅」徒歩5分　 「小倉城松本清張記念館」徒歩1分　 年末（12/28～31）

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

４
階
ギ
ャ
ラ
リ
ー

杉田廣貴展 「存在」 障
小倉城の公認アンバサダーで、書家でアーティストの杉田廣貴氏の個展

【第1部】
10/20㈫〜11/29㈰

【第2部】
12/1㈫〜1/17㈰

一般 ￥350
中高生 ￥200
小学生 ￥100

※11/30㈪は展示替のため、
　閉室

小倉城
093（561）1210

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（12/29～1/3）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

「絵画クラブ彩り」作品展 11/26㈭〜12/10㈭ 無　料 090（8764）3760【東】

～人・水・命～ 中村哲医師　平和パネル展
中村哲医師のアフガニスタンでの貴重な活動の軌跡をパネルでたどります 12/15㈫〜1/13㈬ 無　料 アジアを考える会・北九州

070（2342）5800【内山】



かるかる 12月号の《念校2》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

11月18日（水） までにご回答ください。
校了日は11月16日（月）です。

11月18日（水） までにご回答ください。
校了日は11月16日（月）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
※11月16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

12 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 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 12/6㈰ 13:00〜

14:00 無　料 水環境館
093（551）3011「おとぎぞうしの会」

朗読劇「青銅のキリスト」（全55分）と歌遊びなど 12/13㈰ 13:00〜
14:30 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 

イベント 期　間 時　間 入　場　料 問合せ先

ふたご座流星群観賞会 
この時期に極大を迎える「ふたご座流星群」を観賞します（自由観覧） 12/13㈰ 17:00〜

22:00
無　料

※中学生以下、保護者同伴
※雨天中止

平尾台自然の郷
093（452）2715

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（12/29～1/3）、1/1は初日の出会平尾台自然の郷 

小倉北区室町1-1-1 リバーウォーク北九州5Ｆ　 093（562）3215　 10:00～18:00（入館は閉館30分前まで）
「西小倉駅」徒歩5分、「小倉駅」徒歩10分　 「室町・リバーウォーク前」徒歩1分　 年末年始（12/29～1/3）および館内整理日　 有料北九州市立美術館分館 

イベント 期　間（時間は上記） 入　場　料 問合せ先

ショーン・タンの世界展　どこでもないどこかへ 障
オーストラリアの作家ショーン・タンによる日本初の大規模展覧会 12/12㈯〜1/31㈰

一般 ￥1100
高大生 ￥ 800
小中生 ￥ 500

※20名以上の団体料金
　一般 ￥1000　高大生 ￥700　
　小中生 ￥400

北九州市立美術館分館
093（562）3215

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（12/29～1/3）北九州市立文学館 
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

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

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（12/28～1/4）　 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

秋企画展　遊びイノベーション前編「親子で楽しい♪ファンタジー工場展」 障
光・音など動くあそびを体験！クラフト感あふれる会場で楽しめます 10/17㈯〜12/13㈰

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

■�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（12/29～1/3）　 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

ラングランズ＆ベル展～キュレーターのサイン～
ロンドンを拠点に国際的に活動する2人組のアーティストの新作を発表 11/16㈪〜1/22㈮

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（12/28～1/3）現代美術センター CCA北九州 

八幡東区尾倉2-6-6　 093（661）1122　 9:00～21:00、日曜日は17:00まで
「八幡駅」徒歩10分　 「八幡駅入口第一・第二」、「市立八幡病院」徒歩5分

月曜日、祝日、年末年始（12/29～1/3）北九州市立西部勤労婦人センター（レディスやはた） 
会場 イベント 期　間 時　間 入　場　料 問合せ先
能
舞
台

能舞台でジャズコンサート
出演：野本秀一Trio with 谷口さとみ 12/20㈰ 13:00〜

14:40
無　料

（要事前申込）
※11/8㈰から受付開始

北九州市立西部勤労婦人センター
（レディスやはた）

093（661）1122



かるかる 12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

11月16日（月）午後3時 までにご回答ください。
校了日は11月16日（月）です。

2020.   Decemberかるかる ジャンルごとに色分けして表記しています

演劇・舞踊　 音楽　 美術・展示　 映像・その他催し
※11月16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

12 月

5

新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、施設の臨時休館や、催しの中止・延期となる場合がございます
最新の情報は各施設のホームページをご確認ください

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（12/29～1/3）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、火星やすばる、冬の星空を望遠鏡で観察します 12/12㈯ 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、11/28㈯から電
　話受付開始

児童文化科学館
093（671）4566

大
集
会
室

サイエンスショー
サンタさんと科学マジック 12/20㈰ 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（12/29～1/1）、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 開　演 入　場　料 問合せ先

企画展「わくわくタイムトラベルいま・むかし～道具とくらしのうつりかわり～」 障
衣食住の身近な道具の使い方や変遷を通して生活の知恵や工夫を紹介します 11/7㈯〜1/3㈰

要常設展観覧料
大人 ￥600

高大生 ￥360
小中生 ￥240

いのちのたび博物館
093（681）1011

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します 12/12㈯　 14:00

無　料
※対象：小学生以上　
※小学生は保護者同伴
※要事前申込、定員28名
　（抽選）、11/28㈯締め切り

食魚談義「魚を食べるはなし」
生き物であるとともに、食べ物として身近な存在の魚について紹介します 12/13㈰　 13:30

無　料
※対象：中学生以上
※要事前申込、定員28名
　（抽選）、11/29㈰締め切り

室内講座「恐竜すす払い」
毎年恒例、展示している恐竜のすすを払います 12/22㈫　 16:30

無　料
※対象：小学生以上　
※小学生は保護者同伴
※要事前申込、定員5名（抽選）、
　12/8㈫締め切り

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（12/29～1/3）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
ガイドブック・北九州歴史散歩　旧筑前地区の史跡写真パネル展
北九州市の旧筑前地区（若松、八幡、戸畑）の史跡写真約150点を展示 12/5㈯〜13㈰ 無　料

※12/13㈰は16:00まで
旧百三十銀行ギャラリー

093（661）9130
アウン工房オ祀リ展（書と篆刻）ヒトについて
書と篆刻　約40点展示 12/17㈭〜19㈯ 無　料

※12/19㈯は16:00まで
093（201）3156【宮脇】

映画「この天の虹」の映写会
八幡製鐵所を舞台に日本の高度成長期を描く、巨匠・木下惠介監督作品 12/20㈰

14:00〜
16:00

13:30開場
無　料 旧百三十銀行ギャラリー

093（661）9130

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

イマ☆タカ Dance Family Selection 自主公演「Birthday」 障
きっと“特別な記念日”を思い出す。パワーと笑顔、個性が詰まったダンス

12/5㈯ 19:00 一般 ￥2500
オンライン配信 ￥2000

※対象：2歳以上　
※当日￥500増 枝光本町商店街アイアンシアター

080（3998）9007

6㈰
13:00

18:00

Sento
ハッピーで重厚なダンス作品。白神ももこ×やぶくみこ×太めパフォーマンス

12/11㈮ 19:30
一般 ￥3000

25歳以下 ￥2000

※要予約・当日券なし

12㈯
13:30

18:30

大福企画　Big Happiness Stage １　おおつかえみこ「やがて小さなPlant」
出演：宮村耳々 /飯野智子/大福悟にて灯プロジェクト・バージョンを上演！

12/19㈯
15:00

一般 ￥2000
医療従事者・農業従事者 ￥1500

学生（小〜大・専門） ￥1500

※対象：小学生以上
※要予約・当日券なし

ピカラック
080（1711）5074【谷瀬】

19:00

20㈰
13:00

17:00

ロクコレ
福岡・北九州で活動する６つの若手演劇団体による、ハンドメイド演劇祭！

12/24㈭
〜25㈮ 19:30 一般 ￥2000

学生 ￥1500
通し券 ￥3000

※各回3劇団公演、2ブロック制
※12/24㈭・25㈮は
　一般￥1500、学生￥1000
※通し券は12/26㈯・27㈰のみ、
　同日上演6作品を観劇可能
※対象：小学生以上　
※当日¥300増

ロクコレ運営委員会
090（9239）9563

26㈯
13:00

18:00

27㈰
13:00

16:30



かるかる 12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

11月16日（月）午後3時 までにご回答ください。
校了日は11月16日（月）です。

11月16日（月）午後3時 までにご回答ください。
校了日は11月16日（月）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
※11月16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

12 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

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　 12/2、16、31、1/1、1/2、1/13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

クリスマスミュージックコンサート
クリスマスにピッタリ！マリンバの演奏&体験コンサートです♪ 12/20㈰ 12:00

無　料
※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（12/29～1/3）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

サクソフォン　魅惑のXmasコンサート
大人気！カルテット・スピリタスの４重奏で至福のひとときを 12/16㈬ 11:00〜

12:00
無　料

※要事前申込、定員先着30名、
　11/18㈬から電話受付開始

北九州ひとみらいプレイス
八幡西生涯学習総合センター

093（641）9360

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（12/29～1/3）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

全
展
示
室

啓心会　習作展 12/1㈫
〜6㈰

10:00〜
17:00

無　料
※12/6㈰は16:00まで

啓心会
080（5804）5622【永松】

2020ふくおか県障がい児者美術展 12/8㈫
〜13㈰

10:00〜
17:00 無　料 福岡県人づくり・県民生活部文化振興課

092（643）3383【山口】

グループ1/2 12/22㈫
〜27㈰

10:00〜
17:00 無　料 グループ１/２

093（631）8860【和田】

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（12/29～1/3）

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

鼓童ワン・アース・ツアー2020～鼓
一天と地が和し、響きに触れる一 12/4㈮ 14:00

一般 ￥5500　U25 ￥3500
※対象：小学生以上
※当日￥500増　※全席指定

黒崎ひびしんホール
093（621）4566

第65回新きたきゅう音楽塾
オペラの世界へ～オペラの魅力～ 12/10㈭ 13:00 ￥500

Kitakyushu 音の杜の会 Concert Vol.6
Pray and Play ～祈り・捧げる～ 12/11㈮ 19:00

一般 ￥2000　U25 ￥1000
※未就学児膝上1名まで無料
※当日￥200増　※全席自由

北九州アカデミー少年少女合唱団ファミリーコンサート 12/26㈯ 14:00 無　料 北九州アカデミー少年少女合唱団
080（9109）8052

中
ホ
ー
ル

九州工業大学工学部男声合唱団メンネルコール令和2年度定期演奏会 12/5㈯ 14:00 無　料 九州工業大学工学部男性合唱団メンネルコール
080（8384）9072【石橋】

アプレシオ・ミュージック・アカデミー　Piano Concert vol.22 12/12㈯ 13:15 無　料 アプレシオ・ミュージック・アカデミー
093（616）6575【熊本】

福岡県立八幡工業高等学校吹奏楽部第54回定期演奏会 12/19㈯ 14:00 無　料 福岡県立八幡工業高等学校吹奏楽部
093（641）6611

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

出島の三学者が見た北九州・木屋瀬 障
ケンペル、ツュンベリー、シーボルトから見た北九州・木屋瀬を紹介 10/24㈯〜12/20㈰

一般 ￥240　高校生 ￥120
小中学生 ￥ 60

※12/13㈰の「わらべの日」は
　小中学生入館無料

長崎街道木屋瀬宿記念館
093（619）1149

八幡西区木屋瀬3-16-26　 093（619）1149　 9:00～17:30（入館は17:00まで）　 「筑前植木駅」徒歩15分
（筑豊電鉄）「木屋瀬駅」徒歩5分　 九州自動車道「八幡IC」、北九州都市高速「馬場山ランプ」約10分

月曜日（祝日の場合は翌日休館）、年末年始（12/29～1/3）北九州市立長崎街道木屋瀬宿記念館 

■ 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。

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（12/28～1/4）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　現代アート・セレクション（後期） 障
前期で紹介したコレクション作品に加え、近年当館に所蔵された作品を一部紹介 10/27㈫〜2/7㈰

一般 ￥300
高大生 ￥200
小中生 ￥100

※20名以上の団体料金
　一般 ￥240　高大生 ￥160　
　小中生 ￥80

北九州市立美術館
093（882）7777

ア
ネ
ッ
ク
ス
市
民

ギ
ャ
ラ
リ
ー

令和2年度 福岡県高等学校総合文化祭 写真展 12/1㈫
〜6㈰

10:00〜
17:00

無　料
※12/6㈰は16:00まで

福岡県高文連写真部門
093（931）3554【新家】

第37回九州制作会議展2020 12/8㈫〜13㈰ 無　料
※12/13㈰は17:00まで

九州制作会議
090（7166）8748【松尾】



この 12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 1月（1・2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 12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

11月16日（月）午後3時 までにご回答ください。
校了日は11月16日（月）です。

2020.   Decemberかるかる ジャンルごとに色分けして表記しています

演劇・舞踊　 音楽　 美術・展示　 映像・その他催し
※11月16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
※11月16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

12 月
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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

戸畑区中本町7-20　 093（882）4281　 9:00～22:00　 「戸畑駅」徒歩5分
「戸畑駅」徒歩5分　 月曜日（祝日の場合は翌日休館）、年末年始（12/29～1/3）戸畑生涯学習センター 

会場 イベント 期　間 時　間 入　場　料 問合せ先
多
目
的
室

北九州市立年長者研修大学校　周望学舎「写真研究クラブ」写真展示会
生徒30人の写真、約40～50点を展示

12/1㈫
〜6㈰

10:00〜
17:00

無　料
※12/1㈫は12:00から、
　6㈰は15:00まで

北九州市立年長者研修大学校
周望学舎「写真研究クラブ」

093（591）2626【永野】

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（12/29～1/3）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

神田将　エレクトーン・リサイタル
1台の楽器でフルオーケストラに迫る演奏。ラヴェル：ボレロなど。映画音楽も 12/8㈫ 19:00

S席 ￥3800　A席 ￥3000
U-25A席 ￥2000

※対象：小学生以上
※U-25A席は25歳以下、
　労音事務局のみ取り扱い

北九州労音
093（571）0227【野知】

レクイエム in 北九州2020
ピアノ・指揮：梅﨑秀／演奏：北九州グランフィルハーモニー管弦楽団 12/13㈰ 15:00

一般 ￥3500
学生 ￥1500

※対象：小学生以上
※当日各￥500増

事務局
090（8401）0220

多
目
的

ホ
ー
ル

CCA北九州公開プログラム　「市民美術大学特別講座」
～これからのアートとの出会い方～ 12/12㈯ 14:00〜

16:00
￥1000

※要事前申込（電話、FAXまたは
Eメール）、12/7㈪締め切り

現代美術センターCCA北九州
093（695）3691


