


　市制25周年を記念して創設された北九州国際音楽祭は、
今年で35回目を迎えます。キャッチフレーズは「アンサン
ブルで行こう！」。さまざまなスタイルのアンサンブル・
コンサートをラインアップしました。また、人と人との距
離が求められる昨今、気持ちは近くに感じながら、仲間と
の絆を大切にしたいとの願いを込めています。
　2022北九州国際音楽祭では、新たにオープンした北九州
市科学館「スペースLABO」内のプラネタリウムでのコン
サートや、日本ピアノ界に大きく貢献したピアニスト安川
加
か

壽
ず

子
こ

生誕100年に寄せるコンサートを、彼女ゆかりの場
所である西日本工業倶楽部で開催します。
　それでは、そのほかに予定しているラインアップや聴き
どころをご紹介いたします。

毎年、注目の海外オーケストラ公演。今年は？
　今年の海外オーケストラ公演は、サー・サイモン・ラト
ル指揮、ロンドン交響楽団。ソリストは、チョ・ソンジン
です。サー・サイモン・ラトルがわが街にやって来ること

も大きなニュースですが、ロンドン交響楽団の音楽監督と
しては最後の日本ツアーになることから、全国的にも注目
を集めています。また、大人気ピアニストのチョ・ソンジ
ンを聴けるのは日本ツアーの中では北九州国際音楽祭だけ。
とんでもなくスペシャルな豪華響

きょう

宴
えん

が北九州市で実現しま
す。

北九州市出身の勇者たちが集結！
　北九州市は、著名なクラシック音楽演奏家を多く輩出し
ている都市として、クラシック音楽界では、ちょっと知ら
れた街です。北九州国際音楽祭に出演する演奏家や音楽評
論家、クラシック音楽専門誌の編集者らから、「どうして
そんなに著名な演奏家が多いんですか？」と尋ねられます。
事務局としては、その都度ちょっと誇らしくなり、うれし
くなります。
　その一人であるＮＨＫ交響楽団第1コンサートマスター
の篠崎史紀が率いる「マイスター・アールト×ライジング
スター オーケストラ」（略してMaroオケ）は、毎年、新
しい驚きを感じさせてくれます。
　この音楽祭オリジナル・オーケストラは、北九州市出身
者を要として擁しています。指揮者なしでの演奏が特徴で
すが、その場合、コンサートマスターが重要な役割を担い
ます。コンサートマスターには篠崎史紀が、第2ヴァイオ
リン首席には双紙正哉（北九州市出身/東京都交響楽団第2
ヴァイオリン首席奏者）が布陣し、ともにオーケストラを
けん引します。また、クラリネットには国内外の多くのコ
ンクールで優秀な成績を収め、現在、国立音楽大学講師も
務める田中香織、ファゴットには、北九州市ジュニアオー
ケストラ出身の東京都交響楽団首席奏者の長哲也がいます。
ほかのメンバーも北九州国際音楽祭によって「北九州市」
のファンになった演奏者ばかり。響ホールにも思い入れの
深いメンバーです。指揮者のいない珍しいタイプのオーケ
ストラですが、“巨大な室内楽”と捉えて、互いの絆を大
切に、一糸乱れぬ演奏が信条です。ぜひ、ご期待ください。
　ちなみに、ファゴットの長哲也は、響ホールが年間を通
じて開催するワンコインコンサートにも出演予定（8月10
日）です。
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6月10日（金）正午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。



一躍大注目のピアニスト谷
たに

昂
あき

登
と

　昨年の日本音楽コンクールで第1位となった北九州市出
身の谷昂登が、北九州国際音楽祭に初めて出演したのは中
学1年生の時。夏の恒例コンサートになっている「まるっ
とEnjoy！響ホールで夏休み」に、師匠の永野栄子と一緒
に「動物の謝肉祭」のアンサンブルメンバーとして出演し
ました。今年19歳になる彼は、音楽評論家たちをうならせ
るほど、熱い注目を集めています。そして、この夏、同市
出身で日本クラシック音楽界のカリスマである篠崎史紀と、
シューマンとドホナーニのピアノ五重奏曲という超・本格
派のプログラムを携えて凱

がい

旋
せん

公演します。篠崎史紀は、彼
が幼少の時からその才能に注目し共演を重ねてきました。
世代を超えて、信頼の厚い相思相愛の二人のアンサンブル
は必聴です。

Maroオケのチェロ・セクションによるチェロ八重奏
「チェロ８」
　「マイスター・アールト×ライジングスター オーケスト
ラ」は、その名のとおり、若手と熟練奏者とで編成してい
ます。一つの公演を創る過程が、若手にとって研さんの場
となることを目的の一つとし、成果を上げています。例え
ば、ミュンヘン・フィルハーモニー管弦楽団のコンサート
マスターになった青木尚佳、トゥールーズ・キャピトル国
立管弦楽団のコンサートマスターの藤江扶紀、東京交響楽
団のコンサートマスターの小林壱成。そのほかにも、首席
奏者などとして国内外一流のオーケストラで活躍したり、
国際コンクールなどでも優秀な成績を収めたりしています。
　本公演では、そんな優秀なメンバーを輩出するMaroオ
ケのチェロメンバー８人によるアンサンブルをお聴きいた

だきます。率いるは、新日本フィルハーモニー交響楽団客
員首席奏者の桑田歩です。
　皆さん、チェロを抱えた８人の演奏者がステージに勢ぞ
ろいしているシーンを想像してみてください。壮観ではな
いですか？　高音から低音までの広い音域と多彩な音色を
持つチェロだからこその演奏がお楽しみいただけます。北
九州国際音楽祭だけでしか聴けないコンサートです。

フィナーレは庄司紗矢香とジャンルカ・カシオーリ
　言わずと知れた世界の庄司紗矢香［ヴァイオリン］が響
ホールに帰ってきます。今回の相手方、ジャンルカ・カシ
オ―リは、現代ピアノの前身であるフォルテピアノを使用
し、庄司は、楽器の弦をスチール弦からガット弦に張り替
え、弓もバロック式（古い様式）を使用し演奏します。よ
り繊細な演奏になることが想像されますが、優れた音響の
響ホールと二人の新境地とが相まって、きっと私たちの心
を捉えて離さない演奏会になることでしょう。

　今年の北九州国際音楽祭にも目が離せません！
　このような時代だからこそ、ぜひ、心に音楽を――。
　皆さまのご来場をお待ちしております。
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I N F O R M A T I O N

◎谷昂登［ピアノ］×篠崎史紀［ヴァイオリン］と仲間たち
　8月14日（日）午後2時開演／響ホール
◎サー・サイモン・ラトル指揮、ロンドン交響楽団、チョ・ソンジン［ピアノ］ 
　10月9日（日）午後3時開演／北九州ソレイユホール
◎外囿祥一郎［ユーフォニアム］、次田心平［テューバ］、松本望［ピアノ］
　10月15日（土）午後3時開演／スペースLABO（北九州市科学館）
◎サロン・コンサート 岡田奏［ピアノ］
　11月2日（水）午後2時開演／西日本工業倶楽部
◎マイスター・アールト×ライジングスター オーケストラ
　11月12日（土）午後3時開演／響ホール
◎チェロ8
　11月23日（水・祝）午後3時開演／響ホール
◎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月3日（土）午後1時開演／響ホール
お問合せ  北九州国際音楽祭事務局
 093（663）6567（午前9時～午後6時 土日祝除く）
 http://www.kimfes.com
 ※7月1日（金）午前10時発売開始

2022北九州国際音楽祭　10月9日（日）～12月3日（土）
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6月10日（金）正午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
※6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

ゴルゴ松本講演会　テーマ「命の事業」 7/8㈮ 18:00 一般 ......................￥1000 （一社）北九州青年会議所
093（531）7910

北九州グランフィルハーモニー管弦楽団　第3回定期演奏会 7/10㈰ 15:00
指定席 ..................￥5500
自由一般 ..............￥4000
自由学生 ..............￥2000
※その他券種あり

北九州グランフィルハーモニー管弦楽団
090（8401）0220

夢追いジャズコンサート 7/17㈰ 14:00 一般 ......................￥1500
夢追いコンサート実行委員会
（代表　上森智義）
090（8391）9667

西日本ハワイアン協会第7回北九州地区　カ・マカニ・フラフェスティバル 7/23㈯
～24㈰ 10:30

一般 ........................￥1500
子ども（中学生まで） ...￥ 500
※その他券種あり

西日本ハワイアン協会　事務局
096（342）6670

東筑紫学園高等学校吹奏楽部　第31回定期演奏会 8/11㈭・㈷ 18:30 一般 ........................ ￥500 東筑紫学園高等学校吹奏楽部
093（571）0488

福岡県立小倉西高等学校吹奏楽部　第29回定期演奏会 8/13㈯ 18:00
一般 ........................ ￥500
学生（小～高校生） ....... ￥300
※その他券種あり

福岡県立小倉西高等学校
093（561）0444【松本】

第18回 表千家同門会　茶の湯文化にふれる市民講座 8/21㈰ 13:30 無　料 （一社）表千家同門会　福岡県支部
092（711）1603

北九州市ジュニアオーケストラ　第39回定期演奏会 8/28㈰ 15:00 一般 ........................ ￥800

※その他券種あり

（公財）北九州市芸術文化振興財団
大手町練習場

北九州市ジュニアオーケストラ
093（583）5282

中
劇
場

北九州市民劇場7月例会
Ｐカンパニー　ミュージカル 「はだしのゲン」

7/9㈯ 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

10㈰
～13㈬ 13:30

14㈭ 12:30

第17回北九州ひまわり寄席　三遊亭圓歌独演会 7/16㈯ 13:00 一般 ......................￥4000
※その他券種あり

（株）寿限無企画
090（2394）9866

「導かれるように間違う」
近藤良平が“クロッシング”をテーマに舞台作品の創作に挑む!!

7/31㈰ 14:00
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

かつしかトリオLive2022
向谷実　櫻井哲夫　神保彰 8/6㈯ 16:00 一般 ......................￥6800 キョードー西日本

0570（09）2424

マームとジプシー
「cocoon」
演劇界を震撼させた話題作が新演出で登場

8/14㈰ 14:00
一般 .............................￥3500
ユース（24歳以下） ..........￥2500
高校生〔的〕チケット ...￥1500

北九州芸術劇場
093（562）2655

大人も一緒に子どもたちの劇場シリーズ2022
「気づかいルーシー」
松尾スズキの原作絵本が音楽劇になって北九州に初登場！

8/28㈰ 15:00
一般 .............................￥3800
子ども（中学生以下） ........￥1000
高校生〔的〕チケット ...￥1500

小
劇
場

北九州芸術劇場×三重県文化会館×長久手市文化の家 
東京デスロック「再生」劇団＋北九州バージョン
物語を3度繰り返す、特異な構造で綴る衝撃作

7/9㈯
～10㈰

［北九州Ver.］
13:00

一般 ...................................￥2500
ユース（24歳以下） ................￥1500
【劇団・北九州1日通し券】一般 ...￥4500
※その他券種あり

［劇団Ver.］
17:00

一般 ...................................￥3500
ユース（24歳以下） ................￥2500
【劇団・北九州1日通し券】一般 ...￥4500
※その他券種あり

「劇トツ×20分」2022
九州各地の劇団による熱き演劇バトル！

7/17㈰ 13:00 一般 .............................￥2000
高校生〔的〕チケット ...￥1000

ピアノ・リトミック発表会 7/18㈪・㈷ 13:20 無　料 菊池（安部）昌子
090（8628）1238

MUSE DE RUBIS 7/24㈰ 14:00 一般 ......................￥2500
学生（小～大学生） .....￥1000

大橋亜希子
090（6776）7033

大人も一緒に子どもたちの劇場シリーズ2022－海外編－
「Ode to Life ～幸せなおじぃとおばぁ～」
イタリアからやってくる、人生の愛しさを楽しく描く舞台

7/31㈰ 11:00
15:00

大人 ..........................￥2500
子ども（2歳～高校生） ...￥1000
親子セット券 ...........￥3000

北九州芸術劇場
093（562）2655

第22回全国中学校総合文化祭福岡大会
展示発表の部

8/18㈭
～19㈮ 10:00 無　料

福岡県中学校文化連盟
（城南中学校内）
093（921）8611
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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
※6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
足立陶友展・写友会28写真展
陶芸作品・写真

7/6㈬～12㈫ 10:00～17:00
※初日設営終了後開場、最終日15:00まで

足立陶友会
090（7395）1671

アズ漫画☆イラスト展～旅立ちのうた～
漫画・イラスト

7/13㈬～19㈫ 10:00～18:00
※初日設営終了後開場、最終日16:00まで

アズ漫画研究会
093（602）9648

こどもたちと創る北九州の未来
～ひまわりを咲かせよう～絵画展2022
水彩・クレパス・コラージュ

7/27㈬～8/2㈫ 12:00～17:00
※初日設営終了後開場、最終日16:00まで

ひまわり実行委員会
093（884）1516

第21回竹間会書展
書道

8/3㈬～9㈫
10:00～18:00

※初日設営終了後開場、最終日16:00まで

竹間会
093（921）0577

第15回ひまわりアート展
水彩・貼り絵・書道・写真

8/17㈬～23㈫
社会福祉法人 北九州市手を

つなぐ育成会
093（884）1500

イロトリドリの　こころのキロク～muikku はじめての写真展～
写真

8/24㈬～30㈫ 10:00～18:00
※初日13:00から、最終日16:00まで

muikku（ムイック）

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
後藤トモ子ピアノ教室発表会
ベートーヴェン：ピアノソナタ「月光」ほか

7/10㈰ 12:30 無　料 後藤トモ子ピアノ教室
080（5540）5754【後藤】

守恒ストリング・アンサンブル30周年記念コンサート
ヴィヴァルディ四季より「春」、モーツァルト交響曲第40番ほか

7/18㈪・㈷ 13:30 一般 ......................￥1000
学生無料（要チケット）

守恒ストリング・アンサンブル
093（962）5320【松本】

響ホールリサイタルシリーズ
辻彩奈［ヴァイオリン］＆阪田知樹［ピアノ］
シューベルト、ブラームス他、ロマン派の系譜を辿るプログラム

7/24㈰ 14:00 一般 ......................￥4000
25歳以下 .............￥2000
※その他券種あり

響ホール音楽事業課
093（663）6661

2022北九州国際音楽祭市民企画事業
第13回湧き上がる音楽祭 in 北九州　コンチェルト演奏会
モーツァルト：ピアノ協奏曲20番、シューマン：ピアノ協奏曲ほか

8/7㈰ 15:00
一般 ......................￥3000
学生（小～高校生） .....￥1500
※その他券種あり

北九州国際音楽祭市民企画委員会
090（3225）2532【蒲ヶ原】

響ホールワンコインコンサート vol.32 長 哲也［ファゴット］
共演：西川智也［クラリネット］、越智可奈子［ピアノ］

8/10㈬ 11:45 ￥500 響ホール音楽事業課
093（663）6661

2022北九州国際音楽祭 特別プログラム
まるっとEnjoy！響ホールで夏休み《アンサンブルで行こう！》
出演:篠崎史紀［N響第1コンサートマスター］ほか

8/13㈯ 14:00 無　料
※要事前申込（抽選） 北九州国際音楽祭事務局

093（663）65672022北九州国際音楽祭 夏の特別コンサート
谷昂登［ピアノ］×篠崎史紀［ヴァイオリン］と仲間たち［ピアノ五重奏］
共演：倉冨亮太［ヴァイオリン］、佐々木亮［ヴィオラ］、桑田歩［チェロ］

8/14㈰ 14:00
一般 ......................￥3500
ペア ......................￥5000
25歳以下 .............￥1000
※その他券種あり

ヴェルデ音楽コンクール　弦楽器部門
本選大会

8/20㈯ 10:00 無　料 ヴェルデ音楽コンクール実行委員会
080（1728）7222【村上】

西南女学院高校音楽部OG会　サマージョイントコンサート
名曲アルバム「白い恋人たち」「アルデバラン」、ミュージカルほか

8/28㈰ 14:00 無　料
（要整理券）

西南女学院高校音楽部OG会
090（7384）7090【持橋】

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

田能村竹田と九州の文人画 障

文人画家・田能村竹田と、彼を継承した画家たちをご紹介します
7/8㈮～
8/21㈰

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

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
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

7/10㈰ 14:00～
15:30

無　料

※要事前申込
関門海峡ミュージアム
093（331）6700

8/28㈰
1
階
多
目
的

ホ
ー
ル
ほ
か

第15回かんもん海峡・門司港レトロこども絵画コンクール優秀作品展示
園児から小学生を対象に募集した絵画の優秀作品を展示

7/23㈯～
8/21㈰

10:00～
17:00 無　料

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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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
※6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

第38回 福岡県吹奏楽コンクール　大学の部 7/9㈯ 14:30
￥1500 福岡県吹奏楽連盟

第38回 福岡県吹奏楽コンクール　職場・一般の部 7/10㈰ 10:00

第67回 北九州吹奏楽コンクール　高校の部 7/30㈯
10:00 ￥1500 北九州吹奏楽連盟

第67回 北九州吹奏楽コンクール　中学の部 7/31㈰
水森かおり・市川由紀乃ジョイントコンサート
～人気・実力を兼ね備えた2人の夢の競演～

8/10㈬ 13:00
17:00

S席 ........................￥7500
A席 .......................￥6000

鈴木企画
092（406）5960

神﨑バレエスタジオ リサイタル「ドン・キホーテ」 8/21㈰ 14:00 ￥4000 神﨑バレエスタジオ
093（961）1387

第67回 九州吹奏楽コンクール　大学の部 8/27㈯
9:30 ￥1500 九州吹奏楽連盟

第67回 九州吹奏楽コンクール　職場・一般の部 8/28㈰

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「第9回　門司カラオケフェスタ」 7/10㈰ 10:00 無　料 門司市民会館
093（321）2907

門司少年少女合唱団　第53回定期演奏会 8/21㈰ 15:00 ￥500 門司少年少女合唱団
090（9597）8267【吉田】

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約130点を展示

4/6㈬～7/3㈰
10:00～17:00 松永文庫

093（331）8013平和を願う　戦争映画資料展
国内外で製作された戦争映画のポスターなど約160点を展示

7/6㈬～10/2㈰

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

会場 イベント 期　間 開　演 問合せ先

児
童
劇
場

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

7/23㈯

14:00 北九州市立こども文化会館
093（592）4152

8/27㈯
ファミリー人形劇場
親子や家族で人形劇やエレクトーン演奏を楽しもう

8/21㈰

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

マンスリーシアター
①男はつらいよ寅次郎相合い傘　②この子を残して

①7/24㈰
②8/28㈰

14:00～
16:00

無　料
※要整理券

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

イベント 期　間 時　間 問合せ先
前垣美沙子　個展
門司港での制作、その一年を作品と共に振りかえる

7/16㈯～8/12㈮ 10:00～17:00 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

イベント 期　間 時　間 入　場　料 問合せ先

いのちのたびミニ昆虫博
開館20周年を迎えた、いのちのたび博物館収蔵の昆虫模型や写真を紹介

7/16㈯
～9/4㈰

9:00～
17:00

※夜の動物園
　開催日は
　21:00まで 無　料

※別途入園料が必要

到津の森公園
093（651）1895

ITOZU YORU ZOO ～夜の動物園～
ライトアップした幻想的な夜の動物園で限定イベントも開催

7/23㈯～
8/28㈰
（全14日間）
※期間中の土
　日祝・8/15
　㈪に開催

9:00～
21:00

小倉北区上到津4-1-8　 093（651）1895　到津の森公園
７・８
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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
※6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

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

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㈰

10:00～
18:00

（入館は17:30まで）

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

全国中学校総合文化祭福岡大会
美術・書写・写真・壁新聞など

8/18㈭～
19㈮

10:00～
18:00

※最終日は
　15:00まで

無　料
福岡県中学校文化連盟事務局

（横代中学校内）
093（962）7963

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

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）
※8/6㈯は
　20:00まで
（入館は19:30まで）

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

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

めざせ！北九州国際漫画大賞！ 障

第6回ジュニア部門優秀作品展
昨年度の優秀作品、「食べる」がテーマの4コマ漫画をパネル展示

7/2㈯～
9/1㈭

11:00～
19:00

（入館は18:30まで）
※8/6㈯～14㈰
　は20:00まで
（入館は19:30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 開　演 入　場　料 問合せ先

ホ
ー
ル

ムーブフェスタ2022　市民企画事業
公募による市民団体が企画した、歌やダンスの発表・映画上映など

7/2㈯～
23㈯

お問い合わせ
ください お問い合わせください

ムーブフェスタ2022実行委員会
北九州市立男女共同参画センター・ムーブ

093（583）3939
松本清張記念館開館24周年記念講演会
生物学者・青山学院大学教授 福岡伸一先生による講演会

8/21㈰ 15:00 無　料
※要事前申込

松本清張記念館
093（582）2761

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

会場 イベント 期　間 時　間 問合せ先

新
館
７
階

大
画
廊
・
小
画
廊

夏の掛軸秀作展 6/29㈬～7/5㈫

10：00～19：00
※最終日は16：00まで

小倉井筒屋　美術画廊
093（522）2521

人間国宝　無名異焼　伊藤赤水　作陶展 8/24㈬～30㈫

新
館
７
階
大
画
廊

近代作家版画展 7/6㈬～26㈫

劉　耀宗　山水画展 7/27㈬～8/2㈫

薬師寺　散華 展 8/3㈬～9㈫

海の物語　みやざき すうじ展（絵画） 8/10㈬～16㈫

～魅惑の硝子彫刻の世界～　重水雅彦　硝子彫刻展 8/17㈬～23㈫

新
館
７
階
小
画
廊

第10回　岡林タカオ　吹きガラス展 7/6㈬～12㈫

近代作家版画展 7/13㈬～19㈫

成田 康　洋画展 7/20㈬～26㈫

〈墨彩画・書・陶磁器〉　佐藤 勝彦の世界展 7/27㈬～8/2㈫

木刻・漆・籠　河野富夫・太志・歩美　父子展 8/3㈬～9㈫

花田 和彦　作陶展 8/10㈬～16㈫

逆瀬川 京子　ステンドグラス展 8/17㈬～23㈫

小倉北区船場町1-1　 093（522）3111㈹　小倉井筒屋 入場無料

会場 イベント 期　間 時　間 入　場　料 問合せ先
企
画
展
示
室

特別企画展 障

遺された指紋　松本清張と台湾ミステリー小説
日本ミステリーと台湾ミステリーの影響関係と現状を紹介

7/29㈮～
10/23㈰

9:30～
18:00

（入館は17:30まで）

常設展示料金に含む
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　
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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
※6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
ペルセウス座流星群鑑賞会
ピークを迎えるペルセウス座流星群を鑑賞します

8/12㈮～13㈯ 18:00～23:00 ハートランド平尾台（株）
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

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

劇団言魂　新作公演

8/25㈭ 19:00

一般 ......................￥2000 劇団言魂
050（6874）6688

26㈮ 15:00
19:00

27㈯ 14:00
18:00

28㈰ 14:00
「夏休みだヨ！自由研究フェス」～さまざまなワークショップを開催～
ダンス・バルーン・演技・スイーツデコ・おもしろ貯金箱など

8/2㈫～8㈪ 詳細は
アイアンシアターホームページを

ご覧ください
枝光本町商店街アイアンシアター

080（3998）9007人形アーティスト クサボンの図工アートの時間　なつやすみスペシャル！
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）

8/6㈯～7㈰

会場 イベント 期　間 開　演 問合せ先

く
つ
ろ
ぎ
エ
リ
ア 

ホ
ー
ル

生き物トーク
河川観察窓前でスタッフが生き物のお話をします

7/2㈯

13:00
水環境館

093（551）3011

8/13㈯
川と水の音楽会
アコースティックデュオによるフルートとギターの演奏

7/17㈰

企画展「紫川 生き物大発見！」
福岡県立北九州高校魚部　研究発表会
福岡県立北九州高校「魚部」が研究発表を行います

8/6㈯

おとぎぞうしの会
朗読劇（1時間弱）と詩の朗読などを行います

8/14㈰

ま
な
び

エ
リ
ア

企画展「紫川 生き物大発見！」
福岡県立北九州高校 魚部による生物展示

8/1㈪～7㈰ 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

大型紙芝居「嘉一郎エンマ」原画展
原田十四郎脚本による創作民話

7/7㈭～21㈭

9:00～22:00

なしの花
090（2963）2393【原田】

原爆写真展 8/5㈮～10㈬ 小倉地区平和委員会
090（3418）5773【野瀬】

大型紙芝居「いたずらカッパ」原画展
原田十四郎脚本による創作民話

8/11㈭・㈷～24㈬ なしの花
090（2963）2393【原田】

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

35周年記念　かいけつゾロリ大冒険展 障

原ゆたか氏の描きおこし原画、スケッチ等約150点を紹介
7/16㈯～
8/31㈬

9:30～
18:00

（入館は17:30まで）

大人 ........................ ￥500
中学・高校生 ........... ￥200
小学生 .................... ￥100

北九州市立文学館
093（571）1505交

流
ひ
ろ
ば

原ゆたか先生　サイン会
「かいけつゾロリ」シリーズの作者のサイン会

7/16㈯

11:00～
12:30

観覧チケット、図録等の購入が必要

※要事前申込

13:30～
15:00
15:30～
17:00

原ゆたか先生　トークライブ
「かいけつゾロリ」シリーズの作者によるトークライブ ※終了後サイン会あり

7/17㈰ 13:00～
14:00

観覧チケットが必要
※要事前申込
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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
※6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

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㈰

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

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㈰

開館20周年記念 夏の特別展「昆虫博2022」 障

生物の中で最も種数が多く、多様な昆虫の世界を紹介
7/16㈯
～9/4㈰

大人 ........................ ￥800
高大生 .................... ￥500
小中生 .................... ￥400
※要事前予約

「夏も、ZOOっとそばに到津の森公園展」 障

（20周年共同企画“「いのち」は「ZOO」っとつながっている”関連イベント）
開園20周年を迎えた到津の森公園の歴史や魅力を紹介

7/16㈯
～9/4㈰

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

室内講座「植物細密画を描いてみよう！」
初心者向けに、描きかたの基本と要点を段階に分けて指導する

7/10㈰ 13:00 用紙・資料代 ........... ￥200
※要事前申込

歴史友の会講演会　大河ドラマ「鎌倉殿の13人」関連講演会
鎌倉幕府の成立と北条氏（会場：スペースLABO ANNEX）
講師:京都女子大学名誉教授 野口実氏

7/16㈯ 13:30 資料代 .................... ￥500

夏休み教室「権現山の昆虫観察会」（会場：皿倉山）
権現山の昆虫を観察する

7/23㈯ 10:30 保険代 .......................￥50
※要事前申込

ジオ講座「小さな化石にふれてみよう！」
顕微鏡でしか見ることのできない小さな化石を観察する

7/24㈰ 13:30 無　料
※要事前申込

歴史友の会講演会「豊後府内と大友館」
（会場：スペースLABO ANNEX）
講師:大分市教育委員会 文化財課長 坪根伸也氏

8/6㈯ 13:30 資料代 .................... ￥500

開館20周年記念 20名限定「化石と地質を楽しむジオハイキング」
（会場：若松区遠見ヶ鼻）
若松北海岸で天然記念物である化石の調べ方を楽しく学ぶ

8/7㈰ 10:00 無　料
※要事前申込

室内講座「小倉織入門教室」
小倉織の歴史や特徴、作り方について学ぶ

8/20㈯ 13:30 材料代 ..................￥1000
※要事前申込

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・小物など約3000点の展示・販売

7/1㈮ 11:00～
17:00 無　料 松家ノ子

070（8900）85952㈯ 10:00～
16:00

大昔の耳飾りづくり　親子ワークショップ
小学生と保護者が対象のワークショップです

7/31㈰ 13:30～
15:30

材料代 （１個） .......... ￥300
※要事前申込 旧百三十銀行ギャラリー

093（661）9130第4回 北九州市の戦争遺跡展
～関門海峡の近代化と戦争遺跡・八幡空襲～

8/6㈯～
14㈰

10:00～
17:00

※最終日16:00まで
無　料

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
プ
レ
イ

ル
ー
ム

七夕おたのしみ会
七夕の由来がわかるアニメ鑑賞や、七夕クイズを行います

7/3㈰ 13:00～
14:00

無　料 北九州市立子どもの館
093（642）5555イ

ベ
ン
ト

ひ
ろ
ば

紙飛行機を作って飛ばそう！
かっこいい紙飛行機を作って遠くに飛ばしてみてね！

7/25㈪ 13:00～
15:00

八幡東区東田4-1-1　 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

「はたらく細胞展 in 北九州 乳酸菌とめぐる大冒険!! 胃腸探検編」 障

体験型展示などを通して、子どもから大人まで楽しみ学べる企画展
7/21㈭～
9/25㈰

10:00～
18:00

（入館は17:30まで）

中学生以上 ...........￥1300
4歳～小学生 ........￥ 900
※その他券種あり

はたらく細胞展 in 北九州事務局
（オフィスヤード内）

※平日9:00～17:00
070（4035）2698

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

夏休み企画　さわってみよう！昔の道具展 障

実際に触れて体験！楽しく学べる昔の道具の展覧会
7/16㈯～
8/28㈰

9:00～
17:00

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

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
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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
※6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

北九州・下関合唱連盟  40周年記念演奏会 7/17㈰ 14:00 ￥500 北九州・下関大学合唱連盟
080（6467）4281【浅井】

第85回 新きたきゅう音楽塾 in 黒崎
梅﨑秀ピアノリサイタル
音楽塾スペシャル企画　世界に羽ばたけ！期待の地元若手アーティスト

8/12㈮ 13:00 ￥1000 黒崎ひびしんホール
093（621）4566

中村太地（ヴァイオリン）×米田覚士（指揮）
シベリウス/ヴァイオリン協奏曲　ブラームス/交響曲第1番

8/21㈰ 14:00 一般 ......................￥1000
大学生以下 ...........￥ 500

ユニコーン・シンフォニー・オーケストラ
090（8222）7461【波多野】

楠元音楽祭 8/27㈯ 15:00 ￥990
中学生以下無料

楠元音楽祭実行委員会
093（882）6927

二胡を楽しく10周年プラス2記念コンサート 8/28㈰ 14:00 ￥1000 二胡を楽しく
050（3590）7615

中
ホ
ー
ル

北九州子ども劇場７月乳幼児部例会
「かくれんぼしてるのだあれ」（くわえ・パペットステージ） 7/3㈰ 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

第84回新きたきゅう音楽塾 In 黒崎
「シルクロードを旅した音色」～二胡と箏と日本舞踊の出逢い～

7/12㈫ 13:00 ￥500 黒崎ひびしんホール
093（621）4566

第12回AMAピアノと歌と管弦のコンクール　九州山口大会 7/16㈯ 11:00
無　料

AMAピアノと歌と管弦のコンクール
080（4697）2010

青木つくし門下生による  第20回声楽発表会 7/18㈪・㈷ 14:30 つくしの会
090（7152）6261【青木】

Dancing Club Polaris 第1回発表会“Have fun !”vol.1 7/31㈰ 12:00
15:30 ￥1000 Dancing Club Polaris

090（8769）2658
德久ヴァイオリンスクール発表会 8/14㈰ 13:00 無　料 090（3415）5454

baRock’n Tango 8/19㈮ 19:00
一般 ......................￥3000
友の会 ..................￥2700
U25 .....................￥1500

黒崎ひびしんホール
093（621）4566

第25回記念　夏の風マリンバコンサート 8/21㈰ 14:00 ￥500 090（2396）1988【小橋】

第8回　笑っちゃらんかい in 北九州 8/28㈰ 13:00 一般 ........................ ￥500
高校生以下 ............. ￥200

笑っちゃらん会
090（5931）1929【片岡】

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24回　親しむ書展
書

7/18㈪・㈷～24㈰ 10:00～18:00
※初日12:00から、最終日16:00まで

親しむ書
090（5744）9176【堺】

第62回入木公募展
書

7/26㈫～31㈰ 10:00～17:00
※最終日16:00まで

書教育振興会
093（742）3170【島田】

平和のための戦争展 in 北九州
写真

8/27㈯～28㈰ 10:00～17:00
平和のための戦争展 in 北九州

実行委員会
090（7150）3090【香川】

展
示
室
１

第23回西川幸夫スケッチ・淡彩「四季彩」教室総合展
洋画

7/4㈪～10㈰ 9:00～17:00
※初日11:00から、最終日16:00まで

西川幸夫スケッチ・淡彩「四季彩」教室
090（1196）9432【西川】

絵画クラブ　カンヴァス 作品展
洋画

7/11㈪～17㈰ 9:00～17:00
※初日12:00から、最終日16:00まで

絵画クラブ　カンヴァス
093（741）3680【宮田】

呉旻俊書芸展　共生・共存・共栄
書

8/15㈪～21㈰ 10:00～17:30
※初日14:00から、最終日16:00まで

高麗書芸研究会　英華支部
090（4982）7889【卞】

遊学　水中写真展
写真

8/29㈪～9/4㈰ 10:00～19:00
※初日12：00から、最終日15:00まで

カナユニ・ダイビングクラブ
093（642）6655【菊竹】

展
示
室
2

楡の会絵画展
洋画

6/27㈪～7/1㈮ 9:00～17:00
※初日12:00から、最終日16:00まで

楡の会
093（601）8196【熊洞】

日本書学館北九州地区協議会書道展
書

7/2㈯～3㈰ 9:00～17:30
※初日11:00から、最終日16:00まで

日本書学館北九州地区協議会
090（6422）1160【角】

アトリエ画遊展
洋画・その他

7/4㈪～10㈰ 10:00～17:00
※初日13:00から、最終日15:00まで

アトリエ画遊
093（701）0479【都留】

絵画研究クラブ「一五一絵」展示会
洋画・水彩画

7/11㈪～17㈰ 9:00～17:00
※初日11:00から、最終日16:00まで

絵画研究クラブ「一五一絵」
093（691）3399【水田】

合同作品展・絵描会・絵画28
洋画・日本画

8/8㈪～14㈰ 9:00～17:00
※初日12:00から、最終日16:00まで

絵描会、絵画28
093（611）5392【中田】

絵画クラブ　轍　油絵展
洋画

8/31㈬～9/4㈰ 10:00～17:00
※最終日16:00まで

絵画クラブ轍
080（5277）6049【吉永】

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

7/9㈯
12:00～13:00 北九州JAZZ BOSSA‒NOVA CLUB

093（671）0411【石橋】8/13㈯
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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
※6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

北九州子ども劇場7月鑑賞会 7/10㈰ 15:00
18:30

会員無料
一般 ......................￥3000

北九州子ども劇場
093（884）3834【福島】

無形文化遺産　狂言へのお誘い
大蔵流狂言『口真似』『仏師』『武悪（ぶあく）』茂山忠三郎特別出演

7/18㈪・㈷ 14:00
一般 ......................￥3000
学生 ......................￥1000
※その他券種あり

北九州狂言愛好会
090（2711）4220【河原】

外山啓介　ピアノ・リサイタル 障

モーツァルト、ベートーヴェン、ショパンのピアノ・ソナタなど
7/24㈰ 15:00

S席 ........................￥4800
A席 .......................￥3800
U-25A席..............￥2000

北九州労音
093（571）0227【野知】

「8・6平和のつどい」
青い空は青いままで　～武力で平和はつくれない～

8/6㈯ 18:00 無　料 8・6平和のつどい実行委員会
093（953）0381【岩井】

「歌で紡ぐ平和への祈り」
～ウィーン・ドイツで研鑽を積んだ歌手たちの華麗なる饗宴～
『魂を揺さぶる音楽をとどける会』第1回記念コンサート

8/7㈰ 14:00
一般 .............................￥5000
18歳以下（小～高校生） ...￥1500
※その他券種あり

音楽企画グラーツィエ
090（5726）0651【萬田】

2022北九州国際音楽祭市民企画事業
第13回湧き上がる音楽祭 in 北九州　オーケストラ演奏会
「ナガサキの郵便配達」イザベル・タウンゼント、黒田征太郎ほか

8/11㈭・㈷ 15:00
一般 ......................￥5000
学生（小～高校生） .....￥2500
※その他券種あり

北九州国際音楽祭市民企画委員会
090（3225）2532【蒲ヶ原】

合唱団はぐるま　第二回演奏会
曲目：混声合唱とピアノのための「鉄道組曲」　ほか

8/14㈰ 14:30 一般 ......................￥1000
高校生以下無料

合唱団はぐるま
090（5028）8458【渡邊】

2022北九州国際音楽祭市民企画事業
第13回湧き上がる音楽祭 in 北九州　オーケストラ演奏会
出演：精華女子高等学校吹奏楽部

8/28㈰ 16:00
一般 ......................￥2000
学生（小～高校生） .....￥1000
※その他券種あり

北九州国際音楽祭市民企画委員会
090（3225）2532【蒲ヶ原】

中
ホ
ー
ル

石原まり　チェロリサイタル　with 越智可奈子 7/9㈯ 15:00
一般 ......................￥3500
学生 ......................￥1500
※その他券種あり

080（9202）5985【石原】

14th 音の夢 ピアノコンクール　鳥栖ピアノステップ「北九州地区予選」
ピアノが大好きな方の練習成果を披露されます。ご来場ください

7/18㈪・㈷ 13:00

無　料

音の夢ピアノコンクール・
鳥栖ピアノステップ実行委員会
0942（83）7062【鈴木】

第33回未来っ子集まれ
ピアノ発表会。小中高生のピアノ演奏に興味のある方はどうぞ

7/31㈰ 13:00 ピアノ演奏グループ未来
093（921）1283【平岩】

第48回響会ピアノ発表会 8/5㈮ 13:30 響会
093（381）4186【青野】

映画「テレビで会えない芸人」「カランコエの花」 障

日本語字幕付き上映会 8/10㈬
11:00
14:00
18:30

一般 ......................￥1200
※その他券種あり

（有）九州シネマアルチ
092（712）5297

2022北九州国際音楽祭市民企画事業
第13回湧き上がる音楽祭 in 北九州　室内楽演奏会
ソプラノジョイントコンサート　出演：青木つくし、村田百美

8/12㈮ 19:00 ￥2000 北九州国際音楽祭市民企画委員会
090（3225）2532【蒲ヶ原】

海響ベーストライブ北九州公演
福岡・山口発！　ユーフォニアム、テューバ奏者によるアンサンブル

8/14㈰ 14:00
一般 ......................￥2500
小～大学生 ...........￥1000
※その他券種あり

070（8398）4809【塩田】

二野宮賀子　ソプラノリサイタル
感謝と祈りをこめて 約束　ロッシーニ　天使の糧　フランク

8/27㈯ 18:00 一般 ......................￥2500 二野宮賀子ソプラノリサイタル実行委員会
082（439）2114【二野宮】

2022北九州国際音楽祭市民企画事業
第13回湧き上がる音楽祭 in 北九州　室内楽演奏会
音楽復興支援　出演：黒川浩、山科佳子、栗山かなえ ほか

8/28㈰ 15:00
一般 ......................￥2500
学生（小～高校生） .....￥1500
※その他券種あり

北九州国際音楽祭市民企画委員会
090（3225）2532【蒲ヶ原】

交
流

プ
ラ
ザ

ウェルカムコンサート
マリンバ三重奏～出演：高松聡美、永岡真奈、白井小百合

7/14㈭ 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 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展から展観する
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

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㈰

企
画
展
示
室

ホログラフィ・アートの先駆者（パイオニア）　石井勢津子 障
ホログラム作品による美しく幻想的な空間を演出する大規模個展

7/16㈯
～9/4㈰

一般 ......................￥1300
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

北九州市中学校美術部合同展
洋画・日本画・彫刻・工芸

8/2㈫～
7㈰

9:30～
17:30

※最終日は
　16:30まで

無　料

北九州市立上津役中学校
093（611）2708【鍬本】

第45回書真書道展
書

8/18㈭
～21㈰

9:30～
16:00

書真書道会
090（9582）9318【清水】

令和4年度北九州地区美術・工芸展
（第41回北九州地区高等学校美術・工芸展）
北九州地区生徒研修会
洋画・日本画・彫刻・工芸

8/23㈫
～28㈰

9:30～
17:30

※最終日は
　16:00まで

福岡県立八幡中央高校
093（681）2335【新谷】
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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。



（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

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

相談方法

募集対象♪ 活動内容♪

練習会場♪ 募集スケジュール♪
会 費 等♪

北九州市及び近郊在住の小学４年生から高校２年生（17歳以下）
全パートを募集しています。
●弦 楽 器　ヴァイオリン※・ヴィオラ・チェロ・コントラバス
●木管楽器　フルート・オーボエ・クラリネット・ファゴット
●金管楽器　ホルン・トランペット・トロンボーン
●打 楽 器　全般
※ヴァイオリンは第５ポジション以上習得者が対象

月３回程度の定期練習、本番前等の強化練習、合宿練習
年１回の定期演奏会、スプリングコンサート

北九州市立大手町練習場（大手町ビル９F10F） ９月１日㈭～ 募集開始
９月25日㈰ 公開練習
10月２日㈰ 入団オーディション団費　月額4000円　他

〒803-0814  北九州市小倉北区大手町11-4 大手町ビル9F 大手町練習場内
TEL：093（583）5282　FAX：093（583）5055

問合せ先

音楽の大好きな仲間集まれ！！　楽器貸出制度あります！
楽器はなくてもみんなと一緒に演奏してみたいというお友だち大歓迎です。
※楽器貸出はヴァイオリン、フルートを除きます。詳細はお問い合わせください

北九州市ジュニアオーケストラ
団員募集

♪

北九州市ジュニアオーケストラ
北九州市ジュニアオーケストラ事務局

未経験者大歓迎小学4年生から！

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
９月（９・10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
　・6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

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
※6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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　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
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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。




