


　いのちのたび博物館は、2002（平成14）年11月３日に
自然史・歴史・考古の三つの博物館が一つになり、西日本
最大級の総合博物館として開館し、2022（令和４）年には
20周年を迎えました。おかげさまで、同年10月には総入館
者数が800万人を超え、またこの20年で市民の方はもちろ
ん県内外・海外からも多くのお客さまに訪れていただける
ようになり、日本を代表する博物館の一つに成長しました。

　このたび、当館は開館20周年を記念し、常設展の一部を
10年ぶりにリニューアルします。

　リニューアルの目玉は、何といっても大型恐竜「スピノ
サウルス」と大型哺乳類「エレモテリウム」です。
　まず大型恐竜「スピノサウルス」は、全長約14メートル
ある最大級の獣脚類で、白亜紀後期の約１億年前に生息し
ていた恐竜です。最近の研究では、スピノサウルスは水辺
での生活に適応していた可能性があると発表されました。
その研究成果に基づいて復元された全身骨格の展示として、
常設展示するのは「日本初‼」です。

　また、「エレモテリウム」は、絶滅したオオナマケモノ類
に分類されており、およそ150万年前に北アメリカに生息し
ていました。植物食の哺乳類で、全長約４メートルと巨大
な姿をしていました。今回展示するのは、その全身骨格標
本でとても迫力があり、常設展示は「西日本初‼」です。

　ほかには、アースモール新生代エリアにクジラ類「ヤマ
トケタス」や「コビレゴンドウ」の骨格標本、生物の多様
性館には約４メートルのイリエワニやマレーグマ、ミナミ
アフリカオットセイなどの剝製も新たに展示します。

　歴史ゾーンでは、約100年前の農家のかやぶき屋根のふ
き替えを行うほか、農家の中に入って、昔の着物やおもち
ゃ、暮らしの道具や生活の知恵など、日本の伝統的な遊び
や暮らしを畳の上で体験できるようになります。また、す
ぐそばのぽけっとミュージアムは、昔の米作り体感コーナ
ーに生まれ変わります。

　ほかにもまだまだ展示が替わるところがありますが、ご
紹介しきれませんので、あとはぜひご来館いただいて、見
ていただけると幸いです。

　なお、当館はリニューアル工事のため２月１日（水）か
ら３月３日（金）まで休館になります。休館中、大変ご迷
惑をお掛けいたします。リニューアルオープンは３月４日
（土）で、特別展「世界の野生ネコ科展」と同時に開館 
いたします。新しくパワーアップする博物館にぜひお越し
ください。

「エレモテリウム」展示イメージパース

かやぶき農家内のイメージパース

「スピノサウルス」展示イメージパース

ぽけっとミュージアムのイメージパース

北九州市立いのちのたび博物館
開館時間   午前9時～午後5時 

(最終入館は午後4時30分まで)
入 場 料   大人600(480)円、高大生360(280)円、小中生240(190)円
 ※  （　　）内は30人以上の団体料金 

詳細は、ホームページまたは博物館までお問い合わせください
 ※ 特別展の入場料など詳細はイベントカレンダーP9をご確認

ください
お問合せ   電話：093(681)1011 

ホームページ：https://www.kmnh.jp/
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北九州市立いのちのたび博物館　
10年ぶりにリニューアル

北九州市立いのちのたび博物館　普及課　企画係長
田平直幸  Naoyuki Tabira
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2月1日（水）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。



４年ぶり待望の新作公演、北九州芸術劇場との20年
の歴史
　北九州芸術劇場では2003年度の劇場開館より毎年、日本
を代表する舞踏カンパニー・山海塾の作品の上演を続けて
います。1975年に主宰・天

あま

児
がつ

牛
うし

大
お

によって設立された山海
塾は、1980年から現在に至るまで世界48カ国でワールド
ツアーを行い、国内外で高い評価を受け続けています。
　北九州芸術劇場は2005年度から山海塾の新作の共同プ
ロデュースに参加しており、共に創った作品が世界中で上
演され続けています。今作は共同プロデュースとしては７
作品目、そして北九州で迎える３度目の世界初演公演です。
北九州を出発点に、北九州芸術劇場の名前とともに山海塾
の作品が世界を旅するのです。
　2023年に北九州芸術劇場は開館20周年を迎えますが、
同時に北九州で山海塾作品の上演が始まってからも20年と
なります。その記念すべき年に、世界初演という特別な瞬
間を迎えます。
　新作については、タイトルも含め公演当日まで明かされ
ることはありません。会場に足を運んだ観客が、世界で初
めての目撃者となることができるのです。

世界中の観客を魅了するその作品性
　山海塾の作品は、演出・振付のほか、空間や衣装のデザ
インも総合的に天児牛大が創作しています。天児は一貫し
て舞踏を「重力との対話」と捉え、「誕生」「死」など人
間が誰しも直面するものの本質に迫っています。その作品
の普遍性、そして表現の芸術的強度が、世界中で高い評価
を得てきたゆえんです。

　舞台、そして客席までもが総合舞台芸術として創りあげ
られた山海塾の世界。客席に入った瞬間から山海塾の世界
にいざなわれていきます。人間の内的本質に迫る作品は、
観客自身の経験や感性、おのおののバックグラウンドやそ
の時々の自身の状態によっても見え方が変わります。どん
な年代の方にも、それぞれの感じ方でお楽しみいただける
はずです。山海塾の世界に身を委ねて、じっくり味わって
みてはいかがでしょうか。

美術コンセプト
　今作の美術は、舞踏との関わりの深い画家・中西夏之の
作品「カルテット―着陸と着水X」から着想を得ています。
これまでにも中西は『 縄

じょう

文
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頌
しょう

』（1981年）、『そっと触
れられた表面―おもて』（1991年）、そして前作『A
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―
薄明・薄暮』（2019年）などの舞台美術としても縁があり
ます。公演チラシには美術の一部が登場しているので、そ
こからどんな舞台になるのか思いを巡らせるのも面白いか
もしれません。コロナ禍を経て初めての新作となる本作が、
どのような作品となるのか期待が高まります。
　山海塾をほとんど毎年観

み

ることができる北九州芸術劇場
は、山海塾作品を最も美しい状態で鑑賞できる劇場ともい
われています。この北九州の地で、新たな作品が生まれる
世界初演の特別な瞬間に、どうぞお立ち会いください。

2019年「ARC―薄明・薄暮」

2015年「海の賑（にぎ）わい 陸（オカ）の
静寂―めぐり」

2013年「歴史いぜんの記憶―うむすな」

写真は全て　©Sankai Juku

北九州芸術劇場×山海塾 共同プロデュース 
山海塾「新作」世界初演
日　　時   3月18日（土）午後6時、19日（日）午後2時　 

※開場は開演の30分前
会　　場  北九州芸術劇場　中劇場
演出・振付・デザイン  天児牛大
美　　術   中西夏之「カルテット―着陸と着水Ｘ」より
音　　楽   加古隆、吉川洋一郎
舞 踏 手   蟬丸、竹内晶、市原昭仁、松岡大、石井則仁、岩本大紀、髙瀨誠、

伊藤壮太郎
料　　金   一般4500円、ユース2500円（24歳以下・要身分証提示）、 

高校生〔的〕チケット1500円（枚数限定、劇場窓口・電話／前売
のみ取扱、要学生証提示）

 ※全席指定　※未就学児入場不可（託児あり）
お問合せ   北九州芸術劇場　093(562)2655（午前10時～午後6時）
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北九州芸術劇場×山海塾 共同プロデュース

山海塾「新作」世界初演

北九州芸術劇場　劇場事業課　舞台事業・広報係
森下響子  Kyoko Morishita
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2月7日（火）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
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ー
ル

北九州市立思永中学校吹奏楽部　第25回定期演奏会 3/18㈯ 17:00 無　料 北九州市立思永中学校
093（561）0535

福岡県立小倉東高等学校 吹奏楽部　第33回定期演奏会 3/21㈫㈷ 15:30 ￥500
（当日券なし）

福岡県立小倉東高等学校
吹奏楽部

093（473）4466

福岡教育大学附属小倉中学校吹奏楽部　第27回定期演奏会 3/25㈯ 15:00 無　料
（要入場整理券）

福岡教育大学附属小倉中学校
093（541）8621

第35回 北九州市立霧丘中学校 吹奏楽部　定期演奏会 3/26㈰ 17:00

無　料

北九州市立霧丘中学校
093（931）6558

北九州市立緑丘中学校吹奏楽部　第22回定期演奏会 3/28㈫ 18:00 北九州市立緑丘中学校
093（381）4838

北九州市ジュニアオーケストラ　
第25回 チャリティースプリングコンサート 4/2㈰ 15:00 北九州市ジュニアオーケストラ事務局

093（583）5282

めぐみバレエアート30周年記念発表会 4/9㈰ 14:00 無　料
（要入場整理券）

めぐみバレエアート
090（1334）1088【空閑】

祝 市制60周年記念公演　フェアリードール（2幕）
真弓バレエスクール リサイタル 4/16㈰ 14:00

一般�����������������������￥2000
小学生以下保護者同伴に限り無料
※その他券種あり

真弓バレエスクール
090（9493）9784【大野】

北九州交響楽団第129回定期演奏会 4/23㈰ 15:00
一般�����������������������￥1300
学生（小学生以上）������￥��800
※その他券種あり

北九州交響楽団事務局
093（533）3456

北九州市制60周年記念／第61回北九州芸術祭
北九州市小倉少年少女合唱団　第56回定期演奏会 4/29㈯㈷ 15:00 ￥1000 北九州市小倉少年少女合唱団

090（5727）2087【坂場】

中
劇
場

北九州芸術劇場×山海塾 共同プロデュース
山海塾「新作」世界初演
世界で活躍する舞踏カンパニー、待望の新作をワールドプレミア！

3/18㈯ 18:00 一般���������������������������￥4500
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）265519㈰ 14:00

北九州市民劇場3月例会
文学座「昭和虞美人草」

3/20㈪ 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（582）7200

21㈫㈷�
～24㈮ 13:30

25㈯ 12:30

上野香織20周年記念コンサート 3/26㈰ 19:00
一般������������������������ ￥4000
学生（乳児～大学生）���� ￥2000
※その他券種あり

上野香織ジャズコンサート
実行委員会

080（9102）5664

第235回北九州市民寄席「柳家喬太郎独演会」 4/9㈰ 14:00 一般�����������������������￥4400
会員�����������������������￥3600

NPO法人古典落語を守る会
080（2024）4774

特別公演　無名塾「バリモア」
4/16㈰ 15:00 一般������������������������������￥9000

北九州市民劇場会員����￥4000
北九州市民劇場
093（582）720017㈪ 13:30

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
4月高学年部例会「子ども寄席」（落語協会） 4/23㈰

15:00 会費制
※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）383418:30

第15回建林悠子バレエスタジオ発表会 4/29㈯㈷ 16:30 一般�����������������������￥2500
※その他券種あり

建林悠子バレエスタジオ
090（2855）9631

小
劇
場

ぽこあぽこピアノ・リコーダー教室　発表会 3/5㈰ 13:30

無　料

ぽこあぽこピアノ・リコーダー教室
093（981）0082【三好】

ファゴット&ピアノコンサートと新作ツアー発表会 3/20㈪ 14:00 ワールド航空サービス
092（473）0111

クラシック音楽に親しむ講座生による発表会 3/22㈬ 14:00 クラシック音楽に親しむ講座
093（571）0373【別部】

ピアノとストーリーでめぐる北欧の旅 3/25㈯ 14:00
一般�����������������������￥2000
25歳以下��������������￥1000
未就学児無料

ピアノデュオ・フェリーチェ
080（1784）9992【宮川】

花より落語 4/8㈯ 14:30 一般�����������������������￥2500
※その他券種あり

北九州子ども劇場　�
小倉南ブロック
093（961）9176

AMODAリサイタル　 
マリンバ・ヴィブラフォン姉妹デュオ 4/14㈮ 18:30

一般�����������������������￥2000
学生（小～高校生）������￥1500
※その他券種あり

AMODA
080（1453）4125

歌とマリンバコンサート 4/15㈯ 14:00 無��料 090（3882）4445【島田】

PUYEY 5th season / 「劇トツ×20分」2022優勝公演
「おんたろうズ」
「劇トツ×20分」2022で優勝したおんたろうが帰ってくる！

4/22㈯ 19:00 一般���������������������������������￥2500
25歳以下������������������������￥1500
3歳以上～中学生以下����￥1000
※その他券種あり

PUYEY制作
090（9135）177923㈰ 11:00

15:00
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2月7日（火）15:00 までにご回答ください。
校了日は2月7日（火）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
e5フォトクラブ第二回展示会
写真

3/1㈬～7㈫
10:00～18:00

※初日設営終了後開場、最終日16:00まで

e5フォトクラブ
080（1259）2575

chanchan ART展
絵画など

3/8㈬～14㈫ NPO法人ChanChan夢企画
090（8406）1585

書苑会 金澤書道教室作品展
書道

3/16㈭～21㈫㈷ 10:00～17:00
※最終日16:00まで

書苑会�金澤書道教室作品展
093（321）4043

彩友会展
油彩・水彩

3/22㈬～28㈫
10:00～18:00

※初日設営終了後開場、最終日16:00まで

彩友会
093（964）0257

フォトコレクション1995〜
写真

3/29㈬～4/4㈫ 二科会写真部
090（9797）8306

Freestyle photo club 第５回 巡回展
写真

4/5㈬～11㈫ 10:00～17:00
※初日設営終了後開場、最終日16:00まで

Freestyle�photo�club
090（4519）9182�

カトレア画会作品展
絵画

4/26㈬～5/2㈫ 10:00～18:00
※初日設営終了後開場、最終日16:00まで

カトレア画会
093（561）9582

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

令和4年度 合唱組曲「北九州」演奏会
第1部／九州交響楽団�弦楽合奏　第2部／合唱組曲「北九州」

3/5㈰ 15:00
一般�����������������������￥2000
25歳以下��������������￥1000
※その他券種あり

（公財）北九州市芸術文化振興財団
音楽事業課

093（663）6661
響ホールリサイタルシリーズ 
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！達人たちが魅せる室内楽の極み！

3/11㈯ 15:00
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

愉快な仲間たちの愉快な演奏会
音楽×ダンス×演劇による最高の舞台体験を皆さまにお届けします！

3/12㈰ 15:00 一般�����������������������￥2000
高校生以下������������￥��500

愉快な仲間たち
090（7448）8577【森山】

第43回北九州市レディースコーラスフェスティバル
北九州市内、近郊のコーラスグループによる心温まる美しい歌声

3/18㈯ 10:30

無　料

（公財）北九州市芸術文化振興財団
音楽事業課

093（663）6661

ピアノ発表会 3/25㈯ 13:00 石井・塚本ピアノ教室
090（1169）8620【石井】

アンサンブルコンサート 3/26㈰ 14:30 篠崎ミュージックアカデミー北九州
093（921）0459【𠮷田】

第61回北九州芸術祭クラシックコンクール
北九州市民の音楽活動の高揚と若い音楽家の育成

4/2㈰ 9:30 北九州音楽文化連盟
090（1978）9202【橋本】

Spring Concert
第一部ソロ、第二部アンサンブル

4/8㈯ 14:30 京良城ピアノ教室
080（2745）3784

ピアノ科　室内楽発表会 4/9㈰ 14:00 篠崎ミュージックアカデミー北九州
093（921）0459【𠮷田】

室内楽の愉しみ
ヴァイオリン・クラリネット・ピアノが織り成す魅惑の室内楽

4/12㈬ 19:00 一般�����������������������￥4000
小～高校生������������￥2000

オフィス�F
090（8354）7335【二村】

音楽と福祉の繋がり 障 4/15㈯ 13:30 一般�����������������������￥1000
小～高校生������������￥� 200

Art�Studio�Kokura
093（967）8625【柿本】

女声合唱団フリューゲル・シャッツ30周年記念演奏会
曲目：「じぶんのための子守歌」「大きな愛」ほか

4/16㈰ 14:00 ￥1000
高校生以下無料

女声合唱団フリューゲル・シャッツ
093（591）1301【田本】

北九州メモリアル女声合唱団　第23回定期演奏会
曲目：名画名曲集、歌い続けたい名曲集ほか

4/23㈰ 14:00 無　料
（要整理券）

北九州メモリアル女声合唱団
090（7384）7090【持橋】

八幡東区平野1-1-1　 093（662）4010　北九州市立響ホール

会場 イベント 期　間 時　間 問合せ先
展
示
室

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

華麗な装飾文様の色絵・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

イベント 期　間 開　演 入　場　料 問合せ先

天空ライブ
演奏：�サックス�近藤タケユキ�　※各回約30分

3/4㈯
18:30 ［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）415119:30

門司区東港町1-32　 093（321）4151　門司港レトロ展望室門司
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2月7日（火）15:00 までにご回答ください。
校了日は2月7日（火）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

第72回門司区文化祭　四季のグループ創作ダンス発表会 3/12㈰ 14:00

無　料

門司文化団体連合会
093（331）6232

イースターカンタータミュージカル 3/24㈮ 19:00 麦わら帽子劇団
06（6567）1930

北九州市立門司中学校吹奏楽部　第22回定期演奏会 3/26㈰ 14:00 北九州市立門司中学校
093（321）3685

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 入　場　料 問合せ先
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㈬

9:00～
17:00

無　料

※別途入園料が必要

到津の森公園
093（651）1895

到津の森公園南側エントランス オープニング式典
リニューアルした南側入口のオープンに合わせてイベントを開催

3/26㈰ 10:00～
11:20

箱﨑誠 えんぴつ画作品展
鉛筆で描かれた動物イラスト約20点を展示

4/1㈯～
5/28㈰

9:00～
17:00

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

描くひと　谷口ジロー展 障

「孤独のグルメ」の原作漫画で知られる谷口ジローの原画展
3/18㈯～
5/14㈰ 11:00～

19:00
（入場は18:30まで）

一般�����������������������￥1000
中高生�������������������￥��500
小学生�������������������￥��250
※その他券種あり 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

収蔵作品展　陸奥A子 〜春のかおりに誘われて〜 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㈭～
5/21㈰

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

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

パイプオルガン体験教室
定員各回10名（応募者多数の場合は抽選）2/24応募締切

3/4㈯
［午前の部］
10:00

［午後の部］
13:30

参加費�������������������￥2000
※要事前申込

北九州ソレイユホール
093（592）5405

ファミリーステージ ウルトラ６兄弟
THE�LIVE　ウルトラマン編～小さな勇気と絆の力～

3/5㈰ 12:30
15:00

全席指定���������������￥3300
※その他券種あり

ピクニックチケットセンター
050（3539）8330

前川清ファミリーコンサート 3/8㈬ 13:00 全席指定���������������￥6800 ソワード株式会社
0956（22）2036

ランチタイム ワンコイン パイプオルガンコンサート 3/17㈮ 12:00 全席自由����������������� ￥500 北九州ソレイユホール
093（592）5405

大黒摩季 30th Anniversary Best Live Tour 2022-23 3/19㈰ 17:00
全席指定���������������￥7800
学生割引���������������￥4800
キッズ割引������������￥2800

GAKUONユニティ・フェイス
0985（20）7111

細川たかし・長山洋子 〜ふたりのビッグショー〜 3/22㈬ 18:00 プレミアム席��������￥8000
SS席����������������������￥6800

夢グループ
0570（666）443

第34回西日本医科学生オーケストラフェスティバル 3/25㈯ 18:00 全席自由����������������� ￥500
※その他券種あり

西日本医科学生オーケストラ連盟
090（4419）9243【原島】

第15回 門司学園定期演奏会 3/26㈰ 18:00 有　料
（要問い合わせ）

門司学園吹奏楽部保護者会
080（6159）2386

ワンワンわんだーらんど　〜パラダイス編〜 4/8㈯ 13:00
16:00

A席������������������������￥3000
B席������������������������￥2500

NHKプロモーション
03（5790）0888

北九州オペラシティ音楽祭2023 4/16㈰ 17:00
全席自由���������������￥3500
学生�����������������������￥2500
※その他券種あり

シンフォニー合唱団
0120（012）788

イベント 期　間 時　間 問合せ先
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㈰ 9:00～17:00 松永文庫
093（331）8013

門司区西海岸1-3-5（旧大連航路上屋1F）　 093（331）8013　松永文庫 入場無料門司

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

北九州市ができるまで 〜戦後復興の軌跡〜
市制60周年記念企画展。終戦から北九州市誕生までを振り返る

2/4㈯～
5/7㈰

9:30～
18:00

（入場は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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2月7日（火）15:00 までにご回答ください。
校了日は2月7日（火）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

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（3月）
子ども向けアニメの上映「ブレーメンの音楽隊」「ひなまつり」

3/5㈰ 10:30

北九州市立こども文化会館
093（592）4152

てあとる☆もんど＆劇団「笑夢優花」合同演劇公演
劇「マナと氷の女王」

3/12㈰ 14:00

おはなしワールド（3月）
読み聞かせ・紙芝居など　出演：ブックネットワーク北九州

3/18㈯ 14:00

ファミリー人形劇場
人形たちが楽しい生演奏に合わせて演技します

3/26㈰ 13:30

こどもシアター（4月）
アニメ「はじめにおぼえる交通安全」「おれたち、ともだち」

4/9㈰ 10:30

おはなしワールド（4月）
読み聞かせ・紙芝居など　出演：ブックネットワーク北九州

4/22㈯ 11:00

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

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

西日本工業大学 デザイン学部 卒業制作優秀作品展 3/4㈯～
12㈰

10：00～
18：00

（入館は17:30まで）

無　料
西日本工業大学
093（563）3221

門司港美術工芸研究所20周年記念展 3/17㈮
～26㈰

北九州市立美術館分館
093（562）3215面構・片岡球子展　たちむかう絵画 障

日本画家片岡球子の「面構（つらがまえ）」シリーズを展示
4/8㈯～
5/21㈰

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

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

企
画
展
示
室

北九州、文化運動の軌跡
同人誌、サークル誌、職場雑誌から文化運動の軌跡をみる 3/1㈬～

31㈮
9:30～
18:00

（入館は17:30まで） 無　料 北九州市立文学館
093（571）1505

第二回 日本現代川柳作家展
全国の川柳作家の作品を展示

アメリカ文学　その広大さと多様さ（第45回光草書道展）
アメリカ文学をテーマとした書道の展示

4/29㈯㈷
～5/7㈰

10:00～
18:00

（入館は17:30まで）

小倉北区城内1-2　 093（582）2747　北九州市立小倉城庭園 
イベント 期　間 時　間 入　場　料 問合せ先

小倉織に触れようワークショップ
織機を使用した小倉織体験ワークショップ。ぜひご予約ください

12/19㈪
～3/19㈰

10:00～
17:00

参加費�������������������￥1500
（別途入場料が必要） 小倉城庭園

093（582）2747花見茶会
桜の名所小倉城を眺めながらお抹茶をどうぞ

3/19㈰ 9:30～
15:30

一般�����������������������￥2000
中小生�������������������￥��700
（薄茶席2席、入場料含む）

会場 イベント 期　間 開　演 入　場　料 問合せ先

ホ
ー
ル

小倉高校OB吹奏楽団 スプリングコンサート
演奏会（吹奏楽）

3/26㈰ 15:00 無　料 小倉高校OB吹奏楽団
090（4701）3710【阿萬】

劇団ひまわり北九州公演「三女神の約束」
演劇公演の発表

4/22㈯ 18:00
￥4000 劇団ひまわり

092（752）1077【五島】23㈰ 13:00

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 開　演 入　場　料 問合せ先
企
画
展
示
室

短編映画「ポーの彼方」上映会 
北九州オールロケ。花野純子オリジナル作品。ポー「大鴉」原作

3/25㈯
13:00
15:00
17:00
19:00

￥500 花野組北九州
070（5690）1258

北九州市立松本清張記念館 小倉北区城内2-3　 093（582）2761　

会場 イベント 期　間 開　演 問合せ先

ホ
ー
ル

いきものトーク
河川観察窓の前で生き物の説明をします

3/5㈰
4/2㈰

13:00 北九州市立水環境館
093（551）3011おとぎぞうしの会

朗読劇（1時間程度）を行います
4/9㈰

小倉北区船場町1-2　 093（551）3011　水環境館 入場無料
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2月7日（火）15:00 までにご回答ください。
校了日は2月7日（火）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

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 入　場　料 問合せ先

大
ホ
ー
ル

全国吟詠コンクール北九州予選 3/19㈰ 10:00

無　料

福岡県吟剣詩舞道総連盟
北九州地区事務局

090（2513）9199【楠本】

絆コンサート Naomiʼs Memorial 2023 4/1㈯ 13:00 混声合唱団　四季
090（8359）4772【平岡】

第45回 毎日吟士権吟詠コンクール大会 4/2㈰ 10:00 毎日新聞社西部本社
090（3463）0808【冨永】

第61回 北九州芸術祭　吟詠剣詩舞大会 4/23㈰ 10:00 北九州吟剣詩舞アカデミー
090（1924）1357【井ノ口】

会場 イベント 期　間 時　間 問合せ先

新
館
７
階 

大
画
廊
・
小
画
廊

ギメル　スプリングコレクション
ジュエリー

3/3㈮～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

村上玄輝　展
陶芸

4/13㈭～17㈪

新
館
７
階
大
画
廊

重水雅彦　硝子彫刻展 3/8㈬～14㈫

〜遊牧民の絨緞展〜　キリム＆ギャッペ 3/15㈬～21㈫㈷
現代の名工　受賞記念　小石原焼　太田哲三窯 仕事展
陶芸

3/22㈬～28㈫

天　紫生　絵画展 3/29㈬～4/4㈫

写実絵画　安田祐三展 4/5㈬～11㈫

小暮真望　版画展 4/19㈬～25㈫

太田耕治　創作藍染展 4/26㈬～5/2㈫

新
館
７
階
小
画
廊

〜西洋の美〜　ヨーロッパアンティーク展 3/8㈬～14㈫

増田由美　絵画展 3/15㈬～21㈫㈷

太田潤　手吹き硝子　仕事展 3/22㈬～28㈫

逆瀬川京子　ステンドグラス展 3/29㈬～4/4㈫

伊賀焼　風来窯　瀧本湖久　作陶展 4/5㈬～11㈫

松尾彩加　油彩画展 4/19㈬～25㈫

木下栄司　作陶展　日本工芸会正会員 4/26㈬～5/2㈫

小倉北区船場町1-1　 093（522）3111㈹　小倉井筒屋 入場無料

小倉北区城内2-1　 093（561）1210　小倉城
イベント 期　間 時　間 入　場　料 問合せ先

小倉城冬のライトアップ　特別な光の演出 Colorful night
小倉城一帯をライトアップする　光のエンターテインメント！！

3/3㈮�
～5㈰ 17:30～

21:00

一般������������������������� ￥800
中高生以上�������������� ￥500
小学生以下無料
（小倉城天守閣入城料込）

小倉城
093（561）1210

10㈮�
～12㈰

小倉城桜まつり
春のイベントいっぱい！小倉城武将隊「武蔵小次郎編」も上演！

3/25㈯
～4/9㈰

10:00～
17:00 小倉城天守閣入城料

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

STARFLYER Presents
TIGER & BUNNY 2 デジタルスタンプラリー 

（北九州・下関の観光スポット計6カ所）
小倉城では「鏑木・T・虎徹」さんの等身大パネルがお出迎え！

R4�11/1㈫～
R5�3/31㈮

9:00～
19:00

※4月以降は20:00まで

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

小倉南美術協会写真部展
会員・会友の作品及び昨年協会展で入賞した作品の展示

3/1㈬～12㈰

9:00～22:00

黒水律子
090（8410）9793

歴史物語「いざ鎌倉」紙芝居原画展
歴史物語の紙芝居展示

3/13㈪～27㈪ 村松　正
093（541）2501

青空写真同好会　写真展
花、野鳥、風景などの写真

4/9㈰～20㈭ 谷村信夫
093（581）2522

ホ
ー
ル

第17回発掘レポート最前線！
―令和4年度北九州市遺跡発掘報告会―
最新の発掘調査成果などについて報告します

3/5㈰ 13:30～15:10
（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

３・４
月
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2月7日（火）15:00 までにご回答ください。
校了日は2月7日（火）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

会場 イベント 期　間 開　演 入　場　料 問合せ先

大
ホ
ー
ル

2023 スプリングコンサート 3/19㈰ 13:30

無　料

北九州市立高須中学校
090（8833）6869【村上】

北九州市立若松中学校　第25回定期演奏会 3/21㈫㈷ 14:00 北九州市立若松中学校
093（751）2030【矢野東】

北九州市立高須中学校　第23回定期演奏会 3/26㈰ 14:00 北九州市立高須中学校
090（8833）6869【村上】

北九州市立洞北中学校　第5回定期演奏会 3/27㈪ 18:00 北九州市立洞北中学校
093（741）1234

北九州市立向洋中学校　第23回定期演奏会 3/28㈫ 18:00 北九州市立向洋中学校
093（761）3097【濱田】

フラフェスティバル in 北九州 4/2㈰ 12:00 ￥1000 フラフェス北九州実行委員会
090（4588）5609【田原】

小
ホ
ー
ル

産業医科大学演劇部創部20周年記念公演 3/11㈯ 14:00
18:30 無　料 産業医科大学　演劇部

080（4000）2243【村松】

若松区本町3-13-1　 093（771）8131　若松市民会館

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 春の特別展 障

「世界の野生ネコ科展　しなやかに、美しく、そして最強！」
超肉食獣であるネコ科の特徴と多様性を剥製や映像などで紹介

3/4㈯～
5/7㈰ 9:00～

17:00
（入館は16:30まで）

大人������������������������� ￥700
高大生��������������������� ￥500
小中生��������������������� ￥400

いのちのたび博物館
093（681）1011

企画展「北九州市制60周年記念　北九州市の誕生とその時代」 障

北九州市誕生の経緯やその後の歩みを時代背景とともに振り返る
3/4㈯～
6/18㈰

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

歴史友の会講演会「九州の古墳時代と鏡」
講師：九州大学准教授�辻田淳一郎氏�（当日先着順）

3/11㈯
13:30 資料代��������������������� ￥500歴史友の会講演会「小倉城主−毛利・細川氏−」

講師：当館�歴史友の会会長�永尾正剛氏��（当日先着順）
4/8㈯

歴史探訪「北九州の文化財を歩く【長野城】」
北九州市内最大規模の戦国時代の山城長野城跡を巡る

4/15㈯ 10:00 無　料
※要事前申込

室内講座「古文書読み方講座」
古文書を解読しながら地域の歴史を学ぶ実践的な講座

4/26㈬～
R6�3/27㈬ 13:30 資料代��������������������� ￥600

※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

「SCRAP ART」
さまざまな思い出が詰まった西鉄バスを活用したアート展

3/3㈮～
8㈬

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

親子で万華鏡づくり
小学生と保護者を対象としたワークショップ（定員15組）

3/11㈯ 13:30～
15:30

材料費��������������������� ￥500
※要事前申込

九州朝鮮中高級学校美術部展
「Connection」　〜地球分ノ海〜

3/18㈯
～20㈪

10:00～
18:00

※最終日16:00まで 無　料
虹水彩画会作品展
静物・人物・風景などの水彩画約40点

3/28㈫
～4/2㈰

10:00～
17:00

最終日16:00まで

ニットソーイング展示・即売会とワークショップ
作品展とニットソーイングのワークショップ

4/14㈮ 11:00～
18:00 材料費�������������������￥1100 090（9476）1661【鵜城】

15㈯ 10:00～
17:00

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

4/21㈮
～23㈰

10:00～
17:00

※�初日11:00から、�
最終日16:00まで

無　料 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

つくる展　ｰ TASKOファクトリーのひらめきをかたちにｰ 障

ものづくりのプロ集団「TASKO（タスコ）」による展覧会
3/18㈯～
5/14㈰

10:00～
18:00

（入館は17:30まで）

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

つくる展北九州会場事務局
（オフィスヤード内）
070（4035）2698

八幡東区枝光本町8-26　 080（3998）9007　枝光本町商店街アイアンシアター
会場 イベント 期　間 開　演 入　場　料 問合せ先

ホ
ー
ル

人形アーティストクサボンの図工アートな時間　〜春〜（仮）
アップサイクルなワークショップ等�詳細はアイアンシアターHPへ

3/4㈯～
5㈰ 10:30 展示��無料

ワークショップ�要参加費
枝光本町商店街アイアンシアター

080（3998）9007

劇団C4　25周年記念プレ公演  
「香子と明日子と天使のケーキ」
作・演出　大福�悟/劇団C4

3/11㈯ 14:00
19:00 一般�����������������������￥2500

学生�����������������������￥1500
※その他券種あり

劇団C4
093（931）810812㈰ 12:00

17:00
ス
タ

ジ
オ

石井則仁　舞踏ワークショップ
山海塾のソリスト舞踏家石井則仁によるWS　詳細はツイッターから

3/10㈮ 19:30 ￥3500 枝光本町商店街アイアンシアター
080（3998）9007

３・４
月
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2月7日（火）15:00 までにご回答ください。
校了日は2月7日（火）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

第52回福岡県ろうあ者耳の日記念集会 3/5㈰ 13:00 会員�����������������������￥2000
※その他券種あり

（特非）北九州市聴覚障害者協会
093（881）0114【大澤】

福岡県立東筑高等学校吹奏楽部　第38回定期演奏会 3/19㈰ 17:00 一般�����������������������￥1000
学生�����������������������￥��500

福岡県立東筑高等学校
093（691）0050【園田】

北九州市ジュニアOBオーケストラ特別公演 3/21㈫㈷ 15:00 ￥1000 北九州市ジュニアOBオーケストラ
080（1727）3838

福岡県立八幡南高等学校吹奏楽部　第27回定期演奏会 3/24㈮ 18:30 ￥500 福岡県立八幡南高等学校
093（611）1881

第61回北九州芸術祭
第49回剣詩舞邦楽大会 4/2㈰ 12:00

無　料

北九州剣詩舞邦楽協会
080（6446）6575【中司】

音楽教室発表会
4/8㈯ 14:30 ㈱河島楽器店北九州

093（631）05069㈰ 9:30

藤永流―心ひとつにして― 4/16㈰ 12:00 一階指定席������������￥5000
二階自由席������������￥3500

民謡藤永流藤永会
093（611）2763

中
ホ
ー
ル

HIBIKI弦楽五重奏団
バッハの真髄　ゴルドベルグ変奏曲全曲演奏会 3/25㈯ 14:00

一般�����������������������￥2500
学生�����������������������￥1500
※その他券種あり

HIBIKI弦楽五重奏団
080（2724）0718【平野】

北九州子ども劇場　地域のための舞台公演（こぶた）
人形劇「かくれんぼしているのだあれ」 3/31㈮ 11:00 ￥1000 北九州子ども劇場

093（884）3834

フェリーチェ声楽発表会 4/1㈯ 14:30 無　料 Felice（フェリーチェ）
090（3661）6438【江崎】

古賀千恵ピアノリサイタル 4/16㈰ 14:00 一般�����������������������￥3000
学生�����������������������￥1500

古賀千恵ピアノリサイタル実行委員会
090（7154）2684

谷口雄紀ピアノリサイタル　リスト紀行シリーズⅢ 4/22㈯ 14:00 一般�����������������������￥3000
学生�����������������������￥1000

Yʼs音楽コーポレーション
092（483）1343【見上】

ムジーク エスポアール　ジュニアピアノコンサート 4/29㈯㈷ 13:00 無　料 ムジーク�エスポアール
080（4697）2010

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

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
二川秀臣版画展　長崎街道の宿場町 障

街道・宿場町の版画を制作する二川秀臣の作品展
4/29㈯㈷
～6/25㈰

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

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

3/11㈯
12:00～13:00 北九州JAZZ�BOSSA-NOVA�CLUB

093（671）0411【石橋】4/8㈯

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

マジシャン小川のマジックショー
マジックパフォーマンスをご家族でお楽しみください☆

3/12㈰
13:00
15:00

無　料
北九州市立子どもの館
093（642）5555

大道芸人フーミンのパフォーマンスショー
ドキドキわくわくのあしながパフォーマンスです♪

3/21㈫㈷

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！

4/5㈬ 13:00～
15:00

み
ん
な
の

ひ
ろ
ば

春休み子どもの館祭り〜3密回避で楽しもう〜
ミニ新幹線や日替わりゲーム・くじなどをご家族で楽しめます

3/25㈯
～31㈮

13:00～
16:00

（チケット販売15:50まで）
各ブース1回����������� ￥100

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

イベント 期　間 時　間 問合せ先

北九州芸術祭総合美術展
染織・日本画・水墨画・表装

4/4㈫～30㈰ 9:30～17:30 北九州文化連盟
093（682）1591

３・４
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2月7日（火）15:00 までにご回答ください。
校了日は2月7日（火）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

第12回小倉駐屯地定期演奏会
詳細は陸上自衛隊小倉駐屯地（公式）twitterをご確認ください

3/4㈯ 14:00 無　料
※要事前申込

陸上自衛隊　小倉駐屯地
093（962）7681【内線219】

人形浄瑠璃「文楽」
太夫、三味線、人形の三位一体が織りなす日本の伝統芸能

3/5㈰
［昼の部］
13:30
［夜の部］
18:00

一般�����������������������￥3000
学生（小～大学生）������￥1500
※その他券種あり

北九州芸術劇場
093（562）2655

第18回戸畑区吹奏楽合同演奏会 3/12㈰ 13:30 無　料 北九州市立高等学校
093（881）5440【田中】

第30回とばたチャリティー芸能フェスティバル 3/18㈯ 10:00 ￥500 戸畑区役所コミュニティ支援課
093（871）1502【山本】

能楽 「郷土の宝を舞う 『和布刈』」
北九州（門司）のご当地演目である『和布刈』を見てみませんか

3/19㈰ 14:00 一般（小学生以上）�������� ￥500
未就学児無料

『能楽』で地域活性実行委員会事務局
（北九州商工会議所産業振興課内）

093（541）0185
北九州からの発信　 
渡辺知子一座♪生命が光る/みんないっしょに生きている
ステージいっぱいに、命の輝きを音楽やトークでお届けします♪

3/21㈫㈷ 14:00 一般�����������������������￥2500
※その他券種あり

渡辺知子音もだちクラブ
090（3667）4507【渡辺】

九州国際大学付属高等学校吹奏楽部　第27回定期演奏会
吹奏楽曲、映画音楽、POPSを演奏します

3/31㈮ 18:00 無　料
（要整理券）

九州国際大学付属高等学校吹奏楽部
093（671）8440【西村】

第61回芸術祭　第7回大正琴コンサート
天城越え、夜桜お七、酒よ、大空と大地の中で、雪の降る町を演奏

4/8㈯ 13:00
無　料

北九州大正琴文化連盟
090（2501）5251【古森】

北九州芸術祭　箏・三絃・尺八演奏会
箏・三絃・尺八による古曲・新曲の演奏会です

4/9㈰ 11:00 北九州文化連盟
090（4775）6898【浅成】

北九州名流選 4/16㈰ 11:00 一般�����������������������￥5000 北九州文化連盟
090（1084）1180【花柳】

北九州交響吹奏楽団　第70回定期演奏会 4/23㈰ 15:00
一般������������������������� ￥800
高校生以下無料
※その他券種あり

北九州交響吹奏楽団
090（3416）4181【杉名】

北九州フィルハーモニック吹奏楽団　第34回定期演奏会
歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」、昭和演歌メドレーほか

4/29㈯㈷ 15:00
一般������������������������� ￥500
小学生以下無料
※その他券種あり

北九州フィルハーモニック吹奏楽団
080（1743）8879【谷内】

九州交響楽団　第74回北九州定期演奏会
指揮：太田弦　サクソフォーン：須川展也

4/30㈰ 15:00
S席�������������������������￥4000
A席������������������������￥3000
小～大学生������������￥1500

九響チケットサービス
092（823）0101

中
ホ
ー
ル

ピトレ弦楽奏団　第4回北九州公演
ライトクラシック＆絵と語りと音楽による新美南吉の世界

3/12㈰ 14:00
一般�����������������������￥3000
中～大学生������������￥2000
小学生以下������������￥1000
※その他券種あり

ピトレ弦楽奏団
090（4997）1957【池田】

肌埜綾将　28th Special Birthday Live 3/19㈰ 16:00 一般�����������������������￥3000 070（1577）7161【肌埜】

2023年 ヴァイオリン・チェロ演奏会 3/21㈫㈷ 13:45

無　料

スズキ・メソード北九州
090（6421）0792【小川】

ポプラの会ピアノ発表会
ソロ・連弾演奏あり

4/15㈯ 12:30 ポプラの会
093（645）4237【小野】

アテカPiano Class　ピアノコンサート 4/16㈰ 14:20 アテカ　Piano�Class

矢持真希子　ピアノリサイタル
バッハ：フランス組曲第3番、ショパン：ピアノソナタ第3番など

4/22㈯ 14:00 一般�����������������������￥2500 矢持真希子後援会
090（3548）6272【矢持】

青木つくし　ソプラノリサイタル
田中香織さんをお迎えして、芥川龍之介の「蜘蛛の糸」全曲

4/23㈰ 14:30 一般�����������������������￥2000
高校生以下������������￥1000

北九州演奏家グループ「虹の会」
090（7152）6261【青木】

THE CONCERT OF LITTLE PIANISTS-29 4/30㈰ 12:30
無　料

うめざきあきピアノ教室
090（7926）4787【梅﨑】

交
流 

プ
ラ
ザ

ウェルカムコンサート
出演：肌埜綾将

3/9㈭ 12:20 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
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　 障  
特集　浮世絵に見る江戸の名所（前期）
当館の浮世絵コレクションから葛飾北斎らの名所絵などを展示

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コレクション展Ⅲ　 障  

特集　浮世絵に見る江戸の名所（後期）
当館の浮世絵コレクションから葛飾北斎らの名所絵などを展示

3/18㈯
～5/7㈰

企
画
展
示
室
・
ア
ネ
ッ

ク
ス
市
民
ギ
ャ
ラ
リ
ー

北九州芸術祭総合美術展
①洋画・彫刻・書道・写真・陶芸　②水彩画

①4/4㈫
～16㈰ 無　料 北九州文化連盟

093（682）1591②5/16㈫
～21㈰

企
画
展
示
室

スイス　プチ・パレ美術館展 障

63点の油彩画からフランス近代美術の軌跡をたどる
4/22㈯～
6/18㈰

一般�����������������������￥1500
高大生�������������������￥1000
小中生�������������������￥��800
※その他券種あり

北九州市立美術館
093（882）7777
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2月7日（火）15:00 までにご回答ください。
校了日は2月7日（火）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

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
５月（５・６月号）です

掲載情報について　 休館日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
　・2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

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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■編集・制作／（公財）北九州市芸術文化振興財団　経営企画室　〒 803-0812 北九州市小倉北区室町 1－1－1－11－5F
　TEL:093（562）2520　FAX:093（562）3029　E-mail:culcul@kicpac.jp　北九州市印刷物登録番号 第2210005A号
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2月7日（火）15:00 までにご回答ください。
校了日は2月7日（火）です。


