


　写真家・文筆家・画家として多方面に活躍する藤原新也
の大規模な個展を、北九州市立美術館分館、北九州市立文
学館の2会場で開催します。
　藤原新也は、1944年に福岡県門司市（現北九州市門司
区）に生まれました。少年時代を門司港で過ごし、16歳の
時に大分県別府市鉄輪に移り住みます。高校を卒業後上京
し、東京藝

げい

術
じゅつ

大学美術学部に入学。大学在学中にインドを
旅し、70年に雑誌「アサヒグラフ」において「“インド発
見”100日旅行」というフォトエッセーの連載をスタート
します。インドの旅の後、藤原はチベット、台湾、韓国な
どアジア各地へと渡り、写真とエッセーによる『インド放
浪』『西

チベット

蔵放浪』『逍
しょう

遙
よう

游
ゆう

記
き

』など次々と発表します。ア
ジアの旅を終えた藤原は、現代の日本社会へと視点を向け
ます。80年代以降は事件や少年犯罪など現代の日本を検証
し、83年には単行本『東京漂流』がベストセラーとなりま
す。また同年に発表された『メメント・モリ』は若者たち
のバイブルとなりました。

　「本当の死が見えないと本当の生も生きられない。」
（『メメント・モリ』1983年／情報センター出版局）

　「メメント・モリ」という言葉はラテン語で「死を想
おも

え」を意味します。本書は、藤原が70年代から80年代まで
世界各地を旅し捉えてきた写真と、そこに添えられた言葉
で構成された1冊です。生と死を見つめ写し出された鮮烈
な写真と言葉の数々は、刊行から40年近く経ながらも多く
の読者に読み継がれ、影響を与え続けています。

　89年には、アメリカを起点に、アイルランド、パリなど
に足をのばします。帰国後は郷里の門司港を題材にした
『少年の港』、同じく門司の少女を撮影した『千年少女』、
また沖縄、伊勢、富士、沖ノ島など日本各地に向かい取材
してきました。
　そして、東日本大震災から現在もなお世界中で猛威を振
るう新型コロナウイルス。藤原はこの10年の災

さい

禍
か

を「祈
り」という思いのなか、私たちの「いま」を捉えてきまし
た。

　社会を鋭い視点で見つめる藤原の活動は、写真や文筆の
みならず、絵画、書など多岐に及びます。本展では、藤原
の多彩な仕事を立体的にご紹介するとともに、「祈り」を
キーワードに初期作から最新作までの作品を一堂に展示し
ます。郷里北九州の地で初の大規模な個展となる「祈り・
藤原新也」展。北九州市立美術館分館、北九州市立文学館
の2館併せてぜひご覧ください。

C u l C u l  F e a t u r e  A r t i c l e sかるかる特集

祈り・藤原新也

北九州市立美術館　学芸員
清田幸枝  Yukie Kiyota

北九州市立美術館分館×北九州市立文学館

©Shinya Fujiwara

北九州市立美術館分館、北九州市立文学館の2会場で同時開催
会　期   9月10日（土）～11月6日（日）
休館日   月曜日（ただし月曜日が祝日の場合は開館し、翌火曜日に休館）
観覧料  2会場分 
　一般1400（1200）円、高大生1100（900）円、小中生700（500）円
※（　）内は前売りおよび20名以上の団体料金
※ 北九州市在住の65歳以上の方は2割減免（公的機関発行の証明書等
の提示が必要）
※障害者手帳を提示の方は無料

美術館分館 文学館
所在地 小倉北区室町1の1の1

（リバーウォーク北九州5F）
小倉北区城内4の1

開館時間 午前10時～午後6時
（入館は午後5時30分まで）

午前9時30分～午後6時
（入館は午後5時30分まで）

お問合せ 093（562）3215 093（571）1505

祈り・藤原新也
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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。



　松本清張没後30年にあたる本年、当館では、国立台湾文
学館と共同で企画展「遺

のこ

された指紋――松本清張と台湾ミ
ステリー小説」を開催しています。

注目の台湾ミステリー
　近年、華文ミステリーが話題となっています。中でも新
しい台湾作家の活躍は、日本をはじめ海外からも注目され
始めています。昨年は、日本のブックランキング海外部門
で、紀

き

蔚
うつ

然
ぜん

『台
タイ

北
ペイ

プライベートアイ』がベスト10にランク
インしました。独特のユーモアと風刺で、台湾の社会・文
化・人々を描いた、メード・イン・台湾のミステリー小説
です。

台湾でも人気の日本ミステリー
　台湾で読まれるミステリー作品の中には、日本の小説も
多く含まれています。日本で人気の小説は、いち早く台湾
の書店にも並び、多くの読者が新作を心待ちにしています。
このような日本ミステリー人気のきっかけの一つが、1980
年代の松本清張ブームでした。
　日本において70年代の清張は人気絶頂でしたが、台湾で
はほとんど知られていませんでした。80年代に入ると、台
湾政府の戒厳体制緩和に伴い、清張作品が数多く翻訳出版
されて一大ブームとなります。長い飢餓状態にあった読者
の反動は大きいものでした。さらに清張人気を後押しした
のが映画『砂の器』の上映でした。日本で74年に公開され
た本作は、85年に台湾の映画館で上映され、素晴らしい興
行成績を記録しました。この人気によって『砂の器』は4
社もの出版社から翻訳出版されるという現象が起こったの
です。

遺された指紋は誰のもの？
　「台湾文学」というアイデンティティーを獲得するまで、
多くの苦難を乗り越えてきた台湾は、その過程において日
本の文学を受容しました。本展では、その影響関係や、清
張作品の受容、そこから進化を遂げた現在の台湾ミステリ
ー、日本ミステリーの状況についてもご紹介します。
　日台の文学史をひもとけば、日本統治時代の台湾で育ま
れた文芸活動があり、戦後日本で活躍する台湾出身作家の
姿があります。相互に深く関わりながら、独自の文学が形
成されていったのです。ミステリー小説の世界でも、日本
と台湾それぞれが独創的な小説を生み出し、今では多くの
読者を魅了しています。
　ところで、企画展タイトルにもなっている「指紋」です
が、指紋研究発祥の地が日本であることを皆さんご存じで
しょうか？　1880年、来日中のイギリス人ヘンリー・フォ
ールズによって「ネイチャー」に発表された論文がきっか
けで始まったとされています。彼は日本の指印の習慣や、
土器に遺された古代人の指紋にヒントを得たそうです。
　日本と台湾のミステリー小説には、どんな指紋が記され
ているでしょう。さあ、ルーペを片手に、松本清張記念館
まで足をお運びください！

C u l C u l  F e a t u r e  A r t i c l e sかるかる特集

遺
のこ

された指紋―松本清張と 
 台湾ミステリー小説

北九州市立松本清張記念館　学芸員
栁原暁子  Akiko Yanagihara

松本清張没後30年記念
国立台湾文学館・北九州市立松本清張記念館　共同企画展示

会　場   北九州市立松本清張記念館地階企画展示室
会　期   7月29日（金）～10月23日（日）
休館日   月曜日（休日の場合は翌日）、館内整理日、臨時休館は記念館ホー

ムページを確認するか直接お問い合わせください
観覧料   常設観覧料に含む

一般600（480）円、中高生360（280）円、小学生240（190）円
※（　）内は団体料金

お問合せ   093（582）2761
https://www.seicho-mm.jp/

松本清張没後30年記念
国立台湾文学館・北九州市立松本清張記念館　共同企画展示
「遺された指紋―松本清張と台湾ミステリー小説」
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7月22日（金）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
※8月3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

合同保育まつり 9/4㈰ 13:15 無　料 （一社）北九州市保育所連盟
093（661）2153

ピーター・ライト版「ジゼル」全2幕 9/10㈯ 13:30
1階S .....................￥9000
2階A ....................￥6000
3階B .....................￥3000
※その他券種あり

（公財）スターダンサーズ・バレエ団
03（3401）2293

池端克章×Stringsコンサート 9/19㈪㈷ 17:00 S席 ........................￥5000
A席 .......................￥4000

（株）BESTIE
093（391）0111

九州交響楽団　第73回北九州定期演奏会 9/24㈯ 15:00
S席 ......................... ¥4000
A席 ........................ ¥3000
学生（小～大学生） ...... ¥1500
※その他券種あり

（公財）九州交響楽団
九響チケットサービス
092（823）0101

Parts Of Live 9/25㈰ 17:00 ¥500
Parts Of Life
吉松　優太

090（9794）2343
第32回　童謡まつり&合唱音楽祭 10/1㈯ 13:00 無　料 小倉工業倶楽部事務局

093（541）2114【中山】

彩の国シェイクスピア・シリーズ
「ヘンリー八世」
演出・吉田鋼太郎×主演・阿部寛のタッグで新たな最強王の誕生！

10/14㈮ 16:00
S席 .......................¥13000
A席 ......................¥ 9000

インプレサリオ
092（985）895515㈯ 12:30

18:00
16㈰ 12:30

吉本興業110周年感謝祭　
西川きよしのコツコツ全国ツアー　福岡公演 10/23㈰ 13:00

17:00 ¥5500
※その他券種あり

FANYチケット問合せダイヤル
0570（550）100

北九州交響楽団　第128回定期演奏会 10/30㈰ 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

中
劇
場

第18回北九州ひまわり寄席　桂雀々独演会 9/10㈯ 13:00 ¥4000
※その他券種あり

㈱寿限無企画
090（2394）9866

北九州市民劇場9月例会　
俳優座劇場プロデュース　音楽劇「人形の家」

9/14㈬ 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

15㈭～
18㈰ 13:30

19㈪㈷ 12:30

「夜の女たち」
江口のりこ主演、女性たちの凄まじい生命力を描いたミュージカル

9/24㈯ 18:00 一般 .............................￥7500
ユース（24歳以下） ..........￥3500
高校生〔的〕チケット ...￥1500

北九州芸術劇場
093（562）265525㈰ 13:00

㈵北九州子ども劇場10月低学年部・高学年部合同例会
「おじいちゃんの口笛」（東京演劇アンサンブル） 10/2㈰ 15:00

19:00
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230回北九州市民寄席「春風亭昇太独演会」 10/16㈰ 14:00 一般 ....................... ¥4500
会員 ....................... ¥3700

㈱北九州市民文化センター
070（2628）8648【椛島】

北九州市民劇場　特別公演
青年劇場「あの夏の絵」

10/19㈬ 19:00 一般 ....................... ¥3000
学生（小～大学生） ...... ¥1500

北九州市民劇場
093（582）720020㈭ 13:30

「スカパン」
串田和美が80歳節目の年に贈るフランス喜劇。伝説の名作が再び

10/23㈰ 13:00
一般 ......................￥5000
シニア（65歳以上） ...￥4500
ユース（24歳以下） ...￥3000
※その他券種あり

北九州芸術劇場
093（562）2655

ロバート秋山竜次presents　100キャラ目前！ファン感謝の全国ツアー
クリエイターズ・ファイルEXPO　小倉公演 10/28㈮ 18:30 ¥5000 FANYチケット

0570（550）100

KŌGE音楽祭 10/30㈰ 10:20 無　料 北九州歌謡研究会
090（5721）9272

小
劇
場

マセキ芸能社お笑いライブ in 福岡 9/3㈯ 15:00 ￥2000 イエロームーン北九州
「祈り・藤原新也」展　特別講演会
北九州出身の写真家・藤原新也さんによる講演会

9/10㈯ 14:00 無　料
※要事前申込

北九州市立文学館
093（571）1505

TAKAKO　シャンソンクラス
レ・リュネット　コンサート 9/11㈰ 14:00 ¥1000 studio un demi

090（3669）1139
「躍動するラーマーヤナの世界」
～アニメと舞踊で楽しむインドの叙事詩「ラーマーヤナ」～＠北九州 9/24㈯ 16:00

大人（中学生以上） .....￥3000
子供（小学生以下） .....￥1500
未就学児膝上観覧無料

まちかど倶楽部　井生　明
070（4200）2259

夢語り千夜「走れメロス」
9/30㈮ 19:00 大人 ......................￥2500

学生（小～大学生） .....￥1200
※その他券種あり

夢語り千夜事務局
080（1741）867810/1㈯ 14:00

永井龍雲LIVE2022　「時の点景」 10/2㈰ 13:30 ￥6000
※その他券種あり

フォークビレッジ
093（511）2115

ブルーエゴナク10周年記念公演
「バスはどこにも行かないで」
全国へ躍進を続けるブルーエゴナク10周年記念公演！

10/7㈮ 19:00 一般 ......................￥3000
U24（24歳以下） ....... ¥2500
高校生以下 ............ ¥1000
※その他券種あり

ブルーエゴナク
090（6299）55908㈯ 14:00

19:00
9㈰ 14:00

ミュージカル　しあわせのKATACHI
10/21㈮ 19:00

￥3000 九州アクターズクラブ
090（1873）680822㈯ 13:00

18:00
㈵北九州子ども劇場10月乳幼児部例会
「ぴーひゃらどん」（民族歌舞団荒馬座） 10/23㈰ 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

島田亜希子マリンバコンサート vol.16「＃Animal」 10/28㈮ 19:00 一般 ....................... ¥2000
※その他券種あり 090（3882）4445【島田】

そ
の
他

モノレール公演
「きみをさがして」
モノレールを舞台に、演劇×生演奏の音楽が奏でる、銀河鉄道の夜

9/2㈮～
3㈯ 19:06

［別途乗車料が必要］
￥1500

※その他券種あり

北九州芸術劇場
093（562）2655

９・10
月
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e
p
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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
※8月3日現在の情報です
※催しは内容など変更になる場合がございます
　必ず各問合せ先または施設へご確認ください

障害者手帳減免があります

イベント 期　間 時　間 問合せ先
第8回フェイスブック九彩会
油彩・水彩・日本画・水墨画・押し花・写真

9/7㈬～13㈫ 10:00～17:00
※初日設営終了後開場、最終日16:00まで

フェイスブック九彩会
090（9582）1146

第72回（令和4年度）小倉北区民美術展会員・会友展
日本画・洋画・書道・彫刻・写真・染色

9/14㈬～20㈫ 10:00～18:00
※初日設営終了後開場、最終日16:00まで

小倉北区役所コミュニティ支援課
093（582）3337

第9回日韓交流展玄海の窓
油彩・水彩・日本画・水墨画・押し花・写真

9/21㈬～27㈫ 10:00～17:00
※初日設営終了後開場、最終日16:00まで

日韓交流展　玄海の窓
090（2581）8499

第20回九電OB・OG作品展
絵画・書道・陶芸・工芸品・手芸・写真・彫刻

9/28㈬～10/4㈫

10:00～18:00
※初日設営終了後開場、最終日16:00まで

九電北九州OB会
093（980）5560

第72回（令和4年度）小倉北区民美術展公募展
日本画・洋画・書道・彫刻・写真・染色

10/5㈬～11㈫ 小倉北区役所コミュニティ支援課
093（582）3337

第31回東光会福岡支部洋画作品展
油彩

10/12㈬～18㈫ 東光会福岡支部
090（4483）8233

西部写真コンクール・秘蔵の1枚コンクール入賞作品写真展
写真

10/19㈬～25㈫ 全日写連福岡県本部
093（962）9669

フォトレタッチスクール写真展
写真

10/26㈬～11/1㈫ フォトレタッチスクール
093（600）2774

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

CONCERT響　Vol32　「管打楽器の魅力」
ジグソーパズルの内側から見た風景（初演）ほか

9/3㈯ 14:00
一般 ......................￥2000
高校生以下 ...........￥1000
※その他券種あり

北九州音楽協会
CONCERT響事務局
080（5286）0512

八幡図書館×響ホール×北九州芸術劇場 ３館連携企画
文化講演会「忘れじの花～少女歌劇団の話＠北九州」
第１部／講話　第２部／演劇×音楽公演「少女歌劇団の話」

9/4㈰ 15:00 無　料
※要事前申込

八幡図書館
093（671）1123

宮武きみえ室内楽シリーズ　vol26
若尾圭良を迎えて
C.フランク：ヴァイオリンソナタ イ長調ほか

9/6㈫ 18:30 一般 ......................￥3000
学生（小～大学生） .....￥2000

KMFカンマームジーク
093（871）2220【宮武】

2022北九州国際音楽祭市民企画事業
マラソンコンサート
公募による市民参加コンサート

9/11㈰ 11:00 無　料 北九州国際音楽祭市民企画委員会
090（3225）2532【蒲ヶ原】

第76回全日本学生音楽コンクール北九州大会　
予選

9/17㈯
～19㈪㈷ お問い合わせ

ください
一般 ......................￥2000
学生（小～大学生） .....￥1500

全日本学生音楽コンクール北九州大会事務局
093（511）111924㈯～

25㈰
やはたアートフォレスト2022～パレットの樹～　関連企画
朗読コンサート「きらめく音楽と言葉のしらべ」
響ホール×八幡図書館 連携企画　出演：響ホール室内合奏団　ほか

10/2㈰ 14:00 無　料
※要事前申込

響ホール音楽事業課
093（663）6661

瀬尾和紀＆ローラン・ヴァグシャル　デュオ・リサイタル
M.ラヴェル：ソナタ（遺作）、G.フォーレ：ソナタ第2番ほか

10/9㈰ 14:00 一般 ......................￥4000
学生（小～大学生） .....￥2000

Sonaura Production
072（781）8087【永澤】

第76回全日本学生音楽コンクール北九州大会
本選

10/21㈮
～23㈰

お問い合わせ
ください

一般 ......................￥2000
学生（小～大学生） .....￥1500

全日本学生音楽コンクール北九州大会事務局
093（511）1119

音楽の時間ですよ！
小面幻想、赤とんぼ、故郷ほか

10/27㈭ 14:30 無　料 八幡高校音楽部同窓会事務局
090（4992）4750【津村】

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（102）　埋蔵文化財速報展
オノノムラ―能行遺跡第5地点と石斧作り― 8/16㈫～12/18㈰ 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

生誕150年 板谷波山―時空を超えた新たなる陶芸の世界 障
近現代陶芸の巨匠・板谷波山の生涯と作品を紹介します

9/9㈮～
11/6㈰

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 時　間 問合せ先
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150点を展示

7/6㈬～10/2㈰
9:00～17:00 松永文庫

093（331）8013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㈪㈷

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
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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
※8月3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

三島裕子バレエスクール　第11回発表会
第1部　バレエ・コンサート　第2部　ドリーブ・コレクション

9/4㈰ 13:30 ￥1000 三島裕子バレエスクール
093（331）3683

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

児
童
劇
場

こどもシアター（9月）
子ども向けアニメの上映　「トムとジェリー」「ハローキティ」ほか

9/11㈰ 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」

9/19㈪㈷ 14:00

おはなしワールド
読み聞かせ、紙芝居など出演：ブックネットワーク北九州

9/24㈯
14:00

10/29㈯
劇団あらかると公演
「おはなしの杜（もり）～絵本のせかいへようこそ～」
絵本の読み聞かせ

10/8㈯ 14:00

こどもシアター（10月）
子ども向けアニメの上映「日本昔ばなし　かぐや姫」ほか

10/9㈰ 10:30

こども狂言公演
子ども狂言公演と狂言ワークショップ

10/16㈰ 14:00

こども落語教室卒業公演「こども寄席」
受講生が日本の伝統芸能である「落語」を学び、成果を発表

10/23㈰ 14:00

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

会場 イベント 期　間 時　間 入　場　料 問合せ先

2
階
ホ
ー
ル

門司港レトロポップスライブ 9/18㈰ 11:00～
16:00

無　料
※要整理券

関門海峡ミュージアム
093（331）6700

響ホール室内合奏団とピアノ＆フルートコンサート
入場者には関門海峡ミュージアムの入場券をプレゼント

9/19㈪㈷ 14:00～
15:10

￥1000
※要事前申込

マンスリーシアター
①「男はつらいよ　葛飾立志篇」②「ダメおやじ」

①9/25㈰ 14:00～
16:00

無　料
※要整理券②10/23㈰

門司区西海岸1-3-5　 093（322）5020　旧大連航路上屋門司

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

10/9㈰ 14:00
～15:30

無　料
※要事前申込

関門海峡ミュージアム
093（331）6700

NHK大河ドラマ「鎌倉殿の13人」全国巡回展
（NHK北九州放送局主催）
ドラマの魅力とドラマが描く時代の紹介、衣装（レプリカ）などを展示

10/29㈯
～11/6㈰

9:00～
17:00 無　料 NHK北九州放送局

093（591）5002

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

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

百鬼夜行
鬼などに扮した100人程の集団が小倉の街から小倉城に向って行進

10/9㈰ 12:00～
21:00

無　料

小倉城
093（561）1210小倉城（こくらしろ）まつり

秋の小倉城を彩る催しを予定
10/15㈯
～16㈰

小倉城公式サイト
をご確認ください

松
ノ
丸

跡
ほ
か

白洲灯台フェスティバル in 北九州
白洲灯台建設者岩松助左衛門の功績を称え各種行事を行います

10/29㈯
～30㈰

9:00～
16:00

海上保安庁
093（751）8059

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

開館10周年記念特別展 障

〈新聞〉がつないだ漫画家たち～北九州の漫画文化を育てたもの～
1950～60年代の北九州での新聞メディアと漫画をめぐる歴史展示

9/10㈯～
11/6㈰

11:00～
19:00

（入場は18:30まで）

一般 ........................ ￥800
中高生 .................... ￥400
小学生 .................... ￥200

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

開館10周年記念展　10年間の軌跡 障

周年記念誌や記念色紙の展示を通して10年間の歩みを振り返る
9/10㈯～
10/10㈪㈷

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

漫画の画材〈アイシースクリーン〉展―漫画表現の相棒としての50年 障
「スクリーントーン」のマンガ史的意義を作家原画と共に紹介

10/15㈯～
11/13㈰

常設展入館料が必要
一般 ........................ ￥480
中高生 .................... ￥240
小学生 .................... ￥120
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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
※8月3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　写真入門コース　令和4年度　秋季作品展
研修の一環として、日頃撮影した風景、花などの写真を展示

9/2㈮～16㈮

9:00～22:00

周望学舎　写真入門コース
093（591）2626【筒井】

和紙ちぎり絵
ちぎり絵

9/20㈫～30㈮ 和紙ちぎり絵サークル
090（1349）1971【荒井】

Into photo北九州　写真展
写真

10/1㈯～13㈭ Into photo北九州
090（3077）8754【髙城】

青空写真同好会　写真展
花、野鳥、風景などの写真

10/16㈰～27㈭ 谷村　信夫
093（581）2522

イベント 期　間 時　間 入　場　料 問合せ先
おおきく実れ！ 到津の森20周年の秋
20年間を振り返るパネル展や音楽・ダンスイベントを開催

9/19㈪㈷
～11/27㈰

9:00～
17:00 無　料

※別途入園料が必要

到津の森公園
093（651）1895江戸家小猫トークショー

動物の鳴き真似演芸家・江戸家小猫さんのお話や動物鳴きマネ披露
10/23㈰ 14:00～

14:30

小倉北区上到津4-1-8　 093（651）1895　到津の森公園

会場 イベント 期　間 時　間 問合せ先

新
館
７
階
大
画
廊

白石貴志　こころの風景画展 8/31㈬～9/6㈫

10：00～19：00
※最終日は16:00まで

小倉井筒屋　美術画廊
093（522）2521

植田 莫　作品展　山頭火と歩く
絵画

9/7㈬～13㈫

―磁の器たち―　鹿谷敏文　作陶展 9/14㈬～27㈫

薩摩切子展 9/28㈬～10/4㈫

～遊牧民の絨緞展～　キリム＆ギャッペ 10/5㈬～11㈫
波濤の会
絵画 10/12㈬～18㈫

現代アート展（仮称） 10/19㈬～25㈫
地球がふるさと　加藤照 展
絵画

10/26㈬～11/1㈫

新
館
７
階
小
画
廊

船戸あやこ　スペインタイルアート展 8/31㈬～9/6㈫

九谷名窯展 9/7㈬～13㈫

秋満 亘　絵画展 9/14㈬～20㈫
画家、それぞれの今　五星会
絵画

9/21㈬～27㈫

第20回　芹沢幸子　絵画展　―偶然と必然との間に生きて― 9/28㈬～10/4㈫

藤田嗣治　秀作版画展 10/5㈬～11㈫

瀬戸口 真　作陶展 10/12㈬～18㈫

現代アート展（仮称） 10/19㈬～25㈫
勝間としを展
絵画

10/26㈬～11/1㈫

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 開　演 入　場　料 問合せ先

ホ
ー
ル

北九州のうたごえ交流会
各団体による合唱発表

9/4㈰ 14:00 ￥1000 北九州のうたごえ
090（3798）1842【山本】

ピアノコンサート
ピアノの発表会

9/24㈯ 13:00 無　料 Kaneko Music Academy
080（1733）0313

建林悠子バレエスタジオおさらい会
バレエ

10/2㈰ 14:30 無　料
※要入場券

建林悠子バレエスタジオ
090（7775）9631

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

く
つ
ろ
ぎ

エ
リ
ア
ホ
ー
ル

生き物トーク
スタッフによる生き物の説明

9/3㈯

13:00 水環境館
093（551）3011

10/1㈯
水
環
境
館

く
つ
ろ
ぎ

エ
リ
ア
ホ
ー
ル

おとぎぞうしの会
ボランティアグループによる詩の朗読会

10/9㈰

小倉北区船場町1-2　 093（551）3011　水環境館 入場無料
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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
※8月3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
平尾台お月見会
中秋の名月を観賞します（自由観覧）

9/10㈯ 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

小倉南区若園5-1-5　 093（931）1286　小倉南生涯学習センター
会場 イベント 期　間 開　演 入　場　料 問合せ先

大
ホ
ー
ル

北九州高専サマーコンサート 9/3㈯ 18:00 無　料
※要事前申込

北九州工業高等専門学校吹奏楽部
093（964）7333【竹若】

第48回小倉南区文化祭　吟詠剣詩舞大会 9/25㈰ 11:00 無　料 小倉吟詠剣舞連盟事務局
090（9657）8629【山﨑】

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 企画展 障

『“軍都”北九州の歩みとその痕跡』
北九州地域と軍隊の関わりと、今も残る戦争遺跡を紹介する

9/3㈯～
10/30㈰

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

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　

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

HIROMI GO 50th Anniversary Celebration Tour 2022
～ Keep Singing ～ 9/3㈯ 18:00 ￥10000 ㈱鈴木企画

092（406）5960

丘みどりコンサート　～演魅Vol.3～ 9/4㈰ 15:00 A席 .......................￥6500
B席 .......................￥6000

MIN-ON北九州
093（884）1833

劇団四季ミュージカル『ロボット・イン・ザ・ガーデン』 9/8㈭ 18:30
S席 ........................￥9900
A席 .......................￥6600
B席 .......................￥3300

四季株式会社
0570（008）110

読売日本交響楽団北九州特別公演
セバスティアン・ヴァイグレ：指揮　　辻井伸行：ピアノ

9/10㈯ 15:00 S席 ........................￥6500
A席 .......................￥5500

読響チケットセンター
0570（00）4390

米村でんじろう サイエンスショー　おもしろ科楽館　PART3
いっしょに実験！体験！科学っておもしろい！

9/11㈰ 13:00
15:30

全席指定 ..............￥2800
※その他券種あり

北九州ソレイユホール
093（592）5405

しまじろうコンサート20TH　しまじろうとうみのだいぼうけん 9/19㈪㈷ 13:30
16:30 会館特別価格 .......￥3480 しまじろうコンサートお客さま窓口

0120（988）883
ランチタイム・ワンコイン　パイプオルガンコンサート
～お昼のひと時をソレイユホールで～

9/21㈬ 12:00 全席自由 ................ ￥500 北九州ソレイユホール
093（592）5405

葉加瀬太郎コンサートツアー2022 9/23㈮㈷ 16:00 全席指定 ..............￥9000 キョードー西日本
0570（09）2424

祝！鳥羽一郎デビュー40周年記念コンサート　
～クラウンミュージックフェスティバル～

10/8㈯ 16:00
A席 .................... ￥10000
B席 .................... ￥ 8000
C席 .................... ￥ 7000
※その他券種あり

サプライ開発
093（474）0234

2022北九州国際音楽祭　
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］

10/9㈰ 15:00
S席 ..................... ￥28000
A席 .................... ￥25000
B席 .................... ￥19000
※その他券種あり、C席・D席・U-25前売終了

北九州国際音楽祭事務局
093（663）6567

リトアニア・ヴィリニュス市合唱団「ヤウナ・ムジカ」 10/12㈬ 19:00 A席 .......................￥6500
B席 .......................￥5500

MIN-ON北九州
093（884）1833

北九州市立高等学校　吹奏楽部　第48回定期演奏会 10/22㈯ 18:00 全席指定 ..............￥1000 北九州市立高等学校　吹奏楽部
093（881）5440

高嶋ちさ子 12人のヴァイオリニスト コンサートツアー2022－2023 10/23㈰ 14:00 全席指定 ..............￥6800 キョードー西日本
0570（09）2424

完売

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 開　演 入　場　料 問合せ先
企
画
展
示
室

祈り・藤原新也 障

藤原新也さんの作品展を文学館と美術館分館の２会場で開催
9/10㈯～
11/6㈰

9:30～
18:00

（入館は17:30まで）

［2会場分］
一般 ......................￥1400
高大生 ..................￥1100
小中生 ..................￥ 700
※その他券種あり

北九州市立文学館
093（571）1505

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

祈り・藤原新也 障

初期作から最新作までの写真作品を一堂に展示　※月曜休館
9/10㈯～
11/6㈰

10:00～
18:00

（入館は17:30まで）

［2会場分］
一般 ......................￥1400
高大生 ..................￥1100
小中生 ..................￥ 700
※その他券種あり

北九州市立美術館分館
093（562）3215
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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
※8月3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

北九州ミュージックプロムナード2022　若松鉄人ジャズ26 10/1㈯ 18:00 未　定
お問い合わせください

若松で音楽を聴く会
若松活性化協議会
093（751）9508

第28回若松芸能まつり 10/16㈰ 10:00 ￥600
※その他券種あり

若松芸能まつり実行委員会
093（771）8131

小
ホ
ー
ル 若松区文化祭　吟詠剣詩舞道大会 10/23㈰ 10:00 無　料 若松区文化協会詩吟部

093（761）1384

若松区本町3-13-1　 093（771）8131　若松市民会館

会場 イベント 期　間 開　演 入　場　料 問合せ先

２
Ｆ　
Ｒ
Ｏ
Ｋ
Ｕ

＆
市
民
ホ
ー
ル

クレカ若松文化祭
二胡とピアノのアンサンブル（9/3受付開始）
若松区出身の二胡演奏者帯金真理子氏によるコンサート

10/1㈯
14:00 無　料

※要事前申込

（一社）わかまつみらい
093（701）8619

クレカ若松文化祭
クレカ寄席（9/17受付開始）
北九州市文化大使の落語家柳亭燕路氏ほかによる落語会

10/16㈰ ㈱ハートピア
093（551）5455

若松区赤岩町13-1　 093（791）3449　クレカ若松 

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

北九州市立大学演劇研究会　夏公演2022「オボロゲ」 9/4㈰ 13:00
16:00

￥300
※その他券種あり

北九州市立大学演劇研究会
070（2335）9440

仮想定規「The leg line」
2021年東京で好評を得たコメディミュージカルを北九州再演！

9/17㈯ 19:00
一般 ......................￥3500
学生 ......................￥2000
小学生以下無料（要予約）

仮想定規
070（3321）031118㈰ 18:00

19㈪㈷ 13:00

札幌ハムプロジェクト　全国縦断公演2022（仮） 10/13㈭ 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

下鴨車窓『透明な山羊』
京都の劇団による公演。山小屋に閉じ込められた四人の一晩の物語

10/18㈫
～19㈬ 19:00

一般 ......................￥3000
ユース（25歳以下） ...￥2000
※その他券種あり

下鴨車窓
050（3709）9538

燕
ス
ペ
ー
ス

人形アーティストクサボンの図工アートな時間～図工アートな秋～
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ホームページへ

10/15㈯
～16㈰ 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

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
企画展「折尾駅ものがたり－日本初の立体交差駅とまちの歴史－」 障
日本初の立体交差駅、折尾駅をさまざまな資料で紹介

9/10㈯～
12/11㈰

歴史友の会講演会「装飾古墳の白眉－王塚古墳－」
講師：王塚装飾古墳館 長安慧氏 9/10㈯

13:30
資料代 .................... ￥500

室内講座「ヤドカリのひっこしを観察しよう」
貝殻を引越しする様子を観察し、行動の適応的な意味を考える 9/11㈰ 無　料

※要事前申込

開館20周年記念 秋の特別展「トイレのうんちく展」 障
発掘された資料から、日本におけるトイレの歴史について紹介

10/1㈯～
11/23㈬㈷

9:00～
17:00

（入館は16:30まで）

大人 ........................ ￥500
高大生 .................... ￥300
小中生 .................... ￥250
※要事前予約

化石の日イベント「いのちのたびの恐竜20年」
自然史系展示標本などを解説して回る 10/15㈯ 14:00 無　料

※要事前申込
特別展「トイレのうんちく展」関連講演会「獣医が語るウンチのうんちく」、
特別展「トイレのうんちく展」見どころ紹介
講師：到津の森公園獣医師 高橋能理子氏、当館学芸員 宮元香織

10/22㈯
13:30

無　料

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

10/22㈯
～1/28㈯

保険代（全6回分） ... ￥300
※要事前申込

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 10/23㈰ 13:00 用紙・資料代 ........... ￥200

※要事前申込

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

「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

９・10
月
 S

e
p

/O
ct

99

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
※8月3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

ミュージカル　人魚姫 9/3㈯ 11:00
14:30

大人 ......................￥3500
子供（中学生以下） .....￥1500

黒崎ひびしんホール
093（621）4566ラーク国際音楽祭　コンチェルトの饗宴 9/19㈪㈷ 15:00

Ｓ席 ......................￥5000
Ａ席 ......................￥4000
U25 .....................￥2000
※その他券種あり

穴生学舎混声合唱団つばさ　第25回定期演奏会 10/2㈰ 14:30 無　料 穴生学舎混声合唱団つばさ
090（3327）0092【内野】

第87回　新きたきゅう音楽塾 in 黒崎
北九州グランフィルハーモニー管弦楽団によるチェロ四重奏

10/7㈮ 13:00 ￥500

黒崎ひびしんホール
093（621）4566国府弘子スペシャルトリオ with 岩崎宏美 10/16㈰ 16:00

一般 ................... ￥ 5800
ペア券 ............... ￥11000
U25 .................. ￥ 3000
※その他券種あり

林家三平独演会 10/23㈰ 14:00 一般 ......................￥3000
U25 .....................￥1500

丸岡有子バレエ・モダンダンススタジオ発表会　Vol.22 10/30㈰ 14:30 無　料
※要入場整理券

丸岡有子バレエ・モダンダンススタジオ
093（621）5531

中
ホ
ー
ル

伊藤裕子♪ドレミ・ピアノ教室　発表会 9/4㈰ 14:00 無　料 090（7580）6613【伊藤】

CELLO4　～林峰男と仲間たち in 北九州～ 9/19㈪㈷ 15:20 一般 ......................￥4000
学生 ......................￥1000

Cello4コンサート実行委員会
080（1060）2321【田邊】

第86回　新きたきゅう音楽塾 in 黒崎
秋に聴きたいジャズの名曲

9/29㈭ 13:00 ￥500 黒崎ひびしんホール
093（621）4566

上野教室　シャンソン発表会 9/30㈮ 14:00

無　料

上野教室
090（2519）6705

2022 ブルグミュラーコンクール　北九州地区大会 10/10㈪㈷ 10:50
ブルグミュラーコンクール
北九州地区大会事務局
090（2395）9270【熊本】

北九州地区合同クラシック発表会 10/16㈰ 12:00 島村楽器（株）イオンモール直方店
0949（29）2555【岩本】

チキンナゲッツレコ発 全国ツアー「Because you are you」 10/29㈯ 19:00 Ｓ席指定（特典付き） ￥5000
Ａ席自由 ..............￥4000

BEA
092（712）4221

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

イ
ベ
ン
ト
ひ
ろ
ば

敬老の日フォトスタンド作り
敬老の日に向けて写真付きのフォトスタンドを作ろう♪

9/10㈯

13:00～
15:30

材料費（1個） ............. ￥300

北九州市立子どもの館
093（642）5555

ムーディランプ作り
カラフルなおはじきを作って素敵なランプを作ってみよう！

9/18㈰ 材料費（1個） ............. ￥250

万華鏡を作ろう！
クルクル回すと模様が変わるきれいな万華鏡を作ってみよう！

9/19㈪㈷ 材料費（1個） ............. ￥300

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

旅人と木屋瀬　さまざまな休泊者たち 障
かつて木屋瀬宿に訪れた偉人たちを紀行文と共に紹介します

10/29㈯～
12/18㈰

9:00～
17:30

（入館は17:00まで）

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

北九州市立長崎街道木屋瀬宿記念館
093（619）1149

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

竹久夢二展　大正・昭和浪漫展　～夢二式美人画と歴史的建造物との共演～
枝光に暮らした夢二の作品（肉筆画・木版画）、夢二グッズの展示・販売

9/1㈭～
4㈰

10:00～
18:00

無　料

サンローズ
090（3329）4280

古布創作手作り人・展
古布材料・着物リメイク服・小物などの展示・販売

9/9㈮ 11:00～
17:00 松家ノ子

070（8900）859510㈯ 10:00～
16:00

大人のものづくり講座「小倉織でストラップづくり」
伝統の小倉織の技法でつくります

9/11㈰ 13:30～
15:30

材料代（1個） .......... ￥500
※要事前申込

旧百三十銀行ギャラリー
093（661）9130

土田恵子展
キャンバスを重ねた大作、色が織りなす空間を体で感じる絵画展

9/13㈫
～20㈫

11：00～
17：00

無　料

安部義博展
100号の平面の新作を主に、約15点を展示

9/23㈮㈷
～10/1㈯ 10:00～

18:00
※最終日は15:00までまちかどの近代建築写真展 in 八幡Ⅲ 「全国の駅舎建築」 10/11㈫

～20㈭

古布創作手作り人・展
古布材料・着物リメイク服・小物などの展示・販売

10/21㈮ 11:00～
17:00 松家ノ子

070（8900）859522㈯ 10:00～
15:00

第3回クリニカルパステルアート展
主催：クリニカルアートFUKUI

10/28㈮
～31㈪

10:00～
18:00

※最終日は15:00まで
旧百三十銀行ギャラリー
093（661）9130
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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
※8月3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

啓心会展
書

9/6㈫～11㈰ 10:00～17:00
※最終日16:00まで

啓心会
090（5381）9564【西中】

第40回二元会九州支部展
洋画・日本画

9/26㈪～10/2㈰ 9:30～17:30
※初日13:00から、最終日16:00まで

二元会九州支部
090（1926）9205【長柄】

展
示
室
１

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】

池坊八幡支部いけばな池坊展
いけばな

9/17㈯～18㈰ 10:00～18:00
※最終日17:00まで

池坊八幡支部
093（631）5021【中村】

ココロ・ツナグ・作品展（年長者作品展）
洋画・日本画・彫刻・工芸・書・写真・その他

9/20㈫～24㈯ 9:00～17:00
（社福）北九州市社会福祉協議会

八幡西区事務所
093（642）5035【豊永】

展
示
室
２

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】

「たえの会」絵画クラブ発表会
洋画

9/13㈫～18㈰ 9:30～17:00
※最終日16:00まで

たえの会
093（611）0608【岡嶋】

虹の会油絵グループ展
洋画

9/19㈪㈷～25㈰ 10:00～17:00
※初日12:00から、最終日16:00まで

虹の会
090（7580）5228【今村】

戸畑区中本町7-20　 093（882）4281　戸畑生涯学習センター 入場無料

会場 イベント 期　間 時　間 問合せ先
多
目

的
室

木本重利遺作展
洋画（油絵）

9/24㈯～25㈰ 10:00～17:00
※最終日は16:00まで

木本　潤
090（6292）5326

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

9/10㈯
12:00～13:00 北九州JAZZ BOSSA-NOVA CLUB

093（671）0411【石橋】10/8㈯

■ 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㈰ 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

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

スコットランド国立美術館　THE GREATS　美の巨匠たち 障
スコットランド国立美術館から名品の数々が来日

10/4㈫～
11/20㈰
※11/14㈪
は開館

9:30～
17:30

（入館は17:00まで）
※土曜日は
　20:00まで
（入館は19:30まで）

一般 ......................￥1500
高大生 ..................￥1200
小中生 ..................￥ 800
※その他券種あり

ア
ネ
ッ
ク
ス
市
民
ギ
ャ
ラ
リ
ー

有田焼　藤井勝雲作陶展
工芸

9/1㈭～
4㈰ 10:00～

17:00
※最終日は
　16:00まで

無　料

㈲藤井勝雲窯
080（3823）0404【佐々木】

北Qクリエイション
洋画・オブジェ

9/13㈫
～18㈰

北九州総合デザイナー協会
093（592）1341【堤】

公募第23回全国水墨研究会合同展
水墨画

9/21㈬
～25㈰

9:30～
17:00

※最終日は
　15:00まで

全国水墨研究会
093（871）0220【岡村】

2022年　秋の合同小品展（会員・公募作品）
洋画

9/27㈫～
10/2㈰

9:30～
17:30

※最終日は
　16:00まで

北九州美術家連盟
093（651）0690【津國】

第17回令和4年度小品公募　秋の北九州水彩展
洋画

10/4㈫
～10㈪㈷

9:30～
17:00

※最終日は
　15:00まで

北九州水彩画会
093（582）4729【白倉】

T・K二人展
洋画・水彩

10/12㈬
～16㈰

9:30～
17:00

※初日は
　13:00から
　最終日は
　16:00まで

090（7829）8559【古賀】

白の會　会員展
洋画

10/18㈫
～23㈰

9:30～
17:00

※最終日は
　16:00まで

白の會
090（8410）2705【江崎】
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月
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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。



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
11月（11・12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
　・8月3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
※8月3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

■発行日／2022.9.1　　■発　行／北九州市
■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

北九州市芸術文化情報誌「CulCul・かるかる」
Vol.304

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

福岡県本部65周年記念大会
この機会に伝統文化に触れてみませんか。お待ちしております

9/4㈰ 13:00 無　料
（一社）詩吟朗詠錦城会
福岡県本部事務局

090（9074）0914【益田】
Opera Gala Concert～魅惑のオペラ・至極のひととき
白川深雪、八木寿子、藤田卓也、黒田博  曲目：アイーダ、椿姫 ほか

9/18㈰ 15:00
一般 ......................￥4000
高校生以下 ...........￥2000
※その他券種あり

イマジネーションオペラ
090（5389）4631【山下】

「80歳からの合唱団北九州」第2回コンサート 9/19㈪㈷ 14:00 無　料 80歳からの合唱団北九州実行委員会
090（5021）0204【常光】

藤田卓也　テノール・リサイタル 障
オペラアリアに加えカンツォーネ、日本の歌も。ソロコンサート

9/24㈯ 18:00
S席 ........................￥3800
A席 .......................￥3000
U25A席 ...............￥2000

北九州労音
093（571）0227【野知】

フェッロ・マンドリーノ北九州　第78回定期演奏会
マンドリン合奏　「展覧会の絵」「ハナミズキ」「鉄の轍」ほか

9/25㈰ 14:00 一般 ........................ ￥500 フェッロ・マンドリーノ北九州
090（1923）4299【木村】

民音文化講演会「地球のステージ」
講師：桑山紀彦氏（心療内科医・地球のステージ代表理事）

9/29㈭ 19:00 無　料
※要整理券

（一財）民主音楽協会九州センター
092（629）3050【西山】

令和4年度戸畑区文化祭　第72回吟詠剣舞大会 10/2㈰ 10:00

無　料

戸畑区文化団体連合会
093（882）2909【北島】

秋季芸術祭　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

10/10㈪㈷ 11:00 北九州三曲協会
090（4775）6898【浅成】

中之島流大正琴九州地区福岡県本部　大正琴コンサート
1部邦楽、2部各教室、3部アンサンブル演奏本部の模範演奏あり

10/15㈯ 10:30 中之島流大正琴九州地区福岡県本部
093（473）6648【谷口】

令和4年度　戸畑区民音楽祭  ジャズ・ポピュラー 10/16㈰ 14:00 戸畑区文化団体連合会
090（7155）6395【井黒】

北九州グランフィルハーモニー管弦楽団サクソフォンコンサート
須川展也氏を迎え、グレグソン協奏曲などを演奏

10/21㈮ 19:00
一般 ......................￥3000
小～高校生 ...........￥1500
※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【蒲ヶ原】

北九州演奏家グループ「虹の会」第60回定期演奏会
創立60周年記念

10/30㈰ 14:00 一般 ......................￥2000
高校生以下 ...........￥1000

北九州演奏家グループ「虹の会」
090（1921）3590【中下】

中
ホ
ー
ル

鈴木理恵子・若林顕デュオリサイタル
鈴木・若林夫妻によるヴァイオリン・ピアノの本格的演奏会

9/3㈯ 19:00
一般 ......................￥4000
学生 ......................￥2000
※その他券種あり

（株）コンサート技研
093（981）0085【松尾】

ヴァイオリン・チェロソロコンサート 9/4㈰ 13:30 無　料 篠崎ミュージックアカデミー北九州
093（921）0459【吉田】

井上智映子・津田崇博デュオリサイタル
愛と平和に捧ぐ、ソプラノとピアノソロのデュオリサイタル

9/24㈯ 17:00 一般 ......................￥3000
小～大学生 ...........￥2000

津田　崇博
080（6458）2570

デュオ・スカピーノ　リサイタル　Vol.5
クラリネットデュオからカルテットまでお楽しみください

10/1㈯ 19:00 一般 ......................￥3000
小～大学生 ...........￥2000

デュオ・スカピーノ
090（3986）3082【松川】

リトル・コンサート
ヴァイオリン、ヴィオラ、チェロ、ピアノの発表会

10/10㈪㈷ 13:00 無　料 ジュニア・アンサンブル
093（962）5320【松本】

サックス四重奏「Adam」2022北九州公演
カラフルな4人が届ける「Adam」のスーパーワールド‼

10/26㈬ 19:00 一般 ......................￥3000
大学生以下 ...........￥2000

サックス四重奏Adam
090（5084）5304【太田】

北九州グリークラブ演奏会
結成4年の男声コーラスです。多彩な曲目をお楽しみください

10/30㈰ 14:00

無　料

北九州グリークラブ
090（5943）7008【吉田】

交
流
プ
ラ
ザ

ウェルカムコンサート
北九州グランフィルハーモニー管弦楽団マリンバデュオ

9/8㈭ 12:20 ウェルとばた総合案内
093（871）7200

2022北九州国際音楽祭市民企画事業
街かどコンサート
アンサンブルやソロ演奏のほか、打楽器トリオによるゲスト演奏

9/25㈰ 11:00 北九州国際音楽祭市民企画委員会
090（3225）2532【蒲ヶ原】
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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。




