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福岡県
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福岡県内
各地

①③ 第19回ふくおか県民文化祭2011
広く県民の方々に文化芸術を鑑賞、参加、創造の機会を提供し、文化活
動の裾野の拡大や、県内の文化団体の方々に発表と交流の場を提供す
ることで、新しい県民文化の創造と発展を図ります。

9月～12月（ＨＰ参
照）

県内各地区（ＨＰ参
照）

福岡県、福岡県教育委員会、
開催市町村、ふくおか県民文
化祭福岡県実行委員会、福
岡県文化団体連合会、ふくお
か県民文化祭事業別実行委

http://www.kenbunsai-fukuoka.jp/
イベントによって
は有料のものも
あります

川崎町 ① 戸山原古墳公開 『遠賀川流域古墳同時公開』事業に伴う戸山原古墳の公開を行います。 10月15日, 16日 戸山原古墳 川崎町教育委員会 無料
川崎町教育委員会 社会教育課
0947-72-3000

川崎町 ③ 第6回日中交流水墨画公募展
偉大な先達である画聖「雪舟」が築庭した国指定名勝「藤江氏魚楽園」が
ある福岡県川崎町において、全国の水墨画創作活動の奨励と発展を目
的とし、第6回日中交流水墨画公募展を開催します。

11月3日～6日
（展覧会）　　川崎町
中央体育館　他

第6回日中交流水墨画公募
展実行委員会

川崎町教育委員会 社会教育課
0947-72-3000

那珂川町 ③ 岩戸神楽古面展
岩戸神楽（福岡県無形民俗文化財）で使われていた「古面」（町指定有形
民俗文化財）の展示を行います。

9月1日～
10月16日

ミリカローデン那珂
川

那珂川町教育委員会、公益
財団法人那珂川町教育文化
振興財団

無料
那珂川町教育委員会 社会教育課 文化財担当
092-952-2092

那珂川町 ③
第19回ふくおか県民文化祭2011
第15回福岡Ⅱブロック「芸術の祭
典」ｉｎ那珂川

毎年、糸島市・太宰府市・春日市・筑紫野市・大野城市・那珂川町の5市1
町の舞台芸能の発表や、書道・絵画などの文化美術の展示を行っていま
す。今回は「地域で育まれ継承される文化」をテーマに、各市町の特色を
活かした芸術の祭典を繰り広げます。

10月15日, 16日,22日
ミリカローデン那珂
川

福岡Ⅱブロック協議会「芸術
の祭典」実行委員会

無料
那珂川町教育委員会 社会教育課 社会教育担当
092-952-2092

那珂川町 ③
那珂川黎明2011～大王の時代展
～

弥生時代から古墳時代にかけての有力首長墓や前方後円墳などから出
土した副葬品を展示します。この時代に那珂川中流域がいかに重要な地
域であったかを解説します。

11月1日～
12月25日

松口月城記念館(ミ
リカローデン那珂川
内）

那珂川町教育委員会、公益
財団法人那珂川町教育文化
振興財団

無料
那珂川町教育委員会 社会教育課 文化財担当
092-952-2092

那珂川町 ③ 第34回那珂川町民文化祭
那珂川町を代表する文化イベントです。1,000点に及ぶ出展と1,000人を超
える舞台発表があり、毎年多くの来場者が見込まれます。

11月12日, 13日
ミリカローデン那珂
川

第34回那珂川町民文化祭実
行委員会

無料
那珂川町教育委員会社会教育課社会教育担当
092-952-2092

那珂川町 ③
第19回ふくおか県民文化祭2011
平家伝説フェスタ～安徳台と平家
伝説を探る～

九州・西日本一円には「平家落人伝説」が多く残されているが、那珂川町
には安徳台を中心に、ウソの谷、追い松など平家伝説が残されていま
す。地域文化の振興、地域の活性化、広域的観光の振興などの見地から
ふくおか県民文化祭の一環として実施します。

11月20日
ミリカローデン那珂
川

平家伝説フェスタ実行委員会 平家伝説フェスタ実行委員会

北九州市 ①
埋蔵文化財速報展
「小倉城三ノ丸跡第8地点の調査」
（仮）

小倉城三ノ丸跡の発掘調査の成果を紹介します。
10月25日（火）～1月

22日（日）
北九州市立埋蔵文
化財センター

（財）北九州市芸術文化振興
財団
埋蔵文化財調査室

無料
（財）北九州市芸術文化振興財団
埋蔵文化財調査室
093-582-0941

北九州市 ① 筑前石坂立場茶屋銀杏屋まつり
市指定史跡立場銀杏屋を会場に長崎街道写真展やだんご汁の接待、お
茶会が行われます。

11月3日（木） 立場茶屋銀杏屋
立場茶屋銀杏屋管理運営委
員会

無料 立場茶屋銀杏屋管理運営委員会093-618-1836

北九州市 ③ 霜月祭
大学祭
学生が主体となって、学部及び課外活動等の展示・イベントを行います。

10月28日～30日
学校法人福原学園
九州共立大学

学校法人福原学園
九州共立大学

無料 http://www.kyukyo-u.ac.jp/

北九州市 ③ 華秋祭
大学祭
学生が主体となって、学部及び課外活動等の展示・イベントを行います。

10月28日～30日
学校法人福原学園
九州女子大学・九
州女子短期大学

学校法人福原学園
九州女子大学・九州女子短
期大学

無料 http://www.kwuc.ac.jp/

北九州市 ② オープンキャンパス
本校の教育方針、教育実状及び教育環境を御理解いただくため、生徒さ
んを対象としたオープンキャンパスと先生・保護者を対象とした入試懇談
会を実施します。

10月18日, 19日
北九州工業高等専
門学校

北九州工業高等専門学校 無料 http://www.kct.ac.jp

北九州市 ② 平成23年度（第45回）高専祭 神輿行進、クラス・クラブによる展示やバザー、ブラスバンド演奏等 11月4日～6日
北九州工業高等専
門学校

北九州工業高等専門学校 無料 http://www.kct.ac.jp

北九州市 ④
国立高専専攻科学生研究発表会
及び研究シーズ発表会

北九州高専の専攻科学生のポスター発表と同校教員の研究シーズ講演
発表

10月21日
北九州学術研究都
市

北九州工業高等専門学校 無料 北九州高専総務課研究協力担当 計画中

北九州市 ②
第51回ジュニア・サイエンス・ス
クール

小･中学生を主な対象として、理科･数学( 算数) の面白さを体験してもらう
ジュニア･サイエンス･スクールを企画しており、今回のテーマは折り紙で
す。正６角形の各辺を等分すると正６角形は小さな３角形に分割されま
す。この分割された正６角形から作れる色々のふしぎな立体を作ります。

11月5日
九州工業大学
サイエンス体験工
房

九州工業大学 無料
理数教育支援センター
Tel:093-884-3696
Mail:jss@sec.kyutech.ac.jp

北九州市 ②
第52回ジュニア・サイエンス・ス
クール

小･中学生を主な対象として、理科･数学( 算数) の面白さを体験してもらう
ジュニア･サイエンス･スクールを企画しており、今回のテーマは、ＮＨＫ教
育テレビでおなじみの力学を駆使したからくりおもちゃです。8人1班で1台
のからくりおもちゃ（コロコロ装置）を作ります。

11月26日
九州工業大学
サイエンス体験工
房

九州工業大学 無料
理数教育支援センター
Tel:093-884-3696
Mail:jss@sec.kyutech.ac.jp

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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北九州市 ④

産学連携フェア「先端エコフィッティ
ング技術研究開発センター」ワー
クショップ　～
エコフィッティング・インデックスで
示す技術インパクト

九州工業大学先端エコフィッティング技術研究開発センターの説明や、同
センターが研究している、生産技術における「希少材料（レアメタルなど）
の不使用化」「低エネルギー化」「環境低負荷化」「省手間化」などの先端
的研究のうち、現在推進している５課題の取組みと成果を紹介します。

10月19日
北九州産業学術推
進機構・産学連携
推進センター

九州工業大学 無料 http://www.lsse.kyutech.ac.jp/~ecofitting/framepage-j.htm

北九州市 ① 障害児対象レクリエーション
障害児を対象に、レクリエーションをとおして楽しく体を動かしながらいろ
いろな運動を体験し、体を動かすことの楽しさを伝える。

10月20日
11月17日

西南女学院大学
西南女学院大学保健福祉学
部福祉学科

無料 093-583-5399

北九州市 ③ ２０１１北九州国際音楽祭
市制25周年記念事業として始まった音楽祭で、国内外の一流のアーティ
ストによる良質で魅力ある演奏をお手ごろな料金で市民に提供する。

10月2日～11月5日

響ホール、西日本
工業倶楽部、アル
モニーサンク北九
州ソレイユホールな

北九州国際音楽祭実行委員
会

http://www.kimfes.com

北九州市 ③ 瀬木貴将with佐山雅弘コンサート
サンポーニャ＆ケーナの瀬木貴将、ジャズピアニストの佐山雅弘とポエム
リーディングによるコンサート

10月26日 響ホール
財団法人北九州市芸術文化
振興財団

http://www.kicpac.org/music/

北九州市 ③
キャラメルボックス
成井豊の世界名作劇場VOL.3
「飛ぶ教室」

累計動員数が200万人を超え2010年に結成25周年を迎えた人気劇団が、
エーリッヒ・ケストナーの最高傑作を舞台化します。

11月5日, 6日
北九州
芸術劇場

財団法人北九州市芸術文化
振興財団

http://www.kitakyushu-performingartscenter.or.jp/event/2011/1105caramelbox.html

北九州市 ③ ＫＡＫＵＴＡ「ひとよ」
1996年に結成の桑原裕子率いるKAKUTAが、初のツアー公演として北九
州にやってきます。「日常と地続きの別世界」をキーワードに、人々の日常
的・根源的な感情を濃やかに描き出します。

11月12日, 13日
北九州
芸術劇場

財団法人北九州市芸術文化
振興財団

http://www.kitakyushu-performingartscenter.or.jp/event/2011/1112kakuta.html

北九州市 ③ 万作・萬斎狂言
新しい試みにも取り組む狂言界の第一人者、人間国宝の野村万作と野
村萬斎の狂言公演です。

11月23日
北九州
芸術劇場

財団法人北九州市芸術文化
振興財団

http://www.kitakyushu-performingartscenter.or.jp/event/2011/1123kyougen.html

北九州市
①②
③

大正100年記念海峡演劇祭
大正100年をテーマとし、文化と歴史が交差する「門司港」で、リアルな息
づかいが伝わるパフォーマンスを行います。
全5公演16ステージ

10月15日～
11月5日の週末

関門海峡ミュージア
ム
多目的ホール

関門海峡ミュージアム http://www.dramaship.jp/ 093-331-6700

北九州市
①②
③

「よくわかる写真の基礎講座Ⅲ」
「サンセット　フォトコンテスト」の連携イベントとして写真基礎講座を開催
する。

11月3日
関門海峡ミュージア
ム
多目的ホール

関門海峡ミュージアム 無料 http://www.dramaship.jp/ 093-331-6700

北九州市 ① 子どもの読書活動推進フォーラム
読書週間（10月27日～11月9日）期間中に子どもの読書活動に係るフォー
ラムを開催します。

11月5日 ウェルとばた 北九州市教育委員会 無料
北九州市教育委員会生涯学習課
093-582-2385

北九州市 ① 図書館まつり
図書館をアピールし、利用促進及び読書意欲向上を図るものです。「文化
講演会」「ブックリサイクル」等

10月15日～11月13
日

北九州市立中央図
書館

北九州市立中央図書館 無料 北九州市立中央図書館奉仕課　　093-571-1481

北九州市 ③ 秋のコレクション展 平成22年度新所蔵作品の紹介・展示をします。 10月8日～11月20日
北九州市立美術
館・本館

北九州市立美術館 http://www.kmma.jp

北九州市 ③ 第67回　県展
第67回福岡県美術展覧会、県展北九州ブロック展です。日本画・書・彫
刻・洋画・工芸・写真・グラフィックデザインの県美術家連盟会員の作品と
公募の入賞作品、地元の入選作品を展示します。

10月27日～11月6日
北九州市立美術
館・本館

北九州市立美術館 http://www.kmma.jp

北九州市 ③ 幕末・明治の浮世絵

浮世絵というと江戸時代のものと思われますが、発行部数は明治時代の
ほうが上回ります。開国した日本がどのように西洋文化を受容したのか、
その風俗を浮世絵は生き生きと語ります。今回は所蔵作品の中から「明
治の浮世絵」をテーマに作品を選定し、展示の仕方を工夫して展示しま
す。

10月15日～12月11
日

北九州市立美術
館・分館

北九州市立美術館 http://www.kmma.jp

北九州市 ③

①大連・モダンの風景ー旅順博物
館所蔵大連古写真展ー②鉄道
展ーあじあ号から新幹線へー
※２展を同時開催

①中国大連市の旅順博物館が所蔵する南満洲鉄道株式会社（満鉄）撮
影写真を日本初公開します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　②満
鉄の特急「あじあ」号が新幹線に発展したことを手がかりに、鉄道に求め
た夢と技術を紹介します。

10月7日～12月11日
北九州市立自然
史・歴史博物館

北九州市立自然史・歴史博
物館

http://www.kmnh.jp

北九州市 ③
第10回特別企画展
花衣　俳人・杉田久女

近代女性俳句の草分けとして活躍した杉田久女についての展示。 11月3日～12月25日
北九州市立
文学館

北九州市立
文学館

http://www.kitakyushucity-bungakukan.jp/

北九州市 ③ 小倉城庭園呈茶席
小倉城庭園を見学に来られた方に、玉露を召し上がっていただきます。ご
希望の方には、お点前も披露いたします。

11月19日 小倉城庭園
北九州市立小倉城庭園小笠
原会館

小倉城庭園　093-582-2747

北九州
市・飯塚

市
③ 工大祭

学科展、サークル展等の実施や体験コーナーを設けて、地域の方々に九
州工業大学を紹介する予定です。
現在、企画展については、各キャンパスの実行委員会で検討を行ってい
ます。

11月19日, 20日
九州工業大学戸畑
キャンパス、飯塚
キャンパス

九州工業大学 無料
九州工業大学学務部学務課学生支援係
ＴＥＬ：093-884-3050

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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北九州市
八幡東区

③ 煎茶の会 市民センターの年間行事として煎茶の会を開催します。 10月30日 高見市民センター 高見市民センター 高見市民センター　093-651-2101

北九州市
八幡西区

③ 八幡西区文化祭茶会 八幡西生涯学習センターの文化祭の一環として、お茶会を開催します。 10月23日
八幡西生涯学習セ
ンター

八幡西区役所コミュ二ティ支
援課

八幡西区役所コミュ二ティ支援課　093-642-1441

北九州市 ③ 秋の煎茶会 光貞市民センターの文化祭の一環として、秋の煎茶会を開催します。 10月29日 光貞市民センター 水巻支部 金谷　秀信　093-201-3646

福岡市 ② 福岡県高校生産業教育フェア
福岡県内の産業教育を学ぶ高校生の祭典です。実演・展示や体験コー
ナーなど多数の企画を準備しています。

11月5日,6日 アクロス福岡
福岡県教育委員会、福岡県
産業教育振興会

無料
福岡県教育庁教育振興部高校教育課
092-643-3905

福岡市 ①③
郷土の美術をみる・しる・まなぶ
VOL.3　太宰府の美術

斎藤秋圃や彫刻家の冨永朝堂を軸として、江戸時代後期から昭和にか
けての「太宰府の美術」を紹介します。

10月8日～11月27日 福岡県立美術館 福岡県立美術館 http://fpmahs1.fpart-unet.ocn.ne.jp/

福岡市 ①③ 安野光雅の絵本展
初期作品から近作まで安野光雅の名作絵本原画を一堂に集め、その独
創性とみずみずしい魅力に迫ります。

10月27日～
12月11日

福岡県立美術館 福岡県立美術館 http://fpmahs1.fpart-unet.ocn.ne.jp/

福岡市 ① 読書まつり
「子どもの読書」に携わる人を対象にした講演ならびに読書ボランティアに
よる活動発表です。

10月30日
レソラＮＴＴ夢天神
ホール

子ども読書推進ボランティア
活動支援事業実行委員会

無料
福岡県立図書館企画協力課
092-641-1239

事前申し込みが
必要

福岡市 ①
子ども読書推進ボランティア活動
支援事業　読書講演会

「子どもの読書」に携わる人を対象にした講演会です。 11月7日 福岡県立図書館
子ども読書推進ボランティア
活動支援事業実行委員会

無料
福岡県立図書館企画協力課
092-641-1239

事前申し込みが
必要

福岡市 ①
企画展示
「住まいと暮らしのうつりかわり」後
期展

写真パネルで、田村遺跡などの建物群の景観を紹介します。
8月27日（土）～1月8

日（日）
福岡市埋蔵文化財
センター

福岡市埋蔵文化財センター 無料
福岡市埋蔵文化財センター
092-571-2921

福岡市 ① 特別企画展「日本とクジラ」 捕鯨の歴史と文化に焦点をあて、鯨と日本の関わりについて紹介します。
9月17日（土）～11月

6日（日）
福岡市博物館

福岡市博物館、西日本新聞
社、ＴＶＱ九州放送、日本とク
ジラ展実行委員会

福岡市博物館
(代）092-845-5011
http://museum.city.fukuoka.jp

月曜休館

福岡市 ② サイエンスマンス
毎年、科学月間の１１月に福岡県・ＮＰＯ法人科学の公園の主催で開催さ
れる「サイエンスマンス」において、「科学工作教室＆実験教室」にブース
を出展する予定です。

11月12日, 13日 アクロス福岡 九州工業大学 無料
理数教育支援センター
Tel:093-884-3696
Mail:jss@sec.kyutech.ac.jp

福岡市 ①④ インターネットにより宇宙を見る
宇宙空間で起こっているさまざまな環境の変化（宇宙の天気）について、
インターネットを通じて学ぶ体験学習です。

11月19日
九州大学宙空環境
研究センター

九州大学 無料 http://www.serc.kyushu-u.ac.jp/
フクオカサイエン
スマンスとの連携
事業

福岡市 ①④
自然科学資料室（標本室）の一般
公開

地球惑星科学教室の所有する鉱物、岩石、鉱石、化石標本の一部を展
示している自然科学資料室の一般公開です。

11月19日
九州大学総合研究
博物館第一分館内
自然科学資料室

九州大学 無料 http://www.geo.kyushu-u.ac.jp/
フクオカサイエン
スマンスとの連携
事業

福岡市 ①

平成23年度九州大学芸術工学部
公開講座「建築探偵シリーズその
５　千年風土建築文化とフェスティ
バル」

九州各地に遺された千年風土建築文化を対象とし、祭礼・フェスティバル
を通して息づく地域固有の無形文化財・文化資源の評価と活用の妥当性
を総合的に習得します。

10月4日～12月15日
九州大学大橋キャ
ンパスほか

九州大学芸術工学部 http://www.design.kyushu-u.ac.jp/kyushu-u/topics/detail?nid=415&cid=135

福岡市 ①

平成23年度九州大学芸術工学部
公開講座「環境デザインの射程
ランドスケープと建築の融合をめ
ざして」

ランドスケープと建築との融合をめざした、環境デザインの系譜と現代的
課題について解説します。

10月19日～12月7日
九州大学大橋キャ
ンパス

九州大学芸術工学部 http://www.design.kyushu-u.ac.jp/kyushu-u/topics/detail?nid=414&cid=135

福岡市 ③
第8回九州大学大橋キャンパス芸
工祭

企画、演出、音効、映像、照明、舞台、美術をすべて学生の手によって作
り上げているイベントです。

11月18日～20日
九州大学大橋キャ
ンパス

九州大学芸術工学部 無料 http://www.design.kyushu-u.ac.jp/kyushu-u/watch/festival

福岡市 ①③ 九州大学創立百周年QUウォーク
大濠公園をスタートとして，九州大学伊都キャンパスまでの約20kmを歩く
イベントです。

11月3日
大濠公園から九州
大学伊都キャンパ
ス

九州大学健康科学センター
http://www.ihs.kyushu-u.ac.jp/shakai/index.html

福岡市
①②
④

世界トップレベル研究拠点プログ
ラム(WPI)6拠点合同シンポジウム
～最先端の科学と君たちの未来
～

文部科学省に採択された「世界トップレベル研究拠点」で行われている最
先端の科学の研究を紹介します。

11月12日
福岡銀行本店大
ホール

九州大学カーボンニュートラ
ル・エネルギー国際研究所

無料 http://i2cner.kyushu-u.ac.jp/

福岡市 ①

公開講座
「九州マーケティングの探求と構
築」
－九州の企業と商業の特質を知

一般を対象とした公開講座です。
9月24日, 10月8日,
15日, 29日, 11月12

日, 19日, 26日
九州産業大学 九州産業大学 http://www.kyusan-u.ac.jp/

福岡市 ①

公開講座
元気塾Ｂ「コミュニケーション・世代
を超えて」
－異世代に学ぶー

高校生及び一般を対象とした公開講座です。 10月31日、11月21日

九州産業大学・九
州造形短期大学
コミュニティーギャラ
リー（Ｅａｓｔ Ｗｉｎｇｓ）

九州産業大学 http://www.kyusan-u.ac.jp/ 高校生は無料

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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福岡市 ①

公開講座
元気塾Ｃ「経済動向とお金に関す
る話」
－日本経済から生活までー

一般を対象とした公開講座です。 10月24日, 11月14日

九州産業大学・九
州造形短期大学
コミュニティーギャラ
リー（Ｅａｓｔ Ｗｉｎｇｓ）

九州産業大学 http://www.kyusan-u.ac.jp/

福岡市 ①
公開講座
元気塾Ｄ「人のつながりを考える」
－今、求められている絆ー

一般を対象とした公開講座です。 11月21日

九州産業大学・九
州造形短期大学
コミュニティーギャラ
リー（Ｅａｓｔ Ｗｉｎｇｓ）

九州産業大学 http://www.kyusan-u.ac.jp/

福岡市 ①
「社会人英語講座」
（秋期）

一般を対象とした語学講座です。
9月21日～12月14日
の毎週水曜日（11月

23日を除く）
九州産業大学 九州産業大学 http://www.kyusan-u.ac.jp/

福岡市 ①
「社会人コンピュータ講座」

一般を対象とした情報講座です。
10月8日～12月3日

の毎週土曜日
九州産業大学 九州産業大学 http://www.kyusan-u.ac.jp/

福岡市 ② オープンキャンパス
高校生、父母及び高校教諭等を対象として、模擬講義・模擬実験・実習・
入試問題解説・施設見学・入試相談会等を実施します。

10月23日
九州産業大学
九州造形短期大学

九州産業大学
九州造形短期大学

無料 http://www.kyusan-u.ac.jp/

福岡市 ③ 香椎祭（学園祭） 模擬店・イベント・展示・講演会等を実施します。 11月3日～7日
九州産業大学
九州造形短期大学

九州産業大学
九州造形短期大学

無料 http://www.kyusan-u.ac.jp/

福岡市 ③
メディアとしてのシルクスクリーン
展

靉嘔や横尾忠則の名作を手がけた岡部版画工房のシルクスクリーン作
品を、芸術におけるメディア性という観点から紹介します。

9月10日～10月23日
九州産業大学
美術館

九州産業大学 http://www.kyusan-u.ac.jp/

福岡市 ③
第12回上野彦馬賞
九州産業大学展

中・高校生と一般（39歳以下）の2部門による写真コンテストの入賞作品
展。

11月1日～13日
九州産業大学
美術館

九州産業大学 無料 http://www.kyusan-u.ac.jp/

福岡市 ③
福岡女学院創立126周年記念第3
回柿薗記念パイプオルガン　コン
サート

故柿薗ヤヱ院長の功績を称え2007年7月、ギール記念講堂にパイプオル
ガンを設置。　市民へ公開致します。

11月5日
福岡女学院ギール
記念講堂

学校法人　　福岡女学院 本部総務課　092-581-1492

福岡市 ① 第38回　グレープカップコンテスト 高校女子生徒を対象とする英語暗誦大会 11月19日
福岡女学院ギール
記念講堂

福岡女学院大学短期大学部 無料 英語科事務室　092-575-3980

福岡市 ④

日韓国際ワークショップ 2011
(Japan-Korea Joint Technical
Workshop on Semiconductor
Power Converter)

電気学会産業応用部門では国際化を積極的に進めており, KIPE(Korean
Institute of Power Electronics)との合同開催で研究会を行っています。技
術交流ならびに学生の国際交流、教育の場を提供すべく、ポスター発表
ならびにパネルディスカッションも含んだワークショップとして開催します。

10月21日, 22日
福岡大学セミナー
ハウス

社団法人 電気学会半導体電
力変換技術委員会
韓国パワーエレクトロニクス
学会（KIPE）

電気学会 九州支部
TEL：080-1771-8301
e-mail：  jimu@ieej.ees.kyushu-u.ac.jp

福岡市 ②④ 第2回子供気象学会
小学校の子供たちに夏休みの自由研究や学校のクラブ活動などを通し
て、「気象」に親しみ、自ら「気象」について調べ、発表する楽しさを体験し
てもらうことを目的として「こども」気象学会を開催します。

11月5日
九州
エネルギー館

社団法人
日本気象学会九州支部

無料
TEL：092-725-3614
Mail：info@msj- kyusyu.jp

福岡市
①，
②

福岡市教育委員会表彰
福岡市の教育の発展に貢献し，その功績が特に顕著と認められる学校，
その他の教育機関，個人及び団体等の表彰を行います。

11月3日 福岡市役所 福岡市教育委員会 無料

http://www.city.fukuoka.lg.jp/kyouiku/
福岡市教育委員会
総務企画課
092-711-4605

福岡市 ①
あそびにおいで！
本の森
福岡市子ども読書フォーラム

「福岡市子ども読書フォーラム」で、乳幼児から楽しめるおはなし会や紙
芝居・工作、展示などを開催します。

11月12日 あいれふ 福岡市教育委員会 無料
shogaigakushu.BES@city.fukuoka.lg.jp
福岡市教育委員会生涯学習課
092-711-4655

福岡市 ③ 考古学講座
一般向け講座として「筑前地方における戦国期の村と城」をテーマに、埋
蔵文化財センター職員が研究成果を講演します。

11月12日
13:30～15:30

福岡市埋蔵文化財
センター

福岡市埋蔵文化財センター 無料 http://www.city.fukuoka.lg.jp/maibun/

開催１ヶ月前から
FAXにて受講申
込受付。定員２０
０名
FAX092-571-

福岡市
①，
③

福岡市文学館企画展「サークル誌
の時代－労働者の文学運動1950
～60年代福岡」

1950-60年代福岡で、労働者たちが創造したサークル誌について紹介し、
文学運動について考える。

11月3日～12月11日

福岡市総合図書館
福岡市文学館（福
岡市赤煉瓦文化館
１階）

福岡市文学館 無料 http://toshokan.city.fukuoka.lg.jp/literatures/

福岡市 ③
特別企画展「日中国交４０周年記
念　地上の天宮　北京・故宮博物
院展」

紫禁城（故宮）に所蔵されている明・清両王朝ゆかりの絵画・工芸・服飾・
宝飾などの名品約２００点を通し、中国宮廷文化の精髄を紹介します。

10月18日～11月23
日

福岡市
美術館

福岡市
美術館

http://www.fukuoka-art-museum.jp/
092-714-6051

福岡市 ③ 常設展示の無料開放
昭和５４（１９７９）年１１月３日の開館を記念し、１１月３日は常設展示の
観覧料を無料としています。

11月3日
福岡市
美術館

福岡市
美術館

無料
http://www.fukuoka-art-museum.jp/
092-714-6051

福岡市 ③
常設展「北京・故宮展関連企画
明の夢・清の華」

特別企画展「北京・故宮博物院展」にあわせて、当館の明・清時代の美
術・工芸品をご覧に入れます。

11月1日～12月27日
福岡市
美術館

福岡市
美術館

http://www.fukuoka-art-museum.jp/
092-714-6051

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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福岡市 ③ 常設展「文様の楽しみ」
「唐草」文様や「扇面」文様など、同じテーマでも多彩なバリエーションを見
せる文様を、さまざまな分野の工芸品から集めて展示します。

11月1日～12月27日
福岡市
美術館

福岡市
美術館

http://www.fukuoka-art-museum.jp/
092-714-6051

福岡市 ③ 常設展「朱貌社５人展」
戦後福岡で結成された最初期の美術団体である「朱貌社」（会員：赤星
孝、上田宇三郎、宇治山哲平、久野大正、山田栄二）を特集します。

11月8日～12月27日
福岡市
美術館

福岡市
美術館

http://www.fukuoka-art-museum.jp/
092-714-6051

福岡市 ③
常設展「ソニアとロベール　－　二
人のドローネー　－」

主に２０世紀前半のフランスで活躍した美術家夫妻であるソニア・ドロー
ネーとロベール・ドローネーの版画を展示します。

11月8日～12月27日
福岡市
美術館

福岡市
美術館

http://www.fukuoka-art-museum.jp/
092-714-6051

福岡市 ③
常設展「プリンテッド・マター：印刷
と美術」

印刷で作られた作品、印刷物を使った作品などを特集して「印刷」という技
法から見た美術のありようを紹介します。

11月8日～12月27日
福岡市
美術館

福岡市
美術館

http://www.fukuoka-art-museum.jp/
092-714-6051

福岡市 ③ 福岡市美術館・図録フェア
福岡市美術館開館記念事業として、いままで福岡市美術館で開催された
展覧会図録を販売します。

11月3日
福岡市
美術館

福岡市
美術館

http://www.fukuoka-art-museum.jp/
092-714-6051

福岡市 ③ 施設の無料公開 アジアギャラリー観覧料を無料とする 11月3日
福岡アジア美術館
アジアギャラリー

福岡アジア美術館 無料 http://faam.city.fukuoka.lg.jp/

福岡市 ③ 常設展示の無料開放
国宝「金印」や民謡黒田節に謡われた名槍「日本号」他、福岡の歴史と暮
らしがわかる常設展を無料開放します。

11月3日 福岡市博物館 福岡市博物館 無料 http://museum.city.fukuoka.jp/

福岡市 ③
福岡市博物館特別企画展「日本と
クジラ」

クジラが陸を歩いていた頃からの進化、屏風や錦絵にも描かれたクジラ、
捕鯨の歴史や文化などを紹介します。

9月17日～11月6日 福岡市博物館 福岡市博物館 http://museum.city.fukuoka.jp/

福岡市 ③
 福岡市史講演会
 「九州と東アジア
－辛亥革命の衝撃」

市史編さん広報のため毎年開催。今年は，
本市と関連が深い「辛亥革命」100年を記念
し，２氏が講演（ジョシュア・フォーゲル／ヨー
ク大学教授，有馬学／九州大学名誉教授）

10月29日
 エルガーラ
 ホール
 中ホール

福岡市
教育委員会
博物館
市史編さん室

無料 http://www.city.fukuoka.lg.jp/shishi/

共催
東アジア近代史
学会，
福岡ユネスコ協
会

福岡市 ③ まちなかアートギャラリー
若手アーティストに対して、福岡市内の建造物壁面などの公共空間を表
現の場として開放し 福岡の２大街区（博多⇔天神）内に芸術空間を創出
することを目的とした公募展。

11月5日～23日
福岡市（博多～天
神）の各展示会場

福岡市 無料 http://tenjin.jp/mag

福岡市 ③
福岡市民芸術祭
主催行事
「十月はかた夜能」

九州の能楽界を代表する演者が博多駅に集結する能公演。曲目のひと
つ「土蜘蛛」は怪物退治の話で、蜘蛛の精が幾筋もの糸を投げかけるな
ど、ほかの能に例をみない迫力と美しさを披露します。

10月12日 JR九州ホール 福岡市民芸術祭実行委員会
http://www.ffac.or.jp/
(財)福岡市文化芸術振興財団事業課
092-263-6265

福岡市 ②③
福岡舞台芸術シリーズ
「文楽いろはレクチャー」

日本の伝統芸能｢文楽｣のレクチャーを小学生向けと一般向けに開催。大
夫の語りや三味線の演奏、人形の細かい動きなど文楽の見どころを分か
りやすく解説し、語りや演奏の体験もできる。レクチャーの最後には文楽
の一場面を実演。

11月21日, 22日
アクロス福岡
21日：一般
22日：小学生(3校)

(財)福岡市文化芸術振興財
団

無料
http://www.ffac.or.jp/
(財)福岡市文化芸術振興財団事業課
092-263-6265

福岡市 ②③
芸術交流宅配便

学校や地域に出向き、芸術体験ワークショップを開催。能楽体験、古楽の
演奏とレクチャー、アジアの人形劇・楽器演奏・舞踊などすぐれた文化芸
術に触れる機会を提供。

9月15日～11月29日
小学校9か所
地域2か所

(財)福岡市文化芸術振興財
団

無料
http://www.ffac.or.jp/
(財)福岡市文化芸術振興財団事業課
092-263-6265

福岡市
①②
③

子ども達芸術活動事業
子ども達が創造活動に参加できる環境整備に取り組むことを目的に、学
校や公民館等で単発・長期の演劇やダンスのワークショップを実施。合わ
せてワークショップの進行役の人材育成にも取り組んでいます。

9月～24年3月 市内小学校　他
(財)福岡市文化芸術振興財
団

無料
http://www.ffac.or.jp/
(財)福岡市文化芸術振興財団事業課
092-263-6265

福岡市 ① せふりスターウォッチング１１月 せふり天文台で「星のお話」や「月、木星、秋の星座の観察」を行います。 11月5日
福岡市立背振少年
自然の家

福岡市立背振少年自然の家 無料 http://www.city.fukuoka.lg.jp/sefuri/

福岡市 ①
せふりの自然に親しむつどい１１
月

1日目は「蛤岳～脊振山系登山」、2日目は「そば打ち体験」を行います。 11月12日, 13日
福岡市立背振少年
自然の家

福岡市立背振少年自然の家 http://www.city.fukuoka.lg.jp/sefuri/

福岡市 ①
資料展「引揚港・博多」オープニン
グイベント・シンポジウム「苦難と
平和への願い」

引揚の歴史的役割や平和の尊さを後世に伝えていくため実施する資料
展「引揚港・博多」の展示開始のオープニングイベントとして，引揚・戦争
体験者を語り部として迎えて，シンポジウムを開催します。

11月23日
福岡市市民福祉プ
ラザ内
ふくふくホール

福岡市 無料

保健福祉局
地域福祉課
社会係
092-733-5346

福岡市 ①
資料展「引揚港・博多」オープニン
グイベント・写真展

資料展「引揚港・博多」の展示開始のオープニングイベントとして，原爆・
引揚・福岡大空襲の写真パネルを展示します。

11月23日～12月2日
福岡市市民福祉プ
ラザ１階
エントランスホール

福岡市 無料

保健福祉局
地域福祉課
社会係
092-733-5346

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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福岡市 ① 廃油ハーブ石けん作り 廃油を利用した石けん作りを体験します。 10月26日, 11月2日 西部3Rステーション 西部3Rステーション 無料
西部３Ｒステーション
ＴＥＬ092-882-3193
http://www.fukuoka-seibuplaza.com

福岡市 ① 古布ぞうり作り 古布を利用してぞうり作りを体験します。 10月28日 西部3Rステーション 西部3Rステーション
西部３Ｒステーション
ＴＥＬ092-882-3191
http://www.fukuoka-seibuplaza.com

福岡市 ① 紙すき体験 牛乳パックを利用してはがきなどを作ります。 10月30日, 11月6日 西部3Rステーション 西部3Rステーション 無料
西部３Ｒステーション
ＴＥＬ092-882-3192
http://www.fukuoka-seibuplaza.com

福岡市 ① 古布バッグ作り
古着物（ウール・かすりの着物）を利用して手提げバッグを作り，マイバッ
グ運動を推進します。

11月5日, 11月12日 西部3Rステーション 西部3Rステーション
西部３Ｒステーション
ＴＥＬ092-882-3190
http://www.fukuoka-seibuplaza.com

福岡市 ① エコクッキング 手づくり麹から味噌を作ります。 10月26日 臨海3Rステーション 臨海3Rステーション
臨海３Ｒステーション
ＴＥＬ092-642-4641
http://www.econet-fukuoka.com

福岡市 ① 菜園相談会 生ごみから堆肥を作り，菜園作りまで実地での相談会を開催します。 10月26日 臨海3Rステーション 臨海3Rステーション 無料
臨海３Ｒステーション
ＴＥＬ092-642-4641
http://www.econet-fukuoka.com

福岡市 ① 高機で裂き織り 古布を裂き，高機で織りの体験をします。 10月25日, 28日 臨海3Rステーション 臨海3Rステーション
臨海３Ｒステーション
ＴＥＬ092-642-4641
http://www.econet-fukuoka.com

福岡市 ①
親子体験「クロツラヘラサギを見に
行こう」

絶滅危惧種のクロツラヘラサギの学習会後，現地に移動して観察会を行
います。

11月6日 臨海3Rステーション 臨海3Rステーション 無料
臨海３Ｒステーション
ＴＥＬ092-642-4641
http://www.econet-fukuoka.com

福岡市 ① 古布でぞうり作り 古布を使ってぞうりを作ります。 11月9日 臨海3Rステーション 臨海3Rステーション
臨海３Ｒステーション
ＴＥＬ092-642-4641
http://www.econet-fukuoka.com

福岡市 ① 卓上織り機で裂き織り 古布を裂き，卓上織り機で織りの体験をします。 11月11日 臨海3Rステーション 臨海3Rステーション
臨海３Ｒステーション
ＴＥＬ092-642-4641
http://www.econet-fukuoka.com

福岡市 ① 環境フェスティバルふくおか2011
子どもから大人まで世代を超えて環境について楽しみながら学べる参加・
体験型のイベントです。

10月22日, 23日
福岡市役所西側ふ
れあい広場

環境フェスティバルふくおか
2011実行委員会

無料 http://eco-fukuoka2011.com

福岡市 ① 植物観察会 解説員の説明で晩秋の園内の植物を観察します。 11月19日 福岡市植物園 福岡市植物園 092-522-3210

福岡市 ➂ 11月公開講座
｢辛亥革命から100年～孫文と九州の関わり｣について、
西日本新聞社・編集局アジア室長
傍示（かたみ）文昭 氏に講演してもらいます。

11月16日
社団法人
学士会福岡支部

社団法人
学士会福岡支部

http://gakushif.com

福岡市 ①
2011年九州大学病院がんセン
ター市民公開講座　がんとどう向
き合うか一緒に考えてみませんか

九州大学病院のがんに関する情報提供と片山恭一氏(作家)による特別
講演を行います。

11月13日（日）
九州大学医学部百
年講堂

九州大学病院がんセンター 無料 http://www.gan.med.kyushu-u.ac.jp/index.php

福岡市
西区

①
平成２３年度九州大学公開講座
「こころとからだの健康の常識・非
常識」

体と心の健康づくりに関する正しい知識や方法をわかりやすく提供・指導
することを目的としています。

10月30日
福岡市西部地域交
流センター「さいと
ぴあ」

九州大学健康科学センター
http://www.ihs.kyushu-u.ac.jp/shakai/koukai.html

福岡市
早良区

①
第7回地下鉄七隈線沿線三大学
合同シンポジウム

福岡市営地下鉄七隈線沿線三大学（中村学園大学・福岡大学・福岡歯科
大学）が連携し、医学・歯学・栄養学教育の立場からそれぞれの特性・専
門性をいかし、健康の維持・増進、疾病の予防と治療の観点から地域へ
貢献するために広く公開しているものです。

10月23日 福岡歯科大学
福岡歯科大学・中村学園大
学・福岡大学

無料
福岡歯科大学企画課
TEL092-801-0411（内線508・509）
http://www.fdcnet.ac.jp/col/info/lecture.html

福岡市
早良区

① 第7回「からだの科学展」
人体の仕組みや機能の不思議さを小・中・高生らに体験させ、生命への
関心を高めることを目的とし、毎年開催している。

10月22日, 23日 福岡歯科大学 学校法人福岡学園 無料
福岡歯科大学企画課
TEL092-801-0411（内線508・509）
http://www.fdcnet.ac.jp/col/info/lecture.html

福岡市
早良区

①③
2011年度　西南学院大学
　　　オルガンコンサート　「バッハ
の軌跡」

バッハの生涯をバッハのオルガン作品によって辿る、オールバッハの演
奏会です。
オルガン音楽の至宝の数々が、日本を代表するオルガニスト　廣江理枝
氏によって奏でられます。

10月8日（土）
西南学院大学
チャペル

西南学院大学 無料

西南学院大学
宗教部事務室
(092)823-3336
http://www.seinan-gu.ac.jp/

福岡市
早良区

①③
アリソン・ブラウン・カルテット
カントリーミュージックコンサート

九州・山口地域の日本人の方々を対象に、日米の市民レベルの相互理
解と友好関係の促進を目的として、アメリカ人アーティストを招聘し、実際
のパフォーマンスに触れ、異文化（カントリー/ブルーグラス音楽）への興
味関心を深めて頂くと同時に、演奏中のコメント（MC）を通じて、その分野
における専門性・知識を深めていただく。

10月14日（金）
西南学院大学
チャペル

西南学院大学
福岡アメリカンセンター

無料

西南学院大学
国際センター
(092)823-3346
http://www.seinan-gu.ac.jp/

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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福岡市
早良区

①③

第6回　西南リコーダー・フェスティ
ヴァル
　　　－リコーダーと出会い直そう
－

学院創立90周年を機にスタートし、毎年秋に開催している。第6回目となる
今回は、第一部でレクチャーコンサート“描かれたリコーダー”と題して演
奏をお届けし、第二部は、小学生からリコーダー愛好者まで、一般参加ス
テージを設けています。

10月29日（土）
西南学院大学
チャペル

学校法人　西南学院 無料
西南学院　宗教局事務室
(092)823-3336
http://www.seinan-gakuin.jp/

福岡市
早良区

③ イコン-東西聖像画の世界-
西南学院大学博物館および玉川大学教育博物館所蔵のイコンをはじめ
とする貴重な資料を展示します。

11月2日(水)～
12月10日(土)

西南学院大学博物
館

西南学院大学博物館 無料 http://www.seinan-gu.ac.jp/museum/index.html

福岡市
早良区

① 西南学院大学　公開講演会
国際ミッションボランティアとして、ルワンダに派遣され、大虐殺後のルワ
ンダで、赦しと和解のために働く佐々木和之氏と、北九州でホームレス支
援のために働く奥田知志氏をお迎えして、講演会を開催します。

11月4日（金）
西南学院大学
チャペル

西南学院大学 無料
西南学院大学　宗教部事務室
(092)823-3336
http://www.seinan-gu.ac.jp/

福岡市
早良区

③ 第10回特別展関連公開講演会
①大学博物館の役割と西南学院大学のイコン
②イコンの美と魅力-玉川大学のコレクションから

11月5日(土)
西南学院大学博物
館

西南学院大学博物館 無料 http://www.seinan-gu.ac.jp/museum/index.html

福岡市
早良区

③ 西南学院大学第62回大学祭
毎年開催される大学祭です。模擬店、露店及び各ステージ企画を学生団
体が企画・運営しています。

11月10（木）～13日
（日）

西南学院大学
キャンパス

西南学院大学
大学祭実行委員会

無料
西南学院大学学生部
学生課
（092）823-3311

福岡市
早良区

①
せいなんこどもワークショップ
ノアの方舟をつくろう

博物館の特別展を観覧後、ペーパークラフトでノアの方舟をつくります。 11月12日(土)
西南学院大学博物
館

西南学院大学博物館 http://www.seinan-gu.ac.jp/museum/ws/Welcome.html

福岡市城
南区

②
平成23年度
私立大学フォーラム

　当法人の活動や大学の教育研究、管理運営等に関する情報、国の高
等教育政策に関する動向等について、社会への情報発信、当法人と加盟
法人、また加盟法人間の情報共有を推進する。

10月29日 福岡大学
社団法人
日本私立
大学連盟

無料 http://www.shidairen.or.jp/index.html

博多区 ② 忍
すい

　冬
かずら

　祭
さい

学園祭で各学科ごとにバザーや色々な催し等を行っています。 11月12日, 13日 精華女子短期大学 精華女子短期大学 無料 http://www.seika.ac.jp

福岡市城
南区

①
私にもできる事がある！市民のた
め災害ボランティア講座

災害ボランティアの意義や活動を知ることで、基礎知識を身につけるとと
もに、自分たちができることを考える。

10月29日 福岡大学 エクステンションセンター 無料 http://webex.fukuoka-u.ac.jp

福岡市城
南区

①
防災演習「災害時に必要な知識と
実践」

災害時に、「自らの安全は自らが守る」ための心構えと知識、実践力を身
につけるとともに普通救命講習を行う。

10月29日, 11月19日 　福岡大学 エクステンションセンター 無料 http://webex.fukuoka-u.ac.jp

福岡市城
南区

①
本当に効くの？健康食品－シイタ
ケパワー：血圧から動脈硬化まで
－

健康食品の一つである「しいたけエキス」を一例に、健康食品と医薬品と
の有効性の確立方法の違いについて理解を深め、正しい健康食品の知
識や選び方を学ぶ。

10月29日 　福岡大学 エクステンションセンター 無料 http://webex.fukuoka-u.ac.jp

福岡市城
南区

①
ニコニコペースのウォーキング教
室

健康づくりのための基礎知識を身につけ、息をきらすことなく笑顔が保て
るニコニコペースで高原ウォーキングを楽しむ。

11月1日, 3日
 福岡大学　　  やま
なみ荘

エクステンションセンター http://webex.fukuoka-u.ac.jp

福岡市城
南区

①
共創型ワークショップ広告メッセー
ジ実習第２回「イメージをカタチに
する！」

企業でも商品開発、企画会議などに取りいれられてきている「ワークショッ
プ」形式で、問題発見、企画から制作、提案までの「アイデアを形にする」
過程を実践的に体験する。

10月１5日, 16日 　福岡大学 エクステンションセンター http://webex.fukuoka-u.ac.jp

福岡市城
南区

②
体験して学ぶｺﾝﾋﾟｭｰﾀ科学「クイズ
や手品でｺﾝﾋﾟｭｰﾀのしくみを学ぼ
う！」

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀを使わずに、身近なものを使ったクイズや手品などの遊びを通し
てｺﾝﾋﾟｭｰﾀや情報処理のしくみについて学ぶ。

11月19日 　福岡大学 エクステンションセンター http://webex.fukuoka-u.ac.jp

福岡市城
南区

①
売れるホームページを生み出す方
法－ホームページの制作を依頼
する前に考えること－

コンタクトポイントとして大切な広報機会であるホームページを十分機能さ
せるために必要な知識を身につける。

11月19日 　福岡大学 エクステンションセンター http://webex.fukuoka-u.ac.jp

福岡市城
南区

①
鳥飼玖美子公開講演会「英語学
習と母語－積み上げていく学びを
基礎として－」

「コミュニケーションに使える英語」の内実を ｢母語」、「基礎力」などとの関
連から論じてもらう。

10月26日 　福岡大学 エクステンションセンター 無料 http://webex.fukuoka-u.ac.jp

福岡市東
区

② オープンキャンパス
大学と短期大学部を一般公開し、研究室見学・体験コーナー・学部相談
などを実施します。学園祭も同時開催です。

11月3日
福岡工業大学・短
期大学部キャンパ
ス

福岡工業大学・短期大学部 無料 http://www.fit.ac.jp/

福岡市東
区

③ 立花祭（学園祭）
屋台・ライブ・トークショー・各種展示・打ち上げ花火など様々な催し等を実
施します。オープンキャンパスも同時開催です。

11月2日,3日
福岡工業大学・短
期大学部キャンパ
ス

福岡工業大学・短期大学部 http://www.fit.ac.jp/

福岡市東
区

③ エクステンションセンター文化祭
エクステンションセンター受講生による作品展示、演奏、ダンスなど、様々
な催し等を実施します。

11月2日,3日
福岡工業大学 エク
ステンションセン
ター

福岡工業大学 無料 http://opencollege.fit.ac.jp/

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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福岡市中
央区

③ 吹奏楽部定期演奏会
第59回全日本吹奏楽コンクールへの出場を決めた城東高校吹奏楽部に
よるステージをお届けします。

11月5日 アクロス福岡
福岡工業大学附属城東高等
学校

http://jyoto.fit.jp/

福岡市東
区

②
城東高校「教師の日」授業公開並
びに研究発表会

城東高校では毎年11月に「教師の日」を定めており、校内で授業公開、研
究発表会を行います。

11月8日
福岡工業大学附属
城東高等学校

福岡工業大学附属城東高等
学校

無料 http://jyoto.fit.jp/

福岡市
早良区

①③
2011年度　西南学院大学
　　　オルガンコンサート　「バッハ
の軌跡」

バッハの生涯をバッハのオルガン作品によって辿る、オールバッハの演
奏会です。
オルガン音楽の至宝の数々が、日本を代表するオルガニスト　廣江理枝
氏によって奏でられます。

10月8日（土）
西南学院大学
チャペル

西南学院大学 無料

西南学院大学
宗教部事務室
(092)823-3336
http://www.seinan-gu.ac.jp/

福岡市
早良区

①③
アリソン・ブラウン・カルテット
カントリーミュージックコンサート

九州・山口地域の日本人の方々を対象に、日米の市民レベルの相互理
解と友好関係の促進を目的として、アメリカ人アーティストを招聘し、実際
のパフォーマンスに触れ、異文化（カントリー/ブルーグラス音楽）への興
味関心を深めて頂くと同時に、演奏中のコメント（MC）を通じて、その分野
における専門性・知識を深めていただく。

10月14日（金）
西南学院大学
チャペル

西南学院大学
福岡アメリカンセンター

無料

西南学院大学
国際センター
(092)823-3346
http://www.seinan-gu.ac.jp/

福岡市
早良区

①③

第6回　西南リコーダー・フェスティ
ヴァル
　　　－リコーダーと出会い直そう
－

学院創立90周年を機にスタートし、毎年秋に開催している。第6回目となる
今回は、第一部でレクチャーコンサート“描かれたリコーダー”と題して演
奏をお届けし、第二部は、小学生からリコーダー愛好者まで、一般参加ス
テージを設けています。

10月29日（土）
西南学院大学
チャペル

学校法人　西南学院 無料
西南学院　宗教局事務室
(092)823-3336
http://www.seinan-gakuin.jp/

福岡市
早良区

③ イコン-東西聖像画の世界-
西南学院大学博物館および玉川大学教育博物館所蔵のイコンをはじめ
とする貴重な資料を展示します。

11月2日(水)～
12月10日(土)

西南学院大学博物
館

西南学院大学博物館 無料 http://www.seinan-gu.ac.jp/museum/index.html

福岡市
早良区

① 西南学院大学　公開講演会
国際ミッションボランティアとして、ルワンダに派遣され、大虐殺後のルワ
ンダで、赦しと和解のために働く佐々木和之氏と、北九州でホームレス支
援のために働く奥田知志氏をお迎えして、講演会を開催します。

11月4日（金）
西南学院大学
チャペル

西南学院大学 無料
西南学院大学　宗教部事務室
(092)823-3336
http://www.seinan-gu.ac.jp/

福岡市
早良区

③ 第10回特別展関連公開講演会
①大学博物館の役割と西南学院大学のイコン
②イコンの美と魅力-玉川大学のコレクションから

11月5日(土)
西南学院大学博物
館

西南学院大学博物館 無料 http://www.seinan-gu.ac.jp/museum/index.html

福岡市
早良区

③ 西南学院大学第62回大学祭
毎年開催される大学祭です。模擬店、露店及び各ステージ企画を学生団
体が企画・運営しています。

11月10（木）～13日
（日）

西南学院大学
キャンパス

西南学院大学大学祭
実行委員会

無料
西南学院大学学生部学生課
（092）823-3311

福岡市
早良区

①
せいなんこどもワークショップ　  ノ
アの方舟をつくろう

博物館の特別展を観覧後、ペーパークラフトでノアの方舟をつくります。 11月12日(土)
西南学院大学博物
館

西南学院大学博物館 無料 http://www.seinan-gu.ac.jp/museum/ws/Welcome.html

福岡市
城南区

① 平成23年度（第38回）公開講座
「食を巡る文化」をテーマに、下記の講演を行います。
『日本史の風景～人に歴史あり、食にドラマあり～』
『②栄養・食生活と生活習慣病～久山町の栄養疫学研究から～』

10月15日
中村学園大学・
中村学園大学短期
大学部

中村学園大学・
中村学園大学短期大学部

無料 http://www.nakamura-u.ac.jp/events/20110804/

福岡市
城南区

① 平成23年度（第38回）公開講座
「食を巡る文化」をテーマに、下記の講演を行います。
『食の変遷から21世紀の健康食を考える』
『１に運動、２に食事．．．健康づくりエクササイズの基礎知識』

10月22日
中村学園大学・
中村学園大学短期
大学部

中村学園大学・
中村学園大学短期大学部

無料 http://www.nakamura-u.ac.jp/events/20110804/

福岡市
城南区

①
第７回 地下鉄七隈線沿線３大学
合同シンポジウム

「子どもの食と健康」をテーマに、下記の講演を行います。
『腸にやさしい子どもの食習慣』
『子どもの食べものの好き嫌い』
『良く噛んで作る健康な心と体』

10月23日 福岡歯科大学

地下鉄七隈線沿線３大学連
絡協議会
（中村学園大学、福岡大学、
福岡歯科大学）

無料

福岡市
城南区

④ アジア栄養科学ワークショップ
健康や栄養に関するテーマについて、専門の講師を国内外からお招き
し、講演を行います。

11月19日
中村学園大学・
中村学園大学短期
大学部

中村学園大学・
中村学園大学短期大学部

無料 http://www.nakamura-u.ac.jp/

大牟田市 ① ふれあい文化祭
公民館利用サークル員の学習成果の発表と地域住民の参加・協力等に
より、地域とのふれあい及び連携を深めます。

10月22日, 23日 三池地区公民館
ふれあい文化祭実行委員
会、三池地区公民館

無料
大牟田市三池地区公民館
0944-53-8343

大牟田市 ① 第31回 であいの文化祭
サークル会員の学習活動の成果発表と地域住民や地域団体等の交流を
目的とします。当日は、作品の展示、演芸、バザー、体験コーナー及び地
域住民の作品の展示等を行います。

10月29日, 30日 三川地区公民館
であいの文化祭実行委員
会、三川地区公民館

無料
大牟田市三川地区公民館
0944-52-5957

大牟田市 ① 翔馬祭

駛馬地区公民館で実施される文化祭。
駛馬地区公民館を利用するサークルや地域住民が作成した作品の展
示、音楽やダンス等の演芸の披露やバザー（だご汁、かしわ飯、コーヒー
など）を実施します。

１１月5日, 6日 駛馬地区公民館
駛馬地区公民館サークル連
絡会、駛馬地区公民館

無料
大牟田市駛馬地区公民館
0944-57-5443

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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大牟田市 ① 勝立地区公民館文化祭
勝立地区公民館利用サークルや地域団体・個人の作品展示、演芸、地
域ふれあい文化体験などを行います。

11月12日, 13日 勝立地区公民館
勝立地区公民館文化祭実行
委員会、勝立地区公民館

無料
大牟田市勝立地区公民館
0944-51-0393

大牟田市 ①③ 手鎌地区公民館ふれあい文化祭
施設利用者による学習成果発表と地域内の子どもたち・住民による作品
展示や発表を通して、サークル会員と地域住民との交流を図り、ふれあ
いの場として開催します。

11月19日, 20日 手鎌地区公民館
ふれあい文化祭実行委員
会、手鎌地区公民館

無料
大牟田市手鎌地区公民館
0944-56-6008

バザー等実費有

大牟田市 ①
ものづくり体験教室～シルバーア
クセサリーを手作りしよう～

女子中学生と保護者を対象に、シルバーアクセサリーの製作を通しても
のづくりへの興味を深める催しです。

11月上旬
（予定）

有明工業高等専門
学校

有明工業高等専門学校 無料 http://www.ariake-nct.ac.jp

久留米市 ① 第16回マナビィランド
木工、科学実験などの体験コーナーや楽器演奏のステージなど。子ども
向けの催しです。

11月13日 えーるピア久留米
久留米生涯学習推進市民協
会

無料
久留米生涯学習推進市民協会
0942-38-2258

久留米市 ④ おもしろサイエンスフェア
小中学生向けに観察・実験を体験できるサイエンス教室、科学工作教室、
科学実験ショー等を開催します。

11月19日,20日,23日
福岡県青少年科学
館

財団法人福岡県教育文化奨
学財団

無料 http://www.science.pref.fukuoka.jp

久留米市 ① 特別展「中国朝鮮陶磁の世界」 新羅、高句麗のなどの陶磁器を展示する予定です。
10月8日（土）～
11月30日（水）

六ツ門図書館展示
コーナー（くるめりあ
5階）

久留米市文化財保護課 無料
六ツ門図書館
0942-27-9281

久留米市 ① 第36回くるめの考古資料展 久留米市内で行われた発掘調査の成果を紹介します。
10月22日（土）～
11月13日（日）

久留米市埋蔵文化
財センター展示室

久留米市文化財保護課 無料
久留米市 文化財保護課
0942-30-9225

久留米市 ① 特別展「相國寺宝物展」 未定
10月29日（土）～11

月23日（水）
有馬記念館 (財)有馬記念館保存会

久留米市文化財保護課
0942－30－9225

久留米市 ① 歴史探訪 未定 11月6日（日） 未定 久留米市文化財保護課 無料
久留米市文化財保護課
0942-30-9225

定員あり、要申込
み

久留米市
①、
④

高専祭（文化祭）
文化祭では、学校を開放し、ロボコン・吹奏楽部等のクラブ活動の成果を
披露、公開実験、科学技術の紹介、生演奏、いこいの広場等多彩な催し
があります。

11月3日
久留米工業高等専
門学校

久留米工業高等専門学校 無料
学生課
学生生活支援係
0942-35-9317

久留米市 ① パソコン入門講座 パソコン入門・ワープロを使ってみる・インターネットにアクセスする 10月29日 久留米工業大学 久留米工業大学 http://www.kurume-it.ac.jp/chiiki/shogai/kokai.html

久留米市 ① インターネット入門講座 インターネットとｗｗｗ・Webブラウザの操作・電子メール 11月5日 久留米工業大学 久留米工業大学 http://www.kurume-it.ac.jp/chiiki/shogai/kokai.html

久留米市 ① 表計算入門講座 Excel基本操作・表計算・グラフの作成 11月12日 久留米工業大学 久留米工業大学 http://www.kurume-it.ac.jp/chiiki/shogai/kokai.html

久留米市 ①
こども科学教室「ペットボトルロ
ケットを作ろう」

ペットボトルロケットを作って、飛距離を競おう 10月29日 久留米工業大学 久留米工業大学 無料 http://www.kurume-it.ac.jp/chiiki/shogai/kokai.html

久留米市 ① こども科学教室「ロボットと遊ぼう」 虫型ロボットを作って簡単なプログラムを入力し迷路を脱出させる 11月5日 久留米工業大学 久留米工業大学 無料 http://www.kurume-it.ac.jp/chiiki/shogai/kokai.html

久留米市 ① 九州ブロック・ユネスコ活動研究会
国際的な連携と協力に焦点を当てた遺産保護や寺子屋運動についての
研究会

11月12日(土）, 13日
(日）

ホテルニュープラザ
・公益社団法人日本ユネスコ
協会連盟
・久留米ユネスコ協会

無料 公益社団法人日本ユネスコ協会連盟03-5424-1121

飯塚市 ③ 第44回飯塚総合文化祭
公募美術展をはじめ、飯塚文化協会飯塚に所属する団体による作品展
示やステージ発表が行なわれます。

10月22日～11月13
日

イイヅカコスモスコ
モン、飯塚コミュニ
ティセンター

飯塚市教育委員会、飯塚文
化協会飯塚

飯塚市教育委員会 生涯学習課文化振興グループ0948-21-0505

飯塚市 ③ かいた文化祭
飯塚文化協会頴田に所属する団体による作品展示やステージ発表が行
なわれます。

11月5日, 6日 頴田公民館
飯塚市教育委員会、飯塚文
化協会頴田

無料
頴田公民館
09496-2-1034

飯塚市 ③ 庄内文化祭
飯塚文化協会庄内に所属する団体による作品展示やステージ発表が行
なわれます。

11月5日, 6日 庄内公民館
飯塚市教育委員会、飯塚文
化協会庄内

無料
庄内公民館
0948-82-3344

飯塚市 ③ 穂波文化祭
飯塚文化協会穂波に所属する団体による作品展示やステージ発表が行
なわれます。

11月11日～13日 穂波公民館
飯塚市教育委員会、飯塚文
化協会穂波

無料
穂波公民館
0948-24-7458

飯塚市 ① 第４回サイエンス・カフェ

一般の方々が、科学者と、お茶やコーヒーを飲みながら、気軽に科学につ
いて語り合うことで、コミュニケーションをとる試みです。講演会やセミナー
などとは異なり、一般の方々の輪の中に科学者が加わり、科学の話題を
提供しながら、参加者みんなで考えることを通して、科学への関心と理解
を深めようというものです。

11月4日
九州工業大学・飯
塚キャンパス内

九州工業大学 無料 http://www.iizuka.kyutech.ac.jp/sciencecafe/

飯塚市 ③ ＩＳＧフェスタ２０１１

本学は、国立大学では、唯一「情報工学部」を備えた大学で、市民の皆様
に情報工学をより親しんでいただくために、「飯塚サイエンスギャラリー」を
開設しました。情報工学のこれまでの歩みや、最先端の研究を、見て・
知って・触れていただける場となっています。

10月29日
九州工業大学・飯
塚キャンパス内

九州工業大学 無料 http://www.iizuka.kyutech.ac.jp

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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飯塚市 ③ 工大祭におけるＩＳＧの特別展示

工大祭の中で、ＩＳＧ（飯塚サイエンスギャラリー）の特別展示を実施しま
す。 ＩＳＧでは、昔懐かしいものから最新のものまで、私たちの生活に影響
を与えてきた物品を紹介しており、展示物には常設展示物と特別展示物
があります。今回の特別展示においては、通常の展示物に加えて体験型
機器を展示していますので、情報工学の歴史を紐解きながら楽しむこと
ができます。

11月19日,  20日

九州工業大学・飯
塚キャンパス内「飯
塚サイエンスギャラ
リー（ＩＳＧ）」

九州工業大学 無料 http://www.iizuka.kyutech.ac.jp

飯塚市 ③
情報工学部創立２５周年記念講
演会

情報工学部は創立以来情報工学の分野で世界をリードしてきました。本
年情報工学部が設立して25年となるのを機に、記念式典の開催に併せ、
情報工学分野で世界をリードする人材育成を目指す情報工学部の今後
の展望等について講演を行います。

11月19日
九州工業大学・飯
塚キャンパス内

九州工業大学 無料 http://www.iizuka.kyutech.ac.jp

飯塚市 ①

社団法人飯塚青年会議所１０月
定例会「東日本大震災を風化させ
ないために・・・・。『生きるというこ
と』」

東日本大震災を風化させない活動推進センター所長による特別講演会
等の被災地支援イベント。一瞬にして多くの尊い命が奪われた東日本大
震災。多くの犠牲者を出しながら、残された命の大切さに気付き、改めて
「生きる」という意味について考えます。

10月30日
九州工業大学・飯
塚キャンパス内

主催：社団法人飯塚青年会
議所、協賛：九州工業大学情
報工学部学生自治会

無料 九州工業大学情報工学部学生自治会

飯塚市 ①
産学官交流研究会　特別講演会
「起業家育成セミナー」

新産業の創出のためには、シーズを生み出す研究活動とあわせ、新しい
ことへの挑戦を促す起業家精神に富む人材の育成が必要です。本セミ
ナーでは、大学研究者や大学(院)生に対して創業意識を喚起し、地域経
済の活性化に繋がる起業家の輩出や新たなビジネスの創出を促進する
ことを目的とします。

10月下旬予定
九州工業大学・飯
塚キャンパス内

九州工業大学情報工学部、
飯塚市経済部産学振興課

無料 九州工業大学産学連携推進センター飯塚分室 Tel:0948(29)7895

飯塚市 ①
平成23年度
産業理工学部
公開講座

大学の知の還元 10月22日 西鉄グランドホテル 近畿大学産業理工学部 無料  http://www.fuk.kindai.ac.jp/

飯塚市 ②
平成23年度
産業理工学部
柏の森祭

学園祭 10月28日～30日
近畿大学福岡キャ
ンパス

近畿大学産業理工学部 無料  http://www.fuk.kindai.ac.jp/

飯塚市 ③ 近畿大学九州短期大学　梅華祭
体育館や教室、野外ステージなどを活用
し、様々な企画やイベントを行います。

11月5日, 6日
近畿大学九州短期
大学

近畿大学九州短期大学 無料 0948-22-5726

田川市 ① 読書まつり
ボランティア団体等による絵本への読み聞かせ及び、本や雑誌のリサイ
クルを行います。

10月22日 田川市立図書館 田川市立図書館 無料 http://www.joho.tagawa.fukuoka.jp/libraryshisetu/

田川市 ①③ 山本作兵衛コレクション展
世界記憶遺産に登録された「山本作兵衛コレクション」（田川市石炭・歴史
博物館所蔵）を特別公開します。

9月17日～1月9日
（予定）

田川市石炭・歴史
博物館

田川市石炭・歴史博物館 http://www.joho.tagawa.fukuoka.jp/sekitan/
※企画展及び会
期は予定です

田川市 ③ 「第48回公募田川美術展」
田川美術協会との共催。一般公募と田川美術協会会員の作品を紹介し
ます。

10月18日～30日 田川市美術館
田川市美術館・田川美術協
会

無料 http://www.joho.tagawa.fukuoka.jp/bijyutu/

田川市 ③ 「福岡県の近代絵画展」
福岡を「筑前」「筑後」「筑豊」という3つの地域に分類し、それぞれの地域
にゆかりの作家たちを紹介します。

11月10日～12月18
日

田川市美術館 田川市美術館 http://www.joho.tagawa.fukuoka.jp/bijyutu/

田川市 ③ 第29回子ども音楽祭
市内園児、小・中学校の児童・生徒、一般市民による楽器演奏、吹奏楽、
合唱などが行われます。

11月3日 田川文化センター
第29回子ども音楽祭実行委
員会

無料
田川市文化課
ＴＥＬ/ＦＡＸ
0947-44-0384

田川市 ③ 田川文化連盟秋の市民文化祭
地域内の各会場にて絵画、書、写真等の展示や講演会の実施、劇等の
上演を予定しています。

10月1日～11月30日
田川文化センター・
田川青少年文化
ホール他

市民文化祭実行委員会
田川市文化課
ＴＥＬ/ＦＡＸ
0947-44-0384

田川市 ③
第6回TAGAWAコールマイン・フェ
スティバル～炭坑節まつり～

炭坑節総踊り、花火の打ち上げ、ミニSL乗車、様々な踊り、ご当地キャラ
クターョー、音楽イベント、各種物販、及びＴＡＧＡＷＡキャンドルナイトを行
います。（予定）

11月5日,6日
田川市石炭記念公
園ほか

TAGAWAコールマイン・フェス
ティバル実行委員会

無料

田川市産業振興部商工観光課内
TAGAWAコールマイン・フェスティバル実行委員会事務局
TEL
0947‐44‐2000
（内線　312）

柳川市 ②③ 白秋祭式典
柳川が生んだ詩聖北原白秋先生の偉業をたたえ遺徳をしのぶために、
命日である11月2日に毎年開催します。

11月2日 白秋詩碑苑 柳川市、柳川市教育委員会 無料
柳川市教育委員会 生涯学習課 文化係
0944-77-8832

柳川市 ①③ 第41回北原白秋顕彰短歌大会
白秋先生の歌人としての業績顕彰のため、命日に開催します。当日は講
演、講評、表彰式等を行います。

11月2日
柳川あめんぼセン
ター（柳川市立図書
館）

柳川市、柳川市教育委員会 無料 http://www.city.yanagawa.fukuoka.jp/news/tanka41th.html

柳川市 ①③ 第24回柳川市総合美術展
日本画、洋画、書道、写真の4部門で公募し、入選以上の作品等約300点
を会場一杯に展示します。

10月30日～11月6日
柳川市民体育館特
設会場

柳川市、柳川市教育委員会、
柳川文化協会

無料 http://www.city.yanagawa.fukuoka.jp/news/bijutsuten24th.html

柳川市 ①③ やながわ歴史文化講座
「横綱雲龍の誕生-雲龍横綱在位150周年-」をテーマに、現地見学を交え
た講座を開講します。どなたでも受講できます。

11月12日 大和公民館 柳川市教育委員会 http://www.city.yanagawa.fukuoka.jp/life/study/event/introduce.html

八女市 ① 旭座人形芝居
八女市黒木町笠原地区で継承されている人形浄瑠璃です。旭座人形芝
居保存会と笠原小５，６年生が行う定期講演です。

11月3日（木） 旭座人形芝居会館
黒木文楽旭座人形芝居開館
運営委員会

無料
八女市教育委員会 文化課
0943-23-1982
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筑後市 ①
青少年健全育成のための意見発
表会

市内14校ある小・中学校から各1名ずつ推薦してもらい、テーマに沿った
作文を発表してもらう意見発表会と講演会の2部構成となっています。今
年度のテーマは「ボランティア」についてです。昨年度の来客数は、396名
でした。

11月6日
筑後市勤労者家庭
支援施設（サンコ
ア）軽運動室

筑後市、筑後市教育委員会、
筑後市青少年育成市民会
議、筑後市PTA連合会、ちっ
ご教育の日推進委員会

無料 http://www.city.chikugo.fukuoka.jp/

筑後市 ③ 大谷祭
本学文化祭。当日は、各学科クラス単位の文化発表、展示等及び模擬店
を出店。

11月5日, 6日
九州大谷短期大学
校舎・運動場

九州大谷短期大学学生自治
会

無料  http://www.kyushuotani.ac.jp/0942-53-9900

大川市 ③ 第２９回大川市総合美術展
伝統的、創造的美術活動と作品の鑑賞を通じて、地域の美術活動の育
成振興と普及を図るため開催します。

11月3日～11月9日
大川市文化セン
ター

大川市、大川市教育委員会、
大川文化協会

大川市教育委員会 生涯学習課
0944-85-5618

大川市 ③ 第４７回大川市民文化祭
大川文化協会会員及び会員が指導するサークル、その他広く市民の芸
術文化創造活動の総合的発表が行われます。

11月11日～20日
大川市文化セン
ター

大川文化教会、大川市教育
委員会、大川市文化センター
自主事業運営委員会

無料
大川市文化センター
0944-88-0015

行橋市 ③ 行橋市連歌大会
5～10人で座をつくり、一般座、学生座に分かれて世吉連歌（四十四句）を
詠みます。

10月16日 今井浄喜寺 行橋市教育委員会　文化課
行橋市教育委員会 文化課
Ｔｅｌ 0930-25-1111（内線：1167）

行橋市 ③ 第41回行橋市民文化祭
市民文化祭参加の20部門が16日間にわたって繰り広げる文化の祭典。
10月22日（土）9：30にコスメイト行橋で開会式が行われます。

10月22日～11月6日 各会場
行橋市、行橋市教育委員会、
行橋市文化協会

無料
行橋市教育委員会 文化課・文化協会
Ｔｅｌ 0930-25-1111（内線：1167又は1168）

行橋市 ③ 弥生時代の下稗田村

下稗田遺跡・前田山遺跡から、当時の人々が使った土器類・石器類、さら
には人々が収穫した米や貝殻、動物の骨など数々の遺物が発見されて
います。遺物の中から優れた出土品を展示して、農耕文化を初めて知っ
た弥生人の姿と農耕の開始がもたらした社会変化の姿を紹介します。

10月29日～12月10
日

行橋市歴史資料館 行橋市教育委員会　文化課 無料
行橋市教育委員会 文化課
Ｔｅｌ 0930-25-1111（内線：1167）

行橋市 ① 特別展「弥生時代の下稗田村」
下稗田村の成立から大きくなる課程、また、石器の生産や流通について
紹介する予定です。

10月29日（土）～12
月10日（土）

行橋市歴史資料館 行橋市歴史資料館 無料
行橋市歴史資料館
0930-25-3133

豊前市 ③
2011秋の特別展「豊の国修験道
の世界－求菩提山中興の祖・頼
厳とその周辺－」

平安時代以降、京築および近隣の各地に展開してきた「修験道」を主題と
して、地域の歴史的・文化的特性やこれからの在り様を見つめ直す機会
としたいと考えます。

10月18日～12月4日 求菩提資料館 求菩提資料館 無料
教育課文化芸術係　0979-82-1111（内線1224）、
bunka@city.buzen.lg.jp、又は求菩提資料館
kubote@muse.ocn.ne.jp

豊前市 ③ 第9回豊前市美術展
市内および周辺地域住民から洋画・日本画・書道・写真・工芸の各部門
の作品を募集、審査の上、入選以上の作品を展示します。

11月23日～27日
豊前市立多目的文
化交流センター

豊前市美術展実行委員会 無料
教育課文化芸術係（実行委員会事務局）　0979-82-1111
（内線1224）bunka@city.buzen.lg.jp

豊前市 ①
2011秋の特別展「京築の修験道
文化」

かつて修験道場として栄えた求菩提山を豊富な資料で紹介します。
10月18日（火）～12

月4日（日）
求菩提資料館 求菩提資料館 無料

求菩提資料館
0979-88-3203

春日市 ① 第38回春日市文化祭
市民の日頃の文化活動の成果を、展示部門や芸能部門などに分かれて
発表します。

11月5日, 6日

春日市ふれあい文
化センター、勤労青
少年ホーム、市民
スポーツセンター

春日市、春日市教育委員会 無料  文化振興課事業担当092-584-3366

春日市 ③ 米倉斉加年朗読会 米倉斉加年氏をお招きし、朗読会を行います。 11月5日
春日市ふれあい文
化センター

春日市民図書館 無料  社会教育課図書館担当092-584-4646 文化祭行事

春日市 ③ おはなし広場(秋) 一日に４回、年齢別でおはなし会を行います。 11月5日
春日市ふれあい文
化センター

春日市民図書館 無料  社会教育課図書館担当092-584-4646 文化祭行事

春日市 ③ 布絵本展示 布絵本作成ボランティアによる絵本の展示会です。 11月5日
春日市ふれあい文
化センター

春日市民図書館 無料  社会教育課図書館担当092-584-4646 文化祭行事

春日市 ③ かすが一箱古本市 ひとりダンボール一箱で参加する古本のフリーマーケットを開催します。 11月6日
春日市ふれあい文
化センター

春日市民図書館 無料  社会教育課図書館担当092-584-4646 文化祭行事

春日市 ① 歴史散歩(市内) 奴国の丘歴史公園及びその周辺の文化財を徒歩で見学します。 10月29日
奴国の丘歴史資料
館

春日市文化財課 無料  文化財課文化財担当092-501-1144

春日市 ① ガラス玉作り
弥生時代の先端技術であるガラス玉作りを通して、春日の歴史を学びま
す。

11月12日
奴国の丘歴史資料
館

春日市文化財課  文化財課文化財担当092-501-1144

春日市 ①
考古企画展「古代のやきものとの
ぼり窯」

須恵器をテーマに、市内の遺跡や発掘調査の成果をパネルや出土品で
紹介します。

9月3日～10月31日
奴国の丘歴史資料
館
特別展示室

春日市文化財課 無料  文化財課文化財担当092-501-1144
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料金欄が空白の場合、有料又は一部有料



第５３回「教育・文化週間」関連行事

福岡県
市区町村 種類 行事名 行事の概要 開催日程 会場 主催機関名 料金 ＵＲＬ又は連絡先 備考

大野城市 ① まどかフェスティバル

生涯学習の推進と普及啓発を図るため、「みどりの広場」「御笠川・牛頸
川フェスタ」「大野城市商工会産業展」「生涯学習展」等の9つのイベントを
集約し、大野城市の秋の一大イベントとして「まどかフェスティバル」を開
催します。

11月5日, 6日
大野城まどかぴあ
他

大野城市、大野城市教育委
員会、公益財団法人大野城
まどかぴあ、大野城市商工
会・道徳教育実行委員会、小
学校音楽祭実行委員会、み
どりの広場実行委員会、御笠
川フェスタ2011実行委員会、
健康づくり推進協議会、文化
連盟、国際交流協会

無料
大野城市教育委員会 文化学習課　 生涯学習担当
092-580-1911

大野城市 ③ 第14回ジュニアときめき文化祭

市内外問わず、18歳以下で構成する文化芸術団体又は個人が日頃の活
動の成果を発表します。
文芸美術の部では展示を行い、舞台芸術の部では本格的なステージを
使った発表会を行います。

文芸美術
10月22日, 23日

舞台芸術
10月23日

大野城まどかぴあ

第14回ジュニアときめき文化
祭実行委員会、大野城市、大
野城市教育委員会、大野城
市文化連盟、ふくおか県民文
化祭福岡県実行委員会、福
岡県、福岡県文化団体連合
会、福岡県教育委員会

ジュニアときめき文化祭実行委員会事務局（大野城市教育
委員会文化学習課内）
092-580-1812

大野城市 ① 梅頭窯跡一般公開
須恵器窯跡がお墓として使われた珍しい例です。「ＪＲ駅長おすすめの
ウォーキング」とのタイアップ企画となっています。

11月5日（土） 梅頭窯跡覆屋 大野城市歴史資料展示室 無料
大野城市歴史資料展示室
092－580-1918

宗像市 ③ むなかた文化祭
2ヶ月にわたって開催される市民の文化活動の発表の機会と鑑賞の場で
す。宗像市文化協会を中心に、一般公募の舞台や展示も行います。

10月2日～11月27日 宗像ユリックス
宗像ユリックス、宗像市文化
協会、宗像市

宗像ユリックス事業部
0940-37-1483

茶道のみ有料

宗像市 ② 宗像区中学校文化連盟　発表会

宗像区中学校10校の文化部を中心とした発表会です。
具体的には以下のようなものを実施します。
・ブラスバンド部演奏
・英語スピーチコンテスト
・美術部作品展示
・書道作品展示　等

11月6日 福津市中央公民館 宗像区中学校文化連盟 無料
宗像市立中央中学校
0940-36-2041

宗像市 ② 教育講演会 飲酒運転で息子さんを亡くされた山本さんの講演会です。 11月1日 玄海中体育館 玄海中PTA 無料
宗像市立玄海中学校
0940-62-0135

宗像市 ① Jr.サイエンス＆ものづくり
主として、小・中・高等学校の児童・生徒を対象に、科学・ものづくりをテー
マに実験・実習等を行う。

11月3日 福岡教育大学 福岡教育大学 無料 0940-35-1238

宗像市 ①
講座　むなかた！ムナカタ！宗
像！Ⅱ－今語る宗像・沖ノ島－

福岡教育大学の所在する宗像地区にある「宗像・沖ノ島と関連遺産群」が
ユネスコの世界遺産による暫定リストに掲載されたことに伴い、宗像の歴
史・文化等を「海」をキーワードに実施する講座。

11月5日 福岡教育大学 福岡教育大学 無料 0940-35-1238

宗像市 ②
第９回特別支援教育
公開セミナー

「インクルーシブ教育をめぐる動向と課題」
「高校において特別支援教育の実践をどの
ようにすすめるか」講演会を行います。

11月5日
福岡教育大学付属
教育実践総合セン
ター

福岡教育大学 無料  tokusice@fukuoka-edu.ac.jp0940-35-1559

太宰府市 ①
大宰府学講座「漢詩と書画で味わ
う太宰府の名所旧跡－吉嗣拝山
『太宰府廿四詠』を中心に－」

「太宰府廿四詠」から、天拝山、都府楼跡、観世音寺などを詠んだ吉嗣拝
山の詩と梅僊の画を紹介します。

11月3日（木）
太宰府市ふれあい
館

太宰府市ふれあい館
太宰府市ふれあい館
（代）092－928-0800

定員あり、要申込
み

太宰府市 ① さまざまなコミュニケーション
「コミュニケーションとは何か」から始まって、相互理解、リーダーシップ、
異文化など多角的なコミュニケーション論を紹介します。 11月1日, 8日, 15日

福岡国際大学752
教室

福岡国際大学 無料
http://www.fukuoka-int-u.ac.jp/
TEL 092-922-4034
FAX 092-922-6453

太宰府市 ③ 音楽科優優コンサート
筑紫野市文化会館にて、ソロ・アンサンブル・電子オルガン・吹奏楽曲を
演奏いたします。

11月6日 筑紫野市文化会館 福岡女子短期大学 無料   http://www.fukuoka-wjc.ac.jp/TEL 092-922-4034FAX 092-922-6453

太宰府市 ① 公開講座

『アジア塾』
　「アジア楽園めぐり
　　－日本・インド・西アジアの理想郷－」
①現世の極楽－平安時代の浄土教美術よりー
②インドにおける天界と極楽
③「パラダイス」とエデンの園

①10月 6日
②10月13日
③10月20日

太宰府市
いきいき情報セン
ター

筑紫女学園大学 無料 http://www.chikushi-u.ac.jp/

太宰府市 ① 公開講座

日本文学と異文化
　　－インド・中国・日本－
①説話文学に見るインド
②近世小説と中国文学
③妖婦の物語－『後漢書』から泉鏡花へ－

①10月15日
②10月22日
③10月29日

太宰府市
いきいき情報セン
ター

筑紫女学園大学 無料 http://www.chikushi-u.ac.jp/

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料



第５３回「教育・文化週間」関連行事

福岡県
市区町村 種類 行事名 行事の概要 開催日程 会場 主催機関名 料金 ＵＲＬ又は連絡先 備考

太宰府市 ① 公開講座

第17回 仏教学研究室公開講座
「親鸞　～その思想をめぐって～」
①本願～彼岸からの喚び声～
②自然～おのずからしからしむ～
③悪人～親鸞の人間観～
④往生～極楽と救済～
⑤念仏～仏の名のりを聞く～

①10月 8日
②10月22日
③11月12日
④11月26日
⑤12月10日

浄土真宗本願寺派
明正寺

筑紫女学園大学 無料 http://www.chikushi-u.ac.jp/

太宰府市 ① 公開講座

子どもの心とウェルビーング（しあわせ）
①今どきの子どもはヘン？
②災害による子どもの心への影響とその支援
③保育の現状と憲法
④｢発見された子ども｣とは？ー子どもの幸福論ー

①10月 1日
②10月 8日
③10月15日
④10月22日

筑紫女学園大学 筑紫女学園大学 無料 http://www.chikushi-u.ac.jp/

太宰府市 ① 公開シンポジウム
今、求められる教育とは
　～小学校、就学前教育、家庭、地域の役割～

11月5日 筑紫女学園大学 筑紫女学園大学 無料 http://www.chikushi-u.ac.jp/

太宰府市 ① 体験講座
体験しよう教育の実際
①いろいろな技法を使って、絵を描こう
②みんなで日本の心の歌を歌おう！

①11月19日
②11月26日

筑紫女学園大学 筑紫女学園大学 無料 http://www.chikushi-u.ac.jp/

太宰府市 ① 公開講座 『維新起原太宰府紀念編』の和歌⑩ 11月5日 筑紫女学園大学 筑紫女学園大学 無料 http://www.chikushi-u.ac.jp/

太宰府市 ① 公開講座

楽しく学ぶ英語
①コンピュータを使って楽しく英語を学ぼう
②音楽で楽しむ英語と文化
③通訳者の技を使って楽しい英会話をする！

① 11月19日
② 11月26日
③ 12月 3日

筑紫女学園大学 筑紫女学園大学 無料 http://www.chikushi-u.ac.jp/

太宰府市 ③
特別展
「草原の王朝　契丹－美しき3人の
プリンセス」

美しき契丹文化の世界を、契丹を生きた3人の女性にまつわる品々を中
心に紹介。

9月27日～11月27日 九州国立博物館 九州国立博物館 http://www.kyuhaku.jp/

太宰府市 ③ 留学生の日
留学生に文化財を通じて日本の文化・伝統を知っていただき、日本に対
する理解を深めてもらうもの。

11月3日 九州国立博物館 九州国立博物館 無料 http://www.kyuhaku.jp/
留学生のみ
文化交流展
（平常展）無料

太宰府市 ③ 家族の日 福岡県の「ふくおか・みんなで家族月間」キャンペーンへの協力事業 11月20日 九州国立博物館 九州国立博物館 無料 http://www.kyuhaku.jp/

中学生以下の
子供の同伴者２
名が文化交流展
（平常展）無料

大宰府市 ② 公開講座 福岡の中国残留孤児の今 10月29日 福岡医療福祉大学
都築俊英学園福岡医療福祉
大学

無料 庶務課092-918-6511

古賀市 ① 図書館まつり

・「おはなし会スペシャル」（市内6つの地域文庫による読み聞かせや人形
劇など）
・パネル展示
・読書講演会などを行います。

10月21日～30日 サンフレアこが 古賀市教育委員会 無料
古賀市図書館
092-942-2561

古賀市 ① 子どもわくわくフェスタ
子どもが遊びやもの作り体験をしたり、日頃の活動発表を通して、個人・
団体の交流を図ります。

11月27日 古賀市中央公民館
古賀市教育委員会、子どもわ
くわくフェスタ
運営委員会

無料
古賀市 青少年育成課
092-942-0901

古賀市 ③ 文化の日記念式典
教育、文化・スポーツ、環境保護等社会に著しく貢献した業績を表彰しま
す。

11月3日 古賀市中央公民館 古賀市 無料
古賀市 総務課
092-942-1112

古賀市
①③
④

木村辰也先生の邪馬台国版画展
文化への意識を高める事業として、歴史資料館ギャラリーを活用した企
画展を開催します。

11月2日～13日
サンフレアこが
ギャラリー

古賀市教育委員会 無料
古賀市歴史資料館
092-940-2683

古賀市 ③ まつり古賀
・古賀市の商工、農産品、食品等を販売
・ステージでの市民参加による多数のアトラクション　などを行います。

11月20日 古賀市立球技場
まつり古賀実行委員会、古賀
市、古賀市商工会、JAかす
や

無料
古賀市 商工政策課
092-942-1176

うきは市 ① 歴史・文学講座 佐賀学入門「肥前風土記とグルメ探検」 11月11日 日田・浮羽 佐賀女子　　短期大学 生涯学習センター（0952）23-5145 締切終了

宮若市 ①
アクロス・レインボーコンサートｉｎ
宮若vol.2

ピアノカルテット（フルート・オーボエ・ファゴット・ピアノ）で演奏を行いま
す。

10月29日 マリーホール宮田
宮若市教育委員会、アクロス
福岡

無料
宮若市教育委員会 社会教育課
0949-32-0123

宮若市 ① 宮若市芸術祭 宮若市文化連盟会員による舞台発表と作品展示を行います。 11月5日,6日
宮若市宮田文化セ
ンター、マリーホー
ル宮田

宮若市文化連盟 無料
宮若市文化連盟事務局
0949-52-1401

嘉麻市 ③
たのしいこどもの
びじゅつてん

平成22年度、文部科学省後援の児童絵画コンクールの中から、優秀作品
約130点の作品を紹介します。

11月10日～
12月18日

嘉麻市立織田廣喜
美術館

嘉麻市教育委員会
嘉麻市教育委員会 生涯学習課 美術館係（織田美術館）
0948-62-5173

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料



第５３回「教育・文化週間」関連行事

福岡県
市区町村 種類 行事名 行事の概要 開催日程 会場 主催機関名 料金 ＵＲＬ又は連絡先 備考

嘉麻市 ①
遠賀川流域古墳の
同時公開

県指定史跡「沖出古墳」の公開説明と弓矢や勾玉作り体験を行います。 10月15日, 16日
嘉麻市沖出古墳公
園

嘉麻市教育委員会、ボラン
ティア団体「いしくしろ」

無料
嘉麻市教育委員会 生涯学習課　文化財係
0948-57-3176

嘉麻市 ①
嘉麻市稲築支部文化祭（展示の
部）

会員から幼児、小中学生をはじめ、一般の方々の絵画・書道・写真・陶
芸・手芸等の作品を展示しています。

10月29日, 30日
嘉麻市稲築地区公
民館

嘉麻市文化協会(稲築支部) 無料 嘉麻市教育委員会生涯学習課 社会教育課係 0948-57-3157

嘉麻市 ①
嘉麻市稲築支部文化祭文化祭
（芸能の部）

舞踊・コーラス・カラオケ・詩吟・フラダンス等文化協会会員によるステージ
発表会です。

11月13日
嘉麻市稲築地区公
民館講堂

嘉麻市文化協会(稲築支部) 無料 嘉麻市教育委員会生涯学習課 社会教育課係 0948-57-3157

嘉麻市 ①
嘉麻市碓井支部文化祭文化祭
（展示の部）

会員から幼児、小中学生をはじめ、一般の方々の絵画・書道・写真・陶
芸・手芸等の作品を展示しています。

10月29日, 30日
嘉麻市立織田廣喜
美術館

嘉麻市文化協会(碓井支部) 無料 嘉麻市教育委員会生涯学習課 社会教育課係 0948-57-3157

嘉麻市 ①
嘉麻市碓井支部文化祭文化祭
（催物の部）

文化協会会員のみならず、一般の方々も参加できる囲碁・将棋大会で
す。

10月30日
嘉麻市うすい人権
啓発センターあか
つき

嘉麻市文化協会(碓井支部) 嘉麻市教育委員会生涯学習課 社会教育課係 0948-57-3157

嘉麻市 ①
嘉麻市碓井支部文化祭文化祭
（芸能の部）

舞踊・コーラス・民謡・太鼓等文化協会会員によるステージ発表会です。 10月30日
嘉麻市碓井住民セ
ンター

嘉麻市文化協会(碓井支部) 無料 嘉麻市教育委員会生涯学習課 社会教育課係 0948-57-3157

嘉麻市 ①
嘉麻市碓井支部文化祭文化祭
（芸能の部）

舞踊・コーラス・民謡・太鼓等文化協会会員によるステージ発表会です。 10月29日, 30日
嘉麻市下山田小白
馬ホール

嘉麻市文化協会(山田支部) 無料 嘉麻市教育委員会生涯学習課 社会教育課係 0948-57-3157

嘉麻市 ①
嘉麻市碓井支部文化祭（芸能の
部）

会員から幼児、小中学生をはじめ、一般の方々の絵画・書道・写真・陶
芸・手芸等の作品を展示しています。

11月4日～6日
嘉麻市サルビア
パークアリーナ

嘉麻市文化協会(山田支部) 無料 嘉麻市教育委員会生涯学習課 社会教育課係 0948-57-3157

嘉麻市 ①
嘉麻市碓井支部文化祭文化祭
（催物の部）

文化協会会員のみならず、一般の方々も参加できる囲碁・将棋大会で
す。

11月6日
嘉麻市サルビア
パーク卓球室

嘉麻市文化協会(山田支部) 無料 嘉麻市教育委員会生涯学習課 社会教育課係 0948-57-3157

嘉麻市 ③
第6７回福岡県美術展覧会筑豊巡
回展

県美術展覧会で入選・入賞した日本画・洋画・写真・グラフィックデザイン
の作品を展示します。

11月8日～13日
嘉麻市サルビア
パークアリーナ

福岡県美術展覧会実行委員
会
嘉麻市教育委員会

嘉麻市教育委員会 生涯学習課 美術館係（織田美術館）
0948-62-5173

嘉麻市 ①
嘉麻市嘉穂支部文化祭（芸能の
部）

舞踊・コーラス・民謡・太鼓等文化協会会員による芸能発表会です。 10月30日
嘉麻市嘉穂生涯学
習センター夢サイト
かほ

嘉麻市文化協会(嘉穂支部) 無料 嘉麻市教育委員会生涯学習課 社会教育課係 0948-57-3157

嘉麻市 ①
嘉麻市嘉穂支部文化祭（展示の
部）

保育園児及び小学生の作品を展示しています。 10月18日～31日
嘉麻市嘉穂生涯学
習センター夢サイト
かほ

嘉麻市文化協会(嘉穂支部) 無料 嘉麻市教育委員会生涯学習課 社会教育課係 0948-57-3157

嘉麻市 ①
嘉麻市嘉穂支部文化祭（展示の
部）

元伝統文化子ども生花教室を開催します。 10月30日
嘉麻市嘉穂生涯学
習センター夢サイト
かほ

嘉麻市文化協会(嘉穂支部) 無料 嘉麻市教育委員会生涯学習課 社会教育課係 0948-57-3157

嘉麻市 ① 中学生の主張
人との関わり、報道されている様々な出来事、社会や世界に向けての意
見、未来への夢等を地元中学生が発表します。

11月13日
嘉麻市碓井住民セ
ンター

嘉麻市青少年育成住民会議 無料 嘉麻市教育委員会 生涯学習課  社会教育係0948-57-3157

朝倉市 ① 家庭教育講座
詩画家の渡邉美奈子さんによる命の大切さについての講演会「泣いても
いいんだよ」を行います。

10月15日
朝倉市総合市民セ
ンター

朝倉市教育委員会 無料  朝倉市教育委員会 生涯学習課0946-22-2348

朝倉市 ① お茶の間学習発表会（展示部門） 公民館等で行っている学習（展示部門）の発表を行います。 11月12日, 13日
朝倉市総合市民セ
ンター

朝倉市教育委員会 無料  朝倉市教育委員会 生涯学習課0946-22-2349

朝倉市 ③ 平成23年度朝倉市美術展
朝倉市・朝倉郡在住及び勤務者から公募した作品の入選・入賞作品を展
示を行います。

11月10日～20日
朝倉市総合市民セ
ンター（ピーポート
甘木）１～５学習室

朝倉市教育委員会 無料  朝倉市教育委員会 文化課0946-22-0001

朝倉市 ③ 平成23年文化講演会
詩人の工藤直子先生を講師として迎え講演会を開催します。詩や朗読者
を市民の皆様から募集し詩の展示も行います。

11月19日
朝倉市総合市民セ
ンター（ピーポート
甘木）中ホール

朝倉市教育委員会 無料  朝倉市教育委員会 文化課0946-22-0001

朝倉市 ③ 狐塚古墳公開
筑後川流域装飾古墳同時公開。朝倉市所在の装飾古墳の公開を行いま
す。

10月22日
朝倉市入地
（狐塚古墳）

朝倉市教育委員会 無料  朝倉市教育委員会 文化課0946-22-0001

朝倉市 ③
甘木歴史資料館第50回企画展
『戦後の昭和史展－団塊世代の
衣・食・住－』

「戦後の衣・食・住」に関する郷土資料を中心に、一部戦中資料を加え、展
示・紹介します。

10月18日～11月27
日

甘木歴史資料館 甘木歴史資料館 無料
甘木歴史資料館
0946-22-7515

朝倉市 ③
甘木歴史資料館公開学習講座
「ひみこ」③④

斉明天皇と朝倉橘広庭宮をテーマとした公開学習講座を開催します。 11月5日, 19日
朝倉市中央図書館
2F視聴覚室

甘木歴史資料館 無料
甘木歴史資料館
0946-22-7515

要申込

朝倉市 ①③
第50回企画展「戦後の昭和史展
－団塊世代の衣・食・住－」

「戦後の衣・食・住」に関する郷土資料を中心に展示、紹介します。
10月18日（火）～11

月27日（日）
甘木歴史資料館 甘木歴史資料館 無料

甘木歴史資料館
0946-22-7515

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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糸島市 ② 秋の感謝祭２０１１
“みどり”をキーワードに地域住民等とつながることを目的に開催する大学
祭です。

10月30日
西日本短期大学
二丈キャンパス

西日本短期大学 無料 http://nishitan.jp/ryokuchi/akikan

篠栗町 ①③ 第40回篠栗町文化祭
町民参加型の文化祭です。舞台部門（大ホールでの舞台発表）・展示部
門（中央公民館での作品展示）・催し部部門（屋外での出店やバザーな
ど）で運営します。

10月29日,30日 クリエイト篠栗 篠栗町教育委員会 無料  クリエイト篠栗092-948-2222

篠栗町 ①③ ささリンピック2011
町民参加型のスポーツイベントです。競技種目は、子どもサスケ・キッズ
サッカー・グランドゴルフです。

11月6日 カブトの森運動公園 篠栗町教育委員会  カブトの森運動公園092-948-1000

篠栗町 ①
相談業務に係る職員のためのカ
ウンセリング講座

多様化する相談ニーズに対応するためのカウンセリング技能を高めるこ
とを目的とし、4回シリーズで行います。

10月6日, 20日, 11月
1日, 15日

福岡県立社会教育
総合センター

福岡県立社会教育総合セン
ター

無料
福岡県立社会教育総合センター 研修情報室
092-947-3511

篠栗町 ① ゆずフェスティバル
地域に開かれた施設づくりの一環として、当センターの施設や自然を活用
した様々な創作活動・体験活動等を地域住民の皆様に提供します。

11月19日, 20日
福岡県立社会教育
総合センター

福岡県立社会教育総合セン
ター

福岡県立社会教育総合センター 学習サポート室
092-947-3511

志免町 ①③ 第33回志免町文化祭 芸能発表・作品展示他を行います。 11月5日,6日
志免町民センター
周辺

志免町 無料 syakaik@town.shime.lg.jp

志免町 ① しめの文化財ウォーク 竪坑櫓周辺の近代遺産をめぐります。 11月6日（日）
旧志免鉱業所竪坑
櫓前

志免町教育委員会社会教育
課

無料
志免町教育委員会 社会教育課
092-935-7100

要申込み

粕屋町 ③
平成23年度（第39回）粕屋町文化
祭

書、陶芸、絵画等の作品展示・舞踊、カラオケ、器楽等のステージ発表・
講演会・バザーを行います。

11月5日,6日
サンレイク
かすや

粕屋町文化祭実行委員会 無料
粕屋町教育委員会 社会教育課
092-938-1410

芦屋町 ①
芦屋町制120周年事業「芦屋釜
展」

芦屋窯の復元をしています。復元の足取りや古芦屋を紹介します。
10月4日（火）～
12月4日（日）

芦屋歴史の里,芦屋
釜の里

芦屋町
芦屋歴史の里
093-222-2555
芦屋釜の里
093-223-5881

芦屋町 ③ 福岡県民文化祭２０１１県民茶会
県の芸術活動の一環として文化祭を開催します。日頃、接する事の少な
い日本文化を県民の皆様に体験して頂く事を目的としております。

10月23日 芦屋釜の里
福岡県民文化祭県実行委員
会

小林　秀君092-841-2872

芦屋町 ③ 芦屋町茶道連盟文化祭 毎年皆様にお茶を楽しんで頂く為に開催しています。 11月3日 芦屋釜の里 煎茶道連盟 小林　秀君　092-841-2872

水巻町 ① （仮）「古賀城と中世山城」 未定
11月3日（木）～
12月4日（日）

水巻町歴史資料館 水巻町歴史資料館 無料
水巻町歴史資料館
093-201-0999

岡垣町 ③
ふくおか県民文化祭「オープニン
グイベント」

「第19回ふくおか県民文化祭2011」のスタートを飾るイベントです。野村万
禄さんらによる岡垣の民話に基づく創作狂言などの芸術や音楽鑑賞がで
きます。

10月16日 岡垣サンリーアイ
オープニングイベント実行委
員会

無料
岡垣町中央公民館
093-282-0163
http://www.kenbunsai-fukuoka.jp/

岡垣町 ③ 第35回岡垣町民文化祭
作品展示（絵画・盆栽・工芸・陶芸・書道・手芸・写真など）のほか、芸能・
音楽・歌謡・社交ダンスの発表会を行っています。

11月3日～6日 岡垣サンリーアイ 岡垣町民文化祭実行委員会 無料
岡垣町中央公民館
093-282-0162

遠賀町 ③ 遠賀町文化祭 遠賀町内の個人団体による文化芸術の発表･展示を行います。 11月3日～6日 遠賀町中央公民館
遠賀町文化祭
実行委員会

無料
遠賀町中央公民館
093-293-1355

遠賀町 ① 貨幣に関する展示 未定
11月1日（火）～
12月27日（火）

遠賀町民俗資料館
遠賀町教育委員会生涯学習
課

無料
遠賀町教育委員会 生涯学習課

（代）093-293-1234

小竹町 ①③ 公民館まつり2011
生涯学習施設中央公民館を活動拠点とする団体へ主体的に学習成果を
発表できる場を提供することで、学習機会の拡充や出会いの場づくりを期
待し、町の文化振興発展を図っております。

11月5日, 6日
小竹町中央公民
館、公民館前広場、
中庭、町民体育館

公民館まつり2011実行委員
会、小竹町、小竹町教育委員
会

http://town.kotake.lg.jp

鞍手町 ①
鞍手町歴史民俗資料館企画展
「絵本の歩みと子どもたち」

日本と西洋の絵本１３０冊程度を展示します。また、鞍手町で行われてき
た読み聞かせの歴史も紹介します。

10月2日～11月27日
鞍手町歴史民俗資
料館

鞍手町教育委員会 無料
鞍手町歴史民俗資料館
0949-42-3200

月曜休館

桂川町 ③

第19回ふくおか県民文化祭2011
「桂川町文化事業」童謡ふれあい
コンサート　　　～DOYO組といっ
しょに歌おう～

　「DOYO組」による童謡の舞台公演を行います。「感動」する機会を通し
て、芸術に親しむ心や豊かな感性を育み、「文化の薫り高い心豊かなまち
づくり」を目指します。

10月30日
桂川町住民セン
ター

ふくおか県民文化祭福岡県
実行委員会、福岡県、福岡県
文化団体連合会、福岡県教
育委員会、桂川町、桂川町教
育委員会、桂川町文化連合
会、第19回ふくおか県民文化
祭2011「桂川町文化事業」実
行委員会

桂川町住民センター内桂川町教育委員会社会教育課社会
教育係　　　℡0948-65-2007　(直通)

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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桂川町 ①③

秋期ミニ企画展・平原健二コレク
ションⅢ（仮）明治・大正・昭和華麗
な女性の装い『レトロでおしゃれな
小物たち』展

明治から昭和の女性の暮らしや化粧品の瓶など雑貨類800点を紹介しま
す。

10月8日（土）～
11月27日（日）

王塚装飾古墳館 王塚装飾古墳館 無料
王塚装飾古墳館
0948-65-2900

その他展示有料
あり

大木町 ①③ 平成23年度大木町文化祭 作品展示、芸能発表会を行います。 11月5日, 6日 大木町総合体育館
大木町教育委員会生涯学習
課、大木町文化協会

無料
大木町図書・情報センター
0944-32-1047

香春町 ① 激動の昭和初期展 未定
10月8日（土）～11月

13日（日）
香春町歴史資料館

激動の昭和初期展実行委員
会

香春町教育委員会
0947-32-8410

みやこ町 ③ みやこ町古墳フォーラム
古墳に代表される町内の文化遺産を活かした町づくりに関するフォーラム
です。

11月26日 サングレートみやこ みやこ町 無料
みやこ町博物館
0930－33－4666

みやこ町 ③
写真展「日本考古学の父　ウィリア
ム・ガウランドの足跡」

ウィリアム・ガウランドが撮影した明治期の貴重な古墳を中心とした文化
遺産写真等のパネル展示を行います。

11月8日～12月21日
みやこ町歴史民俗
博物館

みやこ町教育委員会
みやこ町教育委員会 文化係（博物館）
0930-33-4666

吉富町 ① 第33回吉富町民文化祭 文化協会主催の文化祭を行います。 11月5日,6日
吉富フォーユー会
館、吉富町体育館、
吉富町武道館

吉富町文化協会 無料
吉富町教育委員会内文化協会事務局
0979-22-1944

吉富町 ② 平成23年度吉富中学校文化祭
中学生の文化的な作品を展示したり、各学級及び文化部の活動発表を
行います。

10月26日～29日 吉富中学校 吉富中学校 無料
吉富中学校
0979-22-0813

築上町 ③ 築上町民文化祭

①・町民の文化活動の発表（展示、ステージ）
　 ・催し物（茶道、囲碁大会、仕舞・謡曲）
②大阪芸術大学卒業生有志による「オータム・コンサート」
③落語公演

①10月28日～30日
②11月 3日
③11月 6日

①築上町中央公民
館
①築城公民館
①保健センター チ
アフルついき
①②③築上町文化
会館（コマーレ）

築上町町民文化祭実行委員
会

①②
無料

③有料

築上町中央公民館
0930－56－0251
築城公民館
0930－52－0066
築上町文化会館（コマーレ）
0930-56-1777

篠栗町 ① 大学の森を歩こう
九州大学福岡演習林の里山を、演習林教員とインストラクターが樹木や
草花について解説しながら案内します。

11月9日
九州大学農学部附
属演習林　　　　　福
岡演習林

九州大学農学部附属演習林
福岡演習林

無料
九州大学農学部　　農場・演習林総務係               　　　℡
092-948-3101

遠賀郡 ③ 遠賀町文化祭
遠賀町の文化祭の体験コーナーにて皆様に本格的なお茶席を体験して
頂きます。

11月5日 遠賀中央公民館 遠賀町生涯教育 遠賀中央公民館　093-293-1355

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料


