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主催機関名 行事名 会場 都道府県 市区町村 種類 料金 実施日時 URL

福岡県教育委員会
うきは市教育委員会

福岡県読書推進大会
（うきは市大会）

うきは市民ホール 福岡県 うきは市 ① ○ 11月14日 http://www.lib.pref.fukuoka.jp

うきは市教育委員会
福岡県読書推進大会及びうき
は市立図書館開館記念講演
会

うきは市民ホール、う
きは市立図書館

福岡県 うきは市 ③ ○ 11月14日 http://www.library.city.ukiha.fukuoka.jp/

うきは市教育委員会
ぼく・わたしの好きな風景絵画
コンクール

うきは市内各所
（伝建地区の軒先他）

福岡県 うきは市 ① ○
10/27～
11/18

http://www.city.ukiha.fukuoka.jp/index.htm

うきは市教育委員会 第5回うきは市民文化祭

うきは市文化会館、吉
井中央公民館、ムラ
おこしセンター、吉井
体育センター

福岡県 うきは市 ③ ○ 11/1～11/3 http://www.city.ukiha.fukuoka.jp/index.htm

福岡県都市計画協会、
福岡県美しいまちづくり
協議会、福岡県

「景観発見＆まちづくり」体験
体感ツアー

芦屋釜の里 福岡県 芦屋町 ③ 10月31日 http://www.b-machi.net

福岡県 ＮＰＯ・ボランティア講座 未定 福岡県 宇美町 ① ○ 11月10日 http://www.nvc.pref.fukuoka.lg.jp

宇美町教育委員会 文化財ウォーク 特別史跡　大野城跡 福岡県 宇美町 ③ ○ 11月14日

宇美町教育委員会 宇美町立図書館　読書まつり
地域交流センター（う
み・みらい館）

福岡県 宇美町 ③ ○
2009/10/7
～10/31

http://www.umi-library.jp/

吉富町文化協会 吉富町文化祭 吉富町体育館　ほか 福岡県 吉富町 ③ ○
10月31日～
11月１日

福岡県 ＮＰＯ・ボランティア講座 未定 福岡県 久留米市 ① ○ 11月9日 http://www.nvc.pref.fukuoka.lg.jp

筑後田園都市推進評議
会

ちくご子どもキャンパス「ロボッ
トと遊ぼう！」

久留米工業大学 福岡県 久留米市 ① ○ 10月24日 http://chikugocc.jp/

筑後田園都市推進評議
会

ちくご子どもキャンパス「電気
をつくろう！」

久留米工業大学 福岡県 久留米市 ① ○ 10月31日 http://chikugocc.jp/

筑後田園都市推進評議
会

ちくご子どもキャンパス「飛行
機だこをつくろう！」

久留米工業大学 福岡県 久留米市 ① ○ 11月7日 http://chikugocc.jp/

久留米生涯学習推進市
民協会

第１４回マナビィランド えーるピア久留米 福岡県 久留米市 ① ○ 11月8日

久留米市立中央図書館 絵本作家　黒井　健の世界
久留米市立中央図書
館

福岡県 久留米市 ③ ○ 10月25日 http://www.library-city.kurume.fukuoka.jp

久留米市立中央図書館
絵本の読み聞かせの基本講
座

久留米市立中央図書
館

福岡県 久留米市 ① ○

10月2日・9
日・16日・23
日・30日(金
曜）

http://www.library-city.kurume.fukuoka.jp

久留米市文化財保護課
装飾古墳同時公開
日輪寺古墳

日輪寺古墳 福岡県 久留米市 ③ ○ 10月24日

久留米市文化財保護課
装飾古墳同時公開
寺徳古墳

寺徳古墳 福岡県 久留米市 ③ ○ 10月24日

久留米市文化財保護課 第３４回　くるめの考古資料展
久留米市埋蔵文化セ
ンター

福岡県 久留米市 ③ ○
10/17～
11/8

久留米市他史跡神籠石
所在自治体

第４回神籠石サミット
文化センター共同
ホール

福岡県 久留米市 ③ ○ 10/30・31

久留米市青少年育成市
民会議北野支部

青少年の健全育成を考えるつ
どい

北野公民館 福岡県 久留米市 ② ○ 11月21日

久留米市生きがい健康
づくり財団

えーるピア久留米文化祭 えーるピア久留米 福岡県 久留米市 ① ○
10月24日・
25日

久留米工業大学 公開講座パソコン入門 久留米工業大学 福岡県 久留米市 ① 10月24日 http://www.kurume-it.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
料金欄に「○」がついたイベントは、参加無料のイベントです。
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久留米工業大学
こども科学教室ロボットと遊ぼ
う！

久留米工業大学 福岡県 久留米市 ① ○ 10月24日 http://www.kurume-it.ac.jp

久留米工業大学 公開講座インターネット入門 久留米工業大学 福岡県 久留米市 ① 10月31日 http://www.kurume-it.ac.jp

久留米工業大学
こども科学教室電気をつくろ
う！

久留米工業大学 福岡県 久留米市 ① ○ 10月31日 http://www.kurume-it.ac.jp

久留米工業大学 公開講座表計算入門 久留米工業大学 福岡県 久留米市 ① 11月7日 http://www.kurume-it.ac.jp

久留米工業大学
こども科学教室飛行機だこを
つくろう！

久留米工業大学 福岡県 久留米市 ① ○ 11月7日 http://www.kurume-it.ac.jp

宮若市文化連盟 芸術祭
マリーホール宮田・地
域交流センター・宮田
文化センター

福岡県 宮若市 ③ ○
11月2日・11
月3日

http://www.city.miyawaka.lg.jp/

宮若市教育委員会 文化講演会

1回目：宮若市中央公
民館若宮分館
2回目：マリーホール
宮田

福岡県 宮若市 ① ○

10月31日
1回目：開場
9時30分　開
演：10時
2回目：開場
13時30分
開演：14時

http://www.city.miyawaka.lg.jp/

ふくおか県民文化祭福岡
県実行委員会

第１７回ふくおか県民文化祭２
００９

県内各地区（ＨＰ参
照）

福岡県
県内２８市

町
①③ ○

１０月～１２
月（ＨＰ参
照）

http://www.kenbunsai-fukuoka.jp/

古賀市 文化の日記念式典 古賀市中央公民館 福岡県 古賀市 ③ ○ 11月3日 shakyo@city.koga.fukuoka.jp

行橋市教育委員会　文
化課

行橋市連歌大会 今井浄喜寺 福岡県 行橋市 ③ ○ 10月18日

行橋市・行橋教育委員
会・行橋市文化協会

第39回市民文化祭 各会場 福岡県 行橋市 ③ ○
10月24日～
11月3日

黒木文楽　旭座人形芝
居会館運営委員会

旭座人形芝居本公演 旭座人形芝居会館 福岡県 黒木町 ③ ○ 11月3日 http://www.town.kurogi.fukuoka.jp./

志摩町歴史資料館
秋季企画展
SHIMA～積み重ねた歩み～

志摩町歴史資料館 福岡県 志摩町 ③
10月10日～
12月6日

志免町 文化祭 町民センターほか 福岡県 志免町 ③ ― １１／２・３ syogai@town.shime.lg.jp

福岡県立社会教育総合
センター

ゆずフェスティバル
福岡県立社会教育総
合センター

福岡県 篠栗町 ①
１１月２１日
～２２日

篠栗町／篠栗町教育委
員会／篠栗町文化協会

第38回篠栗町文化祭 クリエイト篠栗 福岡県 篠栗町 ③ ○
10月24日･
25日

福岡県立少年自然の家
「玄海の家」

「秋祭りＩｎげんかい」
福岡県立少年自然の
家「玄海の家」

福岡県 宗像市 ① 10月24日 http://www.fsg.pref.fukuoka.jp/genkai/

福岡県立少年自然の家
「玄海の家」

親子ｄｅエンジョイ星空観察
福岡県立少年自然の
家「玄海の家」

福岡県 宗像市 ①
○

11月7日 http://www.fsg.pref.fukuoka.jp/genkai/

宗像市、宗像文化協会 第２９回むなかた文化祭 宗像ユリックス 福岡県 宗像市 ③ ○
8月26日～
11月22日

katudou@city.munakata.fukuoka.jp

春日市・春日市教育委員
会

春日市文化祭
春日市ふれあい文化
センターほか

福岡県 春日市 ③
11月7日、8
日

福岡県都市計画協会、
福岡県美しいまちづくり
協議会、福岡県

「景観発見＆まちづくり」体験
体感ツアー

松崎宿・薩摩街道 福岡県 小郡市 ③ 　 10月24日 http://www.b-machi.net

産業医科大学 4大学スクラム講座 西日本総合展示場 福岡県 小倉北区 ① ○ 11月21日

新宮町文化協会 第15回新宮町文化祭
新宮コミュニティセン
ター
そぴあしんぐう

福岡県 新宮町 ③ ○
10月17日～
10月18日

http://www1.ocn.ne.jp/~kasuyabr/sub12.html

財団法人新宮町文化振
興財団

ＤＶＤ上映会
映画「千年火」

新宮コミュニティセン
ター
そぴあしんぐう

福岡県 新宮町 ③ ○ 10月31日 http://www.sopiashingu.jp/

財団法人新宮町文化振
興財団

第3回そぴあプロムナードコン
サート

新宮コミュニティセン
ター
そぴあしんぐう

福岡県 新宮町 ③ ○ 10月31日 http://www.sopiashingu.jp/

財団法人新宮町文化振
興財団

高嶋ちさ子コンサート
～ミート・ザ・クラシック～

新宮コミュニティセン
ター
そぴあしんぐう

福岡県 新宮町 ③ 11月15日 http://www.sopiashingu.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
料金欄に「○」がついたイベントは、参加無料のイベントです。
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須恵美術クラブ
須恵美術クラブ展ワークショッ
プ

須恵町立美術セン
ター久我記念館

福岡県 須恵町 ③ 10月18日

須恵美術クラブ 第15回須恵美術クラブ展
須恵町立美術セン
ター久我記念館

福岡県 須恵町 ③ ○
9月20日～
10月25日

http://www.sue-museum.jp

須恵町立歴史民俗資料
館

くらしのうつりかわり展
須恵町立歴史民俗資
料館

福岡県 須恵町 ③ ○
9月19日～
12月25日

http://www.sue-museum.jp

須恵町立図書館 としょかんまつり 須恵町立図書館 福岡県 須恵町 ③ ○
10月24日～
11月1日

須恵町・須恵町教育委員
会

生涯学習まちづくり講演会 アザレアホール須恵 福岡県 須恵町 ④ ○ 10月24日

須恵第二小学校　いきい
きコミュニティ

ぺったんフェア 須恵第二小学校 福岡県 須恵町 ① ○ 11月8日

須恵第一小学校　すこや
かコミュニティ

すこやか秋祭り 須恵第一小学校 福岡県 須恵町 ① ○ 10月18日

須恵第一小学校　すこや
かコミュニティ

すこやか文化財ウォーク 須恵第一小学校区 福岡県 須恵町 ① ○ 11月3日

川崎町教育委員会
筑豊文化財行政連絡協
議会

「筑豊の近代化遺産展」
～ＩＮ川崎

川崎町コミュニティセ
ンター

福岡県 川崎町 ① 〇
10月1日～
11月30日

なし

福岡県都市計画協会、
福岡県美しいまちづくり
協議会、福岡県

「景観発見＆まちづくり」体験
体感ツアー

雷山川・筑泉荘 福岡県 前原市 ③ 11月15日 http://www.b-machi.net

福岡県教育委員会・前原
市教育委員会

秋季特別展「脊振山の南と北
で～吉野ヶ里をめぐる国々と
伊都国～」

伊都国歴史博物館 福岡県 前原市 ①
10月10日～
11月23日

http://www.city.maebaru.fukuoka.jp/city/bunka/ito-museum/index.htm

前原市教育委員会
平成21年度秋季特別展「背振
山の南と北で－吉野ケ里遺跡
をとりまく国々と伊都国－」

伊都国歴史博物館 福岡県 前原市 ③
10月10日～
11月23日

http://www.city.maebaru.fukuoka.jp/city/bunka/ito-museum/index.htm

前原市・前原市教育委員
会

第22回菊花展 前原中央公園 福岡県 前原市 ③ ○
10月30日～
11月8日

http://www.city.maebaru.fukuoka.jp/

独立行政法人国立文化
財機構
九州国立博物館

留学生の日 九州国立博物館 福岡県 太宰府市 ③ 11月3日 http://www.kyuhaku.jp/

独立行政法人国立文化
財機構
九州国立博物館

家族の日 九州国立博物館 福岡県 太宰府市 ③ 11月15日 http://www.kyuhaku.jp/

独立行政法人国立文化
財機構
九州国立博物館

特別展
「古代九州の国宝」

九州国立博物館 福岡県 太宰府市 ③
10月20日～
11月29日

http://www.kyuhaku.jp/

太宰府市教育委員会 市民文化祭 太宰府市中央公民館 福岡県 太宰府市 ③ ○
11月7日、8
日

九州国立博物館 特別展「古代九州の国宝」 九州国立博物館 福岡県 太宰府市 ③ http://www.kyuhaku.jp/

筑後田園都市推進評議
会

ちくご子どもキャンパス「筑後
川遊友探検」

大川市ふれあいの
家、筑後川下流域

福岡県 大川市 ①
10月24日～
25日

http://chikugocc.jp/

大川市・大川市教育委員
会・大川文化協会

第27回大川市総合美術展 大川市文化センター 福岡県 大川市 ③
11月3日～
11月9日

http://www.city.okawa.fukuoka.jp/info/090722shougai.html

大刀洗町ドリームまつり
運営委員会

大刀洗町ドリームまつり

大刀洗町役場駐車場
大刀洗ドリームセン
ター
大刀洗町中央公民館
大刀洗町健康管理セ
ンター
ぬくもりの館　大刀洗

福岡県 大刀洗町 ① ○
11月14日～
11月15日

http://town.tachirai.fukuoka.jp/

福岡県 ＮＰＯ・ボランティア講座 未定 福岡県 大牟田市 ① ○ 11月8日 http://www.nvc.pref.fukuoka.lg.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
料金欄に「○」がついたイベントは、参加無料のイベントです。
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第５１回「教育・文化週間」
関連行事

主催機関名 行事名 会場 都道府県 市区町村 種類 料金 実施日時 URL

大木町公民館
大木町文化協会　共催

大木町文化祭 大木町総合体育館 福岡県 大木町 ③ ○
11月7日～8
日

https://www.town.oki.fukuoka.jp/

大木町教育委員会 学校開放デー
町内小中学校
こっぽーっとホール

福岡県 大木町 ② ○ 10月18日 https://www.town.oki.fukuoka.jp/

福岡県 ＮＰＯ・ボランティア講座 未定 福岡県 筑後市 ① ○ 11月2日 http://www.nvc.pref.fukuoka.lg.jp

九州大谷短期大学
表現学科演劇放送ﾌｨｰﾙﾄﾞ演
劇公演中間発表「風にふかれ
て」

九州大谷小劇場 福岡県 筑後市 ③ ○
10月23日～
10月25日

http://www.kyushuotani.ac.jp/index.html

福岡Ⅱブロック「芸術の
祭典」実行委員会

第１３回福岡Ⅱブロック「芸術
の祭典in筑紫野」

筑紫野市文化会館 福岡県 筑紫野市 ③ ○
11月2日～3
日

筑紫野市立山家小学校 山家宿まつり 山家8区 福岡県 筑紫野市 ② ○ 11月15日

筑紫野市文化振興課 古代の火おこし体験 筑紫野市歴史博物館 福岡県 筑紫野市 ③ ○ 10月11日

筑紫野市文化振興課 しっとこ九博 筑紫野市歴史博物館 福岡県 筑紫野市 ③ ○ 11月13日

筑紫野市文化振興課
長崎街道 筑前六宿
 今むかし 講演

筑紫野市歴史博物館 福岡県 筑紫野市 ③ ○ 11月14日

筑紫野市文化振興課 装飾古墳一斉公開 五郎山古墳館 福岡県 筑紫野市 ③ ○
10月24日～
25日

筑紫野市文化振興課
長崎街道　筑前六宿
今むかし展

筑紫野市歴史博物館 福岡県 筑紫野市 ③ ○
12月6日ま
で

独立行政法人国立青少
年教育振興機構

夜須高原やる気ＭＡＸ体験楽
校

国立夜須高原青少年
自然の家

福岡県 筑前町 ①
11月6日～
11月8日

http://yasu.niye.go.jp/

筑前町文化協会 文化まつり(展示部門) コスモスプラザ 福岡県 筑前町 ③ ○
11月20日～
11月22日

掲載予定なし

筑前町教育委員会 ティータイムコンサート
めくばーる町民ホー
ル

福岡県 筑前町 ③ 10月27日 http://www.town.chikuzen．ｆukuoka.jp/

筑前町教育委員会 装飾石室公開 仙道古墳 福岡県 筑前町 ③ ○
11月24日～
11月25日

http://www.town.chikuzen．ｆukuoka.jp/

福岡県 ＮＰＯ・ボランティア講座 未定 福岡県 中間市 ① ○ 10月28日 http://www.nvc.pref.fukuoka.lg.jp

福岡県 ＮＰＯ・ボランティア講座 未定 福岡県 中間市 ① ○ 11月3日 http://www.nvc.pref.fukuoka.lg.jp

福岡県 ＮＰＯ・ボランティア講座 未定 福岡県 中間市 ① ○ 11月11日 http://www.nvc.pref.fukuoka.lg.jp

中間市教育委員会 昭和のなかま
中間市歴史民俗資料
館

福岡県 中間市 ③ ○
11月1日～
12月13日

杷木公民館・杷木文化協
会

第３７回杷木地域文化祭
杷木地域生涯学習セ
ンター

福岡県 朝倉市 ③ ○
10月24日～
25日

朝倉市図書館
図書館講演会「松本清張と昭
和～生きて書いた旅人」

ピーポート甘木 福岡県 朝倉市 ① ○ 10月20日

朝倉市図書館
文学散歩「松本清張の足跡を
訪ねて」

北九州市　松本清張
記念館

福岡県 朝倉市 ① 10月28日

朝倉市教育委員会・朝倉
市文化団体連合会・甘木
連合文化会

平成２１年度　朝倉市民芸術
祭

朝倉市総合市民セン
ター大ホール
朝倉地域生涯学習セ
ンターホール
杷木地域生涯学習セ
ンターホール

福岡県 朝倉市 ③

10月24日
10月25日
11月1日
11月8日
11月15日
11月21日

朝倉市教育委員会・甘木
連合文化会

平成２１年度　朝倉市美術展
朝倉市総合市民セン
ター　生涯学習セン
ター２階

福岡県 朝倉市 ③ ○
11月5日～
11月15日

http://www.city.asakura.lg.jp/

直方市文化祭実行委員
会

第４１回直方市民文化祭
ユメニティのおがた
他

福岡県 直方市 ③ ○
10月30日～
11月1日

http://www.city.nogata.fukuoka.jp/

直方市通学合宿実行委
員会

通学合宿 旧福智山ダム事務所 福岡県 直方市 ①
11月15日～
11月21日

http://www.city.nogata.fukuoka.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
料金欄に「○」がついたイベントは、参加無料のイベントです。
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福岡県立英彦山青年の
家

英彦山紅葉トレッキングⅠ
福岡県立英彦山青年
の家

福岡県 添田町 ① 11月8日 http://www.fsg.pref.fukuoka.jp/hikosan/

福岡県立英彦山青年の
家

高校生ボランティア研修
英彦山青年の家及び
社会教育総合セン
ター

福岡県 添田町 ①
10月31日～
11月1日

http://www.fsg.pref.fukuoka.jp/hikosan/

添田町文化連盟 総合文化祭 オークホール 福岡県 添田町 ③ ○
10月31日～
11月1日

田川市立図書館 読書まつり 田川市立図書館 福岡県 田川市 ① ○ 10月24日 http://www.joho.tagawa.fukuoka.jp/tosyo/index.htm

田川市美術館 第46回公募田川美術展 田川市美術館 福岡県 田川市 ③ ○
10月18日～
25日

http://www.joho.tagawa.fukuoka.jp/bijyutu/index.htm

田川市美術館 小森忍　日本陶芸の幕開け 田川市美術館 福岡県 田川市 ③
11月7日～
12月27日

http://www.joho.tagawa.fukuoka.jp/bijyutu/index.htm

田川市石炭・歴史博物館
遠賀川流域古墳・遺跡等同時
公開

夏吉1号墳 福岡県 田川市 ③ ○
10月17日～
18日

http://www.joho.tagawa.fukuoka.jp/sekitan/index.htm

田川市石炭・歴史博物館
秋季企画展
(詳細は未定)

田川市石炭・歴史博
物館

福岡県 田川市 ③
10月31日～
12月13日

http://www.joho.tagawa.fukuoka.jp/sekitan/index.htm

第27回子ども音楽祭実
行委員会

第27回子ども音楽祭 田川文化センター 福岡県 田川市 ③ ○
10月3日～
11月30日

市民文化祭実行委員会
田川文化連盟
秋の市民文化祭

田川文化センター・田
川青少年文化ホール
他

福岡県 田川市 ③
10月3日～
11月29日

TAGAWAコールマイン・
フェスティバル実行委員
会

第４回TAGAWAコールマイン・
フェスティバル～炭坑節まつり
～

田川市石炭記念公園
ほか

福岡県 田川市 ③

10月31日～
11月1日
11：00～17：
00

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

那珂川町民文化祭実行
委員会

第３２回那珂川町民文化祭 ミリカローデン那珂川 福岡県 那珂川町 ③ ○
11月14日～
15日

http://www.town.fukuoka-nakagawa.lg.jp/

那珂川町教育委員会・財
団法人那珂川教育文化
振興公社

那珂川黎明２００９～発掘３０
年の成果展～

ミリカローデン那珂川
松口月城記念館

福岡県 那珂川町 ③ ○
11月1日～
12月23日

http://www.town.fukuoka-nakagawa.lg.jp/

西日本短期大学 秋の感謝祭
西日本短期大学二丈
キャンパス

福岡県 二丈町 ③ ○ 11月1日 http://www.nishitan.ac.jp/

八女文化連盟 常設展示の無料開放 八女文化会館 福岡県 八女市 ③ ○

10月25日～
29日、11月7
日～12日、
11月17日～
22日

産業医科大学 医生祭（学園祭） 産業医科大学 福岡県 八幡西区 ③ ○
11月1日～
11月3日

飯塚青少年団体連絡協
議会

「いいづかネイチャーフェスタ２
００９秋」親子魚つり大会

遠賀川河川敷 福岡県 飯塚市 ① 10月18日

飯塚市教育委員会・飯塚
文化穂波

穂波総合文化
穂波公民館　穂波体
育館

福岡県 飯塚市 ③ ○
10月6日～
11月8日

飯塚市教育委員会・飯塚
文化飯塚

第２８回飯塚新人音楽コンクー
ル入賞者招待演奏会

イイヅカコスモスコモ
ン

福岡県 飯塚市 ③ 10月24日

飯塚市教育委員会・飯塚
文化庄内

庄内文化祭
庄内公民館　　庄内
体育館

福岡県 飯塚市 ③ ○
10月31日～
11月1日

飯塚市教育委員会・飯塚
文化協会飯塚

第４２回飯塚総合文化祭
イイヅカコスモスコモ
ン　　イイヅカコミュニ
ティーセンター

福岡県 飯塚市 ③
10月18日～
11月15日

飯塚市教育委員会・飯塚
文化頴田

かいた文化祭
頴田公民館　サンシャ
インかいた

福岡県 飯塚市 ③ ○
10月31日～
11月1日

飯塚市教育委員会　Ｔ
winkle　Ｃats　トゥインク
ル・キャッツと支える仲間
たち

Ｔwinkle　Ｃats心のバリアフ
リー愛いっぱいコンサート

イイヅカコスモスコモ
ン

福岡県 飯塚市 ① ○ 10月23日

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
料金欄に「○」がついたイベントは、参加無料のイベントです。
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日本機械学会　生産加
工・工作機械部門

女子中学生のためのコン
ピュータ支援ものづくり体験

九州工業大学情報工
学部

福岡県 飯塚市 ④ 11月21日 http://www.jsme.or.jp/mmt/

近畿大学 柏の森祭
近畿大学産業理工学
部

福岡県 飯塚市 ③ ○
10月30-11
月1日

http://www.fuk.kindai.ac.jp

福岡大学
認知症を防ぐ「脳いきいき」ト
レーニングサクセスフル・エイ
ジングをめざして

福岡大学 福岡県 福岡市 ① 11月7日 http://webex.fukuoka-u.ac.jp

福岡大学
薬学部卒後教育講座「基礎か
らもう一度薬学を学ぼう（解析
系）」

福岡大学 福岡県 福岡市 ① 11月14日 http://webex.fukuoka-u.ac.jp

福岡大学
健康食品と新薬その生い立ち
と効果・安全性

福岡大学 福岡県 福岡市 ① ○ 11月14日 http://webex.fukuoka-u.ac.jp

福岡大学
災害時あなたならどうする？
災害から命と財産を守る法

福岡大学 福岡県 福岡市 ① ○ 11月21日 http://webex.fukuoka-u.ac.jp

福岡大学
共創型ワークショップ広告メッ
セージ制作実習第２回イメージ
をカタチにする！

福岡大学 福岡県 福岡市 ①
11月21日～
11月22日

http://webex.fukuoka-u.ac.jp

福岡女子大学 こども実験教室 福岡女子大学 福岡県 福岡市 ② ○ 11月7日 http://www.fwu.ac.jp/

福岡女子大学
公開講座「環境問題について
学ぶ」

福岡女子大学 福岡県 福岡市 ① ○ 11月7日 http://www.fwu.ac.jp/rcle/koukai/koukai_09kasumi.html

福岡歯科大学 福岡歯科大学公開講座 福岡県歯科医師会館 福岡県 福岡市 ① ○ 10月18日 http://www.fdcnet.ac.jp/fdc/koukai_kouza/index.htm

福岡歯科大学
第５回「健康まるごと福岡歯科
学園」講演会

福岡歯科大学 福岡県 福岡市 ① ○ 10月25日 http://www.fdcnet.ac.jp/fdc/koukai_kouza/index.htm

福岡歯科大学 第５回「からだの科学展」 福岡歯科大学 福岡県 福岡市 ① ○
10月24日～
25日

福岡市文学館
福岡市文学館企画展
「黎明の歌　詩人・加藤介春」

福岡市総合図書館、
福岡市文学館（福岡
市赤煉瓦文化館）

福岡県 福岡市 ① ○
11月14日～
12月20日

http://toshokan.city.fukuoka.lg.jp/

福岡市博物館 常設展示の無料開放 福岡市博物館 福岡県 福岡市 ③ ○ 11月3日 http://museum.city.fukuoka.jp/

福岡市博物館
企画展「福岡市制施行１２０周
年記念　福岡近代絵巻」

福岡市博物館 福岡県 福岡市 ③
9月19日～
11月8日

http://museum.city.fukuoka.jp/

福岡市教育委員会 福岡市教育委員会表彰 福岡市役所 福岡県 福岡市 ①，② ○ 11月3日 http://www.city.fukuoka.lg.jp/kyouiku/

福岡工業大学附属城東
高等学校

吹奏楽部定期演奏会 アクロス福岡 福岡県 福岡市 ③ 11月2日 http://jyoto.fit.jp/

福岡工業大学

市民公開講座「～地球環境問
題を地域から考える～海と地
球環境問題
－玄界灘沿岸域の環境保全と
開発－」

エルガーラホール（中
ホール）

福岡県 福岡市 ① ○ 10月28日 http://www.consortium-fukuoka.jp/

福岡県高等学校家庭クラ
ブ連盟

福岡県高等学校家庭クラブ連
盟研究発表大会

福岡市立博多市民セ
ンター

福岡県 福岡市 ② ○ 11月5日

福岡県教育委員会
福岡県産業教育振興会

福岡県高校生産業教育フェア
アクロス福岡
天神中央公園

福岡県 福岡市 ③ ○
10月17～18
日

福岡県 ＮＰＯ・ボランティア講座 未定 福岡県 福岡市 ① ○ 10月20日 http://www.nvc.pref.fukuoka.lg.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
料金欄に「○」がついたイベントは、参加無料のイベントです。
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第５１回「教育・文化週間」
関連行事

主催機関名 行事名 会場 都道府県 市区町村 種類 料金 実施日時 URL

福岡県 ＮＰＯ・ボランティア講座 未定 福岡県 福岡市 ① ○ 10月27日 http://www.nvc.pref.fukuoka.lg.jp

福岡県 ＮＰＯ・ボランティア講座 あすみん 福岡県 福岡市 ① ○ 11月4日 http://www.nvc.pref.fukuoka.lg.jp

福岡県 ＮＰＯ・ボランティア講座
福岡県ＮＰＯ・ボラン
ティアセンター

福岡県 福岡市 ① ○ 11月12日 http://www.nvc.pref.fukuoka.lg.jp

日本機械学会　ロボティ
クス・メカトロニクス部門

特別講演会「空を飛ぶスポー
ツボールの不思議-魔球の流
体科学-」

福岡工業大学 福岡県 福岡市 ④ 11月13日 http://www.jsme.or.jp/rmd/

第4回福岡トリエンナーレ
実行委員会（福岡アジア
美術館、西日本新聞社、
ＴＶＱ九州放送）

第４回福岡アジア美術トリエン
ナーレ２００９

福岡アジア美術館及
び周辺地域

福岡県 福岡市 ③
9月5日～11
月23日

http://faam.city.fukuoka.lg.jp/

西日本短期大学 ふれあい体操
甘党館カルチャー
ホール

福岡県 福岡市 ③ ○ 11月22日 http://www.nishitan.ac.jp/

LEC東京リーガルマイン
ド大学

公開講座「若者の自立支援に
ついて」

福岡キャンパス 福岡県 福岡市 ① ○ 11月17日 http://www.lec.ac.jp/

福岡県立美術館
西日本新聞社
ＴＶＱ九州放送

大原美術館コレクション展－名
画に恋して

福岡県立美術館 福岡県
福岡市中

央区
③

10月10日
～ 11月29
日

http://fpmahs1.fpart-unet.ocn.jp/

福岡県立美術館
コレクション展　特集：髙島野
十郎－至福のであい

福岡県立美術館 福岡県
福岡市中

央区
③

10月 6日～
12月 6日

http://fpmahs1.fpart-unet.ocn.jp/

先端加速科学技術推進
協議会・先端基礎科学次
世代加速器研究会

先端加速器科学技術推進シン
ポジウム２００９ｉｎ九州

西鉄ホール 福岡県
福岡市中

央区
④ ○

11月8日
13:30～
17:00

福岡工業大学附属城東
高等学校

城東高校「教師の日」授業公
開並びに研究発表会

福岡工業大学附属城
東高等学校

福岡県 福岡市東区 ② ○ 11月6日 http://jyoto.fit.jp/

福岡工業大学附属城東
高等学校

文化祭
福岡工業大学附属城
東高等学校

福岡県 福岡市東区 ③ ○
11月13日～
14日

http://jyoto.fit.jp/

福岡工業大学・短期大学
部

オープンキャンパス
福岡工業大学キャン
パス

福岡県 福岡市東区 ② ○ 11月3日 http://fit.jp/

福岡工業大学・短期大学
部

立花祭（学園祭）
福岡工業大学キャン
パス

福岡県 福岡市東区 ③ ○
11月1日～3
日

http://fit.jp/

福岡工業大学

市民公開講座「～地球環境問
題を地域から考える～東アジ
アの大気汚染と地球温暖化
－中国・韓国と北部九州－」

福岡女子大学（図書
館1F視聴覚室）

福岡県 福岡市東区 ① ○ 11月7日 http://www.consortium-fukuoka.jp/

福岡工業大学
エクステンションセンター文化
祭

福岡工業大学本部棟
7F

福岡県 福岡市東区 ③ ○
11月2日～3
日

http://opencollege.fit.ac.jp/

福岡県教育委員会
福岡県地方史研究連絡
協議会

福岡県地方史研究協議大会
-福史連創立４０周年記念大会
-

福岡県立図書館 福岡県
福岡市東

区
① ○ 11月21日 http://www.lib.pref.fukuoka.jp

（財）福岡県交通安全協
会、
福岡県、福岡県警

第25回福岡県交通安全県民
大会

福岡国際会議場 福岡県 福岡市博多区 ① ○ 11月11日 http://www.fukuoka-ankyo.jp

福津市文化協会 市民文化祭 福津市文化会館 福岡県 福津市 ③ ○ 11/1～11/3 www.city.fukutsu.lg.jp

京築連帯アメニティ都市
圏推進会議

京築　文化と食の祭典 豊前市体育館 福岡県 豊前市 ③ ○ 11月1日

北九州市立文学館
第6回特別企画展　「横山白虹
－上衣を肩にして歩くー」

北九州市立文学館 福岡県 北九州市 ③
10月24日～
12月20日

http://www.city.kitakyushu.jp/pcp_portal/PortalServlet?DISPLAY_ID=DIRECT&NEXT_DISPLAY_ID=U000004&CONTENTS_ID=21445

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
料金欄に「○」がついたイベントは、参加無料のイベントです。
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第５１回「教育・文化週間」
関連行事

主催機関名 行事名 会場 都道府県 市区町村 種類 料金 実施日時 URL

北九州市立文学館

北九州市立文学館第6回特別
企画展「横山白虹　上衣を肩
にして歩く」記念
金子兜太氏講演会「白虹さん
の思い出」

北九州芸術劇場
小ホール

福岡県 北九州市 ③ ○
11月15日
13:30～

http://www.city.kitakyushu.jp/pcp_portal/PortalServlet?DISPLAY_ID=DIRECT&NEXT_DISPLAY_ID=U000004&CONTENTS_ID=21445

北九州市立文学館
北九州市立文学館開館３周年
記念「森鷗外を語る　ベアー
テ・ヴォンデ・伊藤比呂美」

北九州市立文学館 福岡県 北九州市 ③
11月23日
14:00～

http://www.city.kitakyushu.jp/pcp_portal/PortalServlet?DISPLAY_ID=DIRECT&NEXT_DISPLAY_ID=U000004&CONTENTS_ID=21445

北九州市立美術館 彩華　讃岐うるし三人展
北九州市立美術館・
分館

福岡県 北九州市 ③
10月29日～
11月8日

http://www.kmma.jp

北九州市立美術館 第６５回県展
北九州市立美術館・
本館

福岡県 北九州市 ③
10月31日～
11月29日

http://www.kmma.jp

北九州市立中央図書館 図書館まつり
北九州市立中央図書
館

福岡県 北九州市 ① ○
10月27日～
11月8日

北九州市立大学
九州歯科大学
産業医科大学
九州工業大学

４大学スクラム講座
西日本総合展示場新
館（AIMビル）

福岡県 北九州市 ① 11月21日 http://www.kyutech.ac.jp

北九州市立大学
公開講座「私の異文化体験－
外から見た日本」

北九州市立大学 福岡県 北九州市 ①

10月10、
17、24、31
日、11月7、
14、28日、
12月5日
13:30～
15:00

http://www.kitakyu-u.ac.jp

北九州市立大学
公開講座「英米文学のふるさ
とⅤ」

北九州市立大学 福岡県 北九州市 ①

10月24、31
日、11月7、
14、28日、
12月5、12、
19、26日
10:30～
12:00

http://www.kitakyu-u.ac.jp

北九州市立自然史・歴史
博物館

世界遺産　ナスカ展とペルー
音楽の夕べ

北九州市立自然史・
歴史博物館

福岡県 北九州市 ① 10月24日 http://www.kmnh.jp/

北九州市立自然史・歴史
博物館

都市林のモニタリング型観察
会

北九州市立美術館周
辺

福岡県 北九州市 ① 10月25日 http://www.kmnh.jp/

北九州市立自然史・歴史
博物館

講演会「アンデスの自然と人
間」

レインボープラザ 福岡県 北九州市 ① ○ 10月31日 http://www.kmnh.jp/

北九州市立自然史・歴史
博物館

おイモさん祭り〜掘って、遊ん
で、食べてみて〜

北九州市立自然史・
歴史博物館

福岡県 北九州市 ① 11月1日 http://www.kmnh.jp/

北九州市立自然史・歴史
博物館

顕微鏡で観る生き物のミクロ
の世界

北九州市立自然史・
歴史博物館

福岡県 北九州市 ① ○ 11月7日 http://www.kmnh.jp/

北九州市立自然史・歴史
博物館

顕微鏡で見よう！珍しい鉱物
の世界

北九州市立自然史・
歴史博物館

福岡県 北九州市 ① ○ 11月15日 http://www.kmnh.jp/

北九州市立自然史・歴史
博物館

野山の恵みで工作を
北九州市立自然史・
歴史博物館

福岡県 北九州市 ①
11月1日
11月3日

http://www.kmnh.jp/

北九州市教育委員会
子どもの読書活動推進フォー
ラム

北九州市立
若松市民会館

福岡県 北九州市 ① ○ 10月24日 http://www.city.kitakyushu.jp/pcp_portal/PortalServlet?DISPLAY_ID=DIRECT&NEXT_DISPLAY_ID=U000004&CONTENTS_ID=9318

北九州市教育委員会 学校開放週間
北九州市立小・中・特
別支援学校・高校・各
種学校

福岡県 北九州市 ② ○

概ね11月1
日～11月7
日（学校によ
り異なる）

http://www.city.kitakyushu.jp/

北九州国際音楽祭実行
委員会

北九州国際音楽祭トルヴェー
ル・クヮルテット

響ホール 福岡県 北九州市 ③ 10月19日 http://www.kimfes.com/2009/concert/10_19.html

北九州国際音楽祭実行
委員会

北九州国際音楽祭チェン・ミン
〔二胡〕と仲間たち

響ホール 福岡県 北九州市 ③ 10月24日 http://www.kimfes.com/2009/concert/10_24.html

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
料金欄に「○」がついたイベントは、参加無料のイベントです。

http://www.kyutech.ac.jp/�
http://www.kitakyu-u.ac.jp/�
http://www.kitakyu-u.ac.jp/�
http://www.kimfes.com/2009/concert/10_19.html�
http://www.kimfes.com/2009/concert/10_24.html�
http://www.city.kitakyushu.jp/�
http://www.city.kitakyushu.jp/pcp_portal/PortalServlet?DISPLAY_ID=DIRECT&NEXT_DISPLAY_ID=U000004&CONTENTS_ID=9318�
http://www.kmma.jp/�
http://www.kmma.jp/�
http://www.kmnh.jp/�
http://www.city.kitakyushu.jp/pcp_portal/PortalServlet?DISPLAY_ID=DIRECT&NEXT_DISPLAY_ID=U000004&CONTENTS_ID=21445�
http://www.city.kitakyushu.jp/pcp_portal/PortalServlet?DISPLAY_ID=DIRECT&NEXT_DISPLAY_ID=U000004&CONTENTS_ID=21445�
http://www.kmnh.jp/�
http://www.kmnh.jp/�
http://www.kmnh.jp/�
http://www.kmnh.jp/�
http://www.kmnh.jp/�
http://www.kmnh.jp/�


第５１回「教育・文化週間」
関連行事

主催機関名 行事名 会場 都道府県 市区町村 種類 料金 実施日時 URL

北九州国際音楽祭実行
委員会

北九州国際音楽祭ファミリー・
コンサート プリムローズ・マ
ジック[ピアノ・デュオ]＆N響の
仲間たち

響ホール 福岡県 北九州市 ③ 10月25日 http://www.kimfes.com/2009/concert/10_25.html

北九州国際音楽祭実行
委員会

北九州国際音楽祭ライプツィ
ヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団

九州厚生年金会館 福岡県 北九州市 ③ 10月29日 http://www.kimfes.com/2009/concert/10_29.html

北九州国際音楽祭実行
委員会

北九州国際音楽祭フィナーレ
ガラ・コンサート

響ホール 福岡県 北九州市 ③ 11月8日 http://www.kimfes.com/2009/concert/11_8.html

北九州国際音楽祭実行
委員会

北九州国際音楽祭サロン・コ
ンサート１
　タラス・デムチシン（クラリネッ
ト）、西村麻里子（フルート）、
佐藤美香（ピアノ）

西日本工業倶楽部 福岡県 北九州市 ③
10月28日、
30日

http://www.kimfes.com/2009/concert/10_28.html

福岡県・福岡県ねんりん
スポーツ・文化祭実行委
員会

第９回福岡県ねんりんスポー
ツ・文化祭

ウェルとばた 福岡県 北九州市 ①② ○
11月14日～
15日

http://www.pref.fukuoka.lg.jp/e02/nenrin.html

福岡教育大学保健管理
センター
教師力サポートセンター

教師力サポート講演会
（メンタルヘルス・ドック体験
コーナーも同時開催）

小倉リーセントホテル 福岡県 北九州市 ② ○ 11月7日 http://www.fukuoka-edu.ac.jp/~mental/

日本機械学会　九州支
部

九州工業大学生命体工学研
究科生体機械工学関連の研
究室見学

九州工業大学若松
キャンパス

福岡県 北九州市 ④
10月28日～
30日

http://www.fukui-u.ac.jp/

西南女学院大学
西南女学院大学短期大
学部

大学祭
西南女学院大学
西南女学院大学短期
大学部

福岡県 北九州市 ② ○
10月17日
～18日

http://www.seinan-jo.ac.jp/univers/

産業医科大学、九州工
業大学、
九州歯科大学、北九州
市立大学

４大学スクラム講座
西日本総合展示場新
館

福岡県 北九州市 ①
11月21日
13:00～
18:00

http://www.kitakyu-u.ac.jp

九州歯科大学 第57回歯大祭 九州歯科大学 福岡県 北九州市 ③ ○
10月30日～
11月1日

九州工業大学
１００周年記念学術講演会
「JAXA立川理事長講演」（仮
題）

九州工業大学
戸畑キャンパス

福岡県 北九州市 ④ ○ 11月6日 http://www.kyutech.ac.jp

九州工業大学

天文講演会
「宇宙を身近に
～宇宙開発者たちに聞いてみ
よう～」

九州工業大学
戸畑キャンパス

福岡県 北九州市 ④ ○ 11月7日  http://www.mns.kyutech.jp/~kishine/091107/

（財）北九州市芸術文化
振興財団

卵を立てることから－卵熱 北九州芸術劇場 福岡県 北九州市 ③ 11月1日 http://www.kitakyushu-performingartscenter.or.jp/event/2009/1101sankaijuku.html

（財）北九州市芸術文化
振興財団

翻案劇　サロメ 北九州芸術劇場 福岡県 北九州市 ③ 11月3日 http://www.kitakyushu-performingartscenter.or.jp/event/2009/1103sarome.html

Ｂ＆Ａ門司港
なつかしのリカちゃん＆ジェ
ニー展

関門海峡ミュージアム 福岡県 北九州市 ③ 9/19～11/3 http://www.kanmon-mojiko.com

Ｂ＆Ａ門司港 わたせせいぞうの世界展 旧大阪商船 福岡県 北九州市 ③
11/21～
11/26

http://www.kanmon-mojiko.com

九州鉄道記念館 企画展「夜行列車の時代」 九州鉄道記念館 福岡県 北九州市 ③
10/1～
11/30

http://www.k-rhm.jp

門司港レトロ倶楽部 2009みなと回廊展
旧大阪商船、旧門司
税関、旧門司三井倶
楽部等

福岡県 北九州市 ③ ○
10/24～
11/3

http://www.retro-mojiko.jp/index.html

出光美術館 日本美術の女神たち 出光美術館 福岡県 北九州市 ③

大人600
円

高大生
400円

中学生以
下無料

9/4～11/1 http://www.idemitsu.co.jp/museum/moji/index.html

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
料金欄に「○」がついたイベントは、参加無料のイベントです。
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