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福岡県 朝倉市 ③

第51回企画展平塚川
添遺跡発見20周年記
念『平塚川添・吉野ヶ
里・原の辻三姉妹遺跡
展  ー交流、マツリの
庭、日々の営みー  』

平塚川添遺跡発見20周年を記念して、平塚川添遺跡の出土
資料を展示します。また、前後して国指定された『吉野ヶ里遺
跡』『原の辻遺跡』出土資料も併せてご紹介します。

10月2日～
12月2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

福岡県 芦屋町 ③ 町民文化祭 町の発展と１５０周年を記念して開催します。 11月3日 芦屋釜の里 煎茶道連盟
小林　秀君　092-
841-2872

福岡県 飯塚市 ① 鹿毛馬神籠石見学会 古代の山城、鹿毛馬神籠石を担当職員の案内で見学します。 11月3日
国指定史跡鹿毛馬神籠
石

飯塚市教育委員会

飯塚市教育委員会文
化財保護課（飯塚市
歴史資料館）
0948－25－2930

事前申込み要、雨天
中止

福岡県 飯塚市 ①
平成24年度企画展「長
崎街道ー内野宿と飯塚
宿ー」

長崎街道筑前六宿開通400年を記念して、内野宿、飯塚宿の
様子を発掘調査成果を交えながら紹介します。

10月4日～
12月2日

飯塚市歴史資料館 飯塚市歴史資料館
飯塚市歴史資料館
0948－25－2931

福岡県 飯塚市 ③
第45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
る作品発表やステージ発表が行われます。

10月20日～
11月18日

イイヅカコスモスコモン、
イイヅカコミュニティセン
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
0948-22-0380

福岡県 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発表やステージ
発表が行われます。

１１月3, 4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

福岡県 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発表やステージ
発表が行われます。

１１月3, 4日
庄内公民館、庄内体育
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

福岡県 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発表やステージ
発表が行われます。

11月9～11日
穂波公民館、穂波体育
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

福岡県 飯塚市 ③
企画展「長崎街道―内
野宿と飯塚宿」

長崎街道開通４００周年を記念して長崎街道関係資料の展示
を行います。

10月4日～
12月2日

飯塚市歴史資料館 飯塚市教育委員会
歴史資料館
0948-25-2930

福岡県 飯塚市 ③ 鹿毛馬神籠石見学会 国指定史跡鹿毛馬神籠石を、担当者の案内で見学します。 11月3日 鹿毛馬神籠石 飯塚市教育委員会
歴史資料館
0948-25-2930

福岡県 飯塚市 ③
遠賀川流域の古墳同
時公開

周辺市町との連携事業。飯塚市は川島古墳・小正西古墳の特
別公開をします。

10月20, 21日
川島古墳公園
小正西古墳公園

飯塚市教育委員会　他 無料
歴史資料館
0948-25-2930

福岡県 飯塚市 ②
平成24年度産業理工
学部柏の森祭

学園祭 10月27, 28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

福岡県 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4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

福岡県 飯塚市 ③

ISGフェスタ 　ＩＳＧ（飯塚サイエンスギャラリー）に展示されている昔懐かし
いコンピュータやゲーム、それから 新の機器まで、様々なも
のを見て、ふれて頂くことが出来ます。また、特別講演や研究
内容の展示・実演、研究施設の見学など、を行い、「情報工
学」の歴史や 先端の研究を体験できます。

10月27日

九州工業大学飯塚キャ
ンパス

九州工業大学 無料

理数教育支援セン
ター飯塚分室
TEL:0948-29-7527
E-Mail：
sec@pr.iizuka.kyutech
.ac.jp

福岡県 飯塚市 ①

第１０回サイエンスカ
フェ

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参
加者が加わり、学科の話題を提供しながら、参加者みんなで
考えることをとおして、科学への関心と理解を深めようというも
のです。

10月5日

九州工業大学飯塚キャ
ンパス

九州工業大学 無料

情報工学部広報室
ＴＥＬ： 0948-29-7509
E-Mail：
sciencecafe@pr.iizuka
.kyutech.ac.jp
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福岡県 飯塚市 ①

第１１回サイエンスカ
フェ

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参
加者が加わり、学科の話題を提供しながら、参加者みんなで
考えることをとおして、科学への関心と理解を深めようというも
のです。

11月16日

九州工業大学飯塚キャ
ンパス

九州工業大学 無料

情報工学部広報室
ＴＥＬ： 0948-29-7509
E-Mail：
sciencecafe@pr.iizuka
.kyutech.ac.jp

福岡県 糸島市 ①

伊都国歴史博物館秋
季特別展「玄界灘続
『倭人伝』説ー伊都・末
盧・奴の古墳ー」

「魏志倭人伝」に登場するクニグニのその後の様子を、各地に
残る古墳を中心に紹介します。

10月6日～
11月25日

伊都国歴史博物館 伊都国歴史博物館
http://www.city.itosh
ima.lg.jp/soshiki/33/h
akubutsukan.html

月曜休館、祝日・振
替休日の場合はその
翌日

福岡県 大川市 ③
第３０回記念大川市総
合美術展

日本画・洋画・工芸彫刻・書道・写真・デザインの６部門で作品
を募集し、入賞・入選作品を展示します。

11月3～9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

無料
生涯学習課
0944-85-5618

出品料：１部門１点目
1,000円（高校生は無
料）

福岡県 大川市 ③
第４８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16～25日 大川市文化センター
大川文化協会・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

福岡県 大木町 ①③
平成２４年度大木町文
化祭

作品展示、芸能発表会等を行います。 11月3, 4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

福岡県 大任町 ③ 大任町総合文化祭
町内の園児、小中学校の児童･生徒、大任町文化連盟の25団
体による芸能発表（日舞、蛇面太鼓、コーラス等）作品展示（盆
栽、表装、パッチワーク、絵てがみ等）を行います。

11月3日～4日 ﾚｲﾝﾎﾞｰﾎｰﾙ 大任町文化連盟 無料
大任町教育委員会教
育課
0947-63-2242

福岡県 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・平野川フェスタ」「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3, 4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

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

福岡県 大牟田市 ① 近代化遺産一斉公開
三井三池炭鉱宮原坑跡など、大牟田市内に残る近代化遺産
を公開します。大牟田市石炭産業科学館も無料公開します。

11月3日 大牟田市内 大牟田市教育委員会 無料
大牟田市教育委員会
文化・スポーツ課
0944-53-1503

福岡県 大牟田市 ③
アペルト12周年記念コ
ンサート

気軽に生のクラシックを楽しんでもらうことを目的としたコン
サートです。

11月11日 大牟田文化会館 アペルト
大牟田市教育委員会
文化・スポーツ課
0944-53-1503

福岡県 大牟田市 ③

大牟田市民文化のつ
どい
三曲(箏・三弦・尺八)演
奏会

大牟田三曲協会が日本の伝統楽器（箏、三弦、尺八）を演奏し
ます。

10月28日 大牟田文化会館
大牟田市民文化のつどい実
行委員会

無料
大牟田市教育委員会
文化・スポーツ課
0944-53-1503

福岡県 大牟田市 ③
大牟田市民文化のつ
どい
俳句大会

選者を招いて俳句大会を開催します。 10月28日 大牟田文化会館
大牟田市民文化のつどい実
行委員会

無料
大牟田市教育委員会
文化・スポーツ課
0944-53-1503

福岡県 大牟田市 ③
大牟田市民文化のつ
どい
第61回大牟田美術展

日本画、洋画、彫刻、書道、染色、写真、陶芸の７部門からな
る幅広い美術展です。

10月28日～,
11月2,  6～11日

大牟田文化会館
大牟田市民文化のつどい実
行委員会

無料
大牟田市教育委員会
文化・スポーツ課
0944-53-1503
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福岡県 大牟田市 ③

大牟田市民文化のつ
どい
市民音楽フェスティバ
ル

合唱連盟所属団体のほか市内外から多くの団体が参加し、バ
ラエティーに富んだ歌声を聞かせます。

11月18日 大牟田文化会館
大牟田市民文化のつどい実
行委員会

大牟田市教育委員会
文化・スポーツ課
0944-53-1503

福岡県 大牟田市 ③ 近代化遺産一斉公開
三池炭鉱関連の近代化遺産を、日ごろ非公開のものも含め公
開を行います。

11月3日
市内所在近代化遺産9ヶ
所（予定)

三池炭鉱の「近代化遺産」を
活かしたまちづくり実行委員
会

無料
大牟田市教育委員会
文化・スポーツ課
0944-53-1503

福岡県 大牟田市 ③
ありあけジュニアピアノ
コンクール

小学３年～高校生までを対象とするピアノコンクール。８月１１
日に行われた予選の通過者による本選です。

11月3日 大牟田文化会館
ありあけジュニアピアノコン
クール実行委員会

無料
大牟田文化会館
0944-55-3131

福岡県 大牟田市 ① ふれあい文化祭
公民館利用サークル会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20, 21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

福岡県 大牟田市 ①
第32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27, 28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

福岡県 大牟田市 ① 翔馬祭

駛馬地区公民館で実施する文化祭。
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発表やバザーなどを実
施します。

１１月3, 4日 駛馬地区公民館
駛馬地区公民館翔馬祭実
行委員会、駛馬地区公民館

無料
駛馬地区公民館
0944-57-5443

福岡県 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10, 11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

福岡県 大牟田市 ①
手鎌地区公民館ふれ
あい文化祭

サークル会員や地域内の子どもたち・住民の作品展示、演芸、
バザー等を行い、サークル会員と地域住民との交流を図りま
す。

11月17, 18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

福岡県 大牟田市 ③ ブックリサイクル 図書館で不用になった本を市民に無料で配布します。
11月3日～配布終

了まで
大牟田市立図書館 大牟田市立図書館 無料

http://www.library.cit
y.omuta.fukuoka.jp

福岡県 大牟田市 ③
展示
「装丁を楽しむ」

本の装丁家にスポットをあて、手がけた本の特設を行います。
9月28日～
11月28日

大牟田市立図書館 大牟田市立図書館 無料
http://www.library.cit
y.omuta.fukuoka.jp

福岡県 大牟田市 ③
展示
「図書館の使い方～マ
ナーアップ～」

汚損・破損本を掲示し、図書館の資料を大切に扱ってもらえる
ように伝える展示を行います。

10月26日～
11月28日

大牟田市立図書館 大牟田市立図書館 無料
http://www.library.cit
y.omuta.fukuoka.jp

福岡県 大牟田市 ③
秋の企画展示
「Alice～英国のトランプ
と絵本」

『不思議の国のアリス』を中心に、英国文学や英国に関するカ
ルタ及び「飛び出す絵本」などを展示・公開します。

10月2日～
12月9日

大牟田市立三池カルタ・
歴史資料館

大牟田市立三池カルタ・歴
史資料館

無料
大牟田市立三池カル
タ・歴史資料館
0944-53-8780

福岡県 岡垣町 ③
町制50周年記念事業
第３６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・歌唱・歌謡・社交ダンスの発表会や茶会・史跡散歩
を実施します。

11月1～4日
岡垣サンリーアイ（史跡
散歩は西部公民館出
発）

岡垣町民文化祭実行委員
会

岡垣町中央公民館
093-282-0162

福岡県 小郡市 ①

市制施行40周年記念
平成24年度前期特別
展「薩摩街道展～道と
人びとのくらし～」

薩摩街道の宿場町、松崎宿を中心に、当時の人びとの生活を
紹介します。

10月5日～
12月15日

小郡市埋蔵文化財調査
センター　展示室

小郡市教育委員会 無料
小郡市埋蔵文化財調
査センター
0942-75-7555

会期中、10月21日・
22日・11月18日・19日
休館

福岡県 小郡市 ①
第23回小郡市民文化
祭

市民の出演出品による市民文化祭 11月10, 11日
・小郡市生涯学習セン
ター・小郡市文化会館

・市民文化祭実行委員会  ・
小郡市                       ・小
郡市教育委員会

無料 shogai@city.ogori.lg.jp

福岡県 遠賀郡 ③ 秋の茶会
日本文化の向上、茶の文化を図る茶会で抹茶席、煎茶席、点
心席込みの茶会です。

10月21日 大黒軒 水巻支部
金谷秀信　　　093-
201-3646
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福岡県 遠賀町 ③ 第３７回遠賀町文化祭 町民の作品展示と、ステージ発表 １１月2～4日 遠賀町中央公民館
遠賀町文化祭
実行委員会

無料
中央公民館
093-293-1355

福岡県 春日市 ① 第39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3, 4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

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

福岡県 春日市 ③
ふれあいＪＡＺＺコン
サート2012～アフター
アワーズ

九州各地で活躍するジャズアーティストを一同に集めた本格的
なＪＡＺＺコンサートです。

11月22日
春日市ふれあい文化セ
ンター

春日市　文化振興課
文化振興課事業担当
℡092－584－3366

福岡県 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3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

福岡県 春日市 ③ おはなし広場(秋） 1日に4回、年齢別に朗読会を行います。 11月3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

福岡県 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3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

福岡県 春日市 ③ 春日一箱古本市
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4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

福岡県 春日市 ① 歴史散歩(第4回） 那珂川中流域の前方後円墳をバスで巡ります。 10月27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

福岡県 春日市 ① 石器（石包丁）づくり 石包丁作りを通して、春日の歴史を学びます。 11月10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

福岡県 春日市 ①

考古企画展「発掘調査
とは何だ～須玖岡本遺
跡の成果」＋奴国の丘
フェスタ

市内の遺跡が発掘調査を経てどう評価でき
るのかを、パネルや出土品を経て紹介します。

9月29日～
10月31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

福岡県
糟屋郡
篠栗町

① 大学の森のサイエンス
篠栗町にある九州大学福岡演習林の森に入り、演習林で行わ
れている研究の紹介や、樹木等の解説を行います。

11月1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

http://www.forest.ky
ushu-
u.ac.jp/fukuoka/index
.php

福岡県 粕屋町 ③
平成２４年度（第４０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

11月3, 4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

福岡県 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。

11月10, 11日 嘉麻市稲築地区公民館 嘉麻市文化協会(稲築支部) 無料
生涯学習課社会教育
係
0948-57-3157

福岡県 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。

10月27, 28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
生涯学習課社会教育
係
0948-57-3157

福岡県 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。

11月28, 29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
生涯学習課社会教育
係
0948-57-3157

福岡県 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21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)
生涯学習課社会教育
係
0948-57-3157
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福岡県 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20日～21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
生涯学習課社会教育
係
0948-57-3157

福岡県 嘉麻市 ①
嘉麻市山田支部文化
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27日～28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
生涯学習課社会教育
係
0948-57-3157

福岡県 嘉麻市 ①
嘉麻市山田支部文化
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。

11月2～4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
生涯学習課社会教育
係
0948-57-3157

福岡県 嘉麻市 ①
嘉麻市山田支部文化
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4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
生涯学習課社会教育
係
0948-57-3157

福岡県 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14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
生涯学習課社会教育
係
0948-57-3157

福岡県 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13, 14, 20, 21

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
生涯学習課社会教育
係
0948-57-3157

福岡県 嘉麻市 ① 中学生フェスタ
地元の中学生が主張、演奏、演劇等を住民に向けて発表する
ことで、表現力の向上を図るとともに、お互いのふれあいを図
ります。

10月21日
嘉麻市下山田小学校白
馬ホール

嘉麻市青少年育成住民会
議

無料
生涯学習課社会教育
係
0948-57-3157

福岡県 嘉麻市 ③
掘ったバイ筑豊2012シ
ンポジウム

「６世紀の九州島　ミヤケと渡来人」のシンポジウムを行ないま
す。

11月10日
嘉麻市嘉穂生涯学習セ
ンター夢サイトかほ

嘉麻市教育委員会 無料
生涯学習課文化財係
0948-57-3176

福岡県 嘉麻市 ①

掘ったバイ筑豊2012シ
ンポジウム
『6世紀の九州島　ミヤ
ケと渡来人』

関東学院大学の田中史生教授（古代史）、福岡大学桃崎祐輔
教授（考古学）、慶北大学校朴天秀教授（考古学）に、穂波屯
倉などのミヤケと渡来人の関係について語っていただきます。

11月10日 嘉穂生涯学習センター
嘉麻市教育委員会生涯学
習課

無料
嘉麻市教育委員会生
涯学習課
0948－57－3176

定員あり、事前申込
み要

福岡県 川崎町 ③ 第３３回総合文化祭
秋の一大文化イベントとして、文化連盟会員によるパネル展
示、舞台発表などが行われます。

11月10, 11日
川崎町民会館・勤労青
少年ホーム

川崎文化連盟

・川崎文化連盟事務
局（川崎町民会館内）
0947-72-6877　　・川
崎町教育委員会社会
教育課0947-72-3000
（内線409）

観覧無料。出品・出
演料については別途
必要。

福岡県 香春町 ①
悠久の文学（万葉）めぐ
り

万葉歌碑と古代の遺跡、文化遺産をめぐります。 11月17日
道の駅かわら・万葉公
園

悠久の文学展実行委員会 無料
香春町教育委員会教
育課
0947-32-8410

福岡県 苅田町 ③
平成24年度(第34回)
苅田町民文化祭

文化祭は、苅田町の文化振興のため、実施します。 11月2～4日
苅田中央公民館
文化会館

苅田町民文化祭
実行委員会

無料
苅田町教育委員会
生涯学習課文化係
093-434-1982

福岡県 苅田町 ③ 第16回秋の読書週間 ブックリサイクル 11月6～11日
苅田町立図書館ブラウ
ジングコーナー

苅田町立図書館 無料
http://library.kanda-
ed.jp/index.html
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福岡県 苅田町 ③ 第16回秋の読書週間 図書館シネマ「私の頭の中の消しゴム」 11月7日
苅田町立図書館AVコー
ナー

苅田町立図書館 無料
苅田町教育委員会
生涯学習課図書係
093-436-0946

福岡県 苅田町 ③ 第16回秋の読書週間 第二十三回読書感想画展 11月1～18日
苅田町立図書館展示
ホール

苅田町立図書館 無料
苅田町教育委員会
生涯学習課図書係
093-436-0946

福岡県 北九州市 ②
平成24年度福岡県高
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あり、地域社会に
対して日頃の学習活動や、成果などの発表を行う場です。

11月2, 3日
イオンモール八幡東・い
のちのたび博物館

福岡県教育委員会 無料

福岡県教育庁
教育振興部
高校教育課
092-643-3905

福岡県 北九州市 ③
コレクション展Ⅲ　特集
ニューペインティングと
その時代

北九州市立美術館の所蔵品を中心とした展覧会を開催しま
す。

9月29日～11月25
日

北九州市立美術館本館 北九州市立美術館 http://www.kmma.jp

福岡県 北九州市 ③
生誕100年　寺田政明
展

寺田の生誕100年にあたる2012年、地元出身画家の優れた画
業を顕彰します。当館としては31年ぶりとなる回顧展となりま
す。当館コレクションのほか、東京国立近代美術館、板橋区立
美術館、などの作品を加え、油彩、素描、版画などからその画
業を振り返ります。

10月6日～11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

福岡県 北九州市 ③ 第68回　県展

第68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25日～11月4
日

北九州市立美術館本館 北九州市立美術館 http://www.kmma.jp

福岡県 北九州市 ③
北九州市立美術館　館
長講座

北九州市立美術館館長による講座をかいさいします。
今回は、「”表現主義の彫刻家”ｳﾞｨﾙﾍﾙﾑ･ﾚｰﾑﾌﾞﾙｯｸ」をテーマ
として講座を行います。

11月17日 北九州市立美術館本館 北九種市立美術館 無料 http://www.kmma.jp

福岡県 北九州市 ③
リバーウォーク北九州
を探検しよう

わくわくアートミュージアムの行事として、北九州市立美術館分
館のバックヤードなどをめぐりながら、リバーウォーク北九州内
を探検します。

11月3日 北九州市立美術館分館 北九州市立美術館 無料 http://www.kmma.jp

福岡県 北九州市 ③
親子で美術館を探検し
よう！

わくわくアートミュージアムの行事です。
ヒントをもとに北九州市立美術館館内を探検しながら問題を解
いて美術館の秘密を探します。

11月18日 北九州市立美術館本館 北九州市立美術館 無料 http://www.kmma.jp

福岡県 北九州市 ④
いのちのたび博物館10
年のあゆみ

博物館は貴重な自然史標本や歴史資料を収集・保存し未来に
伝えていくとともに、調査、研究を行って、研究・教育の進展に
寄与することを目的に活動を行っています。ここでは、開館以
来10年間に収集・修復し、あるいは研究が進んだ標本や資料
を精選し、その価値や魅力をわかりやすく解説して、北九州市
の自然や歴史と博物館の歩みを示します。

10月20日～
12月2日

いのちのたび博物館
ギャラリー館

いのちのたび博物館 http://www.kmnh.jp/
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福岡県 北九州市 ③
松本清張没後２０年記
念特別企画展「松本清
張と映画」

松本清張没後２０年記念事業として、《清張映画》の魅力あふ
れる全貌を紹介し、清張と映画の濃密な関係に多面的に迫る
特別企画展「松本清張と映画－観た・書いた・創った」を開催し
ます。

８月１日～10月31
日

北九州市立松本清張記
念館

北九州市立松本清張記念
館

http://www.kid.ne.jp/
seicho/html/event/ki
kaku.html

福岡県 北九州市 ③
第13回特別企画展　働
き、書いた-北九州の
職場雑誌展

戦後復興期、高度経済成長期に、北九州地方は産業、流通の
拠点でした。このような状況下で出版された職場雑誌を、労働
の現場が生み出した文化的事跡として紹介します。
会場では、大正時代から４つの時代に分けて約150点の雑誌
等を展示します。

10月20日～平成
25年2月11日

北九州市立文学館　企
画展示室

北九州市立文学館
http://www.kitakyush
ucity-bungakukan.jp/

福岡県 北九州市 ③
２０１２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
市民に提供します。

10月14日～
11月23日

響ホール、黒崎ひびしん
ホール、北九州ソレイユ
ホールなど

北九州国際音楽祭実行委
員会

http://www.kimfes.co
m

福岡県 北九州市 ③
あなた自身のための
レッスン

（財）地域創造公共ホール演劇ネットワーク事業です。富士見
市民文化会館キラリふじみ芸術監督・多田淳之介氏の演出に
よる公演です。

10月20, 21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.kitakyush
u-
performingartscenter.
or.jp/event/2012/10
20anata.html

福岡県 北九州市 ①③
産み育てをみんなで考
えるワークショップ

女性の人生の中で、「産み育てる」ことが沢山ある選択肢の一
つとなった今。子育て真っ 中の演出家　阿部初美氏をお迎
えし、現代日本が抱える大きな問題を演劇の力を借りながら考
えます。

11月１日, 　　12月
１9日, 　１月10, 23

日, 2月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

0９３－５６２－２６２０
１月２３日のみ単発で
の参加が可能（参加
費500円）

福岡県 北九州市 ③ 学園やぶり
公募に集まった10代・20代の男女10名がダンサー・振付家康
本雅子氏の指導のもとで1つのダンス作品を創作し、高校・大
学の文化祭・学園祭等で発表します。

10月27, 28日, 11
月3, 4日

北九州市内の高校・大
学

財団法人北九州市芸術文
化振興財団

無料 0９３－５６２－２６２０

福岡県 北九州市 ③
春風亭小朝　　　　独演
会

人気実力ともに当代随一の春風亭小朝師匠。古典落語はもと
より独自の視点での新作落語も必見です。

11月1日 北九州　　　芸術劇場 シアターネットプロジェクト

http://www.kitakyush
u-
performingartscenter.
or.jp/event/2012/11
01koasa.html

福岡県 北九州市 ③
劇団、本谷有希子
第１６回公演
「遭難、」

第５３回岸田國士戯曲賞を受賞した本谷有希子氏による劇団
公演です。２００７年、第１０回鶴屋南北戯曲賞を 年少で受賞
した作品「遭難、」を上演します。

11月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.kitakyush
u-
performingartscenter.
or.jp/event/2012/11
06sounan.html

福岡県 北九州市 ①③
たいらじょう
人形劇ワークショップ

人形劇×１人芝居を融合させた独自の世界観で観客を魅了す
る人形劇俳優たいらじょう氏が、親子を対象にワークショップを
実施します。

11月8～9日
子育てふれあい交流プ
ラザ

財団法人北九州市芸術文
化振興財団

無料 0９３－５６２－２６２０

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
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福岡県 北九州市 ①③
たいらじょう
人形劇ワークショップ

人形劇×１人芝居を融合させた独自の世界観で観客を魅了す
る人形劇俳優たいらじょう氏が、小さなお子さまとおじいちゃ
ん・おばあちゃんを対象にワークショップを実施します。

11月10日 北九州　　　芸術劇場
財団法人北九州市芸術文
化振興財団

0９３－５６２－２６２０

福岡県 北九州市 ③

北九州芸術劇場プロ
デュース　　　LAND→
SCAPE/　海を眺望→
街を展望

第５６回岸田國士戯曲賞を受賞し、演劇界の新しい才能として
注目される劇作家・演出家の藤田貴大氏の新作書き下ろし作
品です。

11月13～18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.kitakyush
u-
performingartscenter.
or.jp/event/2012/11
13landscape.html

福岡県 北九州市 ③
劇団扉座公演
「端敵★天下茶屋」

歌舞伎の演目「敵討天下茶屋聚（かたきうちてんがちゃやむ
ら）」を取り上げ、横内謙介が作・演出し独自の世界観で現代
劇に創り上げて上演します。

11月2, 3日
黒崎ひびしんホール （株）黒崎コミュニティサービ

ス

http://www.kurosaki-
bunka.jp/organize/de
tail.html?id=239

福岡県 北九州市 ③ 第20回　宿場まつり
筑前各地の伝承盆踊りの祭典や、地域住民による物品販売、
スタンプラリーなどの催し物を予定しております。

11月4日
旧長崎街道
木屋瀬宿

筑前木屋瀬　宿場まつり実
行委員会

木屋瀬宿記念館
093-619-1149

福岡県 北九州市 ①②③ 海峡演劇祭2012
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。

10月13日～
11月11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.dramashi
p.jp/

093-331-6700

福岡県 北九州市 ①②③
「よくわかる写真の基
礎講座Ⅳ」

「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.dramashi
p.jp/

093-331-6700

福岡県 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3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

福岡県 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20日～
11月11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

福岡県 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26～28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.j
p/

福岡県 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26～28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/

福岡県 北九州市 ①

公開講座
「歴史の中に『明日』を
見る」
―映画の中のナチズム
を読み解く

ナチズムを描いたいくつかの
映画から、現代的テーマを
取り出し、問題解決（問題接近）の
方法について考えます。

10月6, 13, 20, 27
日,

11月10, 17日

北九州市立大学
北方キャンパス

北九州市立大学

http://www.kitakyu-
u.ac.jp/research/lifel
ong_education/open_l
ecture.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
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福岡県 北九州市 ①

公開講座
「核兵器の記憶
広島、小倉、長崎をつ
なぐもの」

原爆投下予定地であった
小倉から、核と平和の関係を
考えます。

10月13, 20, 27日,
11月10, 17日, 12

月1日

北九州市立大学
北方キャンパス

北九州市立大学

http://www.kitakyu-
u.ac.jp/research/lifel
ong_education/open_l
ecture.html

福岡県 北九州市 ①
公開講座
「＜痛み＞の日本近代
文学誌」

西洋医学が導入されてからの
文学作品に注目して、
「身体の〈痛み〉」と「言葉」の
関係を考えます。

10月17, 24, 31日,
11月7, 14, 21日

北九州市立大学
北方キャンパス

北九州市立大学

http://www.kitakyu-
u.ac.jp/research/lifel
ong_education/open_l
ecture.html

福岡県 北九州市 ①

北九州市立大学学生
プラザ開設５周年記念
林　望　特別講演会
「知性と感性を磨く暮ら
し方」
～良く学び良く働き、そ
して良く遊ぶ～

本学学生プラザ開設5周年を記念して、本学の理念でもある
「豊かな未来に向けた開拓精神に溢れる人材の育成」を図る
事、及び市民に学習の場を提供し、認知度を高めることを目的
として、自分らしい生き方を提唱している　林　望氏を招き、仕
事や生き方、働くことの意義を考える講演会を開催します。

11月10日
北九州市立大学
北方キャンパス

北九州市立大学　学生プラ
ザ（就職支援室、学生相談
室）
北九州市　産業経済局　学
術振興課

無料
北九州市立大学　就
職支援室　093-964-
4014

福岡県 北九州市 ③ 青嵐祭
毎年開催される大学祭です。著名人による講演会、模擬店及
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2～5日
北九州市立大学北方
キャンパス

北九州市立大学
大学祭実行委員会

無料
北九州市立大学学務
第一課学生係
093（964）4012

福岡県 北九州市 ①③ 歯大祭

模擬店、イベント、本学教員による公開講座、無料歯科予防
コーナー（歯科検診・ブラッシング指導及び歯並び相談室）等を
行います。

10月27, 28日
九州歯科大学 九州歯科大学 無料

http://www.kyu-
dent.ac.jp/

福岡県 北九州市 ③
福岡県民文化祭第２０
回さいふ煎茶会

福岡県煎茶道連盟主催で煎茶席３席、香席で開催します。 10月7日 太宰府天満宮 福岡県煎茶道連盟
平野秀怜
092-581-1076

福岡県 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。

10月20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

福岡県 北九州市 ③ 煎茶の会 日本古来の文化向上に努める茶会です。 10月28日 高見市民センター 八幡東支部
甲斐裕子　　　　093-
652-0810

福岡県 北九州市 ③
赤崎市民センター文化
祭茶会

毎年恒例の文化祭における茶会です。 11月3日 赤崎市民センター 赤崎市民センター
青木秀和　　　093-
771-4169

福岡県 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17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

福岡県 北九州市 ③
守恒市民センター文化
祭

毎年恒例の市民センター茶会です。本年１９回目となります。 11月18日 守恒市民センター 守恒市民センター
加来圭子　　　　093-
964-0454

福岡県 北九州市 ③
企救焼き５５周年記念
茶会

企救焼き５５周年記念茶会です。企救焼き窯元での５年に一
度の謝恩窯開く茶会です。

11月21日 企救焼窯元 企救焼窯元 無料
熊谷幸子　　　093-
561-2741

福岡県 北九州市 ③
企救焼き５５周年記念
茶会

企救焼き５５周年記念茶会です。企救焼き窯元での５年に一
度の謝恩窯開く茶会です。

11月24日 企救焼窯元 企救焼窯元 無料
熊谷幸子　　　093-
561-2741

福岡県 北九州市 ③
企救焼き５５周年記念
茶会

企救焼き５５周年記念茶会です。企救焼き窯元での５年に一
度の謝恩窯開く茶会です。

11月25日 企救焼窯元 企救焼窯元 無料
熊谷幸子　　　093-
561-2741

福岡県 北九州市 ②

ジュニア・サイエンス・
スクール

DNAに関する教室を開催する予定です。

10月13日

九州工業大学（戸畑）
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.

福岡県 北九州市 ②

ジュニア・サイエンス・
スクール

宇宙に関する教室を開催する予定です。

10月27日

九州工業大学（戸畑）
サイエンス体験工房
（予定）

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.
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福岡県
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24, 25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

九州工業大学工大祭
http://festival.club.ky
utech.ac.jp/

福岡県
北九州市
小倉北区

①
2012年度『公開文化講
座　小倉』

「森鴎外と日本の近代－生誕150周年に寄せて（仮題）」 11月24日 北九州市文学館 明治大学人文科学研究所 無料

http://www.meiji.ac.jp
/jinbun/index.html
明治大学人文科学研
究所（℡03-3296-
4362）

福岡県
北九州市
小倉北区

② 文化祭 展示・演劇・演奏会等を行います。 10月28日
福岡教育大学附属小倉
中学校

福岡教育大学附属小倉中
学校

無料
http://www.fukuoka-
edu.ac.jp/~fkokura/in
dex.html

福岡県 北九州市 ② 学校開放週間
保護者や地域の方々に学校教育に対する理解を深めていた
だくとともに、学校・園の情報を積極的に公開するため、自由に
学校・園を見学できる「学校開放週間」を実施します。

10月27日～11月7
日を中心とした１
週間（実施日や時
間は各学校によっ

て異なる。）

北九州市立の幼稚園、
小・中・特別支援学校、
高等学校、戸畑高等専
修学校、高等理容美容
学校

北九州市教育委員会 無料
http://www.city.kitak
yushu.lg.jp/

福岡県 熊本市 ① 公開講座

第18回 仏教学研究室公開講義
「親鸞　～その思想をめぐって～」
①本願～彼岸からの喚び声～
②往生～極楽と救済～
③悪人～親鸞の人間観～
④自然～おのずからしからしむ～
⑤念仏～仏の名のりを聞く～

①10月13日
②10月20日
③10月27日
④11月10日
⑤11月24日

くまもと森都心プラザ 筑紫女学園大学 無料
http://www.chikushi-
u.ac.jp/

福岡県 久山町 ③ 歌と踊りの祭典 芸能発表・お茶席等 11月11日 レスポアール久山 久山町文化協会 無料
久山町文化協会092‐
652‐3133

福岡県 久山町 ① 首羅山遺跡現地見学会首羅山遺跡の現地案内及び遺物の展示 11月23日 首羅山遺跡 久山町教育委員会 無料
久山町教育委員会
092‐976‐1111

福岡県 鞍手町 ①
企画展「遠賀川流域の
歴史と文化」

遠賀川流域の縄文時代の人々のくらしの様子を紹介します。
10月5日～
12月2日

鞍手町歴史民俗博物館
鞍手町歴史民俗博物館、鞍
手町歴史遺産活用推進委
員会

無料
鞍手町歴史民俗博物
館
0949-42-3200

毎週月曜、第3日曜、
祝日休館

福岡県 久留米市 ①
第37回くるめの考古資
料展

発掘調査で出土した遺物を中心に、久留米の考古資料を紹介
します。

10月20日～
11月11日

久留米市埋蔵文化財セ
ンター

久留米市市民文化部文化
財保護課

無料
久留米市埋蔵文化財
センター
0942-34-4995

会期中休館なし

福岡県 久留米市 ①
第3回企画展「少年～
青年期の坂本繁二郎」

久留米が生んだ洋画家坂本繁二郎生家において、坂本少年
の成長の様子を紹介します。

10月27日～
12月2日

坂本繁二郎生家
久留米市市民文化部文化
財保護課

久留米市市民文化部
文化財保護課
0942-30-9225

月曜休館、祝日・振
替休日の場合はその
翌日

福岡県 久留米市 ①
大名有馬家コレクショ
ン（2）姫様のお道具

久留米藩主有馬家に伝わる様々な文物の中から姫様方が使
われた道具を中心に紹介します。

10月6日～
12月10日

有馬記念館
公立財団法人有馬記念館
保存会

http://www.arimakine
nkan.or.jp/

火曜休館

福岡県 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、科学実験ショーなどを開催します。

11月23～25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

http://www.science.p
ref.fukuoka.jp

福岡県 久留米市 ① 第17回マナビィランド
科学実験、木工などの体験コーナーや、楽器演奏のステージ
など。子どもたちが楽しく体験できる催しです。

11月11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）

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
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福岡県 久留米市 ④

久留米工業大学公開
講座　こども科学教室
燃料電池と燃料自動車
の組立て

小学生(4年生以上)とその保護者を対象に、燃料電池の仕組
みを知り、燃料自動車を組立てる。

10月27日 久留米工業大学 久留米工業大学 無料
http://www.kurume-
it.ac.jp

福岡県 久留米市 ④

久留米工業大学公開
講座　こども科学教室
電動式紙飛行機を飛
ばそう

小学生(4年生以上)とその保護者を対象に、モーターをボルト
オンした紙飛行機で滞空時間を競う。

11月3日 久留米工業大学 久留米工業大学 無料
http://www.kurume-
it.ac.jp

福岡県 久留米市 ④
久留米工業大学公開
講座　こども科学教室
ロボットと遊ぼう(2)

小学生(4年生以上)とその保護者を対象に、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10日 久留米工業大学 久留米工業大学 無料
http://www.kurume-
it.ac.jp

福岡県 桂川町 ③

第20回福岡県民文化
祭2012「桂川町文化事
業」ソプラノピアノコン
サート

ソプラノ歌手と、桂川町出身のピアニストによるコンサートを実
施する。ピアノの演奏や、普段聞くことのできないソプラノの歌
声を聴くことにより、町の将来像である「文化の薫り高い、心豊
かな町づくり」に近づけていきます。

11月18日 桂川町住民センター

ふくおか県民文化祭実行委
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20回福岡県民文化祭
2012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）

福岡県 上毛町 ③
平成24年度
第7回上毛町文化祭

上毛町文化協会登録団体及び会員の発表会 11月3, 4日
上毛町
げんきの杜

上毛町
文化協会

無料
h-
nakamori@town.koge.l
g.jp

福岡県 上毛町 ③ 文化公演会 ナポレオンズ　コメディマジックショー 11月4日
上毛町
げんきの杜

上毛町
h-
nakamori@town.koge.l
g.jp

福岡県 古賀市 ① 図書館まつり
・パネル展示
・読書講演会 などを行います。

10月19～28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

福岡県 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25日
古賀市
中央公民館

古賀市教育委員会

古賀市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

福岡県 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
092－942-0901

福岡県 古賀市 ①③ 赤星孝生誕１００年展
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21～29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
092－944-6214

福岡県 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へ提
供し、センターの事業等への理解を深めるとともに、ボランティ
アの育成を図ります。

11月17, 18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

福岡県 早良区 ③
福岡チャイコフスキー
管弦楽団第5回演奏会

チャイコフスキーの親しみ易い音楽を楽しんでいただく事と福
岡市内に在住する音楽家の育成と発表の場を提供することを
目的に開催します。

10月28日
福岡県立ももち文化セン
ター

福岡チャイコフスキー管弦
楽団
福岡県立ももち文化セン
ター（指定管理者 株式会社
イズミテクノ）

無料
ももち文化センター
092-851-4511

福岡県 早良区 ③
青年劇場
キュリーキュリー

県民の方々に気軽に上質な演劇を楽しんでいただくことを目的
に開催します。

11月3日
福岡県立ももち文化セン
ター

青年劇場
ももち文化センター
092-851-4511

全席指定

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
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福岡県 志免町 ① しめの文化財ウォーク
竪坑櫓周辺の近代化遺産をめぐり、その歴史について学びま
す。

11月4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

定員あり、事前申込
み要

福岡県 志免町 ①③ 第34回文化祭 芸能発表・作品展示等を行います。 11月3, 4日
志免町立町民センター
周辺

志免町 無料
syakaik@town.shime.l
g.jp

福岡県 田川市 ① 読書まつり ボランティア団体等によるおはなし会等をします。 10月20日 田川市立図書館 田川市立図書館 無料
http://www.joho.taga
wa.fukuoka.jp/librarys
hisetu/

福岡県 田川市 ①③
『山本作兵衛が見た筑
豊炭田Ⅱ～炭坑をささ
えた女性群像～』

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）のうち、炭坑記録画３０点を特別公開
します。

10月30日～
11月25日

田川市石炭・歴史博物
館

田川市石炭・歴史博物館
http://www.joho.taga
wa.fukuoka.jp/sekitan
/

福岡県 田川市 ③
「第49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16～28日 田川市美術館
田川市美術館・田川美術協
会

無料
http://www.joho.taga
wa.fukuoka.jp/bijyutu
/

福岡県 田川市 ③
「炭鉱の版画家　千田
梅二・うえだひろし」展

炭鉱で出会い、ともに版画家となった千田梅二とうえだひろし
の炭鉱時代の創作活動を基盤に、独自の作風を展開した二人
を、水巻町歴史資料館との共催で紹介します。

11月10日～
12月24日

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

福岡県 田川市 ③
こども音楽祭
第３０回記念事業
～みんなで歌おう～

第１部では市内園児、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。
第２部ではReikaシスターズさんによる童謡コンサート、山中恵
理子さんによるヴァイオリンコンサートが行われます。

11月10日 田川文化センター
こども音楽祭第３０回記念
事業　実行委員会

田川市文化課
ＴＥＬ/ＦＡＸ
0947-44-0384

福岡県 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
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

福岡県 田川市 ③

第7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ＴＡＧＡＷ
Ａキャンドルナイトを行います。（予定）

11月3, 4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）

福岡県 太宰府市 ①
太宰府市市制施行30
周年記念展関連講座・
太宰府学講座第3回

「現代に生きる『歴史と文化のまち』」と題して福岡市博物館館
長の有馬学さんにお話しいただきます。

11月3日
太宰府市文化ふれあい
館　多目的ホール

太宰府市文化ふれあい館
http://dazaifubunkaf
ureaikan.or.jp/

福岡県 太宰府市 ①
太宰府学講座第1回文
化ふれあい館専門職
員講座

「大宰府鴻臚館について」と題して、太宰府市市史資料室の重
松敏彦さんにお話しいただきます。古代大宰府の役割の中
に、大宰府鴻臚館（筑紫館）を位置づけるとともに、昨年末に
発表された大宰府「客館跡」についても触れてみます。

11月17日
太宰府市文化ふれあい
館　実習室2

太宰府市文化ふれあい館
http://dazaifubunkaf
ureaikan.or.jp/

定員あり、事前申込
み要
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福岡県 太宰府市 ①
太宰府に伝わる懐かし
い味-旬の食材を使っ
た料理講座（冬）

太宰府に伝わる料理とその背景を学びながら、実際に旬の食
材を使って作ります。

11月18日
太宰府市文化ふれあい
館　実習室1

太宰府市文化ふれあい館
http://dazaifubunkaf
ureaikan.or.jp/

定員あり、事前申込
み要

福岡県 太宰府市 ①
太宰府市市制30周年
記念展「まるごと太宰
府歴史展」

太宰府の歴史と文化を通史的に紹介します。
9月1日～
11月4日

太宰府市文化ふれあい
館　展示室

太宰府市、太宰府市教育委
員会、財団法人太宰府市ス
ポーツ振興財団

無料
http://dazaifubunkaf
ureaikan.or.jp/

月曜休館

福岡県 太宰府市 ③
市制施行３０周年記念
第３５回市民文化祭
前夜祭　のど自慢大会

　市制施行３０周年を記念して、市民文化祭の前夜祭として
「のど自慢大会」を実施します。ぜひご覧ください。

11月2日 太宰府市中央公民館 太宰府市中央公民館 無料
太宰府市中央公民館
092-921-2101

福岡県 太宰府市 ③
市制施行３０周年記念
第３５回市民文化祭

市民の皆さんによる作品・芸能等日頃の学習や稽古の成果
を、ぜひご覧下さい。

11月3, 4日 太宰府市中央公民館 太宰府市中央公民館 無料
太宰府市中央公民館
092-921-2101

福岡県 太宰府市 ③

太宰府学講座
〈テーマ講座〉第３回
現代に生きる『歴史と
文化のまち』」

市制施行30周年記念展示関連講座。「歴史と文化のまち」の
中心にあるのは、「古都太宰府」という地域社会の自画像で
す。近代日本の歴史の中で、地域の自画像がどのように創ら
れてきたか、またそれは現在の私たちにどのような意味をもつ
かを考えます。

11月3日
文化
ふれあい館

文化
ふれあい館

http://dazaifubunkaf
ureaikan.or.jp/

福岡県 太宰府市 ① 公開講座 ｢障害者自立支援法とその展望」 10月27日 福岡医療福祉大学 福岡入用福祉大学 無料
庶務課　　　　　092-
918-6511

福岡県 太宰府市 ① 公開講座

近代の詩歌
①戦後詩の世界
②北原白秋の世界
③島木赤彦の世界

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/

福岡県 太宰府市 ① 公開講座 発達障がいとは

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/

福岡県 太宰府市 ① 公開講座 大弐高遠の太宰府詠② 11月17日 筑紫女学園大学 筑紫女学園大学 無料
http://www.chikushi-
u.ac.jp/

福岡県 太宰府市 ① 公開シンポジウム メディアの現在と社会情勢 11月17日 筑紫女学園大学 筑紫女学園大学 無料
http://www.chikushi-
u.ac.jp/

福岡県 大刀洗町 ③
大刀洗町ドリームまつ
り

大刀洗町の文化及び産業の将来を展望し、町民、団体等の総
参加により、文化活動の発展及び産業の振興を図り、健康福
祉に対する理解を深めるとともに、ふるさと大刀洗町の再認識
に寄与するために開催します。

11月10, 11日
大刀洗町役場、大刀洗
町ドリームセンター周辺

ドリームまつり運営委員会

大刀洗町役場企画財
政課
(0942-77-0173)
大刀洗町教育委員会
生涯学習課
(0942-77-2670)

福岡県 筑後市 ①
筑後市郷土資料館特
別展

郷土の偉人を紹介します。
10月2日～
11月30日

筑後市郷土資料館
筑後市教育委員会、筑後市
郷土資料館

無料
筑後市教育委員会社
会教育課
0942-65-7072

月曜休館、祝日・振
替休日の場合はその
翌日

福岡県 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なっています。
今年度のテーマは「あいさつ」についてです。昨年度の来客数
は、４００名でした。

11月4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・
「筑後市ちっご教育の日及
び教育力向上福岡県民運
動」推進委員会

無料
http://www.city.chiku
go.fukuoka.jp/
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第54回「教育・文化週間」関連行事
都道府県 市区町村 類型 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

福岡県 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、展示及
び模擬店を出店いたします。

11月3, 4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.kyushuot
ani.ac.jp/
0942-53-9900

福岡県 筑紫野市 ①
パープルプラザフェスタ
（生涯学習フェスティバ
ル）

学習グループ等の作品展示、成果発表、バザーなどを行いま
す。

10月27, 28日
筑紫野市生涯学習セン
ター

パープルプラザフェスタ実行
委員会

無料
http//www.city.chiku
shino.fukuoka.jp/

福岡県 筑紫野市 ①③ 市民文化祭

各地区コミュニティセンターを会場として、学習団体やサークル
の作品展示、成果発表、バザー等を行います。
①筑紫地区文化祭
②山口コミュニティセンターまつり
③山家地区文化祭
④二日市コミュニティセンター文化祭
⑤御笠地区市民文化祭

①10月20, 21日
②11月2, 3日
③11月2, 3日
④11月3, 4日

⑤11月10, 11日

①筑紫南コミュニティセ
ンター
②山口コミュニティセン
ター
③山家コミュニティセン
ター
④二日市コミュニティセ
ンター
⑤御笠コミュニティセン
ター

各実行委員会 無料
http//www.city.chiku
shino.fukuoka.jp/

福岡県 筑紫野市 ① 原田宿まつり
長崎街道の宿場町であった原田地区を地元の小学生による時
代行列が練り歩き、当時に思いを馳せます。

10月20日 筑紫神社・原田地区
夢むらさきクロスロード４００
実行委員会筑紫地区部会

無料
http//www.city.chiku
shino.fukuoka.jp/

福岡県 筑紫野市 ①③

「つくし紫」文化塾２０１
２
「日本の芸能　豊饒な
る語りの世界～筑前琵
琶・義太夫・講談・語り
～」

「語りの文化」にスポットを当てた連続講座です。
①筑前琵琶と浄瑠璃の世界
第1部　筑前琵琶「平家物語」　第2部　人形浄瑠璃「傾城阿波
鳴門」ほか
②講談　神田紅と福岡紅塾の人々
「講談　やってみまショー！」と「赤穂義士伝」
③現代の語り
「村田喜代子作　蕨野行」語り・尺八

①10月8日
②11月10日
③12月1日

筑紫野市生涯学習セン
ター

筑紫野市文化会館・筑紫野
市教育委員会

http//www.1bbiq.jp/c
hikushino-bunka/
http//www.city.chiku
shino.fukuoka.jp/

福岡県 筑紫野市 ③

文化会館フェスタ
ハーモニーフェスタ　ｉｎ
ちくしの（生涯学習フェ
スティバル）

幼児から成人まで、市内の９つの合唱団・グループが心温まる
ハーモニーをお届けします。

10月21日 筑紫野市文化会館 筑紫野市文化会館

http//www.1bbiq.jp/c
hikushino-bunka/
http//www.city.chiku
shino.fukuoka.jp/

福岡県 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相撲解説者「杉山邦博」講演会

①11月2～4日
②11月3日

①築上町中央公民館
築城公民館
保健センターチアフルつ
いき
築上町文化会館（コマー
レ)
②築上町文化会館（コ
マーレ）

築上町民文化祭実行委員
会

0930－56－0251
（築上町中央公民館）
0930－52－0066
（築城公民館）
0930-56-1777
（築上町文化会館（コ
マーレ））
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第54回「教育・文化週間」関連行事
都道府県 市区町村 類型 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

福岡県 築上町 ①
船迫窯跡公園体験学
習館秋季特別展『縄
文』

町内では本庄･大坪遺跡で今から約8,000年前の縄文時代早
期の押型文土器が出土しています。他にも伝法寺・杉ケ丸遺
跡や水原の石町遺跡・山崎遺跡では縄文時代後期の土偶が
出土しています。町内でも多数見つかっている縄文時代の
様々な資料を展示し、日本文化の源流である縄文文化につい
て考えます。石町遺跡・山崎遺跡出土の土偶は通常は九州歴
史資料館で展示されていますが、このたび、久しぶりに里帰り
展示します。

10月16日～
12月2日

船迫窯跡公園体験学習
館

築上町教育委員会 無料
0930-52-3771
（船迫窯跡公園）

福岡県 那珂川町 ①
平成24年度歴史講座
ちくし見聞録（第2回）

「古代の‘やき物の里’大野城市」と題して、古代の一大須恵器
生産地であった大野城市牛頸須恵器窯跡について、大野城市
歴史をつなぐ推進室の舟山良一さんにお話しいただきます。

11月18日
ミリカローデン那珂川
視聴覚室

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
ミリカローデン那珂川
092－954-2211

定員あり、事前申込
み要

福岡県 那珂川町 ①
那珂川黎明2012～出
土品が語る郷土の歴
史展～

那珂川町内で行なわれた発掘調査で出土した遺物を中心に、
那珂川町の歴史を紹介します。

11月3日～
12月4日

松口城記念館（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
ミリカローデン那珂川
092－954-2211

月曜休館、祝日・振
替休日の場合はその
翌日

福岡県 那珂川町 ③
第20回ふくおか県民文
化祭2012
神功皇后と裂田溝

日本書紀に開闢の由来が記載され、日本疎水百選でもある
「裂田溝」を、神功皇后伝説、発掘調査成果、自然環境などの
各視点から紹介します。

10月21日 ミリカローデン那珂川
神功皇后と裂田溝実行委員
会

那珂川町教育委員会
社会教育課文化財担
当　茂　092-952-
2092

福岡県 那珂川町 ③
那珂川黎明2012
～出土品が語る郷土
の歴史展～

安徳台遺跡群や安徳大塚古墳、岩門城跡など、町を代表する
遺跡から出土した品々を時代ごとに展示。また、12月16日（日）
には木下尚子さん（熊本大学教授）による特別歴史講演会を
開催します。

11月3日～
12月24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

福岡県 那珂川町 ③
第35回那珂川町民文
化祭

那珂川町を代表する文化イベント。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10, 11日 ミリカローデン那珂川
第35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

福岡県 那珂川町 ③ 裂田溝ライトアップ
日本書紀にも記載がある古代用水路の「裂田溝」を幻想的な
光でライトアップ。多方面から裂田溝の魅力を紹介する催しで
す。

11月11日
裂田溝公園からカワセミ
公園の間

那珂川町教育委員会、九州
産業大学

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

福岡県 那珂川町 ③
第20回ふくおか県民文
化祭2012俳句大会

福岡県内の俳句愛好者が一堂に集い、作品の発表と講演会
を通じて相互の交流を深め、併せて俳句文化の振興を図りま
す。

11月22日 ミリカローデン那珂川
第20回ふくおか県民文化祭
2012俳句大会実行委員会

那珂川町教育委員会
社会教育課社会教育
担当
092-952-2092

福岡県 那珂川町 ③

第20回ふくおか県民文
化祭2012協賛事業
「竹の里フェスタ2012in
那珂川」

竹灯籠の点灯、竹楽器のコンサート、竹工芸品の展示など
様々な角度から竹に光を当て、美しい自然風土を生かした文
化と共生する町づくりを目指す催しです。

11月24, 25日 ミリカローデン那珂川 竹の里フェスタ実行委員会

那珂川町教育委員会
社会教育課社会教育
担当
092-952-2092

福岡県 中間市 ①③
山本作兵衛原画展
（仮）

世界記憶遺産に登録された山本作兵衛の炭坑画を展示しま
す。

10月2日～
11月4日

中間市歴史民俗資料館 中間市教育委員会 無料
中間市教育委員会生
涯学習課
093-246-6224

月曜休館
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第54回「教育・文化週間」関連行事
都道府県 市区町村 類型 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

福岡県 中間市 ①
遠賀川と中間の歴史を
学ぶ講座

「懐かしい郷土の映画と名優高倉健」講師：松永武氏 10月20日
中間市地域交流セン
ター

中間市教育委員会 無料
中間市教育委員会生
涯学習課
093－246－6224

福岡県 中間市 ①
遠賀川と中間の歴史を
学ぶ講座

「母なる川、遠賀川」講師：市川嘉男氏 11月17日
中間市地域交流セン
ター

中間市教育委員会 無料
中間市教育委員会生
涯学習課
093－246－6224

福岡県 中間市 ①
嘉麻市所蔵山本作兵
衛原画と炭鉱展

山本作兵衛炭鉱画と炭鉱の道具を展示
10月2日～
11月4日

中間市地域交流セン
ター

中間市教育委員会 無料
中間市教育委員会生
涯学習課
093－246－6224

福岡県 中間市 ① おはなし会 図書館事業 10月27日 中間市民図書館 中間市教育委員会 無料
中間市民図書館
093－245－4664

福岡県 中間市 ① 朗読会 図書館事業 11月4日 中間市民図書館 中間市教育委員会 無料
中間市民図書館
093－245－4664

福岡県 中間市 ① おはなし会 図書館事業 11月17日 中間市民図書館 中間市教育委員会 無料
中間市民図書館
093－245－4664

福岡県 中間市 ① 2012コミュニティ文化祭 様々な文化事業を実施する文化祭 10月27, 28日 中間市中央公民館 中間市教育委員会 無料
中間市中央公民館
093－246－2321

福岡県 中間市 ① 第55回中間市美術展 中間市主催の美術展 11月2～4日 中間市中央公民館 中間市教育委員会 無料
中間市中央公民館
093－246－2321

福岡県 直方市 ③
Kids Yume Club 2012
おやこdeらくご

上方落語家による体験型落語会です。小さな子どもから大人
まで楽しめ、落語の奥深さを体験できます。

10月28日
ユメニティのおがた小
ホール

公益財団法人直方文化青
少年協会

http://www.yumenity.
jp/yumenity/index.ht
ml

福岡県 直方市 ③
第44回
直方市民文化祭

市民が参加して、ダンス・洋舞・日舞・合唱などのステージ上演
や、絵画・書道・手工芸などの作品展示を行います。

１１月2～4日
ユメニティのおがた、直
方市美術館

直方市民文化祭実行委員
会

無料

直方市教育委員会教
育総務課社会教育推
進係
0949-25-2326
（直方市中央公民館
内）

福岡県 直方市 ②③
第34回直方市
小・中学校文化展

市内の全小・中学校が参加し、絵画・版画・習字・手工芸など
の作品展示を行います。

１１月3, 4日 直方市中央公民館 直方市教育委員会 無料
直方市教育委員会学
校教育課学校教育係
0949-25-2323

福岡県 直方市 ②③
第24回直方市
中学校英語発表会

市内中学校の生徒による、英語暗唱の発表会です。 11月4日 直方市中央公民館 直方市教育委員会 無料
直方市教育委員会学
校教育課学校教育係
0949-25-2323

福岡県 直方市 ②③
第12回
直方子ども音楽祭

市内の保育園・幼稚園・小学校・中学校・高校の園児・児童・生
徒が集まって、合唱や演奏を行います。

11月3日
ユメニティのおがた大
ホール

直方市保・幼・小・中・高連
携推進協議会

無料
直方市教育委員会学
校教育課学校教育係
0949-25-2323

福岡県 博多区 ② 忍
すい　かずら　さい

　冬　祭
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10, 11日 精華女子短期大学 精華女子短期大学 無料
http://www.seika.ac.j
p

福岡県
福岡県内

各地
①③

第20回ふくおか県民文
化祭2012

広く県民の方々に文化芸術の鑑賞、参加、創造の機会を提供
し、文化活動の裾野の拡大を図るとともに、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。

10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、福岡県文
化団体連合会ほか

http://www.kenbunsa
i-fukuoka.jp/
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第54回「教育・文化週間」関連行事
都道府県 市区町村 類型 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

福岡県 福岡市 ③
アクロス・ランチタイム
コンサートvol.31

女性だけで結成されたトロンボーン・カルテットによる楽しい
ポップスコンサートです。

10月18日 福岡シンフォニーホール 公益財団法人アクロス福岡
http//www.acros.or.j
p

福岡県 福岡市 ③
松本バッハ祝祭アンサ
ンブル

日本を代表するバロックアンサンブルが福岡初登場です。 10月30日 福岡シンフォニーホール 公益財団法人アクロス福岡
http//www.acros.or.j
p

福岡県 福岡市 ③ バンベルグ交響楽団
名門オーケストラと巨匠ヘルベルト・ブロムシュテット指揮によ
る洗練された調べです。

11月3日 福岡シンフォニーホール 公益財団法人アクロス福岡
http//www.acros.or.j
p

福岡県 福岡市 ③
青少年のための一万
人コンサート

福岡シンフォニーホールでフルオーケストラの魅力を親子で体
験できます。

11月11日 福岡シンフォニーホール 公益財団法人アクロス福岡
http//www.acros.or.j
p

福岡県 福岡市 ③ アクロス・文化学び塾
長崎歴史文化博物館「江戸時代の長崎と中国の交流史」事前
レクチャーします。

10月20日
アクロス福岡セミナー室
２

公益財団法人アクロス福岡
http//www.acros.or.j
p

福岡県 福岡市 ③ アクロス・文化学び塾
福岡県立美術館企画展「児嶋善三郎と中村琢二」の事前レク
チャー

10月21日
アクロス福岡セミナー室
２

公益財団法人アクロス福岡
http//www.acros.or.j
p

福岡県 福岡市 ③ アクロス・文化学び塾
田川市美術館企画展「炭鉱が育んだ２人の版画家-千田梅二
とうえだひろし」事前レクチャー

11月3日
アクロス福岡セミナー室
２

公益財団法人アクロス福岡
http//www.acros.or.j
p

福岡県 福岡市 ③ アクロス・文化学び塾 九州歴史資料館企画展「筑前六宿と長崎街道」 11月10日
アクロス福岡セミナー室
２

公益財団法人アクロス福岡
http//www.acros.or.j
p

福岡県 福岡市 ③ 匠ギャラリー企画展 末積慶和とひまわり工房グループステンドグラス展 10月15～21日
アクロス福岡匠ギャラ
リー

公益財団法人アクロス福岡 無料
http//www.acros.or.j
p

福岡県 福岡市 ③ 匠ギャラリー企画展 第49回博多人形作家協会新作展 10月22～28日
アクロス福岡匠ギャラ
リー

公益財団法人アクロス福岡 無料
http//www.acros.or.j
p

福岡県 福岡市 ③ 匠ギャラリー企画展 小石原焼窯元作陶展
10月30日～

11月4日
アクロス福岡匠ギャラ
リー

公益財団法人アクロス福岡 無料
http//www.acros.or.j
p

福岡県 福岡市 ③ 匠ギャラリー企画展 福津の陶器、ガラスの極み展 11月5～11日
アクロス福岡匠ギャラ
リー

公益財団法人アクロス福岡 無料
http//www.acros.or.j
p

福岡県 福岡市 ③ ホワイエ作品展 きり絵展-寅さんが歩いた懐かしい日本の風景 10月15～21日
アクロス福岡メッセージ
ホワイエ

公益財団法人アクロス福岡 無料
http//www.acros.or.j
p

福岡県 福岡市 ③ ホワイエ作品展 第13回木曜会作品展 10月22～28日
アクロス福岡メッセージ
ホワイエ

公益財団法人アクロス福岡 無料
http//www.acros.or.j
p

福岡県 福岡市 ③ ホワイエ作品展 福岡水の会かな書展
10月29日～

11月4日
アクロス福岡メッセージ
ホワイエ

公益財団法人アクロス福岡 無料
http//www.acros.or.j
p

福岡県 福岡市 ③ ホワイエ作品展 彩墨画展 １1月5～11日
アクロス福岡メッセージ
ホワイエ

公益財団法人アクロス福岡 無料
http//www.acros.or.j
p

福岡県 福岡市 ③
コミュニケーションエリ
ア作品展

県産品愛用啓発ポスターコンクール入賞作品展 10月15～21日
アクロス福岡コミュニ
ケーションエリア

公益財団法人アクロス福岡 無料
http//www.acros.or.j
p

福岡県 福岡市 ③
コミュニケーションエリ
ア作品展

南北コリアと福岡のともだち展2012 11月5～11日
アクロス福岡コミュニ
ケーションエリア

公益財団法人アクロス福岡 無料
http//www.acros.or.j
p

福岡県 福岡市 ③
第２０回ふくおか県民
文化祭２０１２大濠公園
能楽堂ｳｨｰｸｴﾝﾄﾞ夜能

福岡で活躍する若手能楽師による手頃な価格の公演です。
「能」・「狂言」の解説つきのワークショップを行います。

11月9日 大濠公園能楽堂
大濠公園能楽堂ｳｨｰｸｴﾝﾄﾞ
夜能実行委員会

http://www.ohori-
nougaku.jp
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都道府県 市区町村 類型 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

福岡県 福岡市 ③
旧福岡県公会堂貴賓
館中学生以下無料公
開

15歳以下（中学生）の入館料を無料にします。 11月1～7日 旧福岡県公会堂貴賓館 ＡＤ・都市造園グループ 無料

http://tenjin-
central-
park.net/kihinkan.htm
l

福岡県 福岡市 ①③

郷土の美術をみる・し
る・まなぶvol.4　児島善
三郎と中村研一　福岡
ライバル物語

福岡県が誇る二人の洋画家、児島善三郎と中村研一の「ライ
バル関係」に着目しながら、彼ら二人の画業を紹介します。

10月6日～
11月25日

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

福岡県 福岡市 ①③
４０周年記念　ベルサ
イユのばら展

池田理代子の「ベルサイユのばら」連載開始４０周年を記念
し、コミック原画のほか宝塚歌劇の舞台、アニメーションなどを
紹介します。

10月26日～
12月9日

福岡県立美術館
福岡県立美術館・朝日新聞
社・株式会社TVQ九州放送

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

福岡県 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.fuku
oka.lg.jp/kyouiku/
福岡市教育委員会
総務企画課
092-711-4605

福岡県 福岡市 ②
福岡市「学校公開週
間」

本市の学校教育に関し，理解と関心を深めていただき，一層
の協力を得ることを目的として，右記の日程内において各学校
毎に公開日を設定し，保護者・地域の方などに授業や活動の
様子を公開します。

11月1日～11月7
日

各市立学校全校 福岡市教育委員会 無料 092-711-4636

福岡県 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

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17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

福岡県 福岡市 ①
文庫活動ボランティア
講座（経験者コース）

地域における子どもたちの読書活動を推進するために読み聞
かせやストーリテリングを学ぶ講座です。今回はストーリーテリ
ングを実習します。

10月16日～11月
16日

福岡市総合図書館 福岡市総合図書館 無料
http://toshokan.city.f
ukuoka.lg.jp/

福岡県 福岡市 ③
福岡市文学館企画展
「北川晃二と雑誌「午
前」」（仮）

戦後の福岡の街の歩みとともにあった北川晃二の仕事を、彼
の文業と携わった出版、新聞、同人誌活動とともに辿る企画展
です。

11月1日～12月9
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（福岡市教育
委員会・福岡市文学振興事
業実行委員会）

無料
http://toshokan.city.f
ukuoka.lg.jp/literature
s/

福岡県 福岡市 ④
せふり天文台ｽﾀｰｳｫｯ
ﾁﾝｸﾞ

秋の星座を観察します。
参加対象：一般

11月3日
福岡市立背振少年自然
の家
せふり天文台

福岡市 無料
http://www.city.fuku
oka.lg.jp/sefuri

福岡県 福岡市 ①
せふりの自然に親しむ
ゆどい

背振山系（蛤岳）登山とそば打ちを行います。
参加対象：小中学生と家族

11月10日
～11日

福岡市立背振少年自然
の家 福岡市

http://www.city.fuku
oka.lg.jp/sefuri
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福岡県 福岡市 ①
環境フェスティバルふく
おか2012

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20日，21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
2012実行委員会

無料

福岡市環境局環境政
策課（092-733-5381）
※HPは9月初旬に開
設予定

福岡県 福岡市 ①③
第6回　福岡市環境行
動賞表彰式

福岡市における環境の保全・創造に高い水準で貢献し，顕著
な功労・功績のあった個人・団体・事業者・学校を表彰します。

11月8日
アクロス福岡イベント
ホール

福岡市環境局環境政策課 無料

福岡市環境局環境政
策課（092-733-5381）
http://www.city.fuku
oka.lg.jp/kankyo/

福岡県 福岡市 ① のびのび図工教室
小学生以下を対象に，廃材を利用した図工教室を開催してい
ます。

10月28日
福岡市臨海3Rステー
ション

福岡市臨海3Rステーション 無料

臨海3Rステーション
℡ 092-642-4641
http://www.econet-
fukuoka.com/

福岡県 福岡市 ①
親子体験
芋掘りしよう

親子を対象に，芋掘りを体験できます。 11月4日
福岡市臨海3Rステー
ション

福岡市臨海3Rステーション 無料

臨海3Rステーション
℡ 092-642-4641
http://www.econet-
fukuoka.com/

福岡県 福岡市 ① エコ手作り市
不用になったものを素材として作ったものを展示・販売していま
す。

11月11日
福岡市臨海3Rステー
ション

福岡市臨海3Rステーション

臨海3Rステーション
℡ 092-642-4641
http://www.econet-
fukuoka.com/

福岡県 福岡市 ① エコフェスタ2012
市民に身近なごみ減量・３Ｒを楽しく学ぶ場を提供し，地域ボラ
ンティア団体と協働で市民の環境意識の向上を図ります。 11月23日

福岡市西部
３Ｒステーション

福岡市西部
３Ｒステーション

西部３Ｒステーション
℡：092-882-3190
http://www.fukuoka-
seibuplaza.com/

福岡県 福岡市 ① グリッピキャンペーン
緑の活動に対する表彰式、フォーラムや花と緑の体験講座、
など花と緑を楽しめるイベントです。

10月20日～21日
天神中央
公園

福岡市都市緑化推進行事
実行委員会

無料
http://www.midorima
chi.jp/event/detail.ph
p?id=153

福岡県 福岡市 ② ものづくり体験講座
福岡市内の小学校に技能職者を派遣し、ものづくりを体験でき
る講座を小学生を対象に実施。職業観の醸成を図る。

10月31日,11月5
日,11月19日

福岡市内の小学校 福岡市 無料
経済観光文化局産業
振興部雇用労働課
092-711-4326

委託実施

福岡県 福岡市 ③

肥後と筑前博多の伝統
工芸交流展～水と森の
都“くまもと”からの贈り
物（仮）

福岡と熊本の伝統工芸品の振興・発展と，都市間での文化交
流を図るため，熊本市くまもと工芸会館と協力し，交流展を開
催いたします。福岡のはかた伝統工芸館では，熊本の伝統工
芸品（肥後象がん，小代焼等）を展示・販売を行います（平成
25年２月に熊本市くまもと工芸会館にて博多の伝統工芸品の
展示・販売を開催予定）。

10月18日～11月6
日

はかた伝統工芸館
(博多区上川端町6-1）

はかた伝統工芸館 無料

はかた伝統工芸館
TEL:092-409-5450
http://www.hakata-
dentou-kougeikan.jp/
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福岡県 福岡市 ③ 第110回博多織求評会

　今や博多の秋の風物詩となっている博多織の新作発表会
「博多織求評会」が，博多織発祥の地とされる承天寺にて開催
されます（承天寺が一般公開される貴重な機会の一つです）。
承天寺の荘厳な雰囲気の中で，博多が誇る伝統的工芸品の
博多織の新作が一堂に会します。

11月9日～11月11
日（一般公開）

承天寺（じょうてんじ）
（博多区博多駅前1丁目
29-9）

博多織工業組合 無料

博多織工業組合
TEL:092-472-0761
http://hakataori.or.jp
/

福岡県 福岡市 ③
博多織デベロップメント
カレッジ新作発表会

　次代の博多織の後継者（クリエーター）を養成する「博多織デ
ベロップメントカレッジ」の学生の新作発表会が「第110回博多
織求評会」に合わせて開催されます。

11月9～11日（一
般公開）

寶聚菴（ほうじゅあん）
（博多区博多駅前1丁目
7番）

博多織デベロップメントカ
レッジ

無料

博多織デベロップメン
トカレッジ　TEL:092-
472-5102
http://www.hakataori
dc.or.jp/

福岡県 福岡市 ①，③

福岡市民芸術祭 主催
行事 演劇公演
「Fukuoka in Asia　舞
台芸術創造発信プロ
ジェクト　子どもとおと
なのための舞台芸術
『走れメロス』」

太宰治の名作「走れメロス」を題材に、子どももおとなも誰もが
それぞれの視点で、舞台芸術の面白さを体感できるオリジナ
ル作品を上演します。

11月23～25日 早良市民センター
福岡市民芸術祭実行委員
会

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

福岡県 福岡市 ②，③

イムズパフォーミング
アーツシリーズ2012
「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 後には文楽の一場面を実演します。

10月26, 27日
26日：小学校（２校）
27日：イムズホール（一
般向け）

(公財)福岡市文化芸術振興
財団

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

福岡県 福岡市 ②，③ 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、アートなどのすぐれた文化芸術に触れる機会を提供しま
す。

9月14日～11月21
日

小学校20校程度
幼稚園1か所（予定）

(公財)福岡市文化芸術振興
財団

無料

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

福岡県 福岡市
①，②，

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。

8月～25年3月 市内小学校　他
(公財)福岡市文化芸術振興
財団

無料

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

福岡県 福岡市 ③
特別企画展「大英博物
館　古代エジプト展」

世界屈指の大英博物館のエジプトコレクションにより、古代エ
ジプ人を来世へ導いた『死者の書』，全長37ｍの「グリーン
フィールド・パピルス」やミイラや棺など約180点を展示します。

10月6日
～

11月25日

福岡市
美術館

福岡市
美術館

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

福岡県 福岡市 ③
常設展「大英博物館展
関連企画　コプト裂と西
方文物」

特別展「大英博物館 古代エジプト展」にあわせて、コプト裂お
よび西アジア・ヨーロッパ地域の古美術作品を、松永コレクショ
ンの作品を中心に紹介します。

10月30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

福岡県 福岡市 ③
常設展「山崎朝雲とそ
の系譜」

福岡市出身の彫刻家、山崎朝雲（1867-1954）の作品と、彼に
関わりの深い彫刻家の作品を展示します。

10月23日
～

1月20日

福岡市
美術館

福岡市
美術館

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

福岡県 福岡市 ③
常設展「画家の自画
像」

中村彝、村山槐太、レオナール・フジタなどの近代の画家たち
が、自らの姿を描いた絵画や素描などを特集します。

10月23日
～

1月20日

福岡市
美術館

福岡市
美術館

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

福岡県 福岡市 ③
常設展「西本コレクショ
ン展」

和歌山市の収集家、西本宏氏が当館に寄贈した1500点以上
の作品の中から、代表的な作品約20点を選び、今年4月に急
逝した西本氏を偲びます。

10月23日
～

1月20日

福岡市
美術館

福岡市
美術館

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

福岡県 福岡市 ③
常設展「クスマコレク
ションの名品　スマトラ
とジャワの染織」

去年逝去されました長年バティックの収集に携わってきた世界
的コレクター、エイコ・アドナン・クスマ氏への追悼をこめて、当
館所蔵のクスマ・コレクションから、バティックとスマトラの染織
の代表作を展示します。

10月30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

福岡県 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

福岡県 福岡市 ③ 無料観覧日 常設展示室（総合・部門別）を無料でご覧いただけます。 11月3日
福岡市博物館常設展示
室（総合・部門別）

福岡市博物館 無料
http://museum.city.f
ukuoka.jp/

福岡県 福岡市 ③
特別企画展「能のかた
ち　ＮＩＰＰＯＮ　美の玉
手箱」

能楽は、日本の伝統的な美の宝庫であり、ユネスコの無形文
化遺産にもなっています。この展覧会では、重要文化財を含む
能面や能装束の逸品を一堂に集め、能楽を彩る「かたち」の世
界、そして能を支えた人々の歴史を紹介し、その魅力に迫りま
す。

9月15日～11月11
日

福岡市博物館特別展示
室

福岡市博物館、西日本新聞
社、ＮＨＫ福岡放送局、能の
かたち展実行委員会

http://museum.city.f
ukuoka.jp/

福岡県 福岡市 ③ ファミリーコンサート
西祭(SaiSai)～西区みんなでつくる文化祭～のスペシャルイベ
ントとして開催いたします。

10月28日 福岡市西市民センター
福岡市・
西区イベント推進会議

無料
 西区企画振興課
092-895-7032
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福岡県 福岡市 ③ 西区市民美術展
市民が文化的な活動を通じて相互の交流と親睦を深め，明る
く和やかなコミュニティづくりに寄与することを目的として開催い
たします。

11月14～21日 福岡市西市民センター
福岡市・
西区イベント推進会議

無料
 西区企画振興課
092-895-7032

福岡県 福岡市 ③
西区青少年作品コン
クール

青少年の情操を高めるとともに，作品展示等を通じて，青少年
の健全育成に関する市民意識の高揚を図ることを目的として
開催いたします。

11月14～21日 福岡市西市民センター
福岡市・
西区青少年文化祭実行委
員会

無料
 西区企画振興課
092-895-7032

福岡県 福岡市 ③ 西区青少年文化祭
文化活動を通して青少年の健全育成を図ることを目的として開
催いたします。

11月13, 27日 福岡市西市民センター
福岡市・
西区青少年文化祭実行委
員会

無料
 西区企画振興課
092-895-7032

福岡県 福岡市 ③ 南区美術展
南区区民より出品された作品の中から優秀のものを展示して
一般市民に鑑賞の場を提供している。

10月30日～11月4
日

福岡市美術館
南区市民の祭り運営委員会
（南区美術協会）

無料
南区市民の祭り運営
委員会事務局
092-559-5064

福岡県 福岡市 ③
南区文化祭
吹奏楽フェスティバル

南区内の吹奏楽団による演奏発表会 11月11日 福岡市南市民センター 南区市民の祭り運営委員会 無料
南区市民の祭り運営
委員会事務局
092-559-5064

福岡県 福岡市 ③
南区文化祭
（幼児のつどい）

南区内の保育園児による演技発表会 11月17日 福岡市南市民センター
南区市民の祭り運営委員会
（主管：南区保育園園長会）

無料
南区市民の祭り運営
委員会事務局
092-559-5064

福岡県 福岡市 ③
南区文化祭
（子どものつどい）

南区内の子ども会による演技発表会 11月18日 福岡市南市民センター
南区市民の祭り運営委員会
（主管：南区子ども会育成連
合会）

無料
南区市民の祭り運営
委員会事務局
092-559-5064

福岡県 福岡市 ③
南区文化祭
（高齢者のつどい）

南区内の高齢者による芸能発表会 11月21日 福岡市南市民センター
南区市民の祭り運営委員会
（主管：南区シニアクラブ連
合会）

無料
南区市民の祭り運営
委員会事務局
092-559-5064

福岡県 福岡市 ③
南区文化祭
（民舞のつどい）

南区在住者による民舞発表会 11月23日 福岡市南市民センター
南区市民の祭り運営委員会
（主管：福岡南民舞協会）

無料
南区市民の祭り運営
委員会事務局
092-559-5064

福岡県 福岡市 ③
南区文化祭
（合唱のつどい）

南区内の合唱団による合唱発表会 11月25日 福岡市南市民センター
南区市民の祭り運営委員会
（主管：南区合唱団連絡協
議会）

無料
南区市民の祭り運営
委員会事務局
092-559-5064
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福岡県 福岡市 ③
南区文化祭
（公民館サークルのつ
どい）

南区内の公民館サークルによる演技発表会 12月2日 福岡市南市民センター
南区市民の祭り運営委員会
（主管：南市民センター指定
管理者）

無料
南区市民の祭り運営
委員会事務局
092-559-5064

福岡県 福岡市 ①，③
第２８回城南区市民
アート展

城南区民の文化活動を促進し、発表や鑑賞の場を提供するこ
とにより、美術活動の振興や、市民のコミュニティづくりの推
進、青少年健全育成を図ることを目的として開催します。

11月20～25日 福岡市美術館
ふれあい城南運営委員会・
城南区役所

無料

https://www.city.fuku
oka.lg.jp/jonanku/t-
shinko/charm/28art.
html

福岡県 福岡市 ①

公開講座
「21世紀大交流時代の
到来」
－アジアと九州・福岡
への影響と期待ー

一般を対象とした公開講座です。
9月15, 29, 10月6.
13 20, 27, 11月17

日

九州産業大学
（11月17日は現地学習）

九州産業大学
http://www.kyusan-
u.ac.jp/

福岡県 福岡市 ①

公開講座
「レッツ・エクササイ
ズ！」
－健康維持とリフレッ
シュのためにー

一般を対象とした公開講座です。
9月13, 27, 10月
11,  25日, 11月8,
22日, 12月6日

九州産業大学 九州産業大学
http://www.kyusan-
u.ac.jp/

福岡県 福岡市 ①

公開講座
「九産大・カフェ」
－コミュニティー交流講
座ー

一般を対象とした公開講座です。 11月14日 九州産業大学 九州産業大学 無料
http://www.kyusan-
u.ac.jp/

福岡県 福岡市 ①

公開講座
「時事問題から見る日
本の社会」
－良き暮らしを求め
てー

一般を対象とした公開講座です。
10月29日, 11月
12, 19, 26日,  12

月3, 10, 17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/

福岡県 福岡市 ①

「社会人英語講座」
【九州産業大学教室（2
講座）】
（秋期）

一般を対象とした語学講座です。
9月26日～12月19
日の毎週水曜日

九州産業大学 九州産業大学
http://www.kyusan-
u.ac.jp/

福岡県 福岡市 ①

「社会人英語講座」
【JR博多シティ教室（3
講座）】
（秋期）

一般を対象とした語学講座です。
9月26日～12月19
日の毎週水曜日

JR博多シティ（10階会議
室）

九州産業大学
http://www.kyusan-
u.ac.jp/
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福岡県 福岡市 ①
「社会人パソコン教室」

一般を対象とした情報講座です。
10月6日～12月1
日の毎週土曜日
（11月3日除く）

九州産業大学 九州産業大学
http://www.kyusan-
u.ac.jp/

福岡県 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21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/

福岡県 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1～5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/

福岡県 福岡市 ①
福岡女学院大学公開
講演会

岩手県気仙沼地方の方言｢ケセン語｣研究家で、地方文化・方
言復権に寄与される山浦玄嗣氏を招き、福音書の翻訳を通し
て｢日本語｣をテーマとした講演会を開き、地域の方へ大学活
動成果を還元する。

10月20日
福岡女学院大学421教
室

福岡女学院大学 無料
大学総務課
092-575-2971

福岡県 福岡市 ③
福岡女学院柿薗記念
パイプオンガン土曜コ
ンサートＮｏ．3

パイプオンガンとハンドベルの演奏会 11月3日
福岡女学院ギ－ル記念
講堂

学校法人　福岡女学院 無料
本部総務課
092-575-3733

福岡県 福岡市 ①
第39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17日
福岡女学院ギ－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

福岡県 福岡市 ①
Carolyn Graham　英語
ワークショップ

｢ジャズ・チャンツ｣の考案者であるキャロリン・グラハム先生を
招いての、児童英語教育に従事されている方や興味をお持ち
の方のためのワークショップ

11月24日
福岡女学院大学421教
室

福岡女学院大学 無料
福岡女学院大学英語
教育センター092-
575-5995

福岡県 福岡市 ① 公開講座

『アジア塾』
　「アジアのなかのジェンダー（性差）」
①中国の女子教育
②男らしさと韓国社会
③インドの地域ガバナンスを変える女性議員たち

①10月4日
②10月11日
③10月18日

アクロス福岡 筑紫女学園大学 無料
http://www.chikushi-
u.ac.jp/

福岡県 福岡市 ①,④
かすみ祭特別講演会
「環境問題について学
ぶ」

福岡女子大学学園祭「かすみ祭」の特別講演会として「遺伝子
でみる自然のすがた」と「原子力と再生可能エネルギー～どち
らを選ぶ？～」の2講演を行います。一般の方向けのわかりや
すい内容です。

11月3日
福岡女子大学附属図書
館1階 視聴覚室

福岡女子大学かすみ祭実
行委員会、人間環境学部環
境理学科、地域連携セン
ター女性生涯学習研究部
門、コンソーシアム福岡

無料
http://www.fwu.ac.jp
/collaboration/

当日は駐車禁止のた
め、公共交通機関を
ご利用ください。

福岡県 福岡市 ①
福岡女子大学特別講
演会

日本における女性学研究の草分けとして活躍され、教鞭を
執ってこられた本学名誉教授秋枝蕭子先生に、男女雇用機会
均等法の実現などに尽力されたご経験からこれからの女性の
生き方についてお話いただきます。

10月24日
福岡女子大学附属図書
館1階 視聴覚室

福岡女子大学地域連携セン
ター女性生涯学習研究部門

無料
http://www.fwu.ac.jp
/collaboration/

福岡県 福岡市 ①,③
東部地域大学連携公
開講座「東区を知ろう
～歴史と文化～」

東部地域大学連携を締結する九州産業大学、福岡工業大学、
福岡女子大学が主催する、香椎宮を中心とした福岡市東区の
歴史や文化を学ぶ公開講座です。

11月9, 16, 30日,
12月7日

福岡女子大学附属図書
館1階 視聴覚室

福岡女子大学地域連携セン
ター女性生涯学習研究部門

無料
http://www.fwu.ac.jp
/collaboration/
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福岡県 福岡市 ①,③
武者の世を切り開いた
平清盛－史学・文学か
らの考察－

平清盛を中心とした平氏について、史学・文学の視点から考察
します。

11月10日,17日,24
日,12月1日,8日

福岡女子大学附属図書
館1階 視聴覚室

福岡女子大学地域連携セン
ター女性生涯学習研究部門

http://www.fwu.ac.jp
/collaboration/

福岡県 福岡市 ①,③
中国人講師による現代
中国語講座

福岡女子大学の中国人教員が、それぞれ、中国文学、経済人
口学、国際経済学の観点から、中国の今について考察しま
す。

11月15日,22日,29
日

福岡女子大学附属図書
館1階 視聴覚室

福岡女子大学地域連携セン
ター女性生涯学習研究部門

無料
http://www.fwu.ac.jp
/collaboration/

福岡県 福岡市 ③ ３５周年記念大会
福岡県吟剣詩舞道総連盟結成３５周年記念吟剣詩舞道大会
で県下 大のイベントです。

11月4日 ももちパレス 福岡県総連 無料 090-5480-2504

福岡県 福岡市 ②
高校生のための工業
設計学科特別プログラ
ム

高校生に工業設計学科を知ってもらうために、人間工学・イン
ダストリアルデザイン・知的機能工学の授業と関連する施設の
見学を行います。

11月10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.ky
ushu-u.ac.jp/kyushu-
u/topics/detail?nid=5
34&cid=135

福岡県 福岡市 ① 絆の環境設計
都市・建築計画における人と人の絆の再編成について、哲学、
文化人類学、経済学、文化遺産学、ランドスケープ学、建築学
などの専門分野から考えます。

11月8日 玲泉荘 九州大学芸術工学部
http://www.design.ky
ushu-u.ac.jp/kyushu-
u/topics?cid=135

福岡県 福岡市 ①④
公開学術シンポジウム
「知覚と脳」

同志社大学生命医科学部の力丸裕教授と、九州大学大学院
医学研究院飛松省三教授が、知覚と脳に関する先端的研究を
紹介します。

11月4日
九州大学医学部百年講
堂

九州大学大学院芸術工学
研究院

無料

http://www.hes.kyus
hu-
u.ac.jp/~jps2012/sym
posium.html

福岡県 福岡市 ④
九州大学高等研究院
若手研究者交流セミ
ナー

ライフ・イノベーションをテーマとしたセミナーです。「新成長戦
略」に掲げられた政策的・社会的意義が特に高い先端的研究
開発の支援を受けた研究者から、その 先端の研究を紹介し
ます。

11月21日
九州大学医学部百年講
堂

九州大学高等研究院 無料
http://ias.kyushu-
u.ac.jp/

福岡県
福岡市
博多区

①
こころとからだの健康
支援

「健康支援」を大きなテーマに，「運動」「こころの問題」などにつ
いて，専門的見地から分かりやすく地域住民の方へ解説しま
す．講義と実習（軽い運動）を組み合わせた形式で進め，老化
防止や健康支援に役立つ情報を提供します．

11月18日
福岡市
博多体育館

九州大学健康科学センター

http://www.ihs.kyush
u-
u.ac.jp/shakai/koukai.
html

ＵＲＬの情報は９月以
降に更新予定です。

福岡県
福岡市
早良区

①
第8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27, 28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/

福岡県
福岡市
早良区

①
健康まるごと福岡学園
「講演会」

今、もっと医療情報を知りたい！　という人が増えています。健康 10月28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/
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福岡県
福岡市早

良区
③

キリシタン考古学の世
界～今日によみがえる
祈りとさけび～

九州各県で成果が挙げられているキリシタン考古学について、
「信仰」をテーマに多角的に取り上げます。

10月19日～12月
15日

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/ind
ex.html

福岡県
福岡市早

良区
③

第12回特別展関連公
開講演会

キリシタン考古学の研究動向を 新の成果をまじえながら紹
介します。

11月17日 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/ind
ex.html

福岡県
福岡市早

良区
①

せいなんこどもワーク
ショップ　せいなん
ウォークラリー

西南学院大学の構内をウォークラリー形式でクイズを解きなが
ら歩きます。聖書植物や史跡元寇防塁などを見学し、大学の
雰囲気のなかで楽しく学びます。

11月17日 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/ind
ex.html

福岡県
福岡市城

南区

①教育
（社会
教育・
生涯学

習）

英語で学ぶイギリス学
British Culture

文学、音楽や映像を通じてイギリスの文化、歴史、慣習、社会
制度などを学ぶ。また、グループディスカッション形式により英
語の運用能力を高める。

9月25日～12月11
日

（全12回）
　福岡大学 エクステンションセンター 　

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

福岡県
福岡市城

南区

①教育
（社会
教育・
生涯学

習）

国際化と家族と法 －
国境を越えた子の奪い
合い・代理母について
－

国際化社会における夫婦関係と親子関係に焦点を当て、国境
を越えた子の奪い合いに関する法的問題と代理母から生まれ
た子の親子関係に関する法的問題を取り上げる。

10月6, 20日
（全2回）

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

福岡県
福岡市城

南区

①教育
（社会
教育・
生涯学

習）

初級者から上級者まで
株式投資に役立つ経
済学入門

資産形成の一環としての「株式投資」という観点から、長期的
に安定的な収益を得られる銘柄選びに焦点を当て、具体的な
統計手法を活用することを主眼に株価や銘柄分析の方法を学
ぶ。

9月21日～10月19
日

（全5回）
　福岡大学 エクステンションセンター 　

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

福岡県
福岡市城

南区

①教育
（社会
教育・
生涯学

習）

世の中と時代が見通せ
る！！実用マクロ経済
学

日本経済の問題から関心の高い話題を取り上げ、それらにつ
いて、所得、物価、株価、為替、経済成長などを対象分野とす
る「マクロ経済学」を用いて分りやすく分析・解説する。

11月9日～12月14
日

（全5回）
　福岡大学 エクステンションセンター 　

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

福岡県
福岡市城

南区

①教育
（社会
教育・
生涯学

習）

福岡大学キャンパスツ
アー 研究者と語る福
大サロン

地域の方々に本学の教育・研究・医療への理解と関心を深め
ていただくために、各研究分野の教員と研究内容を紹介しなが
ら懇談する。

10月29日,11月19
日, 12月4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

福岡県
福岡市城

南区

①教育
（社会
教育・
生涯学

習）

地域と大学の協働で地
域防災力のアップをめ
ざそう！

東日本大震災での事例を交えながら、大災害にどう備えれば
いいのかを考える。また、広大な大学ｷｬﾝﾊﾟｽを災害復旧の活
動拠点として活かせるよう、大学と地域の新しい連携の形を模
索し、地域の安全・安心について考える。

11月17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
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福岡県
福岡市城

南区

①教育
（社会
教育・
生涯学

習）

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。また、普通救命講習を行い、身近な人の
命を救うための知識と技術を身につける。

11月17日, 12月1
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

福岡県
福岡市城

南区

②教育
（学校
教育）

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。

10月14, 20日 　福岡大学 エクステンションセンター 　
http://webex.fukuoka
-u.ac.jp

福岡県
福岡市城

南区

②教育
（学校
教育）

キッズ体操教室
非日常的な運動（器械運動）をする中で、子どもたちの体力を
高めながら、器械運動におけるさまざまな技を習得し、身体支
配能力や自己表現能力を養う。

9月24日～12月17
日

（全12回）
　福岡大学 エクステンションセンター 　

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

福岡県
福岡市城

南区

②教育
（学校
教育）

キッズ新体操教室
新体操の基本運動を通じて、基礎体力をつけるとともに、新体
操の基本の動きや手具操作を習得し、音楽に合わせて美しい
演技ができるようにする。

10月6日～2013年
3月23日
（全9回）

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

福岡県
福岡市城

南区

①教育
（社会
教育・
生涯学

習）

女性のための元気体
操教室

「病気をしない・ケガをしない体づくり」を目指し、ｽﾄﾚｯﾁ・筋力ﾄ
ﾚｰﾆﾝｸﾞ・ﾘｽﾞﾑ体操・ﾘﾗｸｾﾞｰｼｮﾝなどを組み合わせた「元気」に
なる体操を日常的に行えるよう指導する。特にシニア世代の女
性が日常的に行えるよう指導する。

10月5日～2013年
1月25日
（全12回）

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

福岡県
福岡市城

南区

①教育
（社会
教育・
生涯学

習）

フットケアで糖尿病から
足を守ろう！

糖尿病足病変の早期発見のための自己チェック方法を紹介す
るとともに、日常生活でできる早期対処法（フットケア）の実践
方法を学ぶ。

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

福岡県
福岡市城

南区

①教育
（社会
教育・
生涯学

習）

先発医薬品と後発医薬
品（ｼﾞｪﾈﾘｯｸ医薬品）と
はどう違うのか？！ －
どこが違うのか？どう
選べばいいのか？－

先発医薬品と後発医薬品（ｼﾞｪﾈﾘｯｸ医薬品）との違いを分かり
やすく概説し、後発医薬品への理解を深め、医薬品を選択す
る際の一助とする。

10月27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
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福岡県
福岡市城

南区

①教育
（社会
教育・
生涯学

習）

スマートフォンプログラ
ミング講座
Androidプログラミング
初級講座

本学理学部応用数学科ゼミで実施しているプログラミングの教
育内容を提供し、開発方法から実機への登録方法までのプロ
グラミング基礎を習得する。

10月21日 　福岡大学 エクステンションセンター 　
http://webex.fukuoka
-u.ac.jp

福岡県
福岡市城

南区

①教育
（社会
教育・
生涯学

習）

スマートフォンプログラ
ミング講座
Androidプログラミング
中級講座

本学理学部応用数学科ゼミで実施しているプログラミングの教
育内容を提供し、本格的なアプリを作成する。

12月16日 　福岡大学 エクステンションセンター 　
http://webex.fukuoka
-u.ac.jp

福岡県
福岡市城

南区

①教育
（社会
教育・
生涯学

習）

スマートフォンプログラ
ミング講座
iPhoneプログラミング
中級講座

本学理学部応用数学科ゼミで実施しているプログラミングの教
育内容を提供し、本格的なアプリを作成する。

11月18日 　福岡大学 エクステンションセンター 　
http://webex.fukuoka
-u.ac.jp

福岡県
福岡市城

南区

①教育
（社会
教育・
生涯学

習）

論文に活かそう！！
「相関係数」と「因子分
析」超入門 －SPSS
（IBM　SPSS
Statistics)を用いた実
習と研究への応用－

統計解析ツールSPSS（IBM　SPSS Statistics)を使って、論文
に使用されることの多い相関係数と因子分析を学ぶ。相関係
数の考え方、有意性、因子分析の実践・実例、回帰分析への
応用などを取り上げる。

11月18日 　福岡大学 エクステンションセンター 　
http://webex.fukuoka
-u.ac.jp

福岡県
福岡市城

南区

②教育
（学校
教育）

ドイツ語技能検定受験
対策講座

独検（ドイツ語技能検定試験）2級、準1級の受験対策。2011年
度に実施された独検の「筆記試験・聞き取り試験」の解説を中
心に、必要に応じて、ドイツ語の熟語表現や慣用表現を集中し
て学ぶ。

9月13日～11月17
日

（全10回）
　福岡大学 エクステンションセンター 　

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

福岡県
福岡市城

南区

①教育
（社会
教育・
生涯学

習）

教育・臨床心理学科セ
ミナー 2012

現代社会における課題を、教育学および臨床心理学の視点か
ら取り上げ、その現状や背景の理解を深める。

10月20日, 11月17
日

（各2講）
　福岡大学 エクステンションセンター 　

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

福岡県
福岡市城

南区

①教育
（社会
教育・
生涯学

習）

第41回薬学部卒後教
育講座 －今後の薬剤
師に求められる役割－

医療の高度化、専門家が進む中で、薬剤師にはさらに高度な
知識や技能が求められており、本講座では患者の側に立って
より高度な職務を遂行できるようサポートを行う。

10月20日 　福岡大学 エクステンションセンター 　
http://webex.fukuoka
-u.ac.jp
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福岡県
大分県

福岡市城
南区

玖珠郡九
重町

①教育
（社会
教育・
生涯学

習）

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、息を切らすことなく
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。正
しい姿勢や疲れないペースで実践できるコツを学ぶ。

11月2, 3日
（1泊2日）

 福岡大学くじゅうの杜
キャンパス
(やまなみ荘)及び周辺
地域

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

福岡県
福岡市中

央区
③

城東高校吹奏楽部定
期演奏会

第57回九州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13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/

福岡県
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/

福岡県
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, 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/

福岡県
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/

福岡県
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9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/

福岡県
福岡市東

区
③ かすみ祭（学園祭）

学生の企画・運営で毎年開催しています。
トークショー、模擬店、各種イベントを行います。

11月3, 4日 福岡女子大学
福岡女子大学かすみ祭実
行委員会

無料
福岡女子大学学務部
学生支援班
092-661-2411

福岡県 福津市 ①
郷育カレッジ
史跡めぐり①

市民向け生涯学習講座です。
地元講師の解説を受けながら、市内の史跡を巡ります。

10月19日 福津市内 福津市
福津市郷育推進課
0940-52-4969

事前申込み必要

福岡県 福津市 ①
郷育カレッジ
スタードーム①

市民向け生涯学習講座です。
竹を使用したテント状構造物の制作を行います。

10月20日 福津市内 福津市
福津市郷育推進課
0940-52-4969

事前申込み必要

福岡県 福津市 ①
郷育カレッジ
読み聞かせ①

市民向け生涯学習講座です。
本の読み聞かせの実演講習を行います。

10月23日 福津市内 福津市
福津市郷育推進課
0940-52-4969

事前申込み必要

福岡県 福津市 ①
郷育カレッジ
畦町宿の歴史

市民向け生涯学習講座です。
地元講師の解説を受けながら、市内の史跡を巡ります。

10月26日 福津市内 福津市
福津市郷育推進課
0940-52-4969

事前申込み必要
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福岡県 福津市 ①
郷育カレッジ
読み聞かせ②

市民向け生涯学習講座です。
本の読み聞かせの実演講習を行います。

10月30日 福津市内 福津市
福津市郷育推進課
0940-52-4969

事前申込み必要

福岡県 福津市 ①
郷育カレッジ
海上の道の領有

市民向け生涯学習講座です。
宗像地域における海上交通の歴史について学びます。

11月1日 福津市内 福津市
福津市郷育推進課
0940-52-4969

事前申込み必要

福岡県 福津市 ①
郷育カレッジ
津屋崎人形づくり

市民向け生涯学習講座です。
地域に伝わる伝統的人形の絵付け体験を行います。

11月2日 福津市内 福津市
福津市郷育推進課
0940-52-4969

事前申込み必要

福岡県 福津市 ①
郷育カレッジ
読み聞かせ③

市民向け生涯学習講座です。
本の読み聞かせの実演講習を行います。

11月6日 福津市内 福津市
福津市郷育推進課
0940-52-4969

事前申込み必要

福岡県 福津市 ①
郷育カレッジ
消費者トラブル

市民向け生涯学習講座です。
悪徳商法等の実態やその対策について学びます。

11月7日 福津市内 福津市
福津市郷育推進課
0940-52-4969

事前申込み必要

福岡県 福津市 ①
郷育カレッジ
津屋崎千軒

市民向け生涯学習講座です。
かつて塩田で栄えた津屋崎地域の歴史について学びます。

11月9日 福津市内 福津市
福津市郷育推進課
0940-52-4969

事前申込み必要

福岡県 福津市 ①
郷育カレッジ
スタードーム②

市民向け生涯学習講座です。
竹を使用したテント状構造物の制作を行います。

11月10日 福津市内 福津市
福津市郷育推進課
0940-52-4969

事前申込み必要

福岡県 福津市 ①
郷育カレッジ
鎮守の森歩き

市民向け生涯学習講座です。
地元講師の解説を受けながら、市内の史跡を巡ります。

11月13日 福津市内 福津市
福津市郷育推進課
0940-52-4969

事前申込み必要

福岡県 福津市 ①
郷育カレッジ
せっけんで作る正月飾
り

市民向け生涯学習講座です。
廃油せっけんを用いて正月飾りを制作します。

11月14日 福津市内 福津市
福津市郷育推進課
0940-52-4969

事前申込み必要

福岡県 福津市 ①
郷育カレッジ
福間の神社・仏閣

市民向け生涯学習講座です。
地元講師の解説を受けながら、市内の史跡を巡ります。

11月16日 福津市内 福津市
福津市郷育推進課
0940-52-4969

事前申込み必要
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福岡県 福津市 ①
郷育カレッジ
中学生と話す

市民向け生涯学習講座です。
中学生が企画、運営した講座を受講し、世代間交流を図りま
す。

11月17日 福津市内 福津市
福津市郷育推進課
0940-52-4969

事前申込み必要

福岡県 福津市 ①
郷育カレッジ
津屋崎の塩田

市民向け生涯学習講座です。
かつて津屋崎地域に存在した塩田について学びます。

11月21日 福津市内 福津市
福津市郷育推進課
0940-52-4969

事前申込み必要

福岡県 福津市 ③ 第８回福津市民文化祭
福津市文化協会会員及び市民による、芸能発表や芸術作品
展示です。

11月2～4日 福津市文化会館 福津市文化協会・福津市 無料
福津市郷育推進課
0940-52-5311

福岡県 みやこ町 ①
蔵持山発掘調査報告
展

修験道の霊山である蔵持山で実施された発掘調査の成果を
展示します。

11月23日～
12月23日

みやこ町歴史民俗博物
館

みやこ町教育委員会
みやこ町歴史民俗博
物館
0930-33-4666

月曜休館、祝日・振
替休日の場合はその
翌日

福岡県 みやこ町 ③
第2回みやこ町古墳
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

11月25日 みやこ町豊津公民館 みやこ町 無料
みやこ町歴史民族博
物館
0930－33－4666

福岡県 宮若市 ③ 芸術祭
宮若市文化連盟会員による年１回の発表会、展示会を同時開
催致します。

11月3, 4日
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
宮若市教育委員会社
会教育課
0949－32－3210

福岡県 宗像市 ① 中世の祈り展 宗像市内に残る仏像を中心に紹介します。
10月1日～
11月4日

海の道むなかた館 宗像市教育委員会 無料

海の道むなかた館
（宗像市郷土文化学
習交流課）
0940-62-2600

月曜休館、祝日・振
替休日の場合はその
翌日
10月1日臨時休館

福岡県 宗像市 ①
玄海わくわくチャレンジ
フェスタ

・子どもたちの体験活動の場
・利用団体の発表の場
・ボランティアの活躍の場
・地域との連携の場
　の４つの「場」を柱とした事業です。

11月23日
福岡県立少年自然の家
「玄海の家」

玄海エコクラブ 無料
福岡県立少年自然の
家「玄海の家」0940‐
62‐2511

福岡県 宗像市 ①
むなかた芸術祭
（一般展示）

市民文化芸術団体の活動発表場
市民が気軽に文化芸術を鑑賞できる場

10月27, 28日 宗像ユリックス展示室 宗像市・宗像ユリックス 無料
宗像ユリックス事業
部0940-37-1483

福岡県 宗像市 ③ アンサンブルベルリン ベルリンフィルの弦楽奏者によるアンサンブル公演 10月28日
宗像ユリックスハーモ
ニーホール

宗像ユリックス
宗像ユリックス事業
部0940-37-1483

有料公演

福岡県 宗像市 ②
宗像ユリックスでの芸
術鑑賞モデル事業

市内小学4年生全員が本物の芸術を専用ホールで体験する。
内容は九州管楽合奏団×金聖響によるコンサート

11月7日
宗像ユリックスハーモ
ニーホール

宗像市・宗像市教育委員会 無料
宗像ユリックス事業
部0940-36-1540

福岡県 宗像市 ①
むなかた文化祭
（合唱）

市民文化芸術団体の活動発表場
市民が気軽に文化芸術を鑑賞できる場

11月10日
宗像ユリックスハーモ
ニーホール

宗像市・宗像ユリックス 無料
宗像ユリックス事業
部0940-37-1483

福岡県 宗像市 ①
むなかた文化祭
（三曲）

市民文化芸術団体の活動発表場
市民が気軽に文化芸術を鑑賞できる場

11月11日
宗像ユリックスハーモ
ニーホール

宗像市・宗像ユリックス 無料
宗像ユリックス事業
部0940-37-1483

福岡県 宗像市 ①
むなかた文化祭
（舞踊）

市民文化芸術団体の活動発表場
市民が気軽に文化芸術を鑑賞できる場

11月17日
宗像ユリックスハーモ
ニーホール

宗像市・宗像ユリックス 無料
宗像ユリックス事業
部0940-37-1483

福岡県 宗像市 ①
むなかた文化祭
（華道）

市民文化芸術団体の活動発表場
市民が気軽に文化芸術を鑑賞できる場

11月17, 18日 宗像ユリックス大会議室 宗像市・宗像ユリックス 無料
宗像ユリックス事業
部0940-37-1483
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福岡県 宗像市 ①
むなかた文化祭
（盆栽）

市民文化芸術団体の活動発表場
市民が気軽に文化芸術を鑑賞できる場

11月17, 18日 宗像ユリックス展示室 宗像市・宗像ユリックス 無料
宗像ユリックス事業
部0940-37-1483

福岡県 宗像市 ①
教育大へ行ってみよ
う！
(Jr.サイエンス＆ものづ

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・実習等を行います。

10月28日 福岡教育大学 福岡教育大学 0940-35-1238
一部に材料費のみ有
料の講座あり

福岡県 宗像市 ①
講座　むなかた！ムナ
カタ！宗像！Ⅲ－神
郡・宗像をめぐって－

本学の所在する宗像（旧宗像郡）の歴史・文化等の普及を図
り，地域文化の継続的な底上げを目指して，３回計６名の講師
により実施する公開講座です。

10月27日, 11月17
日, 12月15日

福岡教育大学 福岡教育大学 0940-35-1238

福岡県 宗像市 ①
公開講座「無料の画像
編集ソフトを使ってみよ
う：GIMP 入門」

誰でも無料で入手できるGIMP を使って，紹介した例を基に自
分で簡単な画像編集をできるようにします。

10月27日 福岡教育大学 福岡教育大学 0940-35-1238

福岡県 柳川市 ③
「省菴の言葉、舜水の
言葉ー日中書法作品
展」

江戸時代初期に日本に亡命し、後に德川光圀の師となる朱舜
水と、その生活を支えた柳川藩の儒学者安東省菴の言葉を日
中の書道家が揮毫した書道作品展です。

10月28日～
11月25日

柳川古文書館 柳川古文書館 無料
http://www.city.yana
gawa.fukuoka.jp/rekis
hi/kobun/index.html

福岡県 柳川市 ① 柳川市史「歴史講座」
昨年度刊行した『柳川市史史料編Ⅴ近世史料』の内容を分か
りやすく解説し、江戸時代初期の柳川藩についての理解を深
めます。

11月4日
柳川市立図書館(あめん
ぼセンター)2階ＡＶホー
ル

柳川市史編さん係 無料
http://www.city.yana
gawa.fukuoka.jp/rekis
hi/sisi/index.html

福岡県 柳川市 ①
平成24年度やながわ
歴史文化講座第4回

「-北原白秋没後70年-白秋と東京の芸術サロン」と題して、佐
賀女子短期大学教授の横尾文子さんにお話しいただきます。

11月11日
柳川市三橋公民館　講
義室

柳川市教育委員会
柳川市教育委員会生
涯学習課
0944-77-8832

福岡県 柳川市 ③ 白秋祭式典

国民的詩人北原白秋の命日に当たる11月2日に、故人を偲
び、偉業を称えるために毎年開催しています。式典、白秋祭献
詩表彰及び上位入賞作品の朗読、民俗芸能の披露等を行い
ます。

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

福岡県 柳川市 ③
第42回北原白秋顕彰
短歌大会

北原白秋の短歌における業績を顕彰するために毎年開催して
います。当日は公募作品から上位入賞者の表彰と、選者によ
る講話、講評を行います。
選者　伊藤一彦、高野公彦、宮英子
講話・講評　高野公彦

11月2日 柳川あめんぼセンター 柳川市教育委員会
柳川市教育委員会生
涯学習課文化係
0944-77-8832

福岡県 柳川市 ③
白秋祭協賛少年少女
俳句大会

俳句の世界においても優れた作品を残した北原白秋の偉大な
業績を偲び顕彰し、少年少女の句心の高揚を図るために毎年
開催。当日は柳川城址内の中学校敷地に建てられた白秋句
碑前で、全国公募入賞者の表彰を行います。

11月3日 柳城中学校 実行委員会 無料
柳川市教育委員会生
涯学習課文化係
0944-77-8832

福岡県 柳川市 ③
白秋祭協賛市民文化
祭

柳川文化協会会員による展示及び舞台発表です。
10月27日～

11月4日
柳川市民会館、市内各
公民館

柳川文化協会 無料
柳川市教育委員会生
涯学習課文化係
0944-77-8832

福岡県 柳川市 ③ 三橋文化祭 三橋文化協会会員による展示及び舞台発表です。 10月20, 21日 柳川市立三橋公民館 三橋文化協会 無料
柳川市教育委員会生
涯学習課文化係
0944-77-8832

福岡県 柳川市 ③ 大和町文化祭 大和町文化協会会員による展示及び舞台発表です。 11月17, 18日 柳川市立大和公民館 大和町文化協会 無料
柳川市教育委員会生
涯学習課文化係
0944-77-8832
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福岡県 柳川市 ③
第25回柳川市総合美
術展

美術各分野の創作活動を推進し、作品鑑賞の機会を提供する
ことによって、地域文化の振興と普及を目的として毎年白秋祭
の時期に開催。日本画・洋画・書道・写真の４部門の作品を公
募し入選以上の作品を展示します。

10月28日～
11月4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

柳川市教育委員会生
涯学習課文化係
0944-77-8832

福岡県 柳川市 ③
省菴のことば・舜水の
ことば　－日中書法作
品展－

柳川藩の儒学者安東省菴の言葉、省菴が師事した明の遺臣
で後に水戸藩に迎えられた朱舜水の言葉を、日中の書家それ
ぞれ12名が揮毫。朱舜水の手紙や安東省菴の書などと共に
展示します。

10月28日～
11月25日

柳川古文書館 柳川古文書館 無料
柳川古文書館
0944-72-1037

福岡県 柳川市 ③
平成24年度やながわ
歴史文化講座　第4回

<北原白秋没後70年>白秋と東京の芸術サロン です。
講師 横尾文子(佐賀女子短期大学教授)

11月11日 柳川市立三橋公民館 柳川市教育委員会
柳川古文書館
0944-72-1037

福岡県 柳川市 ①③ 無料入館日
北原白秋の命日である11月2日の白秋祭式典当日に、顕彰活
動の普及を目的に、北原白秋生家及び記念館を無料開放しま
す。

11月2日 北原白秋生家
公益財団法人北原白秋生
家記念財団

無料
柳川市立歴史民俗資
料館
0944-73-8940

福岡県 八女市 ①②③ 八女市教育の日 文化発表会・教育講演会等をおこないます。 11月4日 おりなす八女　大ホール
八女市教育委員会・八女市
ＰＴＡ連合会

無料
http://www.city.yame
.fukuoka.jp/

福岡県 八女市 ② 八女市教育週間 市内小・中学校開放、学校説明会開催等を行います。 10月～11月 各小・中学校 各小・中学校 無料
http://www.city.yame
.fukuoka.jp/

福岡県 八女市 ③ 帰居祭
碑前祭・　坂本繁二郎画伯をたたえる集い（小・中・高生による
作文発表、講演会等）を行います。

11月3日 おりなす八女　大ホール
八女市教育委員会・八女文
化連盟

無料
http://www.city.yame
.fukuoka.jp/

福岡県 八女市 ③
坂本繁二郎旧居一般
公開

坂本繁二郎画伯旧居を公開し、画伯ゆかりの資料や写真等を
展示します。

11月中旬予定 坂本繁二郎旧居 八女市教育委員会 無料
http://www.city.yame
.fukuoka.jp/

福岡県 八女市 ③ 八女文化連盟　文化祭 総合美術展、俳句会・謡曲大会を行います。 11月2～11, 18日 おりなす八女 八女文化連盟 無料
http://www.city.yame
.fukuoka.jp/

福岡県 筑前町 ①
夜須高原ボランティア
養成研修フォローアッ
プ研修事業

独立行政法人国立青少年教育振興機構のボランティアとして
の一定の資質を身につける事業です。

10月20日～
10月21日

・
11月3日～
10月4日

国立夜須高原青少年自
然の家

独立行政法人国立青少年
教育振興機構

http://www.niye.go.jp/

福岡県 福岡市 ①
JPIC読みきかせサ
ポーター実践講座～ス
テップアップ編

読書ボランティアを対象とした読みきかせ講習会です。経験者
を対象としたステップアップ講座です。

11月3日
11月4日

福岡市TKP会議室
一般財団法人出版文化産
業振興財団

http://www.jpic.or.jp/

福岡県 吉富町 ③

第20回ふくおか県民文
化祭2012
第15回京築ふるさと文
化祭

京築地域の総合文化催事です。ほりおこしフェアーでは様々な
作品展示、芸能まつりでは舞台発表を行います。

11月24, 25日 吉富町体育館ほか
第20回ふくおか県民文化祭
2012　　第15回京築ふるさと
文化祭実行委員会

無料

第20回ふくおか県民
文化祭2012第15回京
築ふるさと文化祭実
行委員会事務局
TEL:0979-22-1944

ほりおこしフェアー：
24日～25日　　芸能
まつり：25日
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