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福岡県 赤村 ③ 第４３回赤村文化祭
赤村で活動する文化団体、個人が日頃の成果を発表する機会として親しまれ、今年で４３
回目を迎えます。太鼓や舞踊、詩吟、絵画、創作活動などを通して、村の芸術・文化活動
の振興を高めるのと同時に、村内外の人々の交流の場にもなっています。

11月10日～11日 赤村住民センター他 赤村・赤村文化祭実行委員会 無料 http:www.akamura.net/
赤村教育委員会
教務課社会教育係
℡0947-62-3003

福岡県 朝倉市 ①
ドローン体験プチ・スクール（大人初心者
向け）

ドローンのデモ飛行や展示、操縦体験ができます。 10月21日 あまぎ水の文化村 公益財団法人あまぎ水の文化村
https://mizunobunkam
ura.jp/schedule/

あまぎ水の文化村
TEL：0946-25-0323

要事前申し込み
有料（5,000円）

福岡県 朝倉市 ① いただきます！いも掘り体験 掘ったお芋でイモ版作りを行い、焼き芋にしていただきます。 11月3日 あまぎ水の文化村 公益財団法人あまぎ水の文化村
https://mizunobunkam
ura.jp/schedule/

あまぎ水の文化村
TEL：0946-25-0323

要事前申し込み
300円

福岡県 朝倉市 ① ネイチャークラフト体験 自然の木の実・松ぼっくりや枝を使って自由に木工体験！大人も子どもも楽しめます。 11月3日 あまぎ水の文化村 公益財団法人あまぎ水の文化村
https://mizunobunkam
ura.jp/schedule/

あまぎ水の文化村
TEL：0946-25-0323

要事前申し込み
当日受付可 500円

福岡県 朝倉市 ① 大逃走！トレジャーハンティング ハンターの追撃をかわしながら、数々の謎を解く「体験型」ゲームイベント 11月11日 あまぎ水の文化村 公益財団法人あまぎ水の文化村
https://mizunobunkam
ura.jp/schedule/

あまぎ水の文化村
TEL：0946-25-0323

要事前申し込み
大人800円
子ども500円

福岡県 芦屋町 ③
秋季企画展「茶の湯釜を楽しむ～釜に遊
ぶ鳥たち～」

茶の湯釜に描かれている様々な種類の鳥。古くから、鳥は好まれた画題の一つです。今
回は、鳥が描かれた釜を中心に展示します。

10月23日～12月2日 芦屋釜の里 芦屋町教育委員会
【芦屋釜の里HP】
http://ashiyakankou.co
m/ashiyagama/

芦屋釜の里
093-223-5881

福岡県 芦屋町 ③
古地図展「古地図でたどるおかみさんの
旅日記」

江戸時代、芦屋の商家のおかみさんが伊勢・善光寺・日光を周り、後年旅日記にまとめま
した。その足取りを古地図から辿って行きます。

7月18日～12月2日 芦屋歴史の里 芦屋町教育委員会
http://www.ashiya.lg.jp
/info.rbz?ik=1&nd=423

芦屋歴史の里
093-222-2555

福岡県 飯塚市 ③ 古墳の特別公開
周辺市町と連携し、「遠賀川流域の古墳同時公開」事業として実施します。飯塚市では、
川島古墳(県指定史跡)・小正西古墳(県指定史跡)を公開します。

10月20日～21日 川島古墳公園・小正西古墳公園 飯塚市教育委員会 無料
飯塚市歴史資料館HP
http://www.city.iizuka.l
g.jp/rekishi/index.htm

飯塚市歴史資料館
TEL 0948-25-2930

福岡県 飯塚市 ③
第4回飯塚総合文化祭
（飯塚会場）

飯塚市内の各地域で活動していた文化協会が平成27年4月に飯塚文化連盟として一本化
して4回目の飯塚総合文化祭を開催します。

10月20日～11月11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
飯塚文化連盟

無料

飯塚市教育委員会文化課
（イイヅカコミュニティセンター内）
0948-22-3274
飯塚文化連盟
（イイヅカコミュニティセンター内）
0948-22-3274

福岡県 飯塚市 ③
第4回飯塚総合文化祭
（頴田会場）

飯塚市内の各地域で活動していた文化協会が平成27年4月に飯塚文化連盟として一本化
して4回目の飯塚総合文化祭を開催します。

10月20日～21日
頴田交流センター別館
（旧サンシャインかいた）
頴田武道館

飯塚市教育委員会
飯塚文化連盟

無料

飯塚市教育委員会文化課
（イイヅカコミュニティセンター内）
0948-22-3274
飯塚文化連盟
（イイヅカコミュニティセンター内）
0948-22-3274

福岡県 飯塚市 ③
第4回飯塚総合文化祭
（庄内会場）

飯塚市内の各地域で活動していた文化協会が平成27年4月に飯塚文化連盟として一本化
して4回目の飯塚総合文化祭を開催します。

11月3日～4日 庄内交流センター
飯塚市教育委員会
飯塚文化連盟

無料

飯塚市教育委員会文化課
（イイヅカコミュニティセンター内）
0948-22-3274
飯塚文化連盟
（イイヅカコミュニティセンター内）
0948-22-3274

福岡県 飯塚市 ③
第4回飯塚総合文化祭
（筑穂会場）

飯塚市内の各地域で活動していた文化協会が平成27年4月に飯塚文化連盟として一本化
して4回目の飯塚総合文化祭を開催します。

10月27日～28日 筑穂交流センター
飯塚市教育委員会
飯塚文化連盟

無料

飯塚市教育委員会文化課
（イイヅカコミュニティセンター内）
0948-22-3274
飯塚文化連盟
（イイヅカコミュニティセンター内）
0948-22-3274

福岡県 飯塚市 ③
第4回飯塚総合文化祭
（穂波会場）

飯塚市内の各地域で活動していた文化協会が平成27年4月に飯塚文化連盟として一本化
して4回目の飯塚総合文化祭を開催します。

11月10日～11日 穂波交流センター・穂波体育館
飯塚市教育委員会
飯塚文化連盟

無料

飯塚市教育委員会文化課
（イイヅカコミュニティセンター内）
0948-22-3274
飯塚文化連盟
（イイヅカコミュニティセンター内）
0948-22-3274

第60回「教育・文化週間」関連行事

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　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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第60回「教育・文化週間」関連行事

福岡県 飯塚市 ③
平成30年度第51回飯塚市美術展（市
展）

飯塚総合文化祭（飯塚会場）で行われている公募展で、作品を展覧して、市民の美術活動
の育成と振興を図ることを目的として実施します。優秀作品の表彰式を11月3日（土）イイ
ヅカコミュニティセンターにて行います。

10月24日～28日,
10月31日～11月4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
飯塚文化連盟

無料

飯塚市教育委員会文化課
（イイヅカコミュニティセンター内）
0948-22-3274
飯塚文化連盟
（イイヅカコミュニティセンター内）
0948-22-3274

福岡県 飯塚市 ①,②,③
明治150年記念「嘉麻・穂波の幕末維新
展」

明治時代に入り近代化を支えた石炭産業は、経済発展に大きく寄与しました。その前史に
あたる幕末維新期の飯塚地域では何が起きていたのでしょう。郷土資料に基づき地域史
の視点から激動の時代を照射します。

10月27日～12月4日 飯塚市歴史資料館 飯塚市教育委員会
飯塚市歴史資料館HP
http://www.city.iizuka.l
g.jp/rekishi/index.htm

飯塚市歴史資料館
TEL 0948-25-2930

福岡県 糸島市 ③ 「倭の境界『對馬国』」
伊都国から倭人伝の国々を探るシリーズ展示の第1弾。倭と韓の境界に位置した国、「對
馬国」の実像にせまります。

10月6日～11月25日 伊都国歴史博物館 糸島市教育委員会
http://www.city.itoshim
a.lg.jp/soshiki/33/haku
butsukan.html

092-322-7083 9月末にHP更新予定

福岡県 糸島市 ③
「糸島100年！ ～糸島新聞でみる郷土
の一世紀～」

創刊から100周年を迎えた「糸島新聞」の記事等から、糸島の歩んできた100年間を振り返
ります。

9月29日～12月2日 志摩歴史資料館 糸島市教育委員会
http://www.city.itoshim
a.lg.jp/soshiki/33/shim
areki.html

092-327-4422 9月末にHP更新予定

福岡県 糸島市 ③ 「映像で見る『昭和・平成の糸島』」
地元に密着した情報を発信し続ける「糸島新聞」顧問の上原康弘氏の講演です。昭和～
平成期の、懐かしい想い出、または新たな糸島の魅力について。

11月1日 糸島市教育センター 糸島市教育委員会
http://www.lib-
itoshima.jp/

092-321-1432 10月中旬にHP更新予定

福岡県 糸田町 ① 図書館まつり′１８
読書週間に伴い「図書館まつり′１８」を開催する。夏休みに実施したブックラリーの表彰
式を行う。「人形ボードヴィル」公演、雑誌の付録のくじ引きを実施染ます。

10月20日 糸田町町民会館 糸田町図書館 無料
https://www.lib-
itoda.jp/

糸田町図書館
0947-26-0038

福岡県 糸田町 ①,③ いいばい・とっても・だいすき祭

『いいばい　とっても　だいすき　祭』（以下、「いとだ祭」という）として開催することにより、
町民の生活、健康、文化に対する関心や意識を更に高める、田植祭（3月）・祇園祭（5
月）・いとだ祭（11月）を本町の三大祭として定着させ、本町の活性化と糸田町民の心の輪
を広げることを目的とし開催します。

11月10日～11日 糸田町文化会館　町民体育館 いとだ祭実行委員会 無料

糸田町教育委員会
教務課
社会教育係
0947-26-0038

福岡県 うきは市 ③ 第１４回うきは市民文化祭（展示）
うきは市文化協会所属の文化団体のうち、作品展示に関する部門の作品および市内各施
設・団体の作品を展示します。

11月2日～4日
うきは市生涯学習センター、うき
は市吉井体育センター

うきは市・うきは市教育委員会・うきは
市文化協会

無料
うきは市教育委員会
生涯学習課
0943-75-3343

福岡県 うきは市 ③ 第１４回うきは市民文化祭（芸能祭） うきは市文化協会所属の文化団体のうち、芸能部門による発表会を開催します。 11月3日 うきは市文化会館
うきは市・うきは市教育委員会・うきは
市文化協会

無料
うきは市教育委員会
生涯学習課
0943-75-3343

福岡県 うきは市 ③ 第１４回うきは市民文化祭（お茶席）
うきは市文化協会所属の文化団体のうち、茶道部門によるお茶席を設けて来場者・観光
客に抹茶を振る舞います。

11月3日 うきは市菊竹六皷記念館
うきは市・うきは市教育委員会・うきは
市文化協会

うきは市教育委員会
生涯学習課
0943-75-3343

福岡県 うきは市 ①
「ぼく・わたしの好きなうきは市内の風
景」絵画コンクール表彰式

うきは市吉井町町並みをよくする会主催の絵画コンクールの入賞者を表彰します。 11月3日 うきは市文化会館 うきは市吉井町町並みをよくする会 無料
うきは市教育委員会
生涯学習課
0943-75-3343

福岡県 宇美町 ③ 大野城跡（四王寺山ウォーキング）
宇美町・太宰府市・大野城市に所在する日本最古の古代山城　大野城跡を学芸員の解説
で散策します。

10月20日 福岡県立四王寺県民の森
主催：
福岡県立四王寺県民の森協議会

無料
http://shioujikenminno
mori.org/

福岡県立
四王寺県民の森
管理事務所
TEL　092-932-7373
FAX　092-932-7340

後援：宇美町教育委員会・
太宰府市教育委員会・大
野城市教育委員会・福岡
県・福岡県教育委員会・公
益財団法人古都大宰府保
存協会

福岡県 宇美町 ① 第9回　ふみの里まなびの森フェスタ
少年少女の主張大会、子ども体験ワークショップ、ブックリサイクル、自主サークルによる
発表会等を行います。

11月18日
宇美町立中央公民館・宇美町住
民福祉センター・宇美町地域交
流センターほか

宇美町・宇美町教育委員会・宇美町青
少年育成町民会議・宇美町社会福祉協
議会

無料
宇美町教育委員会
社会教育課
092-933-2600

福岡県 宇美町 ① 宇美町立図書館読書まつり 読書ボランティア団体によるおはなし会、人形劇、ブックリサイクル等を実施します。 10月27日～28日 宇美町地域交流センター 宇美町教育委員会 無料
tosyokan@town.umi.lg.j
p

宇美町立図書館
℡ 092-932-0600

福岡県 大川市 ③
企画展「日韓コンテンポラリーアート交流
展」～ヒト・モノ・コト　釜山から大川へ～

福岡を拠点に、国内外の作家とアート交流活動を展開しているアーティストグループＳｔｕｄｉ
ｏ　ＮＥＸＵＳ（スタジオ・ネクサス）の作家５名と釜山で活躍しているアートユニット集団Ｇａｃ
ｈｉａｒｔグループの作家１６名、総計２１名の日韓現代美術作家による交流作家展です。

10月7日～12月2日 大川市立清力美術館
大川市立清力美術館企画展等運営協
議会

大川市立清力美術館
0944-86-6700

福岡県 大川市 ③ 第36回大川市総合美術展
日本画、洋画、工芸・彫刻、書道、写真、デザインの６部門で募集した作品の中から、入
賞・入選作品を展示します。

11月3日～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
大川市教育委員会
生涯学習課
0944-85-5618

福岡県 大川市 ③ 第54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
の成果を発表します。

11月18日～12月9日
大川市文化センター、大川市立
図書館

大川市教育委員会、
大川文化協会、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

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　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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第60回「教育・文化週間」関連行事

福岡県 大木町 ③ 大木町文化祭
幼児、児童、生徒を含む町民、文化協会会員の絵画、書、生花等の作品展示、日舞、吟詠
等の演劇発表を行います。また、生花、茶道等の体験会も行います。

11月3日～4日 大木町総合体育館 大木町教育委員会、大木町文化協会
大木町教育委員会
生涯学習課
0944-32-1047

福岡県 大任町 ① 遠賀川流域古墳同時公開
遠賀川流域の日頃見ることができない装飾古墳をはじめとする古墳や遺跡を王塚古墳の
公開日に同時に公開しています。

10月20日～21日 大任町ふるさと館建徳寺古墳 大任町 無料 0947-63-3110

福岡県 大任町 ① 大任町総合文化祭
大任町内や近隣の町村で、文化活動をされている方がこの大任町総合文化祭で作品の
展示やホールでの芸能発表を行い毎年大盛況となっております。

11月3日～4日
大任町総合福祉センター（レイン
ボーホール）

大任町文化連盟 無料 0947-63-3110 事務局

福岡県 大野城市 ② 「心の教育」推進大会 小・中学生意見発表、中学生被災地派遣研修報告を行います。 11月3日
大野城まどかぴあ
大ホール

大野城市教育委員会 無料
大野城市教育委員会
教育指導室
092-580-1905（直通）

福岡県 大野城市 ② 小学校音楽祭 小学生による合唱を行います。 11月3日
大野城まどかぴあ
大ホール

大野城市小学校
音楽祭実行委員会

無料
大野城市教育委員会
教育振興課
092-580-1907（直通）

福岡県 大野城市 ③ 考古学講座「豊前の古墳」
「善一田古墳群とその時代」をテーマに、６～７世紀の北部九州を中心とした最新の調査・
研究成果について学習し、古墳から見た当時の時代背景や歴史像に迫ります。

10月13日
大野城心のふるさと館講座学習
室

大野城市教育委員会
ふるさと文化財課

大野城市教育委員会
ふるさと文化財課
092-558-2206（直通）

福岡県 大野城市 ③ 水城跡史跡環境整備サポーター活動
水城跡の樹林について、ノコギリなどを使って竹を伐採し、良好な自然環境にしていきま
す。

10月23日 水城ゆめ広場集合
大野城市教育委員会
ふるさと文化財課

無料
大野城市教育委員会
ふるさと文化財課
092-558-2206（直通）

水筒・軍手・ノコギリ（もって
いる人）持参。汚れてもよ
い服装でお越し下さい。

福岡県 大野城市 ③
筑紫地区文化財写真展
～弥生ものがたり～

筑紫地区の身近にある文化財について市民の皆様に知ってもらうため、毎年筑紫地区５
市で行っている写真展です。今年度は弥生時代をテーマにパネル展示を行います。

11月3日～16日

大野城心のふるさと館（3日～4
日）
大野城まどかぴあギャラリー
モール（5日～16日）

大野城市教育委員会
ふるさと文化財課

無料
大野城市教育委員会
ふるさと文化財課
092-558-2206（直通）

福岡県 大野城市 ③
牛頸須恵器窯跡史跡環境整備サポー
ター活動

牛頸須恵器窯跡指定地内の樹林について、ノコギリなどを使って伐採し、良好な自然環境
にしていきます。

11月8日 （仮称）小田浦史跡公園予定地
大野城市教育委員会
ふるさと文化財課

無料
大野城市教育委員会
ふるさと文化財課
092-558-2206（直通）

水筒・軍手・ノコギリ（もって
いる人）持参。汚れてもよ
い服装でお越し下さい。

福岡県 大野城市 ③ 大野城をあるく 特別史跡「大野城跡」の見所を紹介しながら、史跡全体をぐるっと回ります。 11月23日 大野城跡
大野城市教育委員会
ふるさと文化財課

無料
大野城市教育委員会
ふるさと文化財課
092-558-2206（直通）

福岡県 大野城市 ③ 梅頭窯跡公開ウォーク 梅頭窯跡の現地案内および周辺のウォーキングを行います。 11月11日 梅頭窯跡
大野城市教育委員会
ふるさと文化財課

無料
大野城市教育委員会
ふるさと文化財課
092-558-2206（直通）

福岡県 大野城市 ③ わくわくウォーク大野城
大野城市内の史跡や名所をまわるウォーキングです。今回は「山城ルート」と「往還とにぎ
わいルート」を歩きます。

10月21日，11月17日 大野城心のふるさと館集合 大野城市都市計画課 無料

大野城市
都市計画課
市街地政策担当
092-580-1868（直通）

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、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日～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・文化連盟・国際交流協会他

大野城市
コミュニティ文化課
文化政策担当
092-580-1910（直通）

福岡県 大野城市 ③ びゅんびゅんごまを作ろう！ 厚紙に紐をとおしてコマを作り昔遊びを楽しみます。
10月20日～21日，
27日～28日

大野城心のふるさと館
大野城市心のふるさと館運営課

無料
大野城心のふるさと館
心のふるさと館運営課
092-558-5000（代表）

福岡県 大野城市 ③ どんぐりリースを作ろう！ どんぐりでリースを作ります。
11月3日～4日,
10日～11日,
17日～18日

大野城心のふるさと館 大野城市心のふるさと館運営課 無料
大野城心のふるさと館
心のふるさと館運営課
092-558-5000（代表）

福岡県 大野城市 ③ まが玉作り体験 まが玉作りを体験します。 10月27日～28日 大野城心のふるさと館 大野城市心のふるさと館運営課
大野城心のふるさと館
心のふるさと館運営課
092-558-5000（代表）

福岡県 大牟田市 ③
大牟田市民文化のつどい
「三曲(箏･三絃･尺八)演奏会」

伝統和楽器(箏、尺八、三絃）の普及を目的に開催される演奏会です。 11月4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
大牟田市市民協働部
生涯学習課
0944-41-2864

福岡県 大牟田市 ③
大牟田市民文化のつどい
「第67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。
前期：10月23日～28日
後期；11月1日～6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
大牟田市市民協働部
生涯学習課
0944-41-2864

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　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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福岡県 大牟田市 ③
大牟田市民文化のつどい
「俳句大会」

俳句文芸の普及を目的に、選者を招いて俳句大会を開催します。 10月26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
大牟田市市民協働部
生涯学習課
0944-41-2864

福岡県 大牟田市 ③
大牟田市民文化のつどい
「第37回市民音楽フェスティバル2018大
牟田合唱祭」

有明地域における合唱音楽の普及を目的に、大牟田地区と近隣アマチュア合唱団による
合唱祭です。

11月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
大牟田市市民協働部
生涯学習課
0944-41-2864

福岡県 大牟田市 ③
大牟田市民文化のつどい
「大牟田吟詠連盟　第61回吟剣詩舞道
大会」

日本の伝統芸能である吟剣詩舞道を通じて礼と節を重んじ、青少年の育成と地域社会の
文化芸術向上を目的に開催します。

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
大牟田市市民協働部
生涯学習課
0944-41-2864

福岡県 大牟田市 ③ 第16回ありあけジュニアピアノコンクール
小学校3年生～高校生までを対象とするピアノコンクールです。8月に行われた予選通過
者によるコンクール本選です。

11月4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

公益財団法人
大牟田市文化振興財団
0944-55-3131

福岡県 大牟田市 ③ 第42回九州青年美術公募展 新人・青年作家の感性あふれる入選作品を展示紹介します。 11月25日～12月1日 大牟田文化会館 公益財団法人大牟田市文化振興財団 無料
http://omuta-bunka-
kaikan.or.jp

公益財団法人
大牟田市文化振興財団
0944-55-3131

福岡県 大牟田市 ③ 第27回九州新人かるた競技大会

小倉百人一首競技かるた
(1)個人戦（無段者だけが参加できます）
(2)源平戦（3人1チーム）
①有段者の部（有段者が１人でもいるチーム。但しＡ級は各チーム１人まで）
②無段者の部（従来の小学・中学・高校生の部、一般の部、ねんりんの部）

10月21日 大牟田中央小学校体育館 大牟田市立三池カルタ・歴史資料館
http://karuta-
rekishi.com/

大牟田市立三池カルタ・
歴史資料館
0944-53-8780

要事前申し込み

福岡県 大牟田市 ①
駛馬地区公民館
第24回　翔馬祭

駛馬地区公民館を利用するサークルや地域住民の学習成果の発表と交流の場として、作
品展示や演芸発表、体験コーナー、バザー等を行います。

10月13日～14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
大牟田市駛馬地区公民館
0944-57-5443

福岡県 大牟田市 ①
三池地区公民館
第26回　ふれあい文化祭

三池公民館を利用する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日～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
三川地区公民館
第38回　であいの文化祭

三川地区公民館を利用する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日～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
勝立地区公民館
第37回　文化祭

勝立地区公民館を利用するサークルや地域団体・住民の作品展示、演芸発表、地域ふれ
あい体験、バザーなどを行います。

11月10日～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
第25回　ふれあい文化祭

手鎌地区公民館を利用する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る。

11月17日～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

福岡県 大牟田市 ①
中央地区公民館
第25回　ふれあい文化祭

中央地区公民館を利用するサークル会員の学習成果発表と地域住民の交流を目的に、
作品の展示、演芸、体験コーナー、バザー等を行います。

11月24日～25日 中央地区公民館
ふれあい文化祭実行委員会、中央地区
公民館

無料
大牟田市中央地区公民館
0944-53-1502

福岡県 大牟田市 ② 第３１回高専祭 各学科や部活動等において、展示、イベント、ワークショップ、バザー等を行います。 11月3日～4日 有明工業高等専門学校 有明工業高等専門学校 無料
https://www.ariake-
nct.ac.jp/

学生課学生支援係
詳細については、後日ホー
ムページに掲載予定

福岡県 大牟田市 ①，④
帝京大学福岡キャンパス2018年度公開
講座

毎年地域の方に向けて健康増進や医療について解説する公開講座を行っています。10月
20日は「救急車の適正利用～DNAR傷病者の対応について～」、21日は「医療で役立つ放
射線～正しく恐れよう～」の2講座を開講します。

10月20日～21日 帝京大学福岡キャンパス 帝京大学 無料

帝京大学Webページ：
http://www.teikyo-
u.ac.jp/contribution/re
gional/fukuoka_campus
/open_lectures/

帝京大学福岡キャンパス
0944-57-8333

福岡県 岡垣町 ③
平成30年度（第42回）岡垣町町民文化
祭

町民の文化活動の交流・発表の場として、岡垣サンリーアイにおいて町民文化祭を行いま
す。作品展（書道、絵画、陶芸、写真等）や芸能、歌唱、歌謡を行います。

11月2日～4日 岡垣サンリーアイ 岡垣町町民文化祭実行委員会 無料
http://www.town.okaga
ki.lg.jp/

岡垣町中央公民館
093-282-0162

福岡県 岡垣町 ①,③
平成30年度第3回文化財企画展
「測る、計る、量る」

生活の中の様々な「はかる」をテーマに民具等とともに考えます。 10月18日～12月28日 文化財展示室 岡垣町教育委員会 無料
http://www.town.okaga
ki.lg.jp/

生涯学習課
093-282-1211（内線322）

福岡県 小郡市 ③
企画展「発掘速報展2018－近年の調査
成果と大宰府史跡発掘50年のあゆみ
－」

九州歴史資料館が実施した遺跡の発掘調査の成果を普及公開する、企画展「発掘速報
展」を実施しています。平成30年度は、伊良原ダム等の調査成果を紹介すると共に、大宰
府発掘調査50年にちなみ、パネル展示を行います。

9月11日～12月2日 九州歴史資料館 九州歴史資料館 無料
http://www.fsg.pref.fuk
uoka.jp/kyureki/

0942－75－9575

福岡県 小郡市 ③ パネル展「世界遺産・沖ノ島」 世界遺産になった「沖ノ島と関連遺産群」を美しい写真パネルで紹介します。 9月11日～12月9日 九州歴史資料館 九州歴史資料館 無料
http://www.fsg.pref.fuk
uoka.jp/kyureki/

0942－75－9575

福岡県 小郡市 ③ 九州歴史資料館「古代体験まつり」
福岡県内の４つの博物館・資料館の古代体験プログラムを、九州歴史資料館で体験でき
るイベントです。

11月4日 九州歴史資料館 九州歴史資料館 無料
http://www.fsg.pref.fuk
uoka.jp/kyureki/

0942－75－9575

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　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



374

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 問合せ先 備考

第60回「教育・文化週間」関連行事

福岡県 遠賀町 ③ 第４３回遠賀町文化祭 展示・芸能まつり・演奏などを行います。 11月2日～4日 遠賀町中央公民館 遠賀町文化祭実行委員会 無料

http://www.town.onga.l
g.jp/machi_navi/kanko_
shiseki/bunkasai/index.
html

093-293-1355

福岡県 春日市 ①,③
考古企画展「須玖遺跡群発掘調査成果
展」

須玖遺跡群の最新の発掘成果や今までの調査で明らかになった全体像とともに紹介しま
す。

9月15日～10月28日 春日市奴国の丘歴史資料館 春日市教育委員会 無料
http://www.city.kasuga
.fukuoka.jp/nakoku/eve
nt/event/index.html

春日市
奴国の丘歴史資料館
tel 092-501-1144

福岡県 春日市 ③ 第３１回春日市表彰式 市政振興に寄与し、又は市民の模範と認められた方への表彰を行います。 11月3日 春日市ふれあい文化センター 春日市
春日市総務部総務課
tel 092-558-1196

福岡県 春日市 ③ 第４５回春日市文化祭
市民の文化への認識を高め、市民相互の文化の交流を深めることにより、郷土愛の醸成
及び文化的なまちづくりに寄与することを目的として行う事業です。作品展示やホールイベ
ント、バザーなどを行います。

11月3日～4日 春日市ふれあい文化センター 春日市、春日市教育委員会
春日市地域生活部地域づくり課文化振興
担当
tel 092-584-1111

福岡県 春日市 ①,③
ブラかすが歴史散歩
「中世をあるく」

周辺の遺跡を巡りながら、遺跡についての解説を行います。 11月10日
【集合・解散】春日市奴国の丘歴
史資料館

春日市教育委員会 無料
http://www.city.kasuga
.fukuoka.jp/nakoku/eve
nt/event/index.html

春日市
奴国の丘歴史資料館
tel 092-501-1144

定員あり
要事前申込み

福岡県 春日市 ①,③ やきもの作り教室 体験を通して歴史に対する理解を深めるための講座を開催します。 11月17日 のぼり窯体験広場 春日市教育委員会
http://www.city.kasuga
.fukuoka.jp/nakoku/eve
nt/event/index.html

春日市
奴国の丘歴史資料館
tel 092-501-1144

定員あり
要事前申込み

福岡県 春日市 ①
かすが家庭教育学級公開講座
「食の伝道師に学ぶ！」

子育てを中心とした講座を展開するかすが家庭教育学級の公開講座のひとつです。食材
の旬を知って、体の中から元気になるヒケツを、食と農のコーディネーターとして活躍する
講師が教えます。

11月21日
春日市ふれあい文化センター新
館中研修室

春日市教育委員会 無料
春日市教育部地域教育課社会教育・読
書推進担当
tel 092-575-4121

事前申込不要

福岡県 粕屋町 ①,③ 第４６回粕屋町文化祭

町民に音楽や美術等に触れる機会を提供し、芸術・文化意識の高揚を図ることを目的とし
ています。文化祭実行委員会（青年団・婦人会・文化協会）の主催で、秋の２日間にわたり
開催されます。講演会や作品展示のほか、様々な趣向をこらしたステージ発表が繰り広げ
られます。

11月3日～4日
サンレイク
かすや

粕屋町文化祭実行委員会

http://www.town.kasuy
a.fukuoka.jp/chiiki/mac
hinoshokai/event/inde
x.html

粕屋町教育委員会
社会教育課
092-938-1410

福岡県 嘉麻市 ① 嘉麻市文化協会文化祭（稲築支部）
文化協会に属する各サークルの日頃の成果を、展示部門・催し部門（お茶）・ステージ発表
に分かれ発表します。

10月27日～28日
11月18日

稲築公民館 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係
0948-57-3157

展示/10月27日-28日、ス
テージ/11月18日

福岡県 嘉麻市 ① 嘉麻市文化協会文化祭（碓井支部）
文化協会に属する各サークルの日頃の成果を、展示部門・催し部門（囲碁将棋大会）・ス
テージ発表に分かれ発表します。

10月21日、26日～28日
碓井住民センター文化ホール、
うすい人権啓発センターあかつ
き、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係
0948-57-3157

芸能/21日碓井住民セン
ター文化ホール、囲碁将棋
/21日うすい人権啓発セン
ターあかつき、展示/26日
～28日織田廣喜美術館

福岡県 嘉麻市 ① 嘉麻市文化協会文化祭（嘉穂支部） 文化協会に属する展示部門各サークルの日頃の成果を発表します。 10月30日～11月4日
夢サイトかほ
ふるさと交流館

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係
0948-57-3157

嘉美の会/10月30日～11
月4日ふるさと交流館、展
示/11月3-4日夢サイトか
ほ

福岡県 嘉麻市 ① 嘉麻市文化協会文化祭（山田支部）
文化協会に属する各サークルの日頃の成果を、展示部門・催し部門（囲碁将棋大会）・芸
能部門に分かれ発表します。

10月26日～28日
11月3～4日

山田サルビアパーク、白馬ホー
ル、ふれあいハウス

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係
0948-57-3157

展示/26日～28日サルビア
パーク、芸能/11月3日白
馬ホール、囲碁将棋大会
/11月4日ふれあいハウス

福岡県 川崎町 ③ ２０１８まつりかわさき
社会福祉協議会主催の福祉まつり、商工会議所主催のまつりふっとうてん、文化連盟主
催の総合文化祭を合同で開催する町内一大イベントです。

１１月10日～11日
川崎町役場周辺施設

川崎町福祉協議会
川崎町商工会議所
川崎町文化連盟

川崎町役場
0947-72-3000

福岡県 川崎町 ③ ２０１８まつりかわさき
川崎町歴史秋期企画展として、日田英彦山線の歴史と災害までを写真を
中心に紹介します。

10月～11月末 川崎町コミュニティセンター 川崎町教育委員会 無料
川崎町役場
0947-72-3000

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　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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福岡県 香春町 ①③ ふるさと香春秋まつり　作品展示
香春町文化連盟が主体となり、作品展示を実施します。
文化連盟会員、一般の団体、個人、子ども会を対象に普段の活動の発表の場として活用
しています。

11月11～12日 香春町体育センター 香春町教育委員会・香春町文化連盟 無料
香春町教育委員会
0947-32-8410

作品展示申込締切：
平成30年10月19日
作品展示時間：
11月11日9時～17時、
11月12日9時～15時

福岡県 香春町 ① 第１２回香春町読書まつり
香春町の子どもたちに、読書の喜びや意義等を実感させるために、学校・家庭・地域及び
関係機関が一体となって、読書活動の環境づくりを推進します。
具体的な取り組みとして、読書ボランティアによるステージ発表等を行います。

12月下旬～1月下旬ご
ろ
（予定）

香春町町民センター 香春町教育委員会 無料
香春町教育委員会
0947-32-8410

福岡県 香春町 ①② 企画展「香春の道展」
香春町歴史資料館で実施する特別企画展です。今回は、古代から現代にいたるまでの香
春を中心とした筑豊周辺の道や交通をテーマに企画展示及びイベントを行います。

10月14日～11月25日 香春町町民センター 香春の道展実行委員会 無料
香春町教育委員会
0947-32-8410

10月28日に講演会
11月25日にウォーキングイ
ベントを実施

福岡県 苅田町 ③
平成30年度（第40回）苅田町町民文化
祭

文化祭は、苅田町の文化振興のため、実施します。 11月3日～4日
苅田中央公民館
三原文化会館

苅田町町民文化祭実行委員会 無料
http://www.town.kanda
.lg.jp/

苅田町教育委員会
生涯学習課
生涯学習・文化振興担当
093－434－2044

福岡県 北九州市 ②
平成３０年度福岡県立小倉南高等学校
文化祭「南薫祭」

文化系部活動が日頃の活動の成果を展示・発表します。また、１・２年生各クラスが「地域
について学ぶ」探究学習についての展示・発表を行います。

10月20日 小倉南高等学校 小倉南高等学校 無料

小倉南高等学校ＨＰ：
http://kokuraminami.fk
u.ed.jp/Default2.aspx?
AspxAutoDetectCookie
Support=1

093-921-2293

福岡県 北九州市 ② 平成30年度（第33回）倉商祭
文化祭を一般公開。模擬株式会社「倉商」で株主総会を通じて、授業の実践として仕入れ
から販売、決算まで生徒が行います。お米、野菜、肉、鮮魚、雑貨、車等販売。

10月27日～28日 小倉商業高校
福岡県立小倉商業高等学校

無料
http://kokura-
ch.fku.ed.jp

福岡県立
小倉商業高等学校
093-921-2245
info@kokura-ch.fku.ed.jp

福岡県 北九州市 ①，② 食教育講演会
食生活をを取り巻く社会環境等が大きく変化し、個々人の食行動の多様化が進んでいる
中で、講師をお呼びし、今一度「食」の大切さについて考えます。

10月18日 小倉工業高校 小倉工業高校 無料
小倉工業高校
093-571-1738

福岡県 北九州市 ② 福岡県立八幡工業高等学校文化祭
工業高校の特色を活かした、ものづくりの体験や模擬店での物販などを催し、生徒の主体
性や協調性を育成する機会とします。また、日頃の教育活動の成果を保護者や地域の
方々に知っていただき、本校の魅力を発信します。

11月3日
福岡県立八幡工業高等学校校
内

福岡県立八幡工業高等学校
http://yahata-
tech.fku.ed.jp

093-641-6611

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。

11月3日～4日 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/

キャリア支援課
093-693-3241

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。

11月2日～4日
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/
キャリア支援課
093-693-3087

福岡県 北九州市 ③ 揮毫大会表彰式 高等学校揮毫大会及び小・中学生席上揮毫大会の表彰式・展示を行います。 11月3日～4日
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/
総務課
093-693-3116

福岡県 北九州市 ② 学校開放週間

「学校開放週間」を通じて、保護者や地域住民が気軽に学校を訪れ、教育の現場を体感
し、学校教育に対する理解を深めていただくとともに、学校の情報を積極的にアピール・発
信するなどの取組を実施する。これにより、学校・家庭・地域の連携をより一層強化し、相
互の信頼関係を基軸にした「開かれた学校」づくりを積極的に推進する。

10月20日～11月4日
市立幼稚園、小・中学校、特別
支援学校、高等学校、高等専修
学校、高等理容美容学校

北九州市立教育委員会指導第二課 無料
http://www.city.kitakyu
shu.lg.jp/kyouiku/file_0
050.html

教育委員会指導第二課
093-582-2369

ホームページは平成２９年
度版です。平成３０年度版
は今後作成予定です。

福岡県 北九州市 ①
“学びの環”推進フォーラム
「この街が、もっと好きになる」

日頃の学びの成果を活かした地域や団体での活動から、さらなる新たな学びへと繋げて
いく“学びの環”を推進するフォーラムを今年度も開催します。　また、北九州市生涯学習
推進計画（“学びの環”推進プラン）の具体的な取組みでもある、「地域文化の振興（シビッ
クプライドの醸成）」を目指して、今回は本市と同じく今年で55歳になるリリー・フランキーさ
ん（北九州市文化大使）をお招きして、生まれ故郷である本市への愛着や人とのふれあ
い、遠く離れてみて募るこの街への想いなどをテーマとしたトークイベント等を開催します。
そして、生涯学習総合センターの役割や取組みを、広く市民にＰＲして認知度を高めていく
ことで、新たな来場者も開拓していきます。

11月23日
北九州市立
生涯学習総合センター

北九州市 無料
北九州市立生涯学習総合センター
093-571-2735

福岡県 北九州市 ① ひとみらい交流ウィーク
　人づくり支援機能の新たな展開を目指す「北九州ひとみらいプレイス」では、地域等と協
働し、ひとづくり講演会、黒崎こども商店街、子どもビブリオバトル、子どもの館無料開放
日、講演会及びセミナーなどを開催します。

11月7～13日
ＪＲ黒崎駅西側コムシティ、
黒崎商店街など

北九州ひとみらいプレイス 無料

【北九州ひとみらいプレ
イスHP】
http://www.hitomirai.jp
/

(北九州ひとみらいプレイス事務局)
八幡西生涯学習総合センター 093-641-
9360

福岡県 北九州市 ③
タウンミーティング「東アジア文化都市２
０２０北九州」に向けて

２０２０年東アジア文化都市開催地決定を記念して、タウンミーティングを実施します。市長
による基調講演や文化芸術に関するトークショーなどを行います。

11月2日
リーガロイヤルホテル小倉
ロイヤルホール

北九州市 無料
市民文化スポーツ局
文化企画課
093-582-2391

福岡県 北九州市 ③
門司区文化祭（茶道大会、吟詠剣詩舞
会、事・三弦・尺八演奏会、区民音楽祭、
門司文化講演会、俳句大会等）

門司区内の各文化団体が「門司区文化祭」の一環として、日頃の活動の成果の発表・展
示を行います。

11月3,4,10,11,15～21日
門司生涯学習センター、門司市
民会館、門司図書館、旧門司税
関

門司茶道協会、門司吟詠剣詩舞連盟、
門司三曲協会、門司音楽連盟、門司郷
土会、門司俳句協会

無料
門司区役所
コミュニティ支援課
093-331-1881（代）

対象期間外にも9月中旬か
ら年度末にかけ、様々な行
事を実施。

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　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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福岡県 北九州市 ③
小倉北区文化祭（俳句大会、三曲演奏
会、邦舞の会、市民茶会）

小倉北区内の各文化団体が「小倉北区文化祭」の一環として、日頃の活動の成果の発
表・展示を行います。

11月3,4,11日
生涯学習総合センター、小倉城
庭園、ムーブ

小倉北文学懇話会、小倉北三曲協会、
小倉北日本舞踊協会、小倉北茶道協
会

無料
小倉北区役所
コミュニティ支援課
093-582-3322

対象期間外にも9月中旬か
ら年度末にかけ、様々な行
事を実施。

福岡県 北九州市 ③ 小倉南区文化祭（歌謡の会）
小倉南区内の各文化団体が「小倉南区文化祭」の一環として、日頃の活動の成果の発
表・展示を行います。

11月4日 小倉南生涯学習センター 歌謡の会 無料
小倉南区役所
コミュニティ支援課
093-951-4111（代）

対象期間外にも9月中旬か
ら年度末にかけ、様々な行
事を実施。

福岡県 北九州市 ③

若松区文化祭（華道展、ミニ盆栽展示、
洋画展、書道展、写真展、日本画部展、
筑前琵琶の会）、若松児童文化会文化
祭

若松区内の各文化団体が「若松区文化祭」の一環として、日頃の活動の成果の発表・展
示を行います。

11月1～7日
若松市民会館、若松生涯学習セ
ンター

華道部、苑芸部、洋画部、書道部、写
真部、日本画部、筑前琵琶部ほか

無料
若松区役所
コミュニティ支援課
093-761-5321(代）

対象期間外にも9月中旬か
ら年度末にかけ、様々な行
事を実施。

福岡県 北九州市 ③
八幡東区文化祭（八幡の百年写真展、
八幡東歌謡曲連盟　第40回能楽大会）
ほか

八幡東区内の各文化団体が「八幡東区文化祭」の一環として、日頃の活動の成果の発
表・展示を行います。

11月5～11日
枝光南市民センター、レディスや
はた能舞台

八幡郷土史会、八幡東謡曲連盟ほか 無料
八幡東区役所
コミュニティ支援課
093-671-0801（代）

対象期間外にも9月中旬か
ら年度末にかけ、様々な行
事を実施。

福岡県 北九州市 ③ 八幡西区文化祭（第41回短歌大会）ほか
八幡西区内の各文化団体が「八幡西区文化祭」の一環として、日頃の活動の成果の発
表・展示を行います。

11月3,11,17,18日 八幡西生涯学習センター 八幡西歌人協会ほか 無料
八幡西区役所
コミュニティ支援課
093-642-1441（代）

対象期間外にも9月中旬か
ら年度末にかけ、様々な行
事を実施。

福岡県 北九州市 ③
戸畑区文化祭（合同いけばな展、第59回
謡曲・仕舞大会、琵琶で巡る歴史物語）
ほか

戸畑区内の各文化団体が「戸畑区文化祭」の一環として、日頃の活動の成果の発表・展
示を行います。

11月3,4,10,11日
戸畑生涯学習センター、レディス
やはた能舞台、ウエルとばた

戸畑華道協会、戸畑謡曲連合会、ヨイト
サ筑前琵琶の会

無料
戸畑区役所
コミュニティ支援課
093-871-1501（代）

対象期間外にも9月中旬か
ら年度末にかけ、様々な行
事を実施。

福岡県 北九州市 ③ 小倉ブックフェス
様々なジャンルの文化芸術と「文学」を繋ぎ、気軽に文学に触れる機会を提供するイベント
を開催します。

10月21日～11月25日 北九州文学サロン 北九州文学サロン実行委員会 無料
北九州文学サロン
093-383-8610

福岡県 北九州市 ①
ジオツアー「学芸員とめぐる
北九州周辺の化石産地と代表的地
層！」

北九州市内を代表する化石の産地と地層を学芸員と楽しく巡ります。 11月4日 北九州市内各地 北九州市 http://www.kmnh.jp/
北九州市
立自然史・歴史博物館
093-681-1011

福岡県 北九州市 ③ 包丁式 「食のたび」展の関連イベントです。 11月4日 北九州市立自然史・歴史博物館 北九州市 http://www.kmnh.jp/
北九州市
立自然史・歴史博物館
093-681-1011

福岡県 北九州市 ①③ どんぐり祭り！たべよう・あそぼう 「食のたび」展の関連イベントです。 11月10日 北九州市立自然史・歴史博物館 北九州市 http://www.kmnh.jp/
北九州市
立自然史・歴史博物館
093-681-1011

福岡県 北九州市 ③
特別展「食のたび―箸と和食の文化史
―」

東アジアからの影響によって形成された日本の食文化とその特質について、中国旅順博
物館所蔵の箸コレクションを出発点に、古代から中世、江戸時代から明治までの食を中心
に辿る特別展です。

10月20日～12月9日 北九州市立自然史・歴史博物館 食のたび実行委員会 http://www.kmnh.jp/
北九州市
立自然史・歴史博物館
093-681-1011

福岡県 北九州市
①、②、
③

描かれた西郷どん展～アート、文学、サ
ブカルから～

明治維新150年を記念し、維新最大の功績者といわれる西郷隆盛についての企画展を開
催します。美術、文学、サブカルチャーなどの各ジャンルが西郷隆盛をどのように描いてき
たかをたどり、人々が西郷に託したイメージを紹介します。

10月27日～12月16日 北九州市立文学館 北九州市
http://www.kitakyushu
city-bungakukan.jp/

北九州市立文学館
093-571-1505

福岡県 北九州市
①、②、
③

中園ミホさん記念トーク
描かれた西郷どん展の開催を記念して、NHK大河ドラマ「西郷どん！」の脚本家である中
園ミホさんのトークイベントを開催します。

11月24日
北九州市立男女共同参画セン
ター・ムーブ

北九州市 無料
http://www.kitakyushu
city-bungakukan.jp/

北九州市立文学館
093-571-1505

福岡県 北九州市 ① 草刈り大作戦
鳥がさえずる緑の回廊第13回植樹会で植樹したどんぐりの苗を雑草から守り、森をつくる
という大切さを学ぶことを目的とし、植栽地の草取りイベントを開催します。

10月20日 若松区向洋町周辺
鳥がさえずる緑の回廊植樹会
実行委員会

無料
北九州市環境局
環境監視課
（093-582-2239）

福岡県 北九州市 ① 自然体感ツアー（秋）
市内の自然を体感し、生物多様性（自然環境）やその重要性について理解を深めてもらう
ことを目的としたバスツアー（親子連れを対象）を実施します。

11月18日
八幡薬剤師会「薬用植物園」
環境ミュージアム

北九州市
北九州市環境局
環境監視課
（093-582-2239）

福岡県 北九州市 ①
東部障害者福祉会館文化祭「ふれあい
広場」

障害者福祉会館の利用団体、関係団体と地域市民との交流の場として提供することで、
市民に対し障害福祉に関する理解を深めてもらうために開催します。

10月21日
北九州市立東部障害者福祉会
館

北九州市、
公益財団法人
北九州市身体障害者福祉協会

無料

公益財団法人北九州
市身体障害者福祉協
会HP
http://www.kitaqshinsy
o.com/

北九州市立東部障害者福祉会館(093-
883-5550)

指定管理者による実施

福岡県 北九州市 ①
西部障害者福祉会館文化祭「であい・ゆ
め広場」

障害者福祉会館の利用団体、関係団体と地域市民との交流の場として提供することで、
市民に対し障害福祉に関する理解を深めてもらうために開催します。

11月11日
北九州市立西部障害者福祉会
館

北九州市、
公益財団法人
北九州市身体障害者福祉協会

無料

公益財団法人北九州
市身体障害者福祉協
会HP
http://www.kitaqshinsy
o.com/

北九州市立西部障害者福祉会館(093-
645-1300)

指定管理者による実施

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　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



374

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 問合せ先 備考

第60回「教育・文化週間」関連行事

福岡県 北九州市 ③
第11回北九州市障害者芸術祭（ステー
ジイベント）

障害のある方の芸術・文化活動への参加を通じて、障害のある方本人の生きがいや自信
を創出し、社会参加と自立を促進するとともに、市民に対する障害者への理解と啓発を進
めます。複数の団体の合同でのステージ発表を行うことにより、障害のある方本人の意欲
やレベルの向上、多くの市民の来場を図ります。

11月25日 ウェルとばた・大ホール

北九州市、
公益財団法人
北九州市身体障害者福祉協会、
北九州市障害者芸術祭実行委員会

無料

公益財団法人北九州
市身体障害者福祉協
会HP（本年度の芸術祭
について）
http://www.kitaqshinsy
o.com/index.php?id=48
9

公益財団法人北九州市身体障害者福祉
協会（093-883-5555）
北九州市保健福祉局障害福祉企画課
（093-582-2453）

福岡県 北九州市 ③ 第11回北九州市障害者芸術祭（作品展）

障害のある方の芸術・文化活動への参加を通じて、障害のある方本人の生きがいや自信
を創出し、社会参加と自立を促進するとともに、市民に対する障害者への理解と啓発を進
めます。多くの作品の展示により、障害のある方本人の意欲やレベルの向上、多くの市民
の来場を図ります。

11月27日～12月2日
北九州市立美術館黒崎市民
ギャラリー（コムシティ内）

北九州市、公益財団法人北九州市身
体障害者福祉協会、北九州市障害者
芸術祭実行委員会

無料

公益財団法人北九州
市身体障害者福祉協
会HP（本年度の芸術祭
について）
http://www.kitaqshinsy
o.com/index.php?id=48
9

公益財団法人北九州市身体障害者福祉
協会（093-883-5555）
北九州市保健福祉局障害福祉企画課
（093-582-2453）

福岡県 北九州市 ③ 門司区文化祭
門司文化団体連合会に所属する各部門の平素の文化活動と研鑽の成果を区民の方々に
も参加いただき、総合的に発表し、地域文化の振興と発展に寄与します。

10月28日
11月3,4,10,11日

市内各会場 門司文化団体連合会

・門司区役所コミュニティ支援課
093-331-1881（内線642）
・北九州市役所市民文化スポーツ局
文化企画課 093-582-2391

福岡県 北九州市 ③ 筑前石坂立場茶屋銀杏屋まつり
　昨年の３月に、「福岡県文化財」に指定された立場茶屋銀杏屋を会場に、銀杏屋名物
「だんご汁」の接待、大茶会などが行われます。その他、ガラポン抽選会バナナの叩き売
り、お土産品の販売も行われます。

11月3日 立場茶屋銀杏屋 立場茶屋銀杏屋管理運営委員会 無料 093-618-1836

福岡県 北九州市 ③ 筑前木屋瀬宿場まつり

　筑前六宿のひとつだった木屋瀬宿。宿場の雰囲気を残す家並みを背景に町全体でイベ
ントが開催されます。「筑前木屋瀬宿場おどり（盆踊り）」（県指定無形民俗文化財）を中心
に筑前各地の伝承盆踊りのほか、蚤の市、スタンプラリーなど盛りだくさんの催しものがあ
ります。

11月4日
八幡西区木屋瀬地区（旧長崎街
道　木屋瀬宿）

長崎街道木屋瀬宿記念館 無料 093-619-1149

福岡県 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13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/jy
uken/opencampus.html

学生課教務係
093-964-7232

福岡県 北九州市 ② 平成30年度（第52回）高専祭 クラス及びクラブ展示、ブラスバンド演奏、ステージ等を実施します。 11月3日～11月4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 学生課学生係

福岡県 北九州市 ③
北九州市制５５周年記念　北九州市・大
連市合唱交流演奏会

北九州市制５５周年記念行事として、中国・大連市平安合唱団を本市に招聘し、本市市民
合唱団との友好合唱公演を行うものです。

10月20日
戸畑市民会館大ホール（北九州
市ウェルとばた）

北九州市 無料
企画調整局国際部
アジア交流課
093-582-2162

福岡県
 北九州市
 飯塚市

③ 第58回工大祭
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日～11月25日
九州工業大学
・戸畑キャンパス
・飯塚キャンパス

国立大学法人九州工業大学 無料

【工学部工大祭HP】
http://kit-fes-
tobata.com/
【情報工学部工大祭
HP】
http://kit-festival.jp/

九州工業大学
学務課
学生・留学生支援係
ＴＥＬ：093-884-3050

福岡県
北九州市
小倉北区

③
北九州ポップカルチャーフェスティバル
2018

マンガ・アニメ・ゲームなどのポップカルチャーをテーマとした九州最大級のイベント。 11月10,11日 西日本総合展示場新館 北九州市
http://www.ktqpopfes.j
p/

北九州市産業経済局MICE推進課
TEL093-551-8152

福岡県
北九州市
小倉北区

①，③
長崎街道小倉城下町の会「史跡探訪
ウォーク」

毎年、小倉の歴史・文化に触れるため、小倉城を起点として史跡等を散策しています。 10月20日 小倉城～西小倉周辺 長崎街道小倉城下町の会

北九州市小倉北区
大手町1-1
小倉北区役所総務企画課
長崎街道小倉城下町の会
 担当:佐藤
 TEL:093-582-3335

福岡県
北九州市
小倉北区

③ 室町　観月会
長崎街道の起点である「常盤橋」のたもとで、ステージイベントや屋台村などを開催しま
す。秋の夜、手作りランタンが灯る会場や常盤橋の上から美しい夜空を眺め、小倉城下街
の歴史に思いを馳せていただく催しです

10月27日
常盤橋室町広場
（小倉北区室町二丁目）

室町地区活性化自治連絡協議会商業
部

無料

【室町観月会HP】
http://www.city.kitakyu
shu.lg.jp/kokurakita/w2
100032.html

室町地区活性化自治連絡協議会商業部
事務局（SP-Link内）
 TEL:093-961-1077

福岡県
北九州市
小倉北区

③
市制５５周年記念
「北九州市長杯　サウンド・オブ・北九州
～家族でGO！GO！歌合戦～」

動画を使った家族ＰＲと歌を披露していただき、歌唱力、パフォーマンス、家族力（絆の強
さ、 団結力など）を競う家族対抗のカラオケ歌合戦を開催し、「合唱の街・北九州」の取組
を推進します。

11月3日
北九州芸術劇場・小劇場
（小倉北区室町一丁目1-1）

北九州市 無料

【家族でGO！GO！歌
合戦HP】
http://www.city.kitakyu
shu.lg.jp/kokurakita/w2
100190.html

小倉北区役所総務企画課
 TEL：093-582-3335

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　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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福岡県
北九州市
小倉北区

②，③ 第14回櫓山荘子ども俳句大会表彰式
毎年「櫓山荘子ども俳句大会」を実施しており、その優秀者の表彰式を櫓山荘公園で実施
します。

11月10日 櫓山荘公園（小倉北区中井浜） 櫓山荘子ども俳句大会実行委員会 無料

【小倉北区・櫓山荘子
ども俳句大会HP】
http://www.city.kitakyu
shu.lg.jp/kokurakita/file
_0094.html

北九州市小倉北区
大手町1-1
小倉北区役所総務企画課
櫓山荘子ども俳句大会係
担当：佐藤
 TEL:093-582-3335

福岡県
北九州市
小倉北区

① 平成30年度4大学スクラム講座
地域での生涯学習の場を提供するため、市民の方々を対象に、４大学がお互いの特色を
生かしつつ連携し合い、単一の大学では実現できない多様で質の高い公開講座を開講し
ます。

10月27日～28日
西日本総合展示場新館
（ＡＩＭビル）

公立大学法人北九州市立大学・国立大
学法人九州工業大学・公立大学法人九
州歯科大学・学校法人産業医科大学

九州工業大学総務課
ＴＥＬ：093-884-3004

福岡県 久留米市 ①,③ えーるピア文化祭
えーるピア久留米での学習成果を広く市民に発表する場として実施します。
作品の展示やダンス、伝統舞踊などの発表を行います。

10月27日～28日 えーるピア久留米 久留米市生涯学習センター 無料
http://www1.city.kuru
me.fukuoka.jp/kanriko/
syougaigakusyuu.html

久留米市
生涯学習センター
（0942-30-7901）

福岡県 久留米市 ①,③
久留米生涯学習フェスティバル（マナビィ
ランド）

子どもから高齢者まで、楽しく「作る、遊ぶ、聞く、見る、学ぶ」を体験できるイベントです。ダ
ンス、演劇の発表やバザー、スタンプラリーなどを行います。

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）

福岡県 久留米市 ③ ミュージカル「ジャージー・ボーイズ」
トニー賞最優秀ミュージカル賞やグラミー賞などを受賞し、２０１４年には名匠クリント・イー
ストウッド監督による映画化も好評を博した伝説のミュージカル『ジャージー・ボーイズ』が
九州初公演となります。

11月3日～4日
久留米シティプラザ
ザ・グランドホール

博多座／ピクニック
https://kurumecityplaz
a.jp/events/837

ピクニックチケットセンター（050-3539-
8330）

共催：久留米シティプラザ
（久留米市）

福岡県 久留米市 ③ KURUME JAZZ Interaction 2018
国内外で活躍するジャズミュージシャンが集結します。鈴木良雄BASS TALK、山本剛スペ
シャルバンド、宮之上貴昭グループの３バンドに、ゲストとして西田麻美、MAYUMIが登場
する豪華ライブです。

11月7日
久留米シティプラザ
久留米座

KUSU MISIC／久留米シティプラザ（久
留米市）

https://kurumecityplaz
a.jp/events/1074

久留米シティプラザ（0942-36-3000）

福岡県 久留米市 ③ KODA KUMI LIVE TOUR 2018 ～DNA～
J-POPアーティスト・倖田來未によるライブツアー。最新アルバム「DNA」の楽曲を中心とし
たライブです。

11月8日
久留米シティプラザ
ザ・グランドホール

キョードー西日本
http://kurumecityplaza
.jp/events/1077

キョードー西日本（092-714-0159）
協力：久留米シティプラザ
（久留米市）

福岡県 久留米市 ③ 第5回久留米たまがる大道芸2018
九州最大級の大道芸フェスティバルです。20～30組のパフォーマーが、六角堂広場や商
店街など久留米市の中心市街地でパフォーマンスを行います。

11月17日,18日
久留米シティプラザ
六角堂広場　ほか

久留米たまがる大道芸実行委員会／
久留米市

無料
http://kurumecityplaza
.jp/events/1154

 久留米たまがる大道芸実行委員会事務
局(久留米シティプラザ内)
（0942-36-3000）

福岡県 久留米市 ③ 長谷川利行展
自由奔放な筆致と、劇的な生涯のため、「日本のゴッホ」とも呼ばれる長谷川利行の回顧
展です。

9月22日～11月4日 久留米市美術館 公益財団法人久留米文化振興会
http://www.ishibashi-
bunka.jp/kcam/

久留米市美術館
（0942-39-1131）

福岡県 久留米市 ③ くるめ街かど音楽祭2018
２日間にわたり、ロック、ポップス、邦楽など、様々なジャンルのプロ・アマチュアミュージ
シャン約100組が市内中心部の10会場で演奏を披露します。

10月20日～21日
両替町公園（メインステージ）、
久留米シティプラザ　六角堂広
場（サブメインステージ）など

久留米市 無料
http://kuruon.jp/festiv
al/

久留米市
市民文化部文化振興課
（0942-30-9224）

福岡県 久留米市 ③ 第４８回久留米ちくご大歌舞伎 市民参加による歌舞伎の上演です。 10月21日
久留米シティプラザ　ザ・グラン
ドホール

久留米ちくご大歌舞伎実行委員会
久留米ちくご大歌舞伎
実行委員会
（0942-22-6766）

福岡県 久留米市 ③ くるめライブチャレンジ
夢を抱く若手ミュージシャンのために演奏の舞台を用意。アマチュアミュージシャンの無料
ライブを開催します。また、人気と実力の高かった2組をベストパフォーマーとして選出しま
す。

11月11日 久留米シティプラザ　Cボックス 久留米市 無料
http://kuruon.jp/challe
nge/

久留米市
市民文化部文化振興課
（0942-30-9224）

福岡県 久留米市 ③
サンダーソンアーカイブ ウィリアム・モリ
スと英国の壁紙展

英国有数の壁紙会社、サンダーソン社が所蔵する、イギリスの工芸家で近代デザインの
先駆者、ウィリアム・モリスの壁紙など、19世紀イギリスで興隆した壁紙デザインの変遷を
辿る展覧会です。

11月17日～12月27日 久留米市美術館 公益財団法人久留米文化振興会
http://www.ishibashi-
bunka.jp/kcam/

久留米市美術館
（0942-39-1131）

福岡県 久留米市 ①，②
平成３０年度福岡県高校生産業教育フェ
ア

専門学科で学ぶ高校生が、地域社会に対し、日頃の学習活動や成果を発表します。発表
を通して、生徒の学習意欲向上や専門教育の活性化を図り、小中学生や保護者に対して
進路選択の一助とすることを目指しています。

10月26日～27日 福岡県青少年科学館
福岡県教育委員会/福岡県産業教育振
興会

無料 0942-53-2044

福岡県高校生産業教育
フェア事務局
福岡県立八女工業高等学
校

福岡県 久留米市 ②,④ 小・中学生理科研究コンクール
小･中学生が個人またはグループで自ら調べ、創作した理科に関する研究作品を募集し、
展示・表彰します。

10月6日～21日 福岡県青少年科学館
公益財団法人
福岡県教育文化奨学財団

http://www.science.pre
f.fukuoka.jp

0942-37-5566

福岡県 久留米市 ④ 星兄　爆笑ライブショー 星空解説専門の講師を招き、笑いを交えながらの星空解説ショーを開催します。 11月3日 福岡県青少年科学館
公益財団法人
福岡県教育文化奨学財団

http://www.science.pre
f.fukuoka.jp

0942-37-5566

福岡県 久留米市 ④ おもしろサイエンスフェア 小・中学生向けに日頃とは少し違うサイエンスショー・科学工作教室などを開催します。 11月23日～25日 福岡県青少年科学館
公益財団法人
福岡県教育文化奨学財団

http://www.science.pre
f.fukuoka.jp

0942-37-5566

福岡県 久留米市 ①
福岡県ＰＴＡ連合会北筑後ブロック研修
会

ＰＴＡ活動の活性化を図る会員としての資質向上を目指して、子どもの健全育成に関する
講演及び実践発表を位置づけた分科会（家庭教育、人権問題、組織・委員会活動、広報
活動）を行います。

11月10日 久留米シティプラザ
福岡県ＰＴＡ連合会、福岡県教育委員
会

無料
福岡県教育庁
北筑後教育事務所
0942-32-3124

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　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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福岡県 久留米市 ①③ 久留米大学公開講座
本学の有する専門的・総合的な教育機能および研究成果を社会に開放・還元し、地域文
化の向上に貢献することを目的として、各種公開講座を開講しています。

10月20日～11月19日
久留米大学御井学舎、福岡サテ
ライト、えーるピア久留米

久留米大学地域連携センター
http://www.kurume-
u.ac.jp/site/chiren/list
78.html

0942-43-4413

福岡県 久留米市 ②③ あのく祭（大学祭）

地域に根差した久留米大学として毎年開催され今回は第５２回を迎える。会場を文系（御
井）キャンパスと医系（旭町）キャンパスに分かれ、それぞれの特性を活かし、模擬店やス
テージ企画、各種発表、花火大会など、学生が主体となり地域の方々や教職員が一緒に
なって盛り上げる大学祭です。

（旭町）
10月26日～10月28日
（御井）
11月2日～4日

久留米大学御井キャンパス
及び旭町キャンパス

久留米大学あのく祭実行委員会

御井キャンパス：
御井学舎学生課
ＴＥＬ0942-44-2712
旭町キャンパス：
医学部教務課
ＴＥＬ0942-31-7528

福岡県 久留米市 ②③ 外国人留学生スピーチ大会
久留米大学学園祭の期間中、本学に在籍する外国人留学生の日本語によるスピーチ大
会を実施しています。大会には日頃、留学生を支援頂いている地域の方を招待しており、
一般の方のご来場も歓迎しています。

11月3日 久留米大学御井キャンパス 久留米大学国際交流センター 無料
kokusai@kurume-
u.ac.jp

0942-43-5166

福岡県 久留米市 ②，③ 第53回高専祭
高専創立以来続いている行事で、文化系クラブの成果の披露や各学科の公開実験等そ
の他多彩な催しを準備しています。

11月2日，3日，5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

福岡県
久留米市
御井町

① 図書館講座 ミニワークショップ「フィルムコート体験」 10月20日 久留米信愛短期大学 久留米信愛短期大学
http://www.kurume-
shinai.ac.jp/college/chi
iki/shougai/

0942-43-4532

福岡県
久留米市
御井町

①
第7回「信愛つどいの広場」子育て支援
講座

親子で歌おう　～わらべうた・手遊びうたの世界～ 10月27日 久留米信愛短期大学 久留米信愛短期大学 無料
http://www.kurume-
shinai.ac.jp/college/chi
iki/shougai/

0942-43-4532

福岡県
久留米市
御井町

① 練成会 「人間の尊厳」について特別公開授業 10月24日 久留米信愛短期大学 久留米信愛短期大学 無料
http://www.kurume-
shinai.ac.jp/college/

0942-43-4532

福岡県
久留米市
御井町

③ 第51回信愛祭「歴史と共に　Restart」 学園祭 11月10日～11日 久留米信愛短期大学 久留米信愛短期大学
http://www.kurume-
shinai.ac.jp/college/

0942-43-4532

福岡県
久留米市
御井町

①
第8回「信愛つどいの広場」子育て支援
講座

子育て支援講座信愛つどいの広場フェスティバル① 11月10日 久留米信愛短期大学 久留米信愛短期大学 無料
http://www.kurume-
shinai.ac.jp/college/chi
iki/shougai/

0942-43-4532

福岡県
久留米市
御井町

①
第9回「信愛つどいの広場」子育て支援
講座

子育て支援講座信愛つどいの広場フェスティバル② 11月11日 久留米信愛短期大学 久留米信愛短期大学 無料
http://www.kurume-
shinai.ac.jp/college/chi
iki/shougai/

0942-43-4532

福岡県
久留米市
御井町

①③
みんなの食育講座Ⅰ「卓（テーブル）へ
のお誘い」

「事納めのしつらい」をテーマにテーブルコーディネートの展示、解説 11月17日 久留米信愛短期大学 久留米信愛短期大学
http://www.kurume-
shinai.ac.jp/college/chi
iki/shougai/

0942-43-4532

福岡県 桂川町 ①,③ 桂川町文化祭
文化連合会の団体と一般からの作品募集により、展示の部・ステージの部の発表を行い
ます。

11月3日～4日 桂川町住民センター外３会場 桂川町文化連合会 無料
桂川町住民センター
0948-65-2007

福岡県 桂川町 ①,③ 第20回図書館まつり 古本市、一針体験、おはなし会などを行います。 11月4日 桂川町立図書館 桂川町立図書館 無料
桂川町立図書館
0948-65-4946

福岡県 桂川町 ② 桂川中学校文化祭 クラスで課題曲、自由曲の合唱を発表します。また、文化部が展示を行います。 10月26日 桂川中学校 桂川中学校 無料
桂川中学校
0948-65-0032

福岡県 桂川町 ①,② 平成３０年度　嘉穂総合高等学校総文祭
学校の特色を活かしたファッション・アート・ものづくり・農産物・畜産物・IT関連の研究発
表・展示・販売・体験型学習など日頃の教育活動の研究成果や文科系部活動の発表の場
として保護者や地域を対象に公開します。

11月3日 福岡県立嘉穂総合高等学校 福岡県立嘉穂総合高等学校 無料
http://kahosogo.fku.ed.
jp/

0948-65-5727

福岡県 上毛町 ③
平成30年度
第13回上毛町文化祭

上毛町文化協会会員の発表会を行います。 11月3日～4日
上毛町
げんきの杜

上毛町文化協会 無料
上毛町教育委員会
社会教育係
0979-72-3165（内線174）

福岡県 上毛町 ③ 文化公演会 ツートン青木ものまねショーを行います。 11月4日
上毛町
げんきの杜

上毛町
上毛町教育委員会
社会教育係
0979-72-3165（内線174）

１人500円

福岡県 古賀市 ➀
コスモス市民講座　公開講座
「じじ・ばばの思春期講座」～実は、悩み
が尽きない孫育て～

最近の子育て事情や孫との上手な接し方を教育に精通した元中学校長が軽快なトークで
お届けします。
孫がいる・いないに関わらず、どなたでもご参加いただけます。

11月8日
リーパスプラザこが「交流館」
多目的ホール

古賀市教育委員会 無料
https://www.city.koga.f
ukuoka.jp/

古賀市中央公民館
TEL:092‐944‐1931

福岡県 小竹町 ①，③ 秋風と灯りの夕べ
参加者に音楽と語りで癒しの時間を提供するとともに、文化芸術の推進を図ることを目的
としています。

10月22日 小竹町中央公民館 小竹町教育委員会 無料
小竹町中央公民館
09496-2-0452

福岡県 小竹町 ①，② 子どもたちの発表会
子どもたちが社会の一員としての自覚と責任感に目覚め、自らの目標を定め健やかに成
長していく『生きる力』を育てるため、発表の場を提供することで子どもたちが日常生活を
通じて考えていることを把握し、健全育成に対する理解を深めようとするものです。

11月17日 小竹町中央公民館 小竹町教育委員会 無料
小竹町中央公民館
09496-2-0452

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　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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福岡県 小竹町 ①，③ 小竹町民まつり２０１８
各種サークルやグループが主体的に学習してきた成果を発表できる場を提供し、バザー
等の出店によって町民たちが賑わい、交流を深め、出会いの場づくりになることを期待す
るとともに、町の文化の振興と発展を図るために行われています。

11月18日
小竹町中央公民館
小竹町町民体育館

小竹町 無料
小竹町まちづくり推進課
09496-2-1215

参加は無料ですが、バ
ザー等の商品は有料

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10日～11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
http://www.fsg.pref.fuk
uoka.jp/center/

福岡県立
社会教育総合センター
（学習サポート室）
092-947-3511

・宿泊、食事を希望される
方は事前に申し込みが必
要です。（10月上旬にHP更
新予定）
・公益財団法人福岡県教
育文化奨学財団及び社会
教育総合センター学習ボラ
ンティア「若杉の会」との共
催事業です。

福岡県 志免町 ① 文化財ウォーク 竪坑櫓周辺の近代遺跡と町に点在する史跡めぐりを行います。 11月3日 志免町教育委員会 無料
https://www.town.shim
e.lg.jp/site/bunkazai

志免町社会教育課
092-935-7100

福岡県 志免町 ①・③ 文化祭 芸能発表、作品展示等を行います。 11月3日～4日
志免町立町民
センター

志免町 無料
https://www.town.shim
e.lg.jp/soshiki/12/

志免町社会教育課
092-935-7100

福岡県 新宮町 ①,③ 第２４回新宮町文化祭
そぴあしんぐうにおいて、式典や町内の園児や学生、文化協会会員による舞台発表や作
品を展示します。

10月13日～14日 そぴあしんぐう 新宮町文化協会 無料
新宮町文化協会
電話　080-2713-8100

福岡県 新宮町 ② 心つなげるアート展
児童生徒の作品の展示や学校紹介のスライド上映、生徒の歌声のＣＤ再生等を行い、地
域の方々に本校の教育活動を紹介します。

10月25日～31日
新宮町
そぴあしんぐう

福岡県立福岡特別支援学校
無料

http://fukyogo.fku.ed.jp
/Default1.aspx

福岡特別支援学校
092-963-0031

福岡県 須恵町 ③ 須恵町美術展
須恵町文化協会主催の公募展です。コンテスト部門（写真・書）と展示部門の2部門で開催
します。

10月28日～11月3日 アザレアホール須恵 須恵町文化協会 無料

須恵町文化協会
092－934-0030
※事務局開設日：
火曜・金曜午後

福岡県 須恵町 ③ 第24回須恵美術クラブ展
須恵美術クラブ会員によるグループ展です。11月1日には親子ワークショップ「グリーティン
グカードを作ろう」、コンサート「和楽の音色と秋風のハーモニー」を実施します。

10月20日～11月4日
須恵町立美術センター久我記念
館

須恵美術クラブ 無料
須恵町立美術センター久我記念館
092-932-4987
kugaartmuseum@ac.csf.ne.jp

福岡県 須恵町 ② ぺったんフェア
小学校の田植え体験から発展し、｢もちつき｣をメインとした収穫祭として開始しました。現
在は5年生等によるもちつきの開催や地域ギャラリー展、ステージ発表、地域団体の出店
など多彩なお祭りとなっています域と小学校が一体となった事業です。

11月4日 須恵第2小学校 校区いきいきコミュニティ推進会議 無料
いきいきコミュニティ事務局
092-935-9771
ikiikisue@gmail.com

福岡県 添田町 ①,③ 添田町文化連盟総合文化祭
添田町文化連盟の会員が、郷土文化の発展と向上をめざしてきた芸能や文化その他、各
部門の成果を発表して、町民文化の進展に貢献することを目的としています。展示物の観
覧及び芸能発表の見学は誰でもできます。

11月3日～4日 そえだ公民館（オークホール） 添田町文化連盟
添田町教育委員会
社会教育課
0947-82-2559

福岡県 田川市 ①，②
ＴＡＧＡＷＡコールマイン・フェスティバル
～炭坑節まつり～

炭坑節まつりは、過酷な炭坑労働のなかで培われてきた田川の歴史と文化を後世に伝え
るとともに、『炭坑節発祥の地・田川』をアピールすることを目的としています。

11月3日～4日 石炭記念公園
TAGAWAコールマイン・フェスティバル
実行委員会事務局（田川市たがわ魅力
向上課内）

http://www.joho-
tagawa.jp/coalmine/

田川市建設経済部
たがわ魅力向上課
たがわ魅力向上係
0947-85-7147

福岡県 田川市 ③ 平成30年度こども音楽祭
こども達に器楽演奏等を発表する機会を提供することにより、音楽に親しむ豊かな心を育
むとともに、本市の芸術文化の振興に資することを目的としています。

11月11日 田川文化センター こども音楽祭実行委員会 無料

田川市教育委員会
文化生涯学習課文化係
0947-44-2000
（内線572,573）

福岡県 田川市 ③
平成30年度田川市石炭・歴史博物館秋
の企画展

2011年、日本初のユネスコ世界記憶遺産（世界の記憶）に登録された山本作兵衛翁の炭
坑記録画。企画展期間中は原画を展示し、炭坑記録画を通して当時の様子を紹介しま
す。

10月30日～12月2日
田川市石炭・歴史博物館第２展
示室

田川市石炭・歴史博物館
田川市石炭・歴史博物館
0947-44-5745

福岡県 田川市 ①，② 「少年の主張」田川市大会 市内各中学校代表が「中学生として考えていること」を発表します。 11月17日 田川市青少年文化ホール
田川市青少年育成連絡協議会
田川市教育委員会

無料

田川市教育委員会
文化生涯学習課
学習振興・人権教育係
0947-44-5110

福岡県 太宰府市 ③ 第35回太宰府市民政庁まつり 太宰府市最大のイベントです。ステージイベントのほか、飲食・物産・物販などを行います。 10月13日
とびうめアリーナ（太宰府市総合
体育館）

太宰府市民政庁まつり実行委員会

http://www.city.dazaifu
.lg.jp/admin/soshiki/so
mu/224/398/643/701
8.html

太宰府市
地域コミュニティ課
092-921-2121

福岡県 太宰府市 ③
第22回福岡Ⅱブロック「芸術の祭典」in太
宰府

福岡Ⅱブロック（太宰府市、春日市、筑紫野市、大野城市、那珂川町、糸島市）の各文化
協会・連盟が太宰府に集い、伝統芸能と作品で文化芸術発表を行います。

10月20日～21日
プラム・カルコア太宰府（太宰府
市中央公民館）

第26回ふくおか県民文化祭2018、第22
回福岡Ⅱブロック「芸術の祭典」in太宰
府実行委員会

無料
太宰府市文化協会
092-921-8198

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　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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第60回「教育・文化週間」関連行事

福岡県 太宰府市 ③ 第41回太宰府市民文化祭
市民の皆さんの学習や稽古の成果を、展示や舞台で発表します。また、屋外では飲食店
等の出店もあります。

11月3日～4日
プラム・カルコア太宰府（太宰府
市中央公民館）

太宰府市民文化祭実行委員会
http://www.city.dazaifu
.lg.jp/admin/bunka_spor
ts/event/5642.html

太宰府市
文化学習課
092-921-2101

福岡県 太宰府市 ①,③ 太宰府市公文書館パネル展示
幕末、都落ちした五卿が太宰府に滞在した時の、五卿の活動や町の様子などのエピソー
ドを紹介します。

7月～12月頃 上下水道事業センター 太宰府市公文書館 無料
太宰府市公文書館
092-921-2322

福岡県 太宰府市 ①,③ ちょ古旅♪太宰府パネル展
水城から太宰府天満宮までをつなぐ「歴史の散歩道」に沿った史跡や周辺スポットを紹介
します。

10月2日～11月3日 文化ふれあい館 文化ふれあい館 無料
文化ふれあい館
092-928-0800

福岡県 太宰府市 ③ 共催展　第49回筑紫美術協会展
相互研さんと地域文化向上を目指し結成された、筑紫美術協会会員による日本画、洋画、
彫刻、工芸、書の作品を展示します。

11月13日～12月9日 文化ふれあい館 文化ふれあい館 無料
文化ふれあい館
092-928-0800

福岡県 太宰府市 ①,②,③
筑紫美術協会開催記念　だざいふ子ど
も絵画展

「太宰府を感じる風景や行事」をテーマに、市内在住の小学生が描いた作品を展示しま
す。

11月13日～12月9日 文化ふれあい館 文化ふれあい館 無料
文化ふれあい館
092-928-0800

福岡県 太宰府市 ①,③
太宰府通史展示　まるごと太宰府歴史
展2018

古代から近現代まで、太宰府市の歴史を通史的に紹介します。今年は「大宰府史跡発掘
50年」に関連した展示も行います。

8月4日～11月3日 文化ふれあい館 文化ふれあい館 無料
https://dazaifu-
bunka.or.jp/exhibition/
detail/432

文化ふれあい館
092-928-0800

福岡県 太宰府市 ③ 第24回ペタンクカーニバル 市民にペタンクを知ってもらうために開催します。 10月28日 松川運動公園 ペタンクカーニバル実行委員会
太宰府市スポーツ課
092-918-5381

福岡県 太宰府市 ①
環境フェスタin太宰府「まほろばのもり
2018」

環境について考えるきっかけとなる楽しい企画が盛りだくさんの参加・体験型の環境イベン
トです。

10月28日 太宰府市役所 太宰府市環境課 無料
http://www.city.dazaifu
.lg.jp/admin/kurashi/go
mi/2/11997.html

太宰府市環境課
092-921-2121

福岡県 太宰府市 ③ 第２６回ふくおか県民文化祭２０１８
「福岡Ⅱブロック芸術の祭典in太宰府」と合同で記念式典を開催します。
記念式典では「開催テーマ」表彰、「福岡県地域文化功労者」表彰、「２０１８ふくおか県障
がい児者美術展」表彰を行います。

10月21日 プラム・カルコア太宰府

福岡県、福岡県教育委員会、
ふくおか県民文化祭福岡県実行委員
会、開催市町村、福岡県文化団体連合
会、福岡県障害者社会参加推進セン
ター

無料
http://www.kenbunsai-
fukuoka.jp/

ふくおか県民文化祭福岡県実行委員会
事務局
Ｔｅｌ：092-643-3346

福岡県 太宰府市 ①②③
特集展示
大宰府史跡発掘50年記念「大宰府研究
の歩み」展

江戸時代に始まった大宰府研究。人々はどのように大宰府に向き合い、調査・研究の足
跡を残してきたのか。「遺跡の国宝」とも称される特別史跡「大宰府跡」・「大野城跡」・「水
城跡」を、記録や出土品から紐解きます。

9月12日～12月23日
九州国立博物館4階
文化交流展示室

九州国立博物館・福岡県
https://www.kyuhaku.j
p

NTTハローダイヤル
050-5542-8600

福岡県 太宰府市 ①,②,③
特別展
明治150年記念特別展「オークラコレク
ション」

わが国初の私立美術館・大倉集古館を開設した大倉喜八郎、その長男でホテル・オークラ
の創業者である喜七郎父子のコレクション。横山大観らの作品、国宝・重要文化財の名品
約110点を紹介します。

10月2日～12月9日
九州国立博物館3階
特別展示室

九州国立博物館・福岡県、
西日本新聞社、TVQ九州放送

https://www.kyuhaku.j
p/exhibition/exhibition_
s52.html

NTTハローダイヤル
050-5542-8600

福岡県 太宰府市 ③
明治150年記念特別展「オークラコレク
ション」関連イベント
オークラウロ・コンサート

日本・東洋の古美術を精力的に収集し、ホテル・オークラの創業者としても有名な男爵・大
倉喜七郎（1882-1963)が作った楽器「オークラウロ」を演奏します。

11月4日
九州国立博物館
1階ミュージアムホール

九州国立博物館・福岡県、
西日本新聞社、TVQ九州放送

無料
https://www.kyuhaku.j
p/event/event-
180706.html

西日本新聞イベントサービス内「オークラ
コレクション展」係
TEL:092-711-5491（平日午前9時30分～
午後5時30分）

定員280名
事前申し込み不要
（当日先着順）
＊本展観覧券もしくは半券
の提示が必要です。

福岡県 太宰府市 ①,②,③
特集展示
伊能忠敬没後200年記念「平戸松浦家伝
来の伊能図」展

平成30年（2018)が伊能忠敬(1745～1818)没後200年にあたることを記念し、九州ゆかりの
「伊能図」を紹介する。平戸藩旧蔵の資料から、平戸藩主と忠敬たちとの交流の様相もご
紹介します。伊能図の精度の高さにもご注目ください。

10月30日～12月23日
九州国立博物館4階
文化交流展示室

九州国立博物館・福岡県
https://www.kyuhaku.j
p

NTTハローダイヤル：050-5542-8600

福岡県 太宰府市 ③ 紫苑祭(学園祭）
第21回紫苑祭のテーマは、「Be　Together　as　one（心は一つに）」。地域・学校間の絆を
深め、物産展・模擬店・吹奏楽部演奏・相撲部演武・ライブなど様々な催しを実施。

11月3日、4日
九州情報大学太宰府ｷｬﾝﾊﾟｽ
（太宰府市宰府6-3-1）

九州情報大学学園祭実行委員会
九州情報大学紫苑祭
https://www.kiis.ac.jp/i
nformation/festival/

九州情報大学学園祭実行委員会
（TEL092-928-0374）

福岡県 太宰府市 ① ロボットを動かそう
簡単なプログラムを作成して、ロボット（教育用レゴマインドストームNXT）を動かします。初
心者を対象とし、小学生以上の学童、学生、親子での参加も可能。

11月4日
九州情報大学太宰府ｷｬﾝﾊﾟｽ
（太宰府市宰府6-3-1）

九州情報大学学術研究所

九州情報大学公開講
座
https://www.kiis.ac.jp/i
nformation/open

九州情報大学学術研究所（TEL092-928-
4000)

福岡県 太宰府市 ① ワードとエクセルで年賀状を作ろう

パソコンに何度か触れたことがある初心者を対象とします。年賀状作成に必要なワードと
エクセルの使い方の内容を踏まえた簡単な住所録の作り方、年賀状の文面作成、差し込
み印刷などの手順を学びます。専用ソフト不要のwordとExcelを使った、パソコンでの年賀
状作成講座です。

11月16日、21日、26日
九州情報大学太宰府ｷｬﾝﾊﾟｽ
（太宰府市宰府6-3-1）

九州情報大学学術研究所

九州情報大学公開講
座
https://www.kiis.ac.jp/i
nformation/open

九州情報大学学術研究所（TEL092-928-
4000)

申込締切：11/2

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、｢大刀洗町ドリームまつり｣を開催しま
す。文化部会として、舞台発表・展示等を行います。

11月10日～11日
大刀洗役場駐車場特設ステー
ジ・大刀洗ドリームセンター・中
央公民館

大刀洗町ドリームまつり運営委員会 無料
http://www.town.tachia
rai.fukuoka.jp/

地域振興課
0942-77-0173
生涯学習課
 0942-77-2670

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　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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第60回「教育・文化週間」関連行事

福岡県 筑後市 ① 青少年健全育成のための意見発表会
　市内の全小中学校（11小学校、3中学校）の代表14人が、「伝記を読んで思うこと」等を
テーマに、意見を発表します。

11月4日 筑後市中央公民館（サンコア） 筑後市青少年育成市民会議 無料
https://www.city.chiku
go.lg.jp

筑後市社会教育課
0942-65-7056

福岡県 筑後市 ③ 市民文化祭
　筑後市文化連盟の文化部門の各団体が、絵画や写真、華道や短歌等600点以上の作
品を展示し、創作活動の成果を発表します。

11月16日～18日 筑後市中央公民館（サンコア） 筑後市文化連盟 無料
https://www.city.chiku
go.lg.jp

筑後市社会教育課
0942-65-3360

福岡県 筑後市 ③ 筑後七国匠のアート展
第35回伝統的工芸品月間国民会議全国大会福岡大会の一環として、2回目となる「筑後
七国匠のアート展」を開催。大川組子細工や久留米絣、簾、福島提灯等の工芸品をアート
的に展示します。

10月30日～11月11日
筑後広域公園芸術文化施設
（九州芸文館）

ちくごＪＲ芸術の郷事業団 無料
http://www.kyushu-
geibun.jp

九州芸文館
Ｔｅｌ：0942-52-6435

福岡県 筑紫野市 ①
平成30年度筑紫野市「生涯学習フェス
ティバル」パープルプラザフェスタ

生涯学習センター等を利用する団体が、日頃の学習成果を発表する場として、ステージ発
表や作品展示をおこないます。

10月20日～21日
筑紫野市生涯学習センター、筑
紫野市民図書館、筑紫野市歴
史博物館

筑紫野市教育委員会、平成30年度筑
紫野市「生涯学習フェスティバル」パー
プルプラザフェスタ実行委員会

筑紫野市教育部
生涯学習課
電話092-918-3535

料金はバザー、体験コー
ナー一部有料

福岡県 筑紫野市 ① 平成30年度市民フォーラム
市内の中・高校生（代表）が、テーマに基づいての意見発表、パネリストとの意見交換、参
加者との意見交流などを通して、青少年の健全な育ちや住みよいまちづくりに寄与してい
くものです。

11月17日 筑紫野市生涯学習センター 筑紫野市青少年育成市民会議
筑紫野市教育部
生涯学習課
電話092-918-3535

福岡県 筑紫野市 ①,③ 第16回ちくしの人形劇まつり
子どもたちの豊かな感性や創造力を育むため、子どもたちを支える団体や人形劇団、芸術
団体、商工会等で実行委員会を組織し運営しています。
いろんな人形劇を終日楽しめる県下最大級の人形劇のイベントです。

11月23日 筑紫野市文化会館 ちくしの人形劇まつり実行委員会

http://www.city.chikus
hino.fukuoka.jp/kyouiku
bu/library/ningyougeki
/ningyo_2_3_2_2_2.html

ちくしの人形劇まつり実行委員会事務局
（筑紫野市民図書館内）
ＴＥＬ092-928-4943

10月上旬更新予定
（前売チケット販売情報）

福岡県 筑紫野市 ②
福岡県立福岡高等視覚特別支援学校
文化祭　「きらり祭」

・ステージ発表等を通じて、様々な文化的事象への興味・関心を高めます。
・地域の方や保護者等に本校の様子や教育について発信し、本校の教育への理解・啓発
に努めます。

11月3日
福岡県立
福岡高等視覚特別支援学校

福岡県立
福岡高等視覚特別支援学校

無料
http://fukuh-
vss.fku.ed.jp/html/

電話
092-925-3053
FAX
092-925-5061

福岡県 築上町 ③ 平成30年度築上町民文化祭

〇展示部門
　書道、絵画、陶芸等の文化活動作品の展示を行います。
〇ステージ催し部門
　民謡、オカリナ、舞踊等のステージ発表及び茶会等を開催します。

11月3日～5日

築上町中央公民館
築上町コミュニティセンターソピ
ア
築上町文化会館コマーレ

築上町町民文化祭実行委員会 無料

築上町中央公民館
0930-56-0251
築上町コミュニティセンターソピア
0930-52-0066

福岡県 築上町 ③ 船迫窯跡公園秋の企画展『（内容未定）』
船迫窯跡公園体験学習館で毎年この時期に開催する歴史系の企画展示を行います。現
在内容を検討中。

10月中旬～12月中旬 船迫窯跡公園体験学習館 築上町教育委員会 無料
http://chikujo-
rekishi.jp/

船迫窯跡公園
0930－52－3771

福岡県 築上町 ③
旧藏内邸企画展『きんからの世界展―
百年の時を超え、よみがえる』

旧藏内邸の貴重な壁紙「金唐革紙」の復元に携わった上田　尚さん（国選定保存技術者）
が製作した金唐革紙の作品を多数展示します。

10月上旬～12月中旬 旧藏内邸 築上町教育委員会
http://chikujo-
rekishi.jp/

旧藏内邸
0930-52-3771

福岡県 築上町 ② おおぐす祭
本校（知的がい教育門と肢体不自由教育障がい部門）に在籍する小・中・高等部の児童生
徒のステージ発表と作品展示、PTAによる喫茶、手作り作品の販売、不用品バザー、福祉
施設等の展示販売を行います。

11月3日 県立築城特別支援学校 県立築城特別支援学校 無料
県立築城特別支援学校
0930-52-3121

工事中で駐車場が狭小の
ため、敷地内の自家用車
乗り入れは不可

福岡県 筑前町 ③ ちくぜん文化まつり
文化協会から文化祭実行委員会を発足させ、絵画や書者の展示や伝統芸能や合唱等の
発表の場を設けており、作品や舞台発表を視たり体験することで文化に触れ合い、感じ取
ることで、心豊かな人間形成に繋げていくものです。

10月19～21日 めくばーる町民ホールほか 筑前町文化協会 無料

筑前町生涯学習課
電話：0946-24-8762
FAX：0946-23-1034
ﾒｰﾙ：gakusyuu@town.chikuzen.
fukuoka.jp

福岡県 筑前町 ③ ちくぜんカラオケまつり
文化協会協賛でカラオケ実行委員会を発足し、町民に広く公募し、70～80名が出場してい
ます。カラオケの発表の場を与えるだけでなく、町民の交流の場となっています。

11月3日 めくばーる町民ホール カラオケまつり実行委員会 無料

筑前町生涯学習課
電話：0946-24-8762
FAX：0946-23-1034
ﾒｰﾙ：gakusyuu@town.chikuzen.
fukuoka.jp

福岡県 那珂川町 ③
那珂川市制施行記念事業
第1回那珂川市民文化祭

ふるさとの文化を紹介し、参加者が自然・芸術・文化に触れる機会をつくり、心豊かなコ
ミュニケーションが広がることを目的としています。また、那珂川市になって第1回目の開催
を記念し、誰もが楽しめる特別企画を実施します。

11月10日～11日 ミリカローデン那珂川
那珂川町、那珂川町教育委員会、那珂
川町文化協会、公益財団法人那珂川
町教育文化振興財団

無料

Ｈ30年9月30日まで：
http://ｗｗ
ｗ.town.fukuoka-
nakagawa.lg.jp
Ｈ30年10月1日から：
http://www.city.nakaga
wa.lp.jp

・那珂川町文化協会：092-953-2080
・ミリカローデン那珂川：092-954-2211
・那珂川町教育委員会文化振興課：092-
952-2092（中央公民館内）

Ｈ30年10月1日より「町」の
標記が
全て「市」に変わる

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　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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福岡県 那珂川町 ③
那珂川市制施行記念事業　第8回　裂田
溝ライトアップ

地域住民や学校、企業、各種団体などと協力し、裂田溝流域に灯篭を設置、光の演出で
観光資源としての魅力や、地域の財産である文化財の保存・継承の必要性を広くアピール
します。

11月17日
那珂川町山田区（伏見神社）～
安徳区（カワセミ公園）

那珂川町、那珂川町教育委員会、那珂
川町文化協会、公益財団法人那珂川
町教育文化振興財団、那珂川町山田
区、那珂川町安徳区

無料
http://www.city.nakaga
wa.lp.jp

・那珂川町文化協会：092-953-2080
・ミリカローデン那珂川：092-954-2211
・那珂川町教育委員会文化振興課：092-
952-2092（中央公民館内）

Ｈ30年10月1日より「町」の
標記が
全て「市」に変わる

福岡県 中間市 ① 2018コミュニティ文化祭 様々な文化事業を実施する文化祭を行います。 10月13日～14日 中間市中央公民館 中間市教育委員会 無料 093-246-2321

福岡県 中間市 ① 第61回中間市美術展 中間市教育委員会主催の美術展を行います。 11月2日～4日 なかまハーモニーホール 中間市教育委員会 無料 093-246-2321

福岡県 中間市 ① 第15回生涯学習センター文化祭
生涯学習センターで活動するサークルを中心に様々な文化事業を実施する文化祭を行い
ます。

10月27日～28日 中間市生涯学習センター 中間市生涯学習センター 無料 093-246-4316

福岡県 中間市 ① 読書週間特別おはなし会 読書ボランティアによるおはなし会を行います。 10月20日 中間市民図書館 中間市民図書館 無料
https://www.nakamalib
rary.jp/

093-245-4664

福岡県 中間市 ① 読書感想画コンクール
夏休み中に読んだ本で強く印象に残ったことや、感動した場面を絵にした作品を募り、全
作品を展示します。優秀作品の表彰を行います。

作品展示
10月19日～11月9日
表彰式
10月20日

中間市民図書館 中間市民図書館 無料
https://www.nakamalib
rary.jp/

093-245-4664

福岡県 中間市 ① 調べる学習コンクール
小・中学生を対象に夏休み中にまとめた自由研究作品を募集し、優秀作品の表彰を行い
ます。

作品展示
11月20日～12月16日
表彰式
11月24日

中間市民図書館 中間市民図書館 無料
https://www.nakamalib
rary.jp/

093-245-4664

福岡県 中間市 ① プラネタリウム鑑賞会 秋の星座を鑑賞します。 10月28日 中間市民図書館 中間市民図書館 無料
https://www.nakamalib
rary.jp/

093-245-4664

福岡県 中間市 ① 市制60周年記念読書通帳機設置事業 市制60周年を記念して中間市民図書館に読書通帳機を導入し設置します。 11月10日 中間市民図書館 中間市民図書館 無料
https://www.nakamalib
rary.jp/

093-245-4664

福岡県 直方市 ①,②,③ 第５０回直方市民文化祭
市民（市内に在勤・在学の者を含む。）を対象に、日頃の芸術文化活動の成果を発表する
機会と鑑賞の機会として、①絵画等の作品の展示、②楽器演奏等のステージ、③子ども
音楽祭、④小中学校文化展、⑤障がい児・者作品展、⑥英語発表会を行います。

11月2日～4日
ユメ二ティのおがた、直方市美
術館、直方市中央公民館

直方市民文化祭実行委員会 無料

直方市民文化祭実行委員会事務局（直
方市中央公民館内）
電話番号：0949-25-2326
メール：n-
kominkan@city.nogata.fukuoka.jp

福岡県 直方市 ②
平成30年度福岡県立直方特別支援学校
作品展・バザー

本校幼児児童生徒の学習活動の成果として、絵画等の作品展示や制作物等の販売を行
うことで、主体的に取り組む態度を育てるとともに、社会参加に向けて意欲を高めます。

11月10日 福岡県立直方特別支援学校 福岡県立直方特別支援学校 無料

http://nogata-
ss.fku.ed.jp/Default2.as
px?AspxAutoDetectCo
okieSupport=1

電話：0949-24-5570
FAX：0949-24-558

福岡県 福岡市 ③，④ イースタンヤングフェスティバル
東区の小・中・高校の音楽・文化発表とこども・青少年を対象とした体験ワークショップを実
施

11月25日 なみきスクエア
イースタンヤングフェスティバル実行委
員会

無料
イースタンヤングフェスティバル実行委員
会事務局（東区役所総務部地域支援課）
092-645-1121

福岡県 久山町 ④ 国史跡首羅山遺跡展 首羅山遺跡の国際交流に関連する遺物などの展示を行います。 １１月６日～２９日 レスポアール久山 久山町教育委員会 無料
久山町教育委員会
092-976-1111

福岡県 久山町 ④
国史跡首羅山遺跡「首羅山遺跡からみ
る中世日本と東アジア」

首羅山遺跡の発掘調査の成果から中世日本と東アジアに関する講演会とシンポジウムを
行います。

11月23日 レスポアール久山 久山町教育委員会 無料
久山町教育委員会
092-976-1111

福岡県 久山町 ① 道徳実践交流会 道徳教育についての実践発表や研究発表を行います。 11月8日 久山中学校 久山中学校 無料
久山町教育委員会
092-976-1111

福岡県 久山町 ① 図書館まつり 図書館の普及を目的に、読み聞かせやビブリオバトル・古い雑誌の配布などを行います。 １１月23日～28日 久山町民図書館 久山町民図書館 無料
レスポアール久山
092-976-2444

福岡県 広川町 ② 広川町芸能大会(文化祭)
広川町で日ごろ練習しているサークルによる芸能大会です。日本舞踊やコーラス、三味線
などの発表会です。

11月3日 中広川小学校体育館 広川町文化連盟 無料
広川町教育委員会事務局
0943-32-0093

福岡県 広川町 ① 親子ふれあいナイトハイキング
広川町役場から高良大社までの往復２４㎞を親子で夜８時～翌朝５時に歩きます。親子の
絆を深めたり、広川町ゆかりの高良大社の勉強をします。

11月2日～3日 広川町役場～高良大社 教育委員会 無料
広川町教育委員会事務局
0943-32-0093

福岡県 広川町 ① 囲碁ボール大会
子供からお年寄りまで誰もが楽しめるスポーツである囲碁ボール競技を、町民に参加募集
をかけて大会を開催します。

11月4日 中広川小学校体育館 教育委員会 無料
広川町教育委員会事務局
0943-32-0093

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　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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福岡県 広川町 ② 広川町教育週間 ５日～１７日を広川町教育週間として、講演会や意見発表会を実施します。 11月5日～17日 各小中学校 教育委員会 無料
広川町教育委員会事務局
0943-32-0093

福岡県 福岡市 ①,③
郷土の美術をみる・しる・まなぶ2018
泰光コレクション寄贈記念展
「鹿児島寿蔵の人形と短歌」

人間国宝となった鹿児島寿蔵の、代表作を含む紙塑人形15点と陶芸人形、短歌作品など
総計50数点からなる「泰光コレクション」がこのたび一括寄贈されました。それを記念して、
魅力あふれる鹿児島芸術をより深く、わかりやすく紹介します。

10月6日～11月25日 福岡県立美術館 福岡県立美術館
http://fukuoka-
kenbi.jp/

092-715-3551

福岡県 福岡市 ①,③
印象派への旅　海運王の夢
バレル・コレクション

スコットランドの海港都市グラスゴー出身の海運王ウィリアム・バレルが収集したフランス
絵画と、それに影響を受けたスコティッシュ・カラリストの作品を通じて、イギリス人ならでは
の視点で収集した印象派の系統を紐解きます。

10月12日～12月9日 福岡県立美術館
福岡県立美術館、毎日新聞社、
ＦＢＳ福岡放送

http://fukuoka-
kenbi.jp/

092-715-3551

福岡県 福岡市 ①
福岡県立図書館百周年記念
平成30年度福岡県読書推進大会

県民に本と読書に親しんでいただくことを目的に、福岡県に関連のある本の著者をお招き
して、ご著書や著者自身の読書遍歴を語っていただくことで、広く教育・文化に対する県民
の関心や理解を一層深めていただく一助となるような行事を目指しています。

11月18日 福岡リーセントホテル 福岡県教育委員会 無料
https://www2.lib.pref.fu
kuoka.jp/

福岡県立図書館企画協力課企画係
TEL：092-641-1239
FAX：092-641-1192

福岡県 福岡市 ③

アクロス・ランチタイムコンサートvol.69
新・福岡古楽音楽祭プレコンサート
ラ・フォンテヴェルデ
～バロックの幕開け　モンテヴェルディの
マドリガーレ～

本格派美声アンサンブルがモンテヴェルディ：マドリガーレの世界を歌い上げます。 10月23日 福岡シンフォニーホール 公益財団法人アクロス福岡 https://www.acros.or.jp
アクロス福岡チケットセンター
092-725-9112

福岡県 福岡市 ③
新・福岡古楽音楽祭　第5回記念公演
「オルフェオ」

初期バロックオペラの傑作「オルフェオ神話」を上演します。 10月26日 福岡シンフォニーホール 公益財団法人アクロス福岡 https://www.acros.or.jp
アクロス福岡チケットセンター
092-725-9112

福岡県 福岡市 ③ ホセ・カレーラス　テノール　リサイタル 三大テノールのひとり、ホセ・カレーラスが21年ぶりにアクロス福岡へ登場します！ 11月4日 福岡シンフォニーホール 公益財団法人アクロス福岡 https://www.acros.or.jp
アクロス福岡チケットセンター
092-725-9112

福岡県 福岡市 ③

アクロス・ランチタイムコンサートvol.70
《スペシャル版》
ＩＬ　ＤＥＶＵ（イル・デーヴ）コンサート
2018

大人気の超重量級クラシック・ボーカル・グループが満を持して登場します。 11月7日 福岡シンフォニーホール 公益財団法人アクロス福岡 https://www.acros.or.jp
アクロス福岡チケットセンター
092-725-9112

福岡県 福岡市 ③
フランコ・ファジョーリ＆ヴェニス・バロッ
ク・オーケストラ

カウンターテナー驚愕の新星が、ヘンデルのバロックオペラを魅せます！ 11月20日 福岡シンフォニーホール 公益財団法人アクロス福岡 https://www.acros.or.jp
アクロス福岡チケットセンター
092-725-9112

福岡県 福岡市 ③ 一目ぼれ桐家具店
今年創業107年を迎える桐里工房が、ペット用の総桐ベッドとベンチを制作しました。人が
使用する約30分の1のサイズで中型犬まで対応できます。また、自分だけの空間が欲しい
方には必見の小部屋も展示します。

10月15日～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
https://www.acros.or.jp
/events/9574.html

文化観光情報ひろば
092-725-9100

福岡県 福岡市 ③ 森山絣工房と仲間たち展
江戸時代末期から続く久留米絣の織元、森山絣工房が、久留米絣の創始者と言われる井
上伝の没後150年を記念して、久留米絣の資料本や久留米絣新作発表会で経済大臣賞を
受賞した絣の展示を行います。

10月23日～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
https://www.acros.or.jp
/events/9574.html

文化観光情報ひろば
092-725-9100

福岡県 福岡市 ③ 博多人形作家協会新作展
11月2日（金）～4日（日）にマリンメッセで行われる「第35回伝統的工芸品月間国民会議全
国大会 福岡大会」を記念して、2010年に発表して好評だった「大宰府ゆかりの小倉百人
一首の歌人たち」を再展示します。

10月29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
https://www.acros.or.jp
/events/9574.html

文化観光情報ひろば
092-725-9100

福岡県 福岡市 ③ 上野焼　梶原陽光作陶展
約400年の伝統技法と現代風のデザインで、湯呑みや皿、花器などさまざまな作品を制作
しました。普段使いできる食器は薄づくりで軽く、上品な色合いの釉薬はバリエーションも
豊富です。

11月5日～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
https://www.acros.or.jp
/events/9574.html

文化観光情報ひろば
092-725-9100

福岡県 福岡市 ③ 木の椅子展
長椅子やカウチ、ロッキングチェアなど、さまざまな椅子を制作する家具工房楪が、点では
なく面として体を支えられるように設計された椅子を展示します。長時間座っても疲れず、
しっくりとなじみます。

11月12日～18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
https://www.acros.or.jp
/events/9574.html

文化観光情報ひろば
092-725-9100

福岡県 福岡市 ③
小石原焼陶器組合青年部～どんもの展
～

親子丼や牛丼などの飯類、ラーメンやうどんなどの麺類を盛る器を中心にそろえました。
手づくりならではの温かみがあるどんぶりです。ちょっと食欲をそそられませんか？若手な
らではのモダンなデザインで、飛び鉋の模様もお洒落です。

11月20日～25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
https://www.acros.or.jp
/events/9574.html

文化観光情報ひろば
092-725-9100

福岡県 福岡市 ③
〈シオザワ友禅〉アクロス福岡教室作品
展

糯(もち)糊(のり)による友禅を伝承し、個性を生かした図案をつくっています。染(そめ)額
(がく)やタペストリー、テーブルセンターなど、友禅染めの作品約25点を展示します。

10月15日～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
https://www.acros.or.jp
/events/9574.html

文化観光情報ひろば
092-725-9100

福岡県 福岡市 ③ 彩女ふたり展
日々、心にとどめたい想いを油絵に託しました。流れゆく人生の一部を風景として描いた
18点の作品を展示します。

10月22日～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
https://www.acros.or.jp
/events/9574.html

文化観光情報ひろば
092-725-9100

福岡県 福岡市 ③ 城井直哉水彩画作品展
福岡をはじめとした四季折々の風景を描きました。自然の色を忠実に再現した水彩画を30
点展示します。

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
https://www.acros.or.jp
/events/9574.html

文化観光情報ひろば
092-725-9100

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　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



374

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 問合せ先 備考

第60回「教育・文化週間」関連行事

福岡県 福岡市 ③ 加藤光孝切り絵の世界
切り絵の世界を多くの方に知っていただきたいと思い、映画や季節の風物詩など親しみや
すいテーマを取りあげました。独自の表現で手がけた作品約30点を展示します。

11月5日～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
https://www.acros.or.jp
/events/9574.html

文化観光情報ひろば
092-725-9100

福岡県 福岡市 ③ 古典書への誘い展
孔子、老子の言葉や「ちまき」起源伝説の屈(くつ)原(げん)の詩などを、さまざまな書体で
書いています。篆(てん)書(しょ)からかなまで、約30点の作品を展示します。

11月12日～18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
https://www.acros.or.jp
/events/9574.html

文化観光情報ひろば
092-725-9100

福岡県 福岡市 ③ 第7回 「グループ歩み」展
NHKカルチャースクール「初心者のための風景画・静物画」の教室で学んでいる会員と講
師のグループ発表会です。楽しく学びながら描いた作品18点を展示します。

11月19日～25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
https://www.acros.or.jp
/events/9574.html

文化観光情報ひろば
092-725-9100

福岡県 福岡市 ③ 船原古墳遺物埋納坑調査の最前線
前方後円墳に伴う土坑とその中に納められた豪華な馬具などの発見により、一躍脚光を
浴び国史跡に指定された船原古墳の最新情報のパネル展を開催します。

10月15日～ 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
https://www.acros.or.jp
/events/9574.html

文化観光情報ひろば
092-725-9100

福岡県 福岡市 ③ 新・福岡古楽音楽祭2018パネル展
今年で5周年を迎える新・福岡古楽音楽祭のテーマは「バロックの芽生え～Nova Pratica
自由を求めて～」です。バロックオペラ作品を中心にご紹介します。

10月22日～28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
https://www.acros.or.jp
/events/9574.html

文化観光情報ひろば
092-725-9100

福岡県 福岡市 ③ 第7回「浄化槽」ポスターコンクール
「家庭から出る汚れた水をキレイにする浄化槽と水辺の環境」をテーマとしたポスターコン
クールの入賞・入選作品を展示します。

10月29日～11月4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
https://www.acros.or.jp
/events/9574.html

文化観光情報ひろば
092-725-9100

福岡県 福岡市 ③ 大宰府史跡発掘50年記念パネル展
古代日本における最大級の地方官衙、特別史跡「大宰府跡」は、本格的な発掘調査が始
まって今年で50年です。調査でわかったことを紹介し、古代大宰府の魅力をご案内しま
す。

11月5日～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
https://www.acros.or.jp
/events/9574.html

文化観光情報ひろば
092-725-9100

福岡県 福岡市 ③ 南北コリアと福岡のともだち展2018
福岡県内の子どもたち(日本人や在日コリアン)から絵を募集。朝鮮半島の子どもたちの絵
とともに展示することで、国際交流の場にしたいと考えます。

11月12日～18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
https://www.acros.or.jp
/events/9574.html

文化観光情報ひろば
092-725-9100

福岡県 福岡市 ③ 「熊本ハンドボールのあゆみ」パネル展
2019女子ハンドボール世界選手権大会が熊本で開催されることに伴い、「ハンドボール王
国」と呼ばれた熊本におけるハンドボールの歴史と、観光情報をパネルでご紹介します。

11月19日～25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
https://www.acros.or.jp
/events/9574.html

文化観光情報ひろば
092-725-9100

福岡県 福岡市 ③
アクロス・文化学び塾
「九州芸文館開館5周年記念特別展 生
誕90周年 手塚治虫展」の見どころ

九州芸文館で開催される特別展のレクチャー講座です。展示物の見どころや背景にある
歴史など、講師が特別展のポイントをわかりやすく解説します。

10月20日
アクロス福岡
セミナー室

公益財団法人アクロス福岡
https://www.acros.or.jp
/events/9574.html

文化観光情報ひろば
092-725-9100

福岡県 福岡市 ③ アクロス福岡フロアコンサート
毎月第1・第3木曜日のお昼のひとときに、45分間の無料コンサートを開催しています。地
元で活躍するプロのアーティストをメインに、毎回さまざまなジャンルのプログラムをお届け
しています。

11月1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 https://www.acros.or.jp
アクロス福岡チケットセンター092-725-
9112

福岡県 福岡市 ③ アクロス福岡フロアコンサート
毎月第1・第3木曜日のお昼のひとときに、45分間の無料コンサートを開催しています。地
元で活躍するプロのアーティストをメインに、毎回さまざまなジャンルのプログラムをお届け
しています。

11月15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 https://www.acros.or.jp
アクロス福岡チケットセンター092-725-
9112

福岡県 福岡市 ③ アクロス福岡オペラセミナー
音楽をより楽しんでいただくため、隔月でオペラ講座を開催しています。
今回のテーマは、ロッシーニ「ウィリアム・テル」です。

11月14日
アクロス福岡
円形ホール

公益財団法人アクロス福岡 無料 https://www.acros.or.jp
アクロス福岡チケットセンター092-725-
9112

福岡県 福岡市 ③
アクロス福岡ミュージアムコンサート in
県美

アクロス福岡では、県内の美術館や博物館と協働で「アクロス福岡 ミュージアムコンサー
ト」を開催しています。アートの中で楽しむ30分のミニコンサートです。

11月10日 福岡県立美術館2Fロビー 公益財団法人アクロス福岡 無料 https://www.acros.or.jp
福岡県立美術館
092-715-3551

福岡県 福岡市 ③
明治150年記念特別展
「オークラコレクション」関連イベント
「オークラウロ」カクテルコンサート

日本・東洋の古美術を精力的に収集し、ホテル・オークラの創業者としても有名な男爵・大
倉喜七郎（1882-1963)が作った楽器「オークラウロ」による演奏とカクテルパーティ。

11月3日 ホテルオークラ福岡　6階
九州国立博物館・福岡県、西日本新聞
社、TVQ九州放送

https://www.kyuhaku.j
p/event/event-
180706.html

西日本新聞イベントサービス内「オークラ
コレクション展」係
TEL:092-711-5491（平日午前9時30分～
午後5時30分）

福岡県 福岡市 ② 福岡県立香椎工業高等学校公開授業
近隣小中学校教職員や住民の方々及び本校保護者へ広く授業を公開することをとおし
て、本校の教育活動への理解を深めていただきます。

11月15日 福岡県立香椎工業高等学校
福岡県立香椎工業高等学校

無料

福岡県立香椎工業高
等学校HP：
http://kashii-
tech.fku.ed.jp

総務部研修課
092-681-2131

H30.10月中旬に
更新予定

福岡県 福岡市 ②
福岡県立玄洋高等学校　平成30年度芸
術鑑賞

本校の創立記念行事の一環として、ゴスペルグループを招き、演技・歌唱を全校生徒や保
護者等を対象に鑑賞します。

11月1日 福岡県立玄洋高等学校体育館 福岡県立玄洋高等学校 無料
福岡県立玄洋高等学校
庶務課長　上野清治
092-806-3001

福岡県 福岡市 ①、③
2018年度秋季特別展
「キリシタン」-日本とキリスト教の469年-

「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」世界文化遺産登録記念の特別展として、日
本文化を得意とする國學院大學（東京）とキリスト教文化を得意とする西南学院大学（福
岡）が共同で開催。キリシタン考古学の最前線や、島原・天草一揆や禁教期の新資料を公
開する。

11月2日～12月13日
[福岡会場]

西南学院大学博物館 西南学院大学博物館 無料

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

電話：092-823-4785
開館時間10：00-18：00
（入館は17:30まで）
日曜休館

福岡県 福岡市 ①、③
2018年度秋季特別展 関連イベント
ミュージアムセッション
「島原・天草一揆と禁教」

講師：
木村直樹氏（長崎大学）「島原・天草一揆と牢人」
安高啓明氏（熊本大学）「踏絵の実態と禁教認識の伝播」

12月8日 西南学院大学博物館 西南学院大学博物館 無料

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

電話：092-823-4785

福岡県 福岡市 ①、③
ドキュメンタリーフィルム「むかし男ありけ
り」鑑賞と講演会

（第1部）木村栄文作品ドキュメンタリーフィルム「むかし男ありけり」上映
（第2部）講演会「父、檀一雄を語る」（長男・檀太郎氏が語る）

10月27日 西南コミュニティーセンター
西南学院大学／RKB毎日放送株式会
社／西南学院大学学術文化会OB・OG
連合会

無料 電話：092-831-7048 定員200名

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　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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福岡県 福岡市 ② 学校公開週間推進事業
各学校の実態に合わせて期間中の特定の日または１週間を通してなど，公開日を設定
し，保護者に限らず地域の方など多くの市民に授業や課外活動の様子を公開します。

11/1～11/7 各学校
福岡市立学校・園　全227校
福岡市教育委員会

無料

http://www.city.fukuok
a.lg.jp/kyoiku-
iinkai/gakkoshien/ed/k
oukai.html

福岡市教育委員会
教育支援課
092-711-4636

福岡県 福岡市 ③
福岡市文学館企画展
「青春の光芒－矢山哲治と文芸雑誌「こ
をろ」」

昭和14年から19年まで福岡で二十代の若者たちによって発行された伝説の文芸雑誌「こ
をろ」。グループの中心的な存在であった夭逝の詩人・矢山哲治と，戦時下の困難な時代
を駆け抜けた若者たちの青春群像を紹介する。

11月9日～12月16日
福岡市総合図書館１階ギャラ
リー

福岡市文学館（福岡市文学振興事業実
行委員会，福岡市教育委員会）

無料
http://toshokan.city.fu
kuoka.lg.jp/literatures/

福岡市文学館
（福岡市総合図書館文学・文書館）
092-852-0606

福岡県 福岡市
③
（文化）

映像ホール・シネラ
シネマテーク事業
特別企画
　「吉永小百合　特集」

日本を代表する女優・吉永小百合の主演作品の特集。
上映作品は配給会社からのレンタル９本、本市フィルム・アーカイヴ収蔵作品から３本の合
計１２作品を上映予定。

11月1日～25日
福岡市総合図書館
映像ホール・シネラ

映像ホール・シネラ
実行委員会

600円（大
人）
500円（大学
生・高校生）
400円（中学
生・小学生）
障がい者の
方，福岡市
在住
の６５歳以
上の方には
減免有り

http://www.cinela.com

福岡市総合図書館
映像資料課
TEL：092-852-0608
e-mail： library-
eizo.BES@city.fukuoka.lg.jp

広報紙シネラ・ニュース１１
月号に「教育・文化習慣ロ
ゴマーク」を掲載予定

福岡県 福岡市 ③ 第116回博多織求評会

全国の有力百貨店，専門店取扱商社並びに学識経験者を審査員として招き，新作博多帯
約200点を展示し審査員に批評を仰ぎ今後の技術振興と生産方針の確立，並びに販路の
拡張に務め博多織業界の発展を図ります。併せて無料の一般公開を行い，消費者の認知
を推進します。

11月8日～11月11日
承天禅寺
（博多区博多駅前1－29－9）

博多織工業組合 無料
http://www.hakataori.o
r.jp/

福岡市経済観光文化局
地域産業支援課
092-441-3303

福岡県 福岡市 ③ 新作博多人形展　IN　HAKATA 年に一度開催される博多人形師の渾身の新作が一堂に揃う作品展です。 10月11日～10月23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
http://hakata-dentou-
kougeikan.jp/

福岡市経済観光文化局
地域産業支援課
092-441-3303

福岡県 福岡市 ③ 木村博多織手織り専門工房 作品展では、木村氏と娘ゆき子さん親子２代に渡る作品を展示・販売します。 10月25日～10月30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
http://hakata-dentou-
kougeikan.jp/

福岡市経済観光文化局
地域産業支援課
092-441-3303

福岡県 福岡市 ③
博多織777周年記念・伝統的工芸品月間
国民全国大会連動企画「つなぐ・わざ
伝統工芸展」

博多織777周年と伝統的工芸品月間国民全国大会の特別企画として、博多織、博多人形
を中心に福岡・博多にゆかりのある工芸品を紹介する企画展。

11月1日～11月8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
http://hakata-dentou-
kougeikan.jp/

福岡市経済観光文化局
地域産業支援課
092-441-3303

福岡県 福岡市 ③
第５回はかた伝統工芸館秋まつり
「博多商店」

はかた伝統工芸館人気の秋まつり。“ものづくり”のいいものが集結！工芸品あり、食あ
り、体験あり「見て・作って・食べて」が楽しめるイベントです。

11月12日～11月13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
http://hakata-dentou-
kougeikan.jp/

福岡市経済観光文化局
地域産業支援課
092-441-3303

福岡県 福岡市 ③ 「肥後の民工芸品展」（仮称）
熊本の伝統工芸品や民工芸品が一堂に集合する作品展です。工芸品の実演などを予定
しています。

11月15日～11月20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
http://hakata-dentou-
kougeikan.jp/

福岡市経済観光文化局
地域産業支援課
092-441-3303

福岡県 福岡市 ③ 「博多人形師・田中勇気　作品展」(仮称） 博多人形師・田中勇気氏による作品の展示・販売。実演も予定しています。 11月22日～11月27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
http://hakata-dentou-
kougeikan.jp/

福岡市経済観光文化局
地域産業支援課
092-441-3303

福岡県 福岡市 ③ 「Ｏｂｉ　Ａｓｏｂｉ」（仮称） 帯をつかったアクセサリーやバッグなどの小物やフラワーアレンジの作品展。 11月29日～12月4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
http://hakata-dentou-
kougeikan.jp/

福岡市経済観光文化局
地域産業支援課
092-441-3303

福岡県 福岡市 ③
KOUGEI-EXPO
第35回伝統的工芸品月間国民会議全国
大会福岡大会

全国の伝統的工芸品が一堂に会するイベントです。展示や販売，制作実演，制作体験を
することもできます。
・県内の伝統的工芸品７産地それぞれの展示・販売・制作実演・体験ブース
・７産地とのクリエイターズコラボ制作
・山笠展示

11/2～4
マリンメッセ福岡
（福岡市博多区沖浜町7-1）

経済産業省・福岡県伝統的工芸品月間
推進協議会　他

無料
http://kougei-
expo.com/

福岡市経済観光文化局
地域産業支援課
092-441-3303

福岡県 福岡市 ①・③
つきなみ講座「『雲中庵茶会記』にみる茶
人・松永安左エ門」

　松永安左エ門（号：耳庵）の茶友、仰木政斎が著した『雲中庵茶会記』には、戦前から戦
後にかけての松永の茶事の様子が事細かに記録されています。それらの記述を辿り，茶
人・松永安左エ門の素顔に迫ります。

10月20日 福岡アジア美術館 福岡市美術館 無料
http://www.fukuoka-
art-museum.jp/

福岡市美術館
092-714-6054

※休館中のため，左記の
場所で実施します。

福岡県 福岡市 ①・③ ファミリーDAY
　福岡市美術館の教育普及活動の一環として，親子を対象としたワークショップを実施しま
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/

福岡市美術館
092-714-6054

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　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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福岡県 福岡市 ①・③
つきなみ講座「英語を介したアートの制
作現場の醍醐味」

　90年代以降、英語を介したアートの現場体験談をお届けします。異文化に触れる，アー
ティストの考えをより深く知る等，現場での体験をご紹介します。

11月17日 福岡市博物館 福岡市美術館 無料
http://www.fukuoka-
art-museum.jp/

福岡市美術館
092-714-6054

※休館中のため，左記の
場所で実施します。

福岡県 福岡市 ③ 施設の無料化 文化の日は、アジアギャラリー（常設展）観覧料を無料とします。 11月3日 福岡アジア美術館 福岡アジア美術館 無料
http://faam.city.fukuok
a.lg.jp/home

アジア美術館
092-263-1100

福岡県 福岡市 ③ 横尾忠則とアジア’89

1989年、横尾忠則は2つのアジア美術の展覧会「第3回アジア美術展」（福岡市美術館）と
「第4回バングラデシュ・アジア美術ビエンナーレ」に参加しました。本展では「第3回アジア
美術展」のポスター原画や当時の図録、映像記録などで、横尾忠則とアジアとのかかわり
を紐解きます。また、それに先立って、インド大衆芸術に影響を受けて制作された1970年
代のポスター約10点（福岡市美術館所蔵）も合わせて紹介します。

9月20日～12月25日 福岡アジア美術館 福岡アジア美術館
http://faam.city.fukuok
a.lg.jp/exhibition/detail
/518

アジア美術館
092-263-1100

福岡県 福岡市 ③
「第３５回伝統的工芸品月間国民会議全
国大会 福岡大会」関連企画
　手で考える

縫う、染める、彫る、編み込む･･･。手はさまざまな素材と対話しながら、最良のかたちを
探っています。福岡アジア美術館のコレクションの中から、本展では糸や布、木、土などを
素材に、手で考え、社会までも編み込むような手工芸的アプローチをとる作品約２０点を紹
介します。

10月4日～1月15日 福岡アジア美術館 福岡アジア美術館
http://faam.city.fukuok
a.lg.jp/exhibition/detail
/519

アジア美術館
092-263-1100

福岡県 福岡市 ③
闇に刻む光
　アジアの木版画運動1930s－2010s

木版画は、1930年代から近年まで、中国・日本・韓国・シンガポール・インドネシア、ベトナ
ムなどで、反植民地闘争・民主化運動・労働運動などの政治的なメッセージを伝えるため、
また民衆の意識の覚醒や自己表現のため活発に制作されました。本展では、このような
木版画、リノカット、印刷物、関連作品・資料を紹介することにより、アジア現代史を貫く抵
抗の精神を明らかにします。

11月23日～1月20日 福岡アジア美術館 福岡アジア美術館
http://faam.city.fukuok
a.lg.jp/exhibition/detail
/522

アジア美術館
092-263-1100

福岡県 福岡市 ③
考古学講座　「動物埴輪が伝える古代儀
礼」

動物埴輪から読み取れる古代の儀礼の一端を昭和女子大学の小泉玲子先生をお招き
し、解説いただきます。

10月20日 埋蔵文化財センター 埋蔵文化財センター 無料
http://www.city.fukuok
a.lg.jp/maibun/html/

092-571-2921

福岡県 福岡市 ③ 考古学講座　「ウマと信仰心」 「ウマ」への信仰について土馬と絵馬を題材に解説いただきます。 11月17日 埋蔵文化財センター 埋蔵文化財センター 無料
http://www.city.fukuok
a.lg.jp/maibun/html/

092-571-2921

福岡県 福岡市 ③ 博多遺跡群出土品展（仮）
昨年、国の重要文化財に指定された博多遺跡群出土品を中心に博多遺跡群発掘調査40
年の成果をまとめた展示を行います。

10月21日～11月11日 福岡アジア美術館 埋蔵文化財センター 無料
http://www.city.fukuok
a.lg.jp/maibun/html/

092-571-2921

福岡県 福岡市 ③ 無料観覧日 文化の日は、常設展示（常設展示室・企画展示室）を無料でご観覧いただけます。 11月3日 福岡市博物館 福岡市博物館 無料
http://museum.city.fuk
uoka.jp/

福岡市博物館運営課
電話：092-845-5011

福岡県 福岡市 ③ 浄土九州　-九州の浄土教美術-
浄土信仰は平安時代以降日本人の心に深く根をおろし，九州でも鎮西上人の布教によっ
て広まりました。本展ではこうした九州の浄土信仰が生んだ極楽浄土図など約200点を展
示し，九州の浄土信仰の特質に迫ります。

9月15日～11月4日 福岡市博物館
福岡市博物館，西日本新聞社，ＴＶＱ九
州放送

http://museum.city.fuk
uoka.jp/

福岡市博物館運営課
電話：092-845-5011

福岡県 福岡市 ③
名探偵コナン　科学捜査展
～真実への推理（アブダクション）～

「名探偵コナン」の世界観をベースに様々な手がかりを集めながら事件の真相を追う，参
加者体験型の展示です。証拠を集めるプロセスや，仮説をもとに論理的に推理するプロセ
スを体験できます。

11月17日～1月14日 福岡市博物館 読売新聞社，ＦＢＳ福岡放送，東映
http://conan-
kagaku.jp/fukuoka/

福岡市博物館運営課
電話：092-845-5011

福岡県 福岡市 ③ 古代のお金
皇朝十二銭がつくられた　奈良・平安時代，お金とはどのような存在であったのでしょう
か。様々な意味を持つお金のすがたを紹介します。

8月28日～10月28日 福岡市博物館 福岡市博物館
http://museum.city.fuk
uoka.jp/

福岡市博物館運営課
電話：092-845-5011

福岡県 福岡市 ③ 中世博多の風景展
中世の博多湾沿岸一帯を描いた絵画史料や，和歌，紀行文・寺社縁起等の文芸史料を通
して，中世博多の風景を紹介します。

10月30日～12月24日 福岡市博物館 福岡市博物館
http://museum.city.fuk
uoka.jp/

福岡市博物館運営課
電話：092-845-5011

福岡県 福岡市 ③
市美×市博　黒田資料名品展Ⅹ
黒田家の具足とお守り

黒田家の歴代当主が使った甲冑には護符が付属しているものがあります。本展では具足
とお守りに着目して戦場における信仰という問題を考えてみます。

9月4日～11月4日 福岡市博物館 福岡市博物館
http://museum.city.fuk
uoka.jp/

福岡市博物館運営課
電話：092-845-5011

福岡県 福岡市 ③ 福岡藩・武家の医家の人々
福岡藩に仕えた医師たちの家に残された資料から，医家の家業と福岡の歴史・文化を紹
介します。

11月6日～1月6日 福岡市博物館 福岡市博物館
http://museum.city.fuk
uoka.jp/

福岡市博物館運営課
電話：092-845-5011

福岡県 福岡市 ③ 黒田継高和歌・黒田治高書ほか 福岡藩主による秋冬を題材とした文芸書跡を紹介します。 10月2日～11月11日 福岡市博物館 福岡市博物館
http://museum.city.fuk
uoka.jp/

福岡市博物館運営課
電話：092-845-5011

福岡県 福岡市 ③ 歌合図巻・古所山図 黒田家伝来の筑前画家斉藤秋圃の作品を紹介します。 11月13日～12月27日 福岡市博物館 福岡市博物館
http://museum.city.fuk
uoka.jp/

福岡市博物館運営課
電話：092-845-5011

福岡県 福岡市 ③ 海と遺跡　-弥生時代-
大陸に近いという地を生かして，外交や軍事などで活躍した玄界灘沿岸の豪族たち。発掘
調査された遺跡資料からその実態に迫ります。

10月16日～12月9日 福岡市博物館 福岡市博物館
http://museum.city.fuk
uoka.jp/

福岡市博物館運営課
電話：092-845-5011

福岡県 福岡市 ③ 弔いのすがた
弔いの方法や供えるものは時代とともに変化してきました。弔いという行為をめぐる様々な
すがたを紹介します。

8月28日～12月16日 福岡市博物館 福岡市博物館
http://museum.city.fuk
uoka.jp/

福岡市博物館運営課
電話：092-845-5011

福岡県 福岡市 ①
体験事業（はじめてのアウトドア③～森
あそびと焼き芋～）

家族だけでは体験できないアウトドア体験をテーマとする。
目的：①外で遊ぶ楽しさを知る。
　　　　②自然とふれあい自然への興味・関心を高める。
　　　  ③親子の絆を深める。

10月28日 福岡市立今宿野外活動センター
特定非営利活動法人
福岡市レクリエーション協会

福岡市市民局
スポーツ推進部
スポーツ振興課
092-711-4099

施設の指定管理者が行う
事業

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　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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第60回「教育・文化週間」関連行事

福岡県 福岡市 ① 体験事業（あおぞらピザ教室③）
野外でのピザ作り体験を通して家族の絆を深め，野外体験のきっかけとなる場を提供しま
す。

11月11日 福岡市立今宿野外活動センター
特定非営利活動法人
福岡市レクリエーション協会

福岡市市民局
スポーツ推進部
スポーツ振興課
092-711-4099

施設の指定管理者が行う
事業

福岡県 福岡市 ①
体験事業（今宿の四季をたのしむ～第８
回植物編～）

四季に応じたテーマに沿って講師と自然観察をすることで，センターの魅力である自然をＰ
Ｒするとともに，市民の方々の自然への興味・関心を高めることを目的とする。

11月14日 福岡市立今宿野外活動センター
特定非営利活動法人
福岡市レクリエーション協会

福岡市市民局
スポーツ推進部
スポーツ振興課
092-711-4099

施設の指定管理者が行う
事業

福岡県 福岡市 ① ハートフルフェスタ福岡２０１８
「福岡市人権教育・啓発基本計画」の趣旨に基づき、市民一人ひとりが人権問題を自分自
身の問題としてとらえ、日常的な人権感覚が身につけられるよう、また、地域や関係機関・
団体の交流・連携を図り相互理解が深められるよう開催する。

①10/14
②11/9～11/11

①天神エルガーラパサージュ広
場
②あいれふ

ハートフルフェスタ実行委員会 無料
福岡市市民局
人権啓発センター
092-717-1275

11/11の一部講演会のみ
有料

福岡県 福岡市 ① 秋のバラまつり
バラ園では約２５０種，１１００株のバラが見頃を迎えています。
秋のバラは春のバラと比較すると，色つやが良く，花持ちがいいので長い間きれいなバラ
を見ることができます。また，香り豊かで，よりバラの香りを楽しむことができます。

10月19日～11月4日 福岡市植物園内 福岡市植物園 無料
http://botanical-
garden.city.fukuoka.lg.jp
/

福岡市植物園
092-522-3210

福岡県 福岡市 ① バックヤードツアー 普段は入ることができない獣舎の裏側を見学します。 11月18日 福岡市動物園 福岡市 無料
http://zoo.city.fukuoka.
lg.jp/

福岡市動植物園
総合案内所
092-531-1968

動物サポーター限定

福岡県 福岡市 ① 環境フェスティバルふくおか2018
環境に優しい行動の輪を広げていくため，普及・啓発を目的とした楽しみながら学べる参
加体験型のイベントを開催します。

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2018
実行委員会

無料
http://www.city.fukuok
a.lg.jp/kankyo/index.ht
ml

環境フェスティバルふくおか2018実行委
員会事務局（福岡市環境局
環境政策課）
092-733-5381

福岡県 福岡市 ① 親子食と農の体験教室
市内産農産物の収穫体験とその食材を使用した料理教室，生産者との交流等により相互
理解を深め，市内産農産物の消費拡大と食育の推進を図る。

11月3日
ＪＡ福岡市
旬菜キッチン

福岡市
農畜産物消費拡大推進協議会

10月15日頃福岡市HP
に募集掲載予定

福岡市農林水産局
政策企画課
092-711-4841

福岡県 福岡市 ① 親子で学ぼう森林教室
市民を対象とした市内森林での間伐作業見学や間伐材を使った作品づくりなどを通して，
森林の働きや木を使うことの意義についての理解を促進します。

10月6日，20日
市内間伐作業現場，福岡市立
背振少年自然の家

福岡市 無料
福岡市農林水産局
森林・林政課
092-711-4846

福岡県 福岡市 ①・③ どうぶつ愛護フェスティバルinふくおか
市民の皆様に、動物愛護と犬猫などの動物の適正な飼養についての関心と理解を深めて
もらうため、様々なステージイベントのほか、譲渡犬猫のパネル展示、愛犬との写真撮影
会、犬のしつけ方講習会などを行います。

10月28日 福岡市舞鶴公園西広場
どうぶつ愛護フェスティバルinふくおか
実行委員会

無料
https://www.facebook.
com/animalfes.fukuoka

福岡市保健福祉局
生活衛生課
092-711-4273

福岡県
福岡市
博多区

③
博多旧市街ライトアップウォーク2018
千年煌夜

「博多旧市街ライトアップウォーク」は、今年で13回目の開催を迎えます。通常は入れない
庭園なども公開され、市民や観光客の皆さまに昼間とは違う博多の魅力を発見していただ
き、歴史的な景観により親しんでいただきたいという思いから立ち上げられたイベントで
す。

10/31～11/4 博多区の寺社 博多ライトアップウォーク実行委員会
前売1000円
当日1500円

http://hakata-light.jp/
博多ライトアップウォーク実行委員会（博
多区企画振興課内　092-419-1012）

2015年、日本夜景遺産に
登録、2017年3月、第27回
福岡市都市景観賞におい
て活動賞と市民賞を同時
受賞。

福岡県 福岡市 ③
第39回中央区市民文化祭
　①美術作品展
　②音楽と演芸のつどい

中央区市民文化祭では、地域の方々や学生から出品された作品を展示する「美術作品
展」と地域のサークルや団体、学生が演芸やダンス，音楽発表を行う「音楽と演芸のつど
い」を行っています。

①11月8日～11月13日
②11月17日

①福岡アジア美術館
②福岡市中央市民センター

中央区市民の祭り運営委員会・中央区
役所

無料
福岡市中央区役所
総務部企画振興課
(℡092-718-1055)

福岡県 福岡市 ③ 第40回　南区文化祭
約1カ月の期間中に，吹奏楽・合唱・幼児・子ども・シニア・ダンスなどの各つどいによる芸
術発表と，市民から募集した作品を展示する南区美術展を行います。

11月4日～12月11日
各種つどい：南市民センター，南
区美術展：福岡アジア美術館

南区市民の祭り運営委員会 無料
http://www.city.fukuok
a.lg.jp/minami/

南区市民の祭り運営委員会
（事務局南区企画振興課
092-559-5064）

福岡県 福岡市 ①
第71回日本薬理学会西南部会　市民公
開講座

一般の方々に薬についての正しい知識を身につけていただくため、薬の専門家がわかり
やすく解説する勉強会です。副作用について、服薬タイミングについて、心臓病の薬につ
いて、がん緩和ケアの薬についての4つの話題を提供します。質疑応答の時間を設け、薬
に関する質問なら何でも受け付けます。

11月18日
福岡朝日ビル B1F 会議室13～
15号室（福岡市博多区博多駅前
2-1-1）

第71回日本薬理学会西南部会 無料
http://www.congre.co.j
p/seinan71/public-
lecture.html

学会事務局
（臨床薬理学分野）
TEL: 092-642-6082
運営事務局
（コングレ九州支社）
seinan71@congre.co.jp

九州大学（大学院医学研
究院臨床薬理学分野）が
学会事務局を担当

福岡県
福岡市
ほか各所

③ ２０１８ふくおか県障がい児者美術展
福岡県では、障がいのある方のさらなる制作意欲の向上を促進し、県民に対して、障がい
のある方が持っている多様な能力・才能に触れる機会を提供することを目的に、「ふくおか
県障がい児者美術展」を開催します。

①10月15日～26日
②10月20日～21日
③10月30日～11月4日
④11月6日～11日
⑤11月13日～16日

①福岡県庁
②プラム・カルコア太宰府
③北九州市立美術館黒崎市民
ギャラリー
④田川市美術館
⑤九州芸文館

福岡県、福岡県教育委員会、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、福岡県障害者社
会参加推進センター

無料
http://www.kenbunsai-
fukuoka.jp/

ふくおか県民文化祭福岡県実行委員会
事務局
Ｔｅｌ：092-643-3346

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　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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福岡県
福岡市
城南区

①，③ ことばの雑学-日本語と外国語-
体系的な学習ではない「雑学」という形をとりながら、言語学の基本的な考え方を豊富な具
体例を通して学ぶとともに、言語学の新しい研究成果に触れます。

11月17日～11月24日 　福岡大学 福岡大学エクステンションセンター
http://webex.fukuoka-
u.ac.jp

エクステンションセンター
092-871-6728

福岡県
福岡市
城南区

①，③ ドイツ語入門講座ドイツ語で話してみよう
初心者向けクラスです。アルファベットから始めて、挨拶や数字の数え方、簡単な自己紹
介ができることを目指します。簡単な会話をしながらドイツ語の基礎を少しずつ身につけて
いきます。

9月20日～12月13日 　福岡大学 福岡大学エクステンションセンター 　
http://webex.fukuoka-
u.ac.jp

エクステンションセンター
092-871-6728

福岡県
福岡市
城南区

①，③ ドイツ語技能検定試験3級受験対策講座 ドイツ語技能検定試験3級の受験対策を行います。 9月24日～11月26日 　福岡大学 福岡大学エクステンションセンター 　
http://webex.fukuoka-
u.ac.jp

エクステンションセンター
092-871-6728

福岡県
福岡市
城南区

①，③ ドイツ語技能検定試験2級受験対策講座 ドイツ語技能検定試験2級の受験対策を行います。 9月24日～11月26日 　福岡大学 福岡大学エクステンションセンター 　
http://webex.fukuoka-
u.ac.jp

エクステンションセンター
092-871-6728

福岡県
福岡市
城南区

①，③ 映像にみるヨーロッパ文化-ドイツ語圏-
ドイツ語圏の映画鑑賞を通して、ドイツの言葉や文化に触れ、映像からヨーロッパ文化（ド
イツ文化）を理解していきます。

10月4日、11月8日
12月6日、2019年1月31
日

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

エクステンションセンター
092-871-6728

福岡県
福岡市
城南区

①，③
映像にみるヨーロッパ文化-フランス語圏
-

フランス語圏の映画鑑賞を通して、フランスの言葉や文化に触れ、映像からヨーロッパ文
化（フランス文化）を理解していきます。

10月9日、11月6日
12月4日

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

エクステンションセンター
092-871-6728

福岡県
福岡市
城南区

① 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・筋力トレーニング・リズム体操・
リラクゼ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します。

10月5日～2019年3月8
日

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

エクステンションセンター
092-871-6728

福岡県
福岡市
城南区

① 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います。

10月1日～12月17日 　福岡大学 福岡大学エクステンションセンター 　
http://webex.fukuoka-
u.ac.jp

エクステンションセンター
092-871-6728

福岡県
福岡市
城南区

① キッズ・サッカークラブ
勝利志向のクラブとは異なり、年齢に応じた段階的指導を行い、楽しみながら上達していく
場を提供します。

9月22日～11月10日 　福岡大学 福岡大学エクステンションセンター 　
http://webex.fukuoka-
u.ac.jp

エクステンションセンター
092-871-6728

福岡県
福岡市
城南区

① キッズ陸上教室
陸上競技の競技特性を活かして、「速く走る」ことを中心に、「跳ぶ」「投げる」などの基本的
な運動能力や体力の向上をめざします。

11月3日～12月1日 　福岡大学 福岡大学エクステンションセンター 　
http://webex.fukuoka-
u.ac.jp

エクステンションセンター
092-871-6728

福岡県
福岡市
城南区

①
助けられる人から助ける人へ
防災士養成研修プログラム

防災と減災の基礎知識を学ぶとともに、演習を通じてその技量を磨き、防災士資格取得試
験の合格をめざします。
修了者（全日程の8割以上出席した者）には日本防災士機構が認定する「防災士養成研
修プログラム」を受講したことを証明する修了証を発行します。

9月29日～11月5日 　福岡大学 福岡大学エクステンションセンター
http://webex.fukuoka-
u.ac.jp

エクステンションセンター
092-871-6728

福岡県 福智町 ③ 福智町文化祭
町文化連盟所属会員や一般参加、町内小中学校から、絵画や書、陶芸や俳句など多種・
多様な作品が３０００点以上展示されます。お茶や陶芸の体験コーナーもあります。また出
店やステージイベントも実施します。

11月3日～4日
福智町公民館金田分館および
金田体育館

福智町文化連盟 無料
http://www.town.fukuc
hi.lg.jp/

福智町教育委員会
生涯学習課
TEL：0947-22-1521

福岡県 福智町 ③
福智町文化祭　「歌謡・詩吟発表会」、
「ふれあいコンサート」

町文化連盟所属の「歌謡・詩吟部会員」、「音楽部会員」による、発表会及びコンサートを
行います。

11月3日～4日 福智町公民館金田分館 福智町文化連盟 無料
http://www.town.fukuc
hi.lg.jp/

福智町教育委員会
生涯学習課
TEL：0947-22-1521

福岡県 福智町 ③ 福智町文化祭　「芸能発表会」 町文化連盟所属の「芸能部会員（日舞、民踊、ダンス）」による発表会を行います。 11月11日 福智町地域交流センター 福智町文化連盟 無料
http://www.town.fukuc
hi.lg.jp/

福智町教育委員会
生涯学習課
TEL：0947-22-1521

福岡県 福津市 ③ 第14回市民文化祭
市民を中心とした出演者による芸能部門の公演、市民を中心とした文化活動作品の出展
を行います。

11月2日～4日
福津市複合文化センター
文化会館

福津市文化協会
福津市文化協会事務局
0940-52-1122

福岡県 福津市 ② 文化祭
合唱コンクールや文化作品展示，食品バザー等学校・家庭・地域が連携して教育活動を
行うコミュニティ・スクールとしての文化祭を実施します。

10月20日 福津市立福間東中学校 福津市立福間東中学校 無料
福津市立福間東中学校
0940-43-0770

福岡県 福津市 ② 文化祭
合唱コンクールや文化作品展示，食品バザー等学校・家庭・地域が連携して教育活動を
行うコミュニティ・スクールとしての文化祭を実施します。

10月20日 福津市立福間中学校 福津市立福間中学校 無料
福津市立福間中学校
0940-42-1124

福岡県 福津市 ② 文化祭
合唱コンクールや文化作品展示，食品バザー等学校・家庭・地域が連携して教育活動を
行うコミュニティ・スクールとしての文化祭を実施します。

10月20日 福津市立津屋崎中学校 福津市立津屋崎中学校 無料
福津市立津屋崎中学校
0940-52-0056

福岡県 福津市 ② じんとう祭
コミュニティ・スクールとして，学校・家庭・地域とともに推進する教育活動を紹介します。ス
テージや教室で日頃の学習の成果を発表したり、体験コーナー等のブースもあります。

10月27日～28日 福津市立神興東小学校 福津市立神興東小学校 無料
福津市立神興東小学校
0940-43-0775

福岡県 福津市 ② 南しょっとフェスタパート１・２
コミュニティ・スクールとして，学校・家庭・地域とともに推進する教育活動を紹介します。ス
テージや教室で日頃の学習の成果を発表したり、体験コーナー等のブースもあります。

10月27日～28日 福津市立福間南小学校 福津市立福間南小学校 無料
福津市立福間南小学校
0940-43-0778

福岡県 福津市 ② マル勝まつり
コミュニティ・スクールとして，学校・家庭・地域とともに推進する教育活動を紹介します。ス
テージや教室で日頃の学習の成果を発表したり、体験コーナー等のブースもあります。

10月28日 福津市立勝浦小学校 福津市立勝浦小学校 無料
福津市立勝浦小学校
0940-52-0364

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　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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福岡県 福津市 ② 宗像地区小学校音楽発表会 宗像地区内の小学生が，一堂に会し，日頃の学習の成果を，合奏や合唱で表現します。 11月7日 宗像ユリックス 宗像地区小学校音楽教育研究会 無料
宗像地区小学校音楽教育研究会会長校
福津市立勝浦小学校
0940-52-0364

福岡県 福津市 ② ふれあいフェスタ
コミュニティ・スクールとして，学校・家庭・地域とともに推進する教育活動を紹介します。ス
テージや教室で日頃の学習の成果を発表したり、体験コーナー等のブースもあります。

11月11日 福津市立神興小学校 福津市立神興小学校 無料
福津市立神興小学校
0940-42-0685

福岡県 福津市 ② ふくまっ子まつり
コミュニティ・スクールとして，学校・家庭・地域とともに推進する教育活動を紹介します。ス
テージや教室で日頃の学習の成果を発表したり、体験コーナー等のブースもあります。

11月17日 福津市立福間小学校 福津市立福間小学校 無料
福津市立福間小学校
0940-42-0073

福岡県 福津市 ② 東雲祭
コミュニティ・スクールとして，学校・家庭・地域とともに推進する教育活動を紹介します。ス
テージや教室で日頃の学習の成果を発表したり、体験コーナー等のブースもあります。

11月17日 福津市立津屋崎小学校 福津市立津屋崎小学校 無料
福津市立津屋崎小学校
0940-52-0075

福岡県 福津市 ② ふれあいまつり
コミュニティ・スクールとして，学校・家庭・地域とともに推進する教育活動を紹介します。ス
テージや教室で日頃の学習の成果を発表したり、体験コーナー等のブースもあります。

11月18日 福津市立上西郷小学校 福津市立上西郷小学校 無料
福津市立上西郷小学校
0940-42-0258

福岡県 福津市 ② 水高祭（文化祭）
日頃の学習の成果を発表します。特にダイビング部によるウォーターボーイズの発表や食
品流通課による水高バーガーや缶詰の販売は長蛇の列ができるほど人気です。

11月3日 水産高等学校 水産高等学校
水産高等学校
0940-52-0158

福岡県 豊前市 ② 青豊祭 学習成果の発表（合唱コンクール、授業及び文化部の展示・発表、模擬店） 11月2～3日 福岡県立青豊高等学校 福岡県立青豊高等学校 無料 http://seiho.fku.ed.jp 0979-82-2105

福岡県 みやこ町 ③,④ 第７回みやこ町古墳まつり 古墳を始めとするみやこ町の特色ある文化遺産を活かした学習・文化イベント 10月21日 みやこ町中央公民館 みやこ町・みやこ町教育委員会 無料
http://www.town.miyak
o.lg.jp

生涯学習課
文化係（博物館）
0930－33－4666

福岡県 みやこ町 ③,④ 第８回豊前国府まつり 町を代表する文化遺産の一つ「豊前国府跡公園」を会場に開かれる学習・文化イベント。 11月3日 豊前国府跡公園 みやこ町・みやこ町教育委員会 無料
http://www.town.miyak
o.lg.jp

生涯学習課
文化係（博物館）
0930－33－4666

福岡県 みやこ町 ① 読書週間関連事業　鳥のモビールづくり
読書週間に関連し、町民の読書活動の推進、図書館の利用促進を目的として実施しま
す。

10月11日 中央図書館
みやこ町教育委員会
みやこ町図書館

無料
http://www.town.miyak
o.lg.jp/library/top.html

みやこ町
生涯学習課図書館係
0930-33-1040

福岡県 みやこ町 ① 読書週間関連事業　木工教室（仮）
読書週間に関連し、町民の読書活動の推進、図書館の利用促進を目的として実施しま
す。

12月4日 犀川図書館
みやこ町教育委員会
みやこ町図書館

無料
http://www.town.miyak
o.lg.jp/library/top.html

みやこ町
生涯学習課図書館係
0930-33-1040

福岡県 みやこ町 ① 読書週間関連事業　ブックリサイクル
読書週間に関連し、町民の読書活動の推進、図書館の利用促進を目的として実施しま
す。

10月26日～11月26日 図書館全館
みやこ町教育委員会
みやこ町図書館

無料
http://www.town.miyak
o.lg.jp/library/top.html

みやこ町
生涯学習課図書館係
0930-33-1040

１ヶ月程度を予定している
が、なくなり次第終了予定

福岡県 みやま市 ①,③
文化祭関連事業「バンブーイリュージョ
ン」「野外俳句会」

高田濃施山公園を会場に、昼間は俳句会や竹を使ったスタードームを活用した各種体験
イベントやバザーを実施予定しています。

11月3日 高田濃施山公園 市文化祭実行員会 無料
みやま市教育委員会
社会教育課
文化スポーツ推進係

福岡県 みやま市 ①,③ 文化祭関連事業「歴史バスハイク」 「矢部往還」を市文化財専門委員をガイドに散策します。 10月13日 まやま市内 市文化祭実行員会 無料
みやま市教育委員会
社会教育課
文化スポーツ推進係

福岡県 みやま市 ①,③ 第12回みやま市文化祭
文化協会内外の各団体の活動展示、体験コーナーの設置及びステージ発表をおこないま
す。会場の外ではJA女性部によるバザーも開催予定です。

11月3日～4日 まいピア高田 市文化祭実行員会 無料
みやま市教育委員会
社会教育課
文化スポーツ推進係

福岡県 宮若市 ③ 宮若市文化祭
宮若市内で活動されている文化団体・個人が一堂に会します。日頃から鍛錬されてきた、
舞踊、フラダンス、吟詠等の発表の部と書道、絵画、華道、写真などの展示の部に分けて
開催します。

11月3日～4日
宮田文化センター
マリーホール宮田

宮若市
宮若市教育委員会 無料 0949-32-3210

福岡県 宮若市 ③ 歴史探訪
宮若市文化連盟と市教育委員会との共催事業として開催し、宮若市内にある史跡、文化
財の探訪を行い、宮若市の歴史・文化について知っていただくための事業です。
笠松研修センター　⇒　武蔵墓　⇒　都地八幡宮　⇒　釜底溜池　⇒　笠松研修センター

11月11日 笠松研修センター発着
宮若市文化連盟
宮若市教育委員会

0949-32-3210
参加料金２００円（保険料
を含む）

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　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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福岡県 宮若市 ① 歴史・文化財保護ボランティア養成講座

宮若市内の文化財を長く後世へ語り継ぐには、宮若市の歴史や文化財をより詳細に明ら
かにし、市民に正しく理解していただくため、宮若市の歴史や文化財について説明をされ
るスタッフの養成が必要です。
このため、「歴史・文化財保護ボランティア養成講座」を開催します。

11月15日
宮若市生涯学習センター
宮若リコリス

宮若市教育委員会 無料 0949-32-3210

演題
「筑前国国焼高取焼につい
て」
講師
元九州歴史資料館参事
　　　副島　邦弘　氏

福岡県 宗像市 ① 教育大へ行ってみよう！
主として，小・中学校の児童・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 国立大学法人福岡教育大学
https://www.fukuoka-
edu.ac.jp

連携推進課
℡0940-35-1238

料金は原則無料、ただし一
部に材料費のみ有料の講
座あり

福岡県 宗像市 ① 読書月間
本ヨミ川柳、福引き、図書館まつり、秋の夜語り、世界遺産学習推進紙芝居原画展等の開
催を予定しています。

11月 宗像市民図書館 宗像市民図書館 無料
https://munakata.milib.
jp/

0940-34-2263

福岡県 宗像市 ①,② 図書館を使った調べる学習表彰式・展示
第13回宗像市図書館を使った調べる学習コンクール表彰式と市内小・中学校及び義務教
育学校推薦作品展示を「子どもまつり」の開催を予定しています。

11月4日 宗像ユリックス 宗像市教育委員会 無料 0940-34-2263

福岡県 宗像市 ③ 第38回むなかた文化祭 文化芸術活動を行う市民の成果の発表を行います。 10～12月
宗像ユリックス・ハーモニーホー
ル

公益財団法人宗像ユリックス・
宗像市文化協会・宗像市

無料
宗像ユリックス事業部
0940-37-1483

福岡県 宗像市 ③
第54回一般社団法人全日本菊花連盟宗
像大会

全国の菊花愛好者が精魂込めた作品を一堂に展示し、その優雅さを競い合い、栽培技術
の向上、品質の改良等を高めると共に愛好者の普及と社会情操教育、観光産業及び文化
の向上に寄与することを目的として開催します。

11月10～11日 宗像ユリックス・イベントホール
一般社団法人全日本菊花連盟、第54
回一般社団法人全日本菊花連盟全国
大会宗像大会実行委員会

無料
宗像市文化スポーツ課
0940-36-1540

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、白秋献詩表彰及び上位入賞作品の朗読、民俗芸能の披露等をお
こないます。

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
(0944-77-8836)

福岡県 柳川市 ③ 第48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、小島ゆかり、高野公彦
講話・講評　高野公彦

11月2日
柳川市立図書館
あめんぼセンター

柳川市教育委員会

【第48回北原白秋顕彰
短歌大会ＨＰ】
http://www.city.yanaga
wa.fukuoka.jp/kyoiku/r
ekishibunka/bunkajigyo
/hakushutankataikai.ht
ml

柳川市教育委員会
生涯学習課文化係
(0944-77-8836)

出詠料：1000円

福岡県 柳川市 ③ 第31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します。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

【第31回柳川市総合美
術展ＨＰ】
http://www.city.yanaga
wa.fukuoka.jp/kyoiku/r
ekishibunka/bunkajigyo
/27-
sougoubijyutsuten.html

柳川市教育委員会
生涯学習課文化係
(0944-77-8836)

出品料：1000円

福岡県 柳川市 ③
平成30年度柳川市文化協会第2回文化
祭

柳川市文化協会会員による展示及び舞台発表を行います。
10月27日～28日
10月30日～11月4日
11月10日～11日

柳川市民会館他 柳川市文化協会
柳川市教育委員会
生涯学習課文化係
(0944-77-8836)

福岡県 柳川市 ①,③
平成30年度やながわ歴史文化講座（第3
回）

郷土愛を醸成するため、広く郷土の歴史文化や先人の偉業をテーマとする講座を開催し
ます。
演題：柳川の平地城館を巡る－三橋編－
講師：岡寺良（九州歴史資料館）

11月17日
三橋生涯学習センター（旧三橋
公民館）集合ウォーキング

柳川市教育委員会

[平成30年度　やなが
わ歴史文化講座H.P]
http://www.city.yanaga
wa.fukuoka.jp/kyoiku/r
ekishibunka/bunkajigyo
/yanagawarekishi.html

柳川市教育委員会
生涯学習課文化財保護係
0944-77-8832

受講料：200円
（資料代相当）

福岡県 八女市 ③ 帰居祭 文化勲章受章坂本繁二郎顕彰 11月3日 八女公園 八女文化連盟、八女市 無料
八女市教育委員会
文化振興課
0943-24-8163

福岡県 八女市 ③ 旭座人形芝居本公演 県指定無形民俗文化財「旭座人形芝居」上演します。 11月3日 旭座人形芝居会館 旭座芝居会館運営委員会 無料
八女市教育委員会
文化振興課
0943-24-8163

福岡県 八女市 ② 八女市教育の日
八女市立学校の児童生徒によるふるさとの歴史や文化の成果等の発表会をおこないま
す。

11月4日 おりなす八女 八女市教育委員会 無料
八女市教育委員会
学校教育課
0943-23-1954

福岡県 行橋市 ③ 第48回市民文化祭
市民による作品の展示及びステージ上演のほか、茶道や短歌・俳句といった催しを２会場
で行います。ステージは１０部門、展示は１１部門、催しは３部門が参加し、日頃の成果を
発表します。

10月13日～11月5日
コスメイト行橋
行橋中央公民館

行橋市
行橋市文化協会
行橋市文化振興公社

無料
行橋市文化協会
TEL0930-25-1111内線1167（文化課内）

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
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福岡県 行橋市 ③ 行橋市増田美術館無料開放日 文化の日は市立美術館の観覧料を無料とし、芸術作品に触れる機会を創出しています。 11月3日 行橋市増田美術館 行橋市教育委員会 無料 masuda-museum.com/
行橋市増田美術館
TEL0930-23-1824

平成30年度より

福岡県 行橋市 ① 行橋市民大学講座
市内在住・在勤者を対象に、歴史や健康等に関する講座を開催し、市民の学習意欲に応
えると同時に、仲間づくりの場を提供します。

10月4日～11月22日 行橋市中央公民館 行橋市教育委員会
行橋市中央公民館
0930-22-3911

福岡県 吉富町 ③ 第４０回吉富町民文化祭 作品展示・神楽公演等発表等を行います。 10月
吉富ﾌｫｰﾕｰ会館
吉富町体育館
よしとみ憩いのやかた

吉富町
文化協会

無料
0979-22-1944
（吉富町教育委員会内吉富町文化協会
事務局）

福岡県 吉富町 ② 子どもの英語活動発表会
毎年１０月の最終土曜日に、吉富町文化協会主催により行われる「吉富町民文化祭」の行
事の一環として、町内の保育園から中学校までの子ども達によって、英語の歌の合唱や、
英語でのスピーチなど、日頃の英語教育の成果を披露する発表会を行います。

10月の最終土曜日 吉富フォーユー会館大ホール

吉富町教育委員会
（幼稚園・小学校担当）
吉富町外一市中学校組合教育委員会
（中学校担当）
吉富町役場健康福祉課
（保育園担当）

無料
https://www.town.yosh
itomi.lg.jp/schedule/ev
ent/356/

0979-22-1944
0979-23-5006

URLは昨年度のイベント紹
介ページのものです。

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　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


