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福岡県 赤村 ③ 第44回赤村文化祭

赤村の文化団体や個人、学校の児童・生徒が活動の成果を発表する機会
として親しまれ、今年で44回目を迎えます。太鼓や詩吟、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9～10日 赤村住民センター他 赤村・赤村文化祭実行委員会 無料
赤村役場：
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 ② 文化祭
本校で学習した商業の知識と技術を販売実習に活かし、体験的にビジネス
について学ばせる。また、地域社会に貢献する人材を育成します。

10月19日 朝倉東高等学校 朝倉東高等学校 0946-22-2114

福岡県 朝倉市 ①②
世界遺産「明治日本の産業革命遺産」
福岡県パネル展

世界遺産「明治日本の産業革命遺産」へ関心を持っていただくためのパネ
ル展を開催します。会場では、福岡県内にある構成資産を解説したパネル
を展示するほか、展示解説、講演会、映像上映を同時開催します。

10月6日～11月4日 甘木歴史資料館
「明治日本の産業革命遺産」福岡県世
界遺産連絡会議（福岡県・北九州市・
大牟田市・中間市）

無料
http://www.pref.fukuoka
.lg.jp/event-
info/paneru190808.html

「明治日本の産業革命遺産」
福岡県世界遺産連絡会議
（事務局：福岡県世界遺産室）
092-643-3162

令和元年度は全3回開催して
おり、10月6日～11月4日は第
3回にあたります。（第1回8月
8日～9月1日鞍手町歴史民
俗博物館、第2回9月9日～9
月29日嘉麻市稲築地区公民

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20日 あまぎ水の文化村 公益財団法人あまぎ水の文化村
https://mizunobunkamu
ra.jp/schedule/

あまぎ水の文化村
0946-25-0323

要事前申し込み

福岡県 朝倉市 ① いただきます！いも掘り体験 掘ったお芋を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://mizunobunkamu
ra.jp/schedule/

あまぎ水の文化村
0946-25-0323

要事前申し込み

福岡県 芦屋町 ③
芦屋町・佐野市鋳金作品交流展「芦屋・
天明～令しの和の美～」

茶釜のつながりで親善都市である栃木県佐野市と福岡県芦屋町。芦屋釜
の里において佐野市鋳金作家及び芦屋釜の里工房鋳物師が製作した鋳金
作品（総数約20点）を展示します。

11月2日～12月1日 芦屋釜の里
芦屋町文化ふれあい事業実行委員
会、芦屋町、芦屋町教育委員会

【芦屋釜の里HP】
https://ashiyakankou.co
m/ashiyagama/

芦屋釜の里
093-223-5881

福岡
芦屋町
川崎町

②

福岡県重点課題研究指定・委嘱事業
（重点課題：実生活や実社会で実践する
力を育成する健康教育）研究発表会（最
終報告会）

各学校における健康教育の課題にに対して、解決に向けての具体的な手
法を実践的に研究した成果を全県下に普及・啓発を図るための報告会で
す。

11月1,15日
芦屋町立山鹿小学校
川崎町立川崎東小学校

福岡県教育委員会、各町教育委員会、
各研究発表校

無料
福岡県教育庁教育振興部
体育スポーツ健康課
092-643-3923

福岡県 飯塚市 ③ 第5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5回目の飯塚総合文化祭を開催します。

10月20日～11月17日
飯塚コスモスコモン・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
0948-22-3274
飯塚文化連盟0948-22-3274

福岡県 飯塚市 ③ 第5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5回目の飯塚総合文化祭を開催します。

10月19日～20日
頴田交流センター・頴田交流セ
ンター別館（旧サンシャインかい
た）

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
0948-22-3274
飯塚文化連盟0948-22-3274

福岡県 飯塚市 ③ 第5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5回目の飯塚総合文化祭を開催します。

11月2日～3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
0948-22-3274
飯塚文化連盟0948-22-3274

福岡県 飯塚市 ③ 第5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5回目の飯塚総合文化祭を開催します。

11月9日～10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
0948-22-3274
飯塚文化連盟0948-22-3274

福岡県 飯塚市 ③ 第5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5回目の飯塚総合文化祭を開催します。

11月9日～10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
0948-22-3274
飯塚文化連盟0948-22-3274

福岡県 飯塚市 ③
令和元年度第52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（日）イイヅカコミュニティセンターにて行います。

10月23日～27日,
10月30日～11月3日

飯塚コスモスコモン、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
0948-22-3274
飯塚文化連盟0948-22-3274

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19日～20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.lg
.jp/rekishi/index.htm

飯塚市歴史資料館
TEL 0948-25-2930

福岡県 飯塚市 ①②③
企画展「近世・近代の飯塚の画家展」
同時開催　新元号「令和」記念展

筑豊の歴史と風土に育まれ作品を残した飯塚の画家たちを紹介します。ま
た新元号「令和」記念展を同時開催し、「令和」の典拠となった万葉集に関
し、筑豊にある万葉歌碑のパネル展を通じ、万葉文化を紹介します。

10月3日～12月1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.lg
.jp/rekishi/index.htm

飯塚市歴史資料館
TEL 0948-25-2930

福岡県 糸田町 ① 図書館まつり’１９
読書週間に伴い「図書館まつり’１９」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。大型紙芝居・エプロンシアター・雑誌の付録のくじ引き
などを実施します。

10月19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 ①② いいばい・とっても・だいすき祭
町民の生活、健康、文化に対する関心や意識を更に高めること、田植祭（3
月）・祇園祭（5月）とともに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するものです。

11月9日～10日 糸田町文化会館 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 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
学芸員と森林インストラクターの解説で散策します。

10月12日 福岡県立四王寺県民の森 福岡県立四王寺県民の森協議会 無料

ホームページ
http://shioujikenminnom
ori.org/
申込みフォーム
http://shioujikenminnom
ori.org/application/

福岡県立四王寺県民の森
管理事務所
092-932-7373
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 ③ 第32回　巨木を語ろう全国フォーラム
10月19日は全国巨樹・巨木林の会総会、巨木フォーラム等、20日は巨樹探
訪ツアーを行います。

10月19～20日 宇美町立中央公民館　他
第32回巨木を語ろう全国フォーラム福
岡・宇美大会実行委員会

「第32回巨木を語ろう全国フォー
ラム福岡・宇美大会」実行委員会
092－933－2600

フォーラムは無料
巨樹探訪ツアーは有料

福岡県 宇美町 ① 第10回　ふみの里まなびの森フェスタ
少年・少女の主張大会、こ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17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リレーおはなし会、人形劇、ブックリサイクル、医療講
座等を実施します。

10月26～27日 宇美町地域交流センター 宇美町教育委員会 無料
宇美町立図書館
092－932－0600

福岡県 大川市 ③ 第37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3～9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55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15日～12月1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

無料
大川市文化センター
0944-88-0015

福岡 大川市 ② 文化祭
弁論大会・合唱コンクール・食品販売などを行い、保護者や地域の方々に
本校の教育活動を見ていただく。

11月2日 福岡県立大川樟風高等学校 福岡県立大川樟風高等学校
福岡県立大川樟風高等学校
0944-87-2247

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

11月2～4日 大木町総合体育館
大木町教育委員会
大木町文化協会

無料
大木町教育委員会生涯学習課
0944-32-1047

福岡県 大木町 ③ 松原健之コンサート
こっぽーっとホール10周年記念事業として歌手の松原健之によるコンサート
を開催します。

11月2日 大木町こっぽーっとホール
ホールイベント企画運営委員会
大木町教育委員会

大木町教育委員会生涯学習課
0944-32-1047

第61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61回「教育・文化週間」関連行事

福岡県 大木町 ③ こっぽーと芸能まつり
こっぽーっとホール10周年記念事業として地元で活躍、活動する人々によ
る歌やダンス、太鼓の演奏などを行います。

11月4日 大木町こっぽーっとホール
ホールイベント企画運営委員会
大木町教育委員会

無料
大木町教育委員会生涯学習課
0944-32-1047

福岡県 大木町 ① 大川組子コースター作成体験
JR九州の観光列車「七つ星」の内装にも使われている、隣接する大川市の
工芸細工、「大川組子」のコースターの作成体験会を開催します。

11月2日 大木町子育て交流センター 大木町青少年育成町民会議
大木町教育委員会生涯学習課
0944-32-1047

福岡 大任町 ③ 第４２回大任町総合文化祭
大任町文化連盟による、作品展示と芸能発表の文化祭です。さらに、参加
者は全町民が対象で、町内の保育園や小中学校、福祉施設等からもたくさ
ん参加しています。

11月3～4日 OTOレインボーホール 大任町文化連盟 無料
大任町役場　教育課
0947-63-3110

福岡 大任町 ① 秋の読書週間 人気の絵本を題材に、親子で楽しめる「人形劇」をします。 10月22日 OTOレインボーホール図書室 大任町社会福祉協議会 無料
http://www.oto-
shakyo.com

大任町社会福祉協議会
0947-63-4828

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 11月2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 11月2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

福岡県 大野城市 ③ 水城をあるく 特別史跡「水城跡」の見所を紹介しながら、史跡全体をぐるっと回ります。 10月26日 水城跡
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

要事前申込み

福岡県 大野城市 ③ 筑紫地区文化財写真展
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。今年度は古墳時代をテーマにパ
ネル展示を行います。

11月2日
～15日

大野城心のふるさと館
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

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7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
http://www.city.onojo.fu
kuoka.jp/s077/050/201
90625094401.html

大野城市教育委員会
ふるさと文化財課092-558-2206

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 梅頭窯跡公開 梅頭窯跡の現地案内を行います。 11月10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

福岡県 大野城市 ③
第4回 考古学講座「西海道最大の窯場・
牛頸須恵器窯跡を探る」現地見学

牛頸須恵器窯跡と同時代の北部九州を中心に、須恵器生産からみた当時
の時代背景や古代の窯業生産の重要性について迫ります。
第4回目は、大野城市教育委員会職員の引率による現地見学を行います。

11月17日
豊前の窯跡
（予定）

大野城市教育委員会
ふるさと文化財課

http://www.city.onojo.fu
kuoka.jp/s077/050/201
70411163426.html

大野城市教育委員会
ふるさと文化財課092-558-2206

全6回ある講座の第4回目。
要事前申込み。

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。

11月19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
http://www.city.onojo.fu
kuoka.jp/s077/050/201
90625094401.html

大野城市教育委員会
ふるさと文化財課092-558-2206

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 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「水城跡とため池ルート」を歩きます。

10月13日「山城ルート」，
11月10日「水城跡とため池
ルート」

（10月13日）東コミュニティセン
ター，
（11月10日）ＪＲ水城駅

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

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2～3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

福岡県 大野城市 ③
10月ここふるワークショップ
「ハロウィンのお面を作ろう！」

ハロウィン用のお面を作ります。 10月19～20日
心のふるさと館
1階こども体験ギャラリー

大野城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
11月ここふるワークショップ
「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2～3日
心のふるさと館
1階こども体験ギャラリー

大野城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
11月ここふるワークショップ
「びゅんびゅんごまを作ろう！」

厚紙に紐を通してコマを作り昔遊びを楽しみます。 11月9～10日, 16～17日
心のふるさと館
1階こども体験ギャラリー

大野城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
10月ここふる体験工房
「はにわストラップ作り」

オーブン粘土を使ってはにわストラップ作りをします。 10月26～27日
心のふるさと館
中2階　講座学習室

大野城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 大野城市 ④
館長講座
第7回「大宰府と対外交流３」

平成31年度館長講座第7回目。 11月16日
心のふるさと館
中2階　講座学習室

大野城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 ④
元号関連古典文学講演会
第4回「梅花の宴を催した大伴旅人の館
はどこか」

元号関連古典文学講演会第4回目。 11月1日
心のふるさと館
中2階　講座学習室

大野城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 ③④ 特別展「縄文王国やまなし」
山梨県内各地の縄文土器を展示。摩訶不思議な縄文ワールドの魅力に迫
ります。

10月29日～12月22日
心のふるさと館
3階　企画展示室

大野城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 大野城市 ③ しょうわキッズデイ 昔の遊びや折り紙などが楽しめます。 10月26～27日
心のふるさと館
3階　企画展示室

大野城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 ③④ 【仮】石勺遺跡展 石勺遺跡出土品の展示。 10月16日～12月15日
心のふるさと館
2階　ミニテーマ展示

大野城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 【仮】こばやし造形教室　絵画展
こばやし造形教室（大野城市）で制作している大野城市在住者中心の絵画
作品を展示。

【仮】10月22日～11月4日
【仮】心のふるさと館
1階　ジョーホール

大野城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
【仮】ＭＯＡ美術館福岡児童作品展　大
野城地域展

ＭＯＡ美術館福岡児童作品展で入賞した大野城市立小学校在校生の作品
を展示。

【仮】11月上旬
【仮】心のふるさと館
1階　ジョーホール

大野城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 【仮】まちかど美術館
「わたしの夢」をテーマに市内小学２年生から絵画を募集し、入賞作品を展
示。

【仮】11月2日～10日
【仮】心のふるさと館
M2階講座学習室横

大野城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 ① 【仮】おおのじょうこども商店街
大野城市内の小学4年～6年生を対象に、職業体験を通して社会の仕組み
や仕事の現場を学んでもらいます。

【仮】11月2日～3日
【仮】心のふるさと館
M2階　講座学習室

大野城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
【仮】童謡コンサート「日本の心　わらべ
の心」

大野城市内で活動する「童謡の会さくらんぼ」の歌に合わせて、来館者とと
もに懐かしい名曲から最新の歌謡曲を合唱します。

【仮】11月9日
【仮】心のふるさと館
1階　ジョーホール

大野城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）

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



381

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
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福岡県 大野城市 ③ みんなのチャレンジアート展

①展覧会（障がい者アーティストの作品展）：11月14日～11月19日
②アートライブ（アーティストによる公開制作）：11月16日
③講演会（「可能性を拡げる」をテーマに障がい者施設長による講演）：11月
17日

11月14～19日 大野城まどかぴあ みんなのチャレンジアート実行委員会
大野城市福祉課
障がい福祉担当
092-580-1852（直通）

福岡県 大牟田市 ②
令和元年度文化芸術による子供育成事
業

日本芸術院会員である大津英敏氏が三池高校において美術を選択してい
る生徒に実技披露・実技指導を行います。

11月6日 三池高校 文化庁 無料
三池高校
0944-53-2172

福岡 大牟田市 ②
福岡県立ありあけ新世高等学校　ともし
び祭

定時制課程における文化祭 10月26日 ありあけ新世高等学校 ありあけ新世高等学校定時制 無料 0944-59-9688

福岡県 大牟田市 ①④
帝京大学福岡キャンパス
2019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講座を行ってい
ます。19日は「豊かに老いを生きるために大切なこと」、20日は「私たちの社
会生活に大切な車の運転と認知機能について！」のテーマで開講します。

10月19～20日
帝京大学
福岡キャンパス

帝京大学福岡キャンパス
公開講座委員会

無料
帝京大学福岡キャンパス
0944-57-8333

福岡県 岡垣町 ③ 文化財展示室企画展「火のある生活」
古代から現代において生活の中でどのように火を使って生活しているのか
を資料により展示します。

10月17日～12月27日 文化財展示室 岡垣町教育委員会　生涯学習課 無料
http://www.town.okagak
i.lg.jp/

岡垣町教育委員会生涯学習課
093-282-1211

福岡県 岡垣町 ③ 令和元年度第８３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、歌謡の発表を行いま

11月1～3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.okagak
i.lg.jp/

岡垣町中央公民館
093-282-0162

福岡県 小郡市 ③ 第３０回（令和元年度）小郡市民文化祭
広く市民の芸術文化創作活動の総合的発表の場として、市民文化祭を開
催し、市民の芸術文化に対する認識・理解を深め、市民文化の振興・向上、
また市民のふれあいをもたらす場として開催します。

11月9～10日
小郡市文化会館、生涯学習セン
ター

小郡市民文化祭実行委員会 無料 0942-72-3737

福岡県 小郡市 ③
特別展「久留米展－福岡県の歴史文化
遺産－（仮）」

本展は「久留米の地宝」「高良大社」「神子栄尊」「近代絵画」「伝統工芸」と
いう５つのテーマから、筑後・久留米地域の文化財やゆかりの美術作品な
どを紹介する展覧会です。

10月12日～12月8日 九州歴史資料館 九州歴史資料館 無料
http://www.fsg.pref.fuku
oka.jp/kyureki/

0942-75-9575

福岡県 小郡市 ③
パネル展「福岡鉄道遺産ものがたり　７
筑後地区編」

東洋一の可動式鉄橋であった筑後川昇開橋のような、かつて筑後地区に
張り巡らされていた路線網の中の鉄道遺産についてネルで紹介します。

9月18日～12月15日 九州歴史資料館 九州歴史資料館 無料
http://www.fsg.pref.fuku
oka.jp/kyureki/

0942-75-9575

福岡県 小郡市 ③ アクロス福岡ミュージアムコンサート
令和元年度の特別展「久留米展」にあわせて、久留米に関わりの深い
ミュージシャンによるクラッシックコンサート

11月10日 九州歴史資料館 九州歴史資料館 無料
http://www.fsg.pref.fuku
oka.jp/kyureki/

0942-75-9575

福岡県 小郡市 ③
第8回九歴講座「神子栄尊と鎌倉時代の
古仏」

令神(じん)子(し)栄(えい)尊(そん)（1195-1272）は筑後に生まれ、南宋に留
学して禅を学び、帰国後は九州北部で神社とも結びつきながら禅宗を広め
ました。今回は、ゆかりの地に伝わる、彼の肖像彫刻や鎌倉時代の古仏を

11月9日 九州歴史資料館 九州歴史資料館 無料
http://www.fsg.pref.fuku
oka.jp/kyureki/

0942-75-9575

福岡県 遠賀町 ③ 第４４回遠賀町文化祭 展示・芸能まつり・演奏など 11月1～3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.lg
.jp/machi_navi/kanko_sh
iseki/bunkasai/index.ht

093-293-1355

福岡県 春日市 ③ 考古企画展「小水城を発掘する」
平成30年度に行った特別史跡水城跡（大土居・天神山）の発掘調査成果を
展示します。

9月14日～10月27日 春日市奴国の丘歴史資料館 春日市 無料

http://www.city.kasuga.
fukuoka.jp/nakoku/even
t/event/h31_koukokikak
uten.html

春日市奴国の丘歴史資料館
電話092-501-1144

福岡県 春日市 ③ ブラかすが歴史散歩「水城をみる」
太宰府市・大野城市から春日市にある大土居・天神山の水城までを巡りな
がら、水城について解説を行います。

10月19日 春日市奴国の丘歴史資料館 春日市 無料

http://www.city.kasuga.
fukuoka.jp/nakoku/even
t/event/h31_rekishisanp
o.html

春日市奴国の丘歴史資料館
電話092-501-1144

会場の春日市奴国の丘歴史
資料館は集合・解散場所で
す。

福岡県 春日市 ③ 第３２回春日市表彰式
市の政治、経済、福祉、教育、文化、その他各般にわたって市政振興に寄
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総務担当
092-558-1196

福岡県 春日市 ③ 第４６回春日市文化祭
市民へ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3～4日
春日市ふれあい
文化センター

春日市
春日市地域生活部
地域づくり課文化振興担当
092-584-1111

福岡県 春日市 ③ やきものづくり教室
ウトグチ瓦窯展示館を見学し、資料館に併設されたのぼり窯体験広場でや
きものづくり体験を行います。

11月9日 のぼり窯体験広場 春日市
http://www.city.kasuga.
fukuoka.jp/nakoku/even
t/event/h31_yakimono.h

春日市奴国の丘歴史資料館
電話092-501-1144

福岡県 春日市 ③ わくわく歴史体験「和綴じ本づくり」
和本を作るための日本の伝統的な和綴じ技術を使って、小さな和本を作り
ます。

11月23日 春日市奴国の丘歴史資料館 春日市

http://www.city.kasuga.
fukuoka.jp/nakoku/even
t/event/h31_rekisitaiken
.html

春日市奴国の丘歴史資料館
電話092-501-1144

福岡県 春日市 ①
かすが家庭教育学級公開講座
「24時間フル活用！幸せになる時間管
理術」

誰にも平等に１日は２４時間。限られた時間を有効に使うコツを教えます。
自分整理をして、子育てや家族時間を楽しく、そして時間を上手に使えるテ
クニックを学んでみませんか。

11月20日
春日市ふれあい文化センター旧
館
サンホール

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
092-575-4121

事前申込不要

福岡県 粕屋町 ③ 粕屋町文化祭
文化祭実行委員会の主催で、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。
中でも青年団の劇は毎年楽しみにみえられる方もたくさんいらっしゃいま

11月2～3日 サンレイクかすや
青年団
婦人会
文化協会

無料 092-938-1410

福岡県 粕屋町 ①②③ 図書館まつり
布絵本、布おもちゃの展示、長野ヒデ子原画展、長野ヒデ子講演会、秋の
バックヤード見学、こどもシネマ（午前・ちいさい子/午後・小学生）

10月5日～11月4日 かすやフォーラム 粕屋町立図書館 無料 092-939-4646

福岡県 嘉麻市 ①②③ 第75回福岡県美術展覧会筑豊展
洋画・日本画・デザイン・写真・書の５部門の作品から、一般公募の部の入
賞作品と筑豊地区の入選作品、福岡県美術協会の部の入賞作品と筑豊地
区の会員作品を展示し、各会期の最終日には合評会を開催します。

第1期：10月29日～11月4日
第2期：11月6～10日
第3期：11月12～17日

嘉麻市立
織田廣喜美術館

福岡県美術展覧会実行委員会・福岡
県美術展覧会筑豊巡回展実行委員
会・嘉麻市教育委員会

【織田廣喜美術館】
www.city.kama.lg.jp/oda
hiroki

嘉麻市立織田廣喜美術館
0948-62-5173

福岡県 川崎町 ③
雪舟ゆかりの福岡県川崎町
第10回日中交流水墨画公募展

川崎町において、日本と中国の代表画家による揮毫会などの国際交流と水
墨画の全国公募展を開催し、地域文化の振興を図ります。

10月31日～11月4日 町民会館
雪舟ゆかりの福岡県川崎町　第10回
日中交流水墨画公募展実行委員会

無料 0947-72-3000（内405）

福岡県 川崎町 ① 読書まつり
10月27日から11月9日までの読書週間に合わせて読書の推進をするため
に、ボランティアによる読み聞かせや演奏会及び古い雑誌、書籍の配布を

10月26日 川崎町立図書館 川崎町立図書館 無料 0947-73-2699 読書週間

福岡県 川崎町 ③ 古墳まつり
遠賀川流域の古墳史跡同時公開事業の一環として、本町史跡の戸山原古
墳の無料公開を行います。また、併せて無料イベントを開催します。

10月19～20日 戸山原古墳広場 桂川町企画財政課 無料 0948-65-2900
雨天中止　遠賀川流域古墳・
遺跡同時公開事業と同時開

福岡県 川崎町 ①③ 総合文化祭
川崎文化連盟・社会福祉協議会・豊前川崎商工会議所が合同で開催する
秋の一大イベント。パネル展示やステージイベント・模擬店などさまざまな催
しを行います。

11月9～10日
川崎町民会館・勤労青少年ホー
ム

川崎文化連盟 無料 0947-72-3000（内405）

福岡県 川崎町 ①② 第23回子ども議会
子ども議会を開催することにより、参加する子どもたちが町政・町議会の仕
組みや、ふるさと川崎町の自然・文化・産業等を学び、町に対する疑問や意
見を発表することで町づくりに参画します。

11月23日 川崎町役場 川崎町教育委員会社会教育課 無料 0947-72-3000（内409）

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。
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
場として活用されています。

11月10～11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：令和元
年１0月18日
作品展示時間：11月10日9時
～17時、11月11日9時～15時

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 ①② 企画展「香春の人物と郷土史展」
香春町歴史資料館で実施する特別企画展。今回は、香春で育ち、日本国内
外で活躍した人々や郷土史をテーマに企画展示及び講演会を行います。

10月13日～11月24日 香春町町民センター 香春の人物と郷土史展実行委員会 無料
香春町教育委員会
0947-32-8410

10月29日に講演会

福岡県 苅田町 ③
平成31年度（第41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2～3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.l
g.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 苅田町 ② 福岡県立苅田工業高等学校　苅工祭
工業高校である本校の特色を活かし、機械科、電気科、情報技術科に関係
する技術を活用したテーマで、生徒が講師となり地域の小中学生や地域の
方々を対象としたものづくり教室を開催します。

11月2日 苅田工業高等学校 苅田工業高等学校 無料
http://kanda-
tech.fku.ed.jp

093-436-0988

福岡県 北九州市 ②
令和元年度福岡県立小倉南高等学校
（全日制）文化祭「南薫祭」

文化系部活動の１年間の活動成果と１・２年生各クラスが総合的な探求の
時間で行っている「地域について学ぶ」活動についての展示・発表を行いま
す。また今年度は、朝日新聞と連携した企画「私の折々のことばコンテスト」
を行い、２年生が発表します。

10月19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.fku
.ed.jp/Default2.aspx?As
pxAutoDetectCookieSu
pport=1

093-921-2293

福岡県 北九州市 ② 令和元年度（第34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、決算まで生徒が行う。お米、野菜、肉、鮮魚、雑
貨、車等販売。

10月26～27日 福岡県立小倉商業高等学校 福岡県立小倉商業高等学校 無料
【小倉商業高校ＨＰ】
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 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2日 八幡工業高校 八幡工業高校 無料
http://yahata-
tech.fku.ed.jp

福岡県立八幡工業高等学校
093-641-6611

福岡 北九州市 ② ひいらぎ祭 文化祭の一般公開　（研究発表、バザー、ファッションショー等） 11月2日 福岡県立折尾高等学校 福岡県立折尾高等学校 無料 http：//orio.fku.ed.jp
福岡県立折尾高等学校
093-691-3561

福岡県 北九州市 ①②③ 手作り市場ｉｎ北九州
プロ、アマの手作り作品の展示、販売、体験教室に本校生活デザイン科が
生徒自作の作品を展示、体験教室の開催

11月3日 西日本総合展示場 手作り市場ｉｎ北九州実行委員会 無料 093-662-3100

福岡県 北九州市 ③ （仮称）発酵ＪＡＰＡＮin北九州2019秋
 本市には醬油、日本酒、焼酎や郷土料理であるぬか炊きといった発酵食
品等幅広い食品産業が集積しています。こうした地域の食品の魅力を改め
て見つめ直し、本地域の食文化の豊かさを発信します。

11月9日～10日 船場広場　他
東アジア文化都市2020北九州実行委
員会、北九州市

無料
産業経済局
商業・サービス産業政策課
093-582-2050

福岡県 北九州市 ③
バージニア州立芸術学校ミュージカル特
別公演（米国ノーフォーク市との姉妹都
市提携60周年記念事業）

米国ノーフォーク市に所在するバージニア州立芸術学校から、本格的なダ
ンスや音楽を学ぶ学生選抜チームが来日し、北九州市との姉妹都市提携
60周年を記念するミュージカル特別公演を開催します。

11月2日 黒崎ひびしんホール 北九州市 無料
企画調整局国際政策課
093-582-2146

福岡県 北九州市 ③ 北九州市小学生合唱フェスティバル

音楽を通して、子どもたちに豊かな情操を育むとともに、「合唱の街・北九
州」として音楽や合唱に親しむ本市の文化的風土を醸成します。また、市内
小学校、合唱指導者の指導技術の向上を図り、児童生徒の合唱技能のレ
ベルアップを図ります。

11月 若松市民会館 北九州市教育委員会 無料
教育委員会指導第一課
093-582-2368

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します。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します。

10月1日～11月30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、高等理美容学校

北九州市教育委員会 無料
https://www.city.kitaky
ushu.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３０年度
版です。令和元年度版は今
後作成予定です。

福岡県 北九州市 ①③
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19日
小倉城下・森鷗外旧居・西顕寺
周辺

長崎街道小倉城下町の会 無料
小倉北区役所総務企画課
093-582-3335

福岡県 北九州市 ③ こくらハロウィン２０１９

サブカルチャーの拠点化、小倉駅南北連携の推進、及び小倉都心部の賑
わいを創出し、商店街の活性化等を推進するため、ハロウィンイベントを実
施。商店街などの協力を得て、子どもから大人まで楽しめる回遊イベントを
行い、まち全体を盛り上げます。

10月20日
小倉駅JAM広場ほか、小倉都心
部

こくらハロウィン実行委員会
【こくらハロウィンHP】
https://www.kokurahall
oween.jp/

小倉北区役所総務企画課
093-582-3335

福岡県 北九州市 ③
「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1分間の家族ＰＲタイムと歌を披露していただき、歌唱力、パ
フォーマンス（振付など）、家族力（絆、 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】
https://www.city.kitaky
ushu.lg.jp/kokurakita/w
2100190.html

小倉北区役所総務企画課
093-582-3335

福岡県 北九州市 ②③ 第15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北九
州市立生涯学習総合センターで実施します。

11月9日
北九州市立生涯学習総合セン
ター（小倉北区大門）

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】
https://www.city.kitaky
ushu.lg.jp/kokurakita/fil
e_0094.html

小倉北区役所総務企画課
093-582-3335

福岡県 北九州市 ③
八幡東区文化祭（八幡百年の写真展、
箏・三絃・尺八による秋の祭典、能楽発

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2～10日
高見市民センター
・黒崎ひびしんホールほか

八幡郷土史会、八幡東三曲協会ほか 無料
八幡東区役所コミュニティ支援課
093-671-3082

対象期間外にも9月下旬から
年末にかけ、様々な行事を実

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、人づくり講演会、イベント「黒崎こども商店街」、子どもの館
無料開放日、体験授業や各種セミナーなどを開催します。

11月6～12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
イス事務局】
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

福岡県 北九州市 ③

門司区文化祭（美術展、民謡発表会、謡
曲大会、茶道大会、箏・三絃・尺八演奏
会、区民音楽祭、俳句大会、吟詠剣詩
舞大会、門司文化講演会、写真展、短
歌大会、大里文化会講演会、門司港レト
ロポップスライブ）

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。

10月17～23,27日
11月3,9,10,15～21,17日

旧門司税関、門司市民会館、三
宜楼、門司生涯学習センター、
門司図書館、旧大連航路上屋

文字美術連盟、門司民謡同好会、門司
謡曲連盟、門司茶道協会、門司三曲協
会、門司音楽連盟、門司俳句協会、門
司吟詠剣詩舞連盟、門司郷土史会、門
司写真連盟、門司短歌会、大里文化
会、門司港をポップスで盛り上げる会

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。

福岡県 北九州市 ③
小倉北区文化祭（いけばな展、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。

10月17～18日
11月3,4,10日

小倉北区役所市民ギャラリー、
生涯学習総合センター、小倉城
庭園、ムーブ

小倉北花道協会、小倉北文学懇話会
（俳句の部）、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（民踊大会、俳句大会、
柳史俳画会、三曲演奏大会、歌謡の
会、マジッククラブ発表会、文化祭茶会）

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。

10月20、23～27日
11月3、17日

小倉南生涯学習センター、北方
市民センター

民踊協会、俳句協会、北九州柳史俳画
会、小倉南三曲協会、歌謡の会、小倉
南マジッククラブ、南区茶道協会

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（吟詠剣詩舞大会、若松
区民音楽祭、華道展、ミニ盆栽展示、洋
画展、書道展、写真展、日本画部展、俳
句大会、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。

10月20,27日
11月1～7,10,17日

若松市民会館、若松生涯学習セ
ンター

吟詩部、洋楽部、華道部、苑芸部、洋
画部、書道部、写真部、日本画部、俳
句部、筑前琵琶部、若松児童文化部

無料
若松区役所コミュニティ支援課
093-761-5324

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

八幡東区文化祭（秋の子ども文化劇場、
第54回八幡美術公募展、お煎茶の会、
いけばな展、ビデオ作品鑑賞会、八幡
日本舞踊協会・秋の文化祭、八幡の百
年（写真展）、八幡東謡曲連盟第41回能
楽大会、八幡三曲東西合同文化祭箏・
三絃、尺八による秋の祭典、文化祭市

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。

10月20,22～27,26
11月2～7,10,16～17日

北九州市立児童文化科学館、北
九州市立美術館黒崎市民ギャラ
リー、高見市民センター、八幡東
生涯学習センター、黒崎ひびし
んホール、西部勤労婦人セン
ター

八幡東児童文化会、八幡東美術協会、
八幡東煎茶道連盟、八幡東華道連盟、
八幡東ビデオクラブ、八幡東日本舞踊
協会、八幡郷土史会、八幡東謡曲連
盟、八幡東三曲協会、八幡東茶道文化
協会

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24回オータムコン
サート、第54回八幡美術公募展、八幡
西俳句大会、第42回短歌大会、秋の茶
会、八幡三曲東西合同文化祭箏・三絃・
尺八による秋の祭典、秋のいけばな展）

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。

10月19,22～27日
11月2,3,4,10,16～17日

竹末市民センター、北九州市立
美術館黒崎市民ギャラリー、八
幡西生涯学習総合センター、黒
崎ひびしんホール

八幡西音楽文化協会、八幡西美術協
会、八幡西俳句協会、八幡西歌人協
会、八幡西茶道文化協会、八幡西三曲
協会、八幡西華道連盟

無料
八幡西区役所コミュニティ支援課
093-642-1338

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（俳句大会、箏・三絃・尺
八演奏会、第70回吟詠・剣詩舞大会、第
71回美術展、第60回謡曲・仕舞大会、合
同いけばな展、郷土史講演会）

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。

10月20,27日
10月29日～11月4日
11月2,9～10日

戸畑生涯学習センター、ウェルと
ばた、北九州市立美術館黒崎市
民ギャラリー、西部勤労婦人セ
ンター

戸畑俳句協会、戸畑三曲協会、戸畑吟
詠剣詩舞道連盟、戸畑美術協会、戸畑
謡曲連合会、戸畑華道協会、戸畑郷土
史会

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1日～11月24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 ③
特別展「九州発！棟方志功の旅　彫り
起こされた足跡と交流」

北九州における知られざる棟方の足跡を安川カレンダーに採用された海道
シリーズをはじめとする棟方の代表作、そして棟方に関わった人々にまつわ
るさまざまな資料などとともに紹介します。

10月12日～１２月1日
北九州市立自然史・歴史博物館
ギャラリー館

北九州市立自然史・歴史博物館 http://www.kmnh.jp/
北九州市立自然史・歴史博物館
093－681-1011

特設サイトを9月末に開設予
定

福岡県 北九州市 ③
特別展オープニング記念講演会「旅の
人　棟方志功」

棟方志功研究家であり、棟方志功の初孫でもある石井頼子先生が、様々な
エピソードを交えながら棟方志功の作品などを紹介します。

10月12日
北九州市立自然史・歴史博物館
ガイド館

北九州市立自然史・歴史博物館 無料 http://www.kmnh.jp/
北九州市立自然史・歴史博物館
093－681-1011

特設サイトを9月末に開設予
定

福岡県 北九州市 ③ ハロウィン★ナイトミュージアム
照明を落としてハロウィン仕様に飾り付けた博物館でトリックオアトリート！
「九州発！棟方志功の旅　彫り起こされた足跡と交流」も観覧できます。

10月26日 北九州市立自然史・歴史博物館 北九州市立自然史・歴史博物館 http://www.kmnh.jp/
北九州市立自然史・歴史博物館
093－681-1011

特設サイトを9月末に開設予
定

福岡県 北九州市 ③ ギャラリートーク
特別展「九州発！棟方志功の旅　彫り起こされた足跡と交流」会場にて担
当学芸員がみどころを解説します。

10月19日、11月3日
北九州市立自然史・歴史博物館
ギャラリー館

北九州市立自然史・歴史博物館 http://www.kmnh.jp/
北九州市立自然史・歴史博物館
093－681-1011

特設サイトを9月末に開設予
定

福岡県 北九州市 ③ 講座「北九州と棟方志功」
特別展「九州発！棟方志功の旅　彫り起こされた足跡と交流」について、担
当学芸員が詳しく紹介します。

11月9日
北九州市立自然史・歴史博物館
ガイド館

北九州市立自然史・歴史博物館 無料 http://www.kmnh.jp/
北九州市立自然史・歴史博物館
093－681-1011

特設サイトを9月末に開設予
定

福岡県 北九州市 ③
北九州・技の達人が語る　安川カレン
ダーと表装

特別展「九州発！棟方志功の旅　彫り起こされた足跡と交流」に棟方作品を
表装した屏風や掛軸を出品している北九州・技の達人、猪ヶ倉勝盛氏を招
き、実演を交えた表具師の仕事について語ります。

11月23日
北九州市立自然史・歴史博物館
ガイド館

北九州市立自然史・歴史博物館 無料 http://www.kmnh.jp/
北九州市立自然史・歴史博物館
093－681-1011

特設サイトを9月末に開設予
定

福岡県 北九州市 ②④ たのしい科学工作教室
身の回りに見られる科学工作のおもしろさに気づかせ、探求する心を育て
ます。
「ひかりであそぼう」

10月20日 北九州市立児童文化科学館
北九州市立
児童文化科学館

http://www.city.kitakyu
shu.lg.jp/shisetsu/menu
06_0013.html

北九州市立児童文化科学館
093-671-4566

福岡県 北九州市 ③ 秋の子ども文化劇場
地域団体の協力を得て、歌遊びや影絵芝居などを披露し文化の普及に努
めます。

10月20日 北九州市立児童文化科学館
北九州市立
児童文化科学館

http://www.city.kitakyu
shu.lg.jp/shisetsu/menu
06_0013.html

北九州市立児童文化科学館
093-671-4566

福岡県 北九州市 ②④ 科学教室
実験・工作などの体験学習を通して、身近な科学や工作の楽しさを味わえ
ます。
・「万華鏡②　４面　回転・液体万華鏡を作ろう」

10月26日
11月16日

北九州市立児童文化科学館
北九州市立
児童文化科学館

http://www.city.kitakyu
shu.lg.jp/shisetsu/menu
06_0013.html

北九州市立児童文化科学館
093-671-4566

福岡県 北九州市 ①④ 星の観望の夕べ（観望会）
季節の天体についてプラネタリウムで解説後、実際の星空を大型の天体望
遠鏡などを使用して観察する場を市民に提供します。

11月2日 北九州市立児童文化科学館
北九州市立
児童文化科学館

http://www.city.kitakyu
shu.lg.jp/shisetsu/menu
06_0013.html

北九州市立児童文化科学館
093-671-4566

福岡県 北九州市 ②④ 第47回わくわくサイエンスキッズ2019
地域の高等教育機関や中・高等学校に呼びかけ、学生、ボランティアの協
力を得て、身近な科学や工作を、幼児や児童に楽しく体験してもらう場を提
供するイベントです。

11月10日 北九州市立児童文化科学館
北九州市立
児童文化科学館

無料
http://www.city.kitakyu
shu.lg.jp/shisetsu/menu
06_0013.html

北九州市立児童文化科学館
093-671-4566

福岡県 北九州市 ①④ 昼間の星を見る会
昼間にも、星が見えていることを天体望遠鏡で観察して実感する場を提供
します。

11月17日 北九州市立児童文化科学館
北九州市立
児童文化科学館

無料
http://www.city.kitakyu
shu.lg.jp/shisetsu/menu
06_0013.html

北九州市立児童文化科学館
093-671-4566

福岡県 北九州市 ① 私だけの木の実とお花のかざりづくり 木の実と花を使っておしゃれな作品づくりをします。 10月26日 北九州市立こども文化会館
北九州市立
こども文化会館

無料
http://www.ktqc01.net/
kita/itsf/

北九州市立こども文化会館
093-592-4152

福岡県 北九州市 ③ そよ風まつり こども文化会館・到津市民センターのクラブ・サークルの文化発表会です。 11月9日～10日
北九州市立こども文化会館・北
九州市立到津市民センター

そよ風まつり実行委員会 無料
http://www.ktqc01.net/
kita/itsf/

北九州市立こども文化会館
093-592-4152

福岡県 北九州市 ③ 吟詠剣詩舞大会
若松区文化協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
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

10月20日 若松市民会館 若松区文化協会 無料
若松区役所コミュニティ支援課
093-761-5324

福岡県 北九州市 ③ 若松区民音楽会
若松区文化協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
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

10月27日 若松市民会館 若松区文化協会
若松区役所コミュニティ支援課
093-761-5324

福岡県 北九州市 ③ 華道展
若松区文化協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
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

11月1日～7日 若松市民会館 若松区文化協会 無料
若松区役所コミュニティ支援課
093-761-5324

福岡県 北九州市 ③ 洋画展
若松区文化協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
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

11月1日～7日 若松市民会館 若松区文化協会 無料
若松区役所コミュニティ支援課
093-761-5324

福岡県 北九州市 ③ ミニ盆栽展示
若松区文化協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
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

11月1日～7日 若松市民会館 若松区文化協会 無料
若松区役所コミュニティ支援課
093-761-5324

福岡県 北九州市 ③ 書道展
若松区文化協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
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

11月1日～7日 若松市民会館 若松区文化協会 無料
若松区役所コミュニティ支援課
093-761-5324

福岡県 北九州市 ③ 写真展
若松区文化協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
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

11月1日～7日 若松市民会館 若松区文化協会 無料
若松区役所コミュニティ支援課
093-761-5324

福岡県 北九州市 ③ 日本画部展
若松区文化協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
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

11月1日～7日 若松市民会館 若松区文化協会 無料
若松区役所コミュニティ支援課
093-761-5324

福岡県 北九州市 ③ 俳句大会
若松区文化協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
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

11月10日 若松市民会館 若松区文化協会
若松区役所コミュニティ支援課
093-761-5324

福岡県 北九州市 ③ 筑前琵琶の会
若松区文化協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
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

11月17日 若松市民会館 若松区文化協会 無料
若松区役所コミュニティ支援課
093-761-5324

福岡県 北九州市 ③ 若松児童文化会文化祭
若松区文化協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
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

11月17日 若松市民会館 若松区文化協会 無料
若松区役所コミュニティ支援課
093-761-5324

福岡県 北九州市 ③ 日本舞踊の会
若松区文化協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
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

11月24日 若松市民会館 若松区文化協会
若松区役所コミュニティ支援課
093-761-5324

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 各流連合謡曲大会
若松区文化協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
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

12月1日 若松市民会館 若松区文化協会 無料
若松区役所コミュニティ支援課
093-761-5324

福岡県 北九州市 ③
第12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26日～12月1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
http://www.kitaqshinsy
o.com/index.php?id=489

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

福岡県 北九州市 ③
第12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。

12月8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
http://www.kitaqshinsy
o.com/index.php?id=489

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

福岡県 北九州市 ① 東部障害者福祉会館「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

10月20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
http://www.kitaqshinsy
o.com/

北九州市立東部障害者福祉会
館

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「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

11月10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
http://www.kitaqshinsy
o.com/

北九州市立西部障害者福祉会
館

指定管理者による実施

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2日～3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
大学生によるステージ企画・コンサート運営など3日間かけてイベントを開催
します。
学部や文化系サークルの発表・展示も同時に開催されます。

11月1日～3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
高等学校揮毫大会および小・中学生席上揮毫大会の表彰式・展示を行いま
す。

11月3日
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
 飯塚市

③ 第59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23日～11月24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】

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

① 令和元年度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。

11月2日 西日本総合展示場新館
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

九州歯科大学企画広報班
ＴＥＬ：093-285-3113

福岡県 北九州市 ② ひびき祭（文化祭）
文化祭を一般公開しています。部活動や授業等日頃の教育活動の発表を
行います。生徒海外研修や校外活動・ボランティア活動の発表も行います。
学校近隣の店舗にも協力していただいて販売も行います。

10月19日 ひびき高等学校 ひびき高等学校 無料 http://hibiki.fku.ed.jp/
ひびき高等学校
093-881-2355

福岡県 久留米市 ①③ 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26～27日 えーるピア久留米 久留米市生涯学習センター 無料
https://ikigai-
kenko.jp/business/gaku
shu.html

久留米市生涯学習センター
（0942-30-7901）

福岡県 久留米市 ①③
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

11月10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
Mr.シャチホコ ものまねショーwith 中垣
みな・アンドーひであき inそよ風ホール

和田アキ子のものまねで現在テレビに出演多数のＭｒ．シャチホコがそよ風
ホールにやってきます。大爆笑必至のものまねエンターテイメントショーを是
非そよ風ホールでお楽しみください。

11月9日
久留米市田主丸複合文化施設
そよ風ホール

そよ風ホール企画運営事業実行委員
会

田主丸総合支所
文化スポーツ課
（0943-74-4000）

協力：オフセンター

福岡県 久留米市 ③ タータン展
スコットランド北西部で発展した織物のタータンについて、その生地をはじ
め、タータンにまるわる美術作品や資料からその歴史や社会的、文化的背
景を紹介し、さまざまな視点からタータンの魅力を探る展覧会です。

9月21日
～11月4日

久留米市美術館 久留米市美術館
https://www.ishibashi-
bunka.jp/kcam/

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 熊谷守一　いのちを見つめて
フラットな色面と明確な輪郭線による、いわゆる「モリカズ様式」で知られる
熊谷守一。その、花、猫、鳥、虫など愛らしい作品を多く紹介することで、小
さないのちを見つめる画家の眼差しと、その造形性に迫る展覧会です。

11月16日～1月13日 久留米市美術館 久留米市美術館
https://www.ishibashi-
bunka.jp/kcam/

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 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23日 久留米シティプラザ　Cボックス 久留米市 無料
http://kuruon.jp/challen
ge/

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
～筝曲のふるさと久留米～
秋を彩る邦楽のしらべ

筑紫箏の始祖である善導寺の僧・諸田賢順の顕彰のため、大本山善導寺
の本堂で、地元の演奏家やプロの演奏家による邦楽（筝曲を含む）の演奏
会を実施します。

10月12日 大本山善導寺 久留米市 無料
久留米市市民文化部
文化振興課
（0942-30-9224）

福岡県 久留米市 ② 御井小フェスタ 学年ごとに、それまでの人権の学びについての表現活動を行います。 11月9日 久留米市立御井小学校 久留米市立御井小学校 無料
久留米市立御井小学校
0942-43-7681

福岡県 久留米市 ② 合川ふれ愛文化祭
1年生から6年生までの全児童が，これまでの学習の成果を様々な表現活
動（劇・合唱・群読）で保護者や地域の方に発表します。

11月17日 久留米市立合川小学校 久留米市立合川小学校 無料
久留米市立合川小学校
0942-43-3815

福岡県 久留米市 ② 土曜参観
午前中の１時間、人権学習についての授業を公開します。また、４年生は午
後から明星中学校校区「人権のつどい」に参加し、呼びかけや歌による発

11月9日 久留米市立高良内小学校 久留米市立高良内小学校 無料
久留米市立高良内小学校
0942-43-4215

福岡県 久留米市 ② 戸田祭り
明治20年（1887年）高良内杉谷分教場の先生となった後、子どもたちの勉
強だけでなく、村人の為に尽くした戸田友次郎先生の墓前祭が行われま

11月12日 高良内校区コミュニティセンター 高良内校区コミュニティセンター 無料
高良内校区コミュニティセンター
0942-43-4431

福岡県 久留米市 ② 校区文化祭
高良内校区の文化・芸能の発表会が２日間の日程で行われます。小学校
からは16日に５年生児童が代表として参加し、合唱を披露します。

11月16～17日 高良内校区コミュニティセンター 高良内校区コミュニティセンター 無料
高良内校区コミュニティセンター
0942-43-4431

福岡県 久留米市 ② 地域文化祭
地域の各団体・宮ノ陣中学校・宮ノ陣小学校の児童生徒の作品展示・３年
児童の表現活動等を行います。

11月17日 久留米市立宮ノ陣小学校 久留米市立宮ノ陣小学校 無料
久留米市立宮ノ陣小学校
0942－33－4315

福岡県 久留米市 ② 第18回ポレポレ祭り
安武小学校の3年生が総合（国際理解）でアフリカのマラウイとの交流の様
子を発表し、また、4年生は総合（福祉）で事業所ポレポレの方と創作した物
をバザーで販売します。

10月27日 出会いの場ポレポレ
ポレポレ祭り実行委員会（出会いの場
ポレポレ内）

出会いの場ポレポレ内
ポレポレ祭り実行委員会
0942‑27‑2039

一部有料

福岡県 久留米市 ② 荒木っ子文化祭
各学年ごとに、「人権」をテーマに、児童による表現活動（音読劇・合唱・学
習発表等）を行います。

11月9日 久留米市立荒木小学校 久留米市立荒木小学校 無料
久留米市立荒木小学校
0942-27-1145

福岡県 久留米市 ② 大橋再発見ウォーク
児童と地域の方と一緒に、大橋校区にある歴史をたどりながらウォークラ
リーを行います。

10月27日 久留米市立大橋小学校
久留米市立大橋小学校
かわせみ塾

無料
久留米市立大橋小学校
0942-47-0069

福岡県 久留米市 ② 学習発表会
各学年ごとに、児童による表現活動（総合的学習生活科学習での成果報
告・合唱・器楽演奏、1項1取組の成果披露）を行います。

11月16日 久留米市立青峰小学校 久留米市立青峰小学校 無料
久留米市立青峰小学校
0942－43－9101

福岡県 久留米市 ② 水分文化祭 各学年毎に,児童によるステージ発表（合唱、劇、学習発表等）を行います。 11月2日
久留米市立水分小学校
体育館

久留米市立水分小学校 無料
久留米市立水分小学校
0943－72－2270

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 ② 柴刈人権フェスタ（学習発表会）
各学年ごとに、児童による表現活動（音読劇・合唱・器楽演奏等）を行いま
す。

11月10日 久留米市立柴刈小学校 久留米市立柴刈小学校 無料
久留米市立柴刈小学校
0943-72-2408

福岡県 久留米市 ② ますかげ秋祭り
地域の方々の前で、本校6年生全員による大城太鼓の演奏を披露します。
地域の方々にとても楽しみにしていただいています。

11月10日 ますかげコミュニティセンター 大城校区まちづくり振興会 無料

【久留米市立大城小学
校HP】
http://www.ooki.kurume
.ed.jp/

久留米市立大城小学校
0942－78－3216

福岡県 久留米市 ② きたの総合文化祭
「とこしま堰物語」
　全校児童による表現活動（創作劇・合唱・合奏）を行います。

11月16日
久留米市北野町生涯学習セン
ター

久留米市立金島小学校 無料
久留米市立金島小学校
0942-78-2217

福岡県 久留米市 ② 学習発表会 学年ごとに、各教科や総合的な学習の時間等の学習の成果を発表します。 11月9日 久留米市立西牟田小学校 久留米市立西牟田小学校 無料
久留米市立西牟田小学校
0942－64－3672

福岡県 久留米市 ② 合唱・文化発表会 各教科等の作品展示を行います。 10月19日 久留米市立城南中学校 久留米市立城南中学校
久留米市立城南中学校
0942－33－7295

福岡県 久留米市 ② 合唱・文化発表会 学級・学年ごとの合唱発表及び文化部の発表を行います。 10月30日 久留米シティプラザ 久留米市立城南中学校
久留米市立城南中学校
0942－33－7296

福岡県 久留米市 ② 文化発表会
学級合唱、学年合唱、ブロック合唱、吹奏楽部演奏、美術部展示を行いま
す。

10月24日 石橋文化ホール 久留米市立江南中学校 無料
久留米市立江南中学校
0942-33-7305

福岡県 久留米市 ② 江南中校区人権フェスタ
校区内の保育園、幼稚園・小学校・中学校による発表会、実行委員会によ
る劇、校区サークルによる発表会、展示・体験、出店（小物販売・うどん・焼
き鳥等）を行います。

11月9日 久留米市立江南中学校 久留米市立江南中学校 無料
久留米市立江南中学校
0942-33-7305

福岡県 久留米市 ② 文化発表会 学級の課題曲及びブロックの課題曲を合唱します。 10月19日 久留米市立櫛原中学校 久留米市立櫛原中学校 無料
久留米市立櫛原中学校
0942-33-7385

福岡県 久留米市 ② 文化発表会
各学級・各ブロックごとの合唱、文化部の発表・展示、弁論や英語暗誦ス
ピーチ等を行います。

10月19日 久留米市立明星中学校 久留米市立明星中学校 無料
久留米市立明星中学校
0942-21-9468

福岡県 久留米市 ② 人権のつどい
中学校区内の小・中・聴覚特別支援学校、人権協、文化サークル等のス
テージ発表や展示発表等を行います。

11月9日 久留米市立明星中学校
明星中学校区人権のまちづくり推進協
議会

無料
久留米市立明星中学校
0942-21-9468

福岡県 久留米市 ②
荒木中学校
文化発表会

合唱コンクールを中心に生徒会劇、大型紙芝居などの発表を行います。 10月19日 久留米市立荒木中学校 久留米市立荒木中学校 無料
久留米市立荒木中学校
0942-26-5131

福岡県 久留米市 ② がん教育 講師の先生による講演を行います。 10月8日 久留米市立筑邦西中学校
久留米市立
筑邦西中学校

無料
久留米市立筑邦西中学校
0942－26－2646

福岡県 久留米市 ② 屏水フェスタ
同中学校区内の4小1中が「人権豊かな笑顔あふれるまち」をめざす取り組
みの一つとして様々な発表等を行います。

11月9日 久留米市立屏水中学校
屏水校区人権のまちづくり推進協議会
人権のまち・屏水フェスタ2019実行委
員会

無料
久留米市立屏水中学校
0942－47－1061

福岡県 久留米市 ② 文化発表会

《学年主張大会》
《展示》教科等作品、部活動作品、人権ポスター、人権標語を展示します。
《ステージ》合唱コンクール、部活動発表（吹奏楽部、合唱部）、英語暗誦を
行います。

10月17～18日 久留米市立北野中学校 久留米市立北野中学校 無料
久留米市立北野中学校
0942-78-2022

福岡県 久留米市 ② 文化発表会
各学年ごとの合唱コンクールと学年縦割りブロックによる合唱コンクール、
吹奏楽部演奏、生徒会による演劇、茶道部お手前披露、美術部や地域・生
徒作品の展示を行います。

10月19日 久留米市立三潴中学校 久留米市三潴中学校 無料
久留米市三潴中学校
0942-62-2137

福岡県 久留米市 ②①
①わくわく手話まつり
②文化祭

地域教育の充実と地域の学校とのつながりを更に深めることをねらいとし、
幼児児童生徒の学習活動や触れ合い等を保護者・地域に広く公開します。
①聾者劇団を招聘し、ワークショップを行います。
②今年度は、各学部の劇を公開します。

11月3日
福岡県立
久留米聴覚特別支援学校

①聴覚障害教育支援NPO法人言葉の
森くるめ
②福岡県立久留米聴覚特別支援学校

無料

①フェイスブック
https://www.facebook.c
om/kotobanomorikurum
e

①聴覚障害教育支援NPO法人
言葉の森くるめ
0942-45-2011
②福岡県立久留米聴覚特別支
援学校0942-44-2304

福岡県 久留米市 ②
令和元年度福岡県立田主丸特別支援
学校文化祭

各学部による劇や作品展示、高等部やPTAによるバザーなどを行います。 11月3日 福岡県立田主丸特別支援学校 田主丸特別支援学校 0943-73-1537

福岡県 久留米市 ②③④
令和元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

10月25～26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 0943-23-3175
福岡県高校生産業教育フェ
ア事務局
福岡県立八女農業校高等学

福岡 久留米市 ②
令和元年度第５８回九州地区学校体育
研究発表大会

大会主題を「生涯にわたり、仲間とともに主体的に運動やスポーツに親しむ
資質や能力を育む体育・保健体育学習」と設定し、研究発表及び研究協議
を深め、今後の学校体育の充実発展に寄与するための研究発表会です。

10月24～25日
久留米シティプラザ、久留米市
立上津小学校、久留米アリー
ナ、福岡県立小郡特別支援学校

九州地区学校体育研究連絡協議会、
九州各県教育委員会、福岡県教育委
員会、久留米市教育委員会

福岡県教育庁教育振興部
体育スポーツ健康課
092-643-3923

福岡県 久留米市 ②④ 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5～20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.pref
.fukuoka.jp

0942-37-5566

福岡県 久留米市 ④ 星兄　爆笑！プラネタリウムショー
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.pref
.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23～24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.pref
.fukuoka.jp

0942-37-5566

福岡県 久留米市 ③ 学園祭「愁華祭(しゅうかさい)」
今年で44回目を迎えます。多彩な企画を用意し、豪華なアーティストや人気
芸人による芸能人企画、誰でも気軽に参加できるステージ企画、豪華景品
が当たる抽選会といったイベントを行っています。ぜひお越しください。

10月19日～20日 久留米工業大学
久留米工業大学
愁華祭実行委員会

久留米工業大学 学生課
0942-22-2347

福岡県 久留米市 ①④ 久留米工業大学 秋季公開講座

次の4つのテーマについて講座を行います。
「航空機整備について―実機を使って飛行機システムや安全管理の取組
みの紹介」
「身近に迫った宇宙旅行について―最新の宇宙輸送システム―」
「超高齢社会を明るく変えるスマートモビリティサービス」
「重度障がい者の意思伝達支援装置の入力支援について」

11月2日,9日 久留米工業大学
久留米工業大学
地域連携センター

無料 www.kurume-it.ac.jp
久留米工業大学
0942-22-2345

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５３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。

11月1日～3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
0942-44-2712
旭町キャンパス：医学部教務課

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25日～11月14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/list7
8.html

0942-43-4413

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2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
久留米大学
国際交流センター事務室
0942-43-5166

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
御井町

① 練成会 「平和のために」特別公開授業 10月30日 久留米信愛短期大学 久留米信愛短期大学 無料
https://www.kurume-
shinai.ac.jp/college/

宗教部
0942-43-4532

福岡県
久留米市
御井町

③ 第52回信愛祭「新しい信愛へREBORN」 学園祭 11月16日,17日 久留米信愛短期大学 久留米信愛短期大学
https://www.kurume-
shinai.ac.jp/college/

信愛祭実行委員会
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

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16日 久留米信愛短期大学 久留米信愛短期大学 無料
https://www.kurume-
shinai.ac.jp/college/

幼児教育学科
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② 11月17日 久留米信愛短期大学 久留米信愛短期大学 無料
https://www.kurume-
shinai.ac.jp/college/

幼児教育学科
0942-43-4532

福岡県 桂川町 ①③ 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2～3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 ①③ 第21回図書館まつり 古本市、一針体験、おはなし会など 11月3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する。また、文化部が展示を行いま
す。

10月25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 ①② 令和元年度　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2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.j
p/

0948-65-5727

福岡県 桂川町 ①③
桂川町立図書館開館20周年記念
令和元年度第51回福岡県読書推進大
会

図書館を中心とした県民の読書活動や文庫・ボランティア活動の推進を図
ることを目的に県と市町村が共催により、昭和44年から毎年、県内各地を
会場として開催しています。今年度は嘉穂郡桂川町で開催いたします。

11月10日 桂川町住民センター
福岡県教育委員会
桂川町教育委員会

無料
https//www2.lib.pref.fuk
uoka.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 上毛町 ③
令和元年度
第14回上毛町文化祭

上毛町文化協会会員の発表会 11月2～3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 文化・芸術関係の公演会(内容未定） 11月3日 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 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
の理解とボランティアの育成を図ります。

11月9～10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.fuku
oka.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

福岡県 志免町 ① 文化財ウォーク 旧志免鉱業所竪坑櫓の保存修理工事過程と産業遺産収蔵庫の見学 11月2日 志免町教育委員会 無料
https://www.town.shim
e.lg.jp/site/bunkazai/bu
nkazaiwalk2019.html

志免町社会教育課
092-935-7100

福岡県 志免町 ①②③ 文化祭 芸能発表、作品展示等 11月2～3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 ①③ 第２５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12～13日 そぴあしんぐう 新宮町文化協会 無料
新宮町文化協会
080-2713-8100

福岡県 新宮町 ②
福岡特別支援学校
学校祭

児童生徒が日ごろの学習の成果や可能性を発揮する機会とすることを目的
として実施します。各学部の学習発表や作品展示を行い、保護者や地域の
方へ見ていただくことで、学校教育への理解や相互連携を深めます。

10月19日 福岡特別支援学校 福岡特別支援学校 無料 092-963-0031

福岡県 新宮町 ②
福岡特別支援学校
友愛セール

職業教育等の一環として、本校児童生徒が職業等の学習で作成した小物
等を販売します。また、地域・保護者の協力を受けてバザーが行われます。

11月16日 福岡特別支援学校 福岡特別支援学校 無料 092-963-0031

福岡県 新宮町 ②
福岡特別支援学校
アート展

児童生徒の作品や学習成果、地域の交流校との共同作品を公共の施設に
展示することで、広く本校理解や連携を深めます。

11月23～29日 そぴあしんぐう 福岡特別支援学校 無料 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20～27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

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19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

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3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 ①③ 第45回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2～3日 そえだ公民館（オークホール） 添田町文化連盟 無料
添田町教育委員会
社会教育課
℡0947-82-2559

福岡県 添田町 ①③
第27回ふくおか県民文化祭２０１９
「英彦山と筑豊の祭り」

筑豊地域に伝わる伝統芸能・民俗芸能の数々が一堂に集結。ロビーでは、
見ごたえある祭りをテーマにした写真展も同時開催。郷土愛に満ち溢れた
祭りの熱気、活気ある筑豊パワーをぜひ会場でご覧ください。

11月23日 そえだ公民館（オークホール） 「英彦山と筑豊の祭り」実行委員会 無料
添田町教育委員会
社会教育課
℡0947-82-2559

福岡県 太宰府市 ③ 第42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3～4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
太宰府市文化学習課
092-921-2101

福岡県 太宰府市 ③ 太宰府・小鳥居小(笑)路寄席 「笑いでつなぐ人と街」をテーマに、落語会を開催します。 10月17日 太宰府館まほろばホール 太宰府小鳥居小路寄席実行委員会
太宰府市観光推進課
092-921-2121

福岡県 太宰府市 ②
太宰府市公文書館パネル展「太宰府の
小学校の歴史」

複雑な経過をたどりながらも地域に支えられてきた、市内の小学校の歴史
をふりかえります。

開催中～12月26日
上下水道事業センタービジター
フロア

太宰府市公文書館 無料

https://www.city.dazaif
u.lg.jp/admin/soshiki/so
mu/212/597/1264/144
53.html

大宰府市公文書館
092-921-2322

福岡県 太宰府市 ③ 太宰府市民遺産パネル展 認定されている市民遺産を紹介する展示です。 11月12～26日 いきいき情報センター 大宰府市文化財課 無料
大宰府市文化財課
092-921-2121

福岡県 太宰府市 ③ 第25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27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
R1」

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27日 太宰府市役所 太宰府市環境課 無料

http://www.city.dazaifu.
lg.jp/admin/soshiki/shi
min_seikatu/222/396/1
276/11995.html

太宰府市環境課
092-921-2121

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 太宰府 ③ 芸術鑑賞会 演劇の鑑賞(地元の劇団に依頼し、劇を上演していただく) 10月18日 福岡農業高校 福岡農業高校 無料
http://fukuoka-
agr.fku.ed.jp/Default2.aa
spx

福岡農業高校
092-624-5031

福岡 太宰府 ② ユーカリ祭 文化祭、農産物販売会 11月1～2日 福岡農業高校 福岡農業高校 無料
http://fukuoka-
agr.fku.ed.jp/Default2.aa
spx

福岡農業高校
092-624-5031

福岡県 太宰府市
①②
③④

新元号記念特別企画
「令和」

新元号「令和」が大宰府に縁のある万葉集巻五の「梅花の歌三十二首」の
序文から選ばれたことを記念し、大宰府の歴史・文化を、大伴旅人が主催し
た「梅花の宴」につながる『歴史』と『交流』をキーワードに紹介する特別企画
「令和」を開催しています。

4月23日～12月22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.jp
NTTハローダイヤル
050-5542-8600

福岡県 太宰府市
①②
③④

日中文化交流協定締結40周年記念 特
別展
「三国志」

日本でも、小説、マンガ、ゲーム、人形劇など、さまざまな切り口から広く親
しまれ、人気の高い「三国志」。本展では、近年中国で発掘された選りすぐり
の考古資料からその実像に迫り、これまでの三国志を超えた、考古学なら
ではのリアルな三国志像をご紹介します。

10月1日～1月5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、中国文物交
流中心、NHK福岡放送局、NHKプラ
ネット九州、西日本新聞社、朝日新聞
社

https://www.kyuhaku.jp
NTTハローダイヤル
050-5542-8600

福岡県 太宰府市
①②
③④

住友財団修復助成30年記念
「文化財よ、永遠に」

形あるものは全て、永遠にその姿を保つことはできません。漆や絹など脆弱
な素材で造られたものが多い文化財にとって、定期的な修理は不可欠で
す。住友財団の助成を得てよみがえった文化財を通して、修理の意義をご

9月10日～11月4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.jp
NTTハローダイヤル
050-5542-8600

福岡県 太宰府市
①②
③④

特集展示
「版経東漸 ～対馬がつなぐ仏の教え

本展では対馬ゆかりの印刷経典（版経）にスポットを当て、版経が中世東ア
ジアの文化交流に果たした役割についてご紹介します。

10月29日～12月22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.jp
NTTハローダイヤル
050-5542-8600

福岡県 太宰府市
①②
③④

特集展示
「縄文王国やまなし」

約1万年続いた縄文時代。中頃の中部高地とその周辺で最盛期を迎え、新
潟の火焔型 土器に代表される過剰デザインの土器が各地で作られました。
本展では、本場、中部高地の釈迦堂遺跡の土器から山梨の縄文文化の魅
力をご紹介します。

10月29日～12月22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.jp
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）
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します。

11月2、3日
九州情報大学太宰府キャンパス
（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：
https://www.kiis.ac.jp/i
nformation/festival/

九州情報大学学園祭実行委員
会
(092-928-0374）

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。初心者を対象とします。（参加：小学生以上）
※学園祭同時開催

11月3日
九州情報大学太宰府キャンパス
（太宰府市宰府6-3-1）

九州情報大学学術研究所
九州情報大学学術研究所
（092-928-4000）

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12日,14日,19日
九州情報大学太宰府キャンパス
（太宰府市宰府6-3-1）

九州情報大学学術研究所
九州情報大学学術研究所
（092-928-4000）

福岡県 大刀洗町 ③ 大刀洗町ドリームまつり
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、ふ
るさと大刀洗町の再認識に寄与するため、舞台発表・展示等の行事を行い
趣旨の達成を図ります。

11月9～10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

福岡県 筑後市 ① 青少年健全育成のための意見発表会
多くの市民に青少年の健全育成への理解と関心を持ってもらうため、小・中
学生による意見発表会を行います。

11月3日 サザンクス筑後 筑後市 無料 0942-65-7056

福岡県 筑後市 ③ 市民文化祭
文化・芸術活動を活性化し、文化意識の向上を図るため、筑後市文化連盟
や各地域で活動する団体等における日頃の創作活動の成果を発表しま

11月15～17日 筑後市中央公民館 筑後市文化連盟 無料 0942-65-3360

福岡県 筑後市 ② 筑後特別支援学校　学習発表会
小学部、中学部、高等部、寄宿舎によるステージ発表や各クラスによる模擬
店の体験活動を行います。保護者や地域の方々にも公開し、作品展示を含
めた発表と啓発の場とします。

11月16日
筑後特別支援学校体育館、各教
室等

福岡県立筑後特別支援学校 無料 http://chiku-ss.fku.ed.jp
筑後特別支援学校
0942-53-0528

福岡県 筑紫野市 ①③ 第17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。
3会場で約10劇団が上演、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24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.chikush
ino.fukuoka.jp/kyouikub
u/library/ningyougeki/ni
ngyo_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 第2回学校公開期間
特別支援教育のセンター的機能を果たすことを念頭に、地域に開かれた学
校を目指し、学校公開を年に2回実施しています。地域や教育・医療・福祉
関係の方々に本校の教育活動を見ていただき理解を深めてもらいたいと考

10月29～31日
福岡県立福岡視覚特別支援学
校

福岡県立福岡視覚特別支援学校 無料
http://fuku-
vss.fku.ed.jp

092-924-1101

福岡 筑紫野市 ②③④
きらり祭（県立福岡高等視覚特別支援
学校文化祭）

朗読劇、器楽や歌による合奏、作品展示、クッキーやバザー、あんま・マッ
サージ・針の体験コーナー、他

11月2日 福岡高等視覚特別支援学校 福岡高等視覚特別支援学校 無料
http://fukuh-
vss.fku.ed.jp

福岡高等視覚特別支援学校
092-925-3053

福岡県 築上町 ③ 旧藏内邸企画展「きんからの世界展」
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月上旬 旧藏内邸 築上町教育委員会
築上町歴史散歩ホーム
http://chikujo-

旧藏内邸
（0930－52－2530）

福岡県 築上町 ③
船迫窯跡公園企画展「戦争の時代（仮
称）」

かつて築上町には築城海軍航空隊飛行場があり、周囲にはその関連遺構
が今も残されています。戦後７４年が経過し戦時資料から私達は何を学ぶ
べきかを問いかけます。

10月16日～12月22日 船迫窯跡公園 築上町教育委員会 無料
築上町歴史散歩ホーム
http://chikujo-
rekishi.jp/

船迫窯跡公園
（0930－52－3771）

福岡県 築上町 ③ 築上町民文化祭
町民のさまざまな文化活動の成果を発表する場を提供することにより、町民
の文化活動への参加意欲を喚起し、新しい芸能、文化の創造を促し、町民
文化活動の発展に寄与します

11月2～4日
中央公民館
ソピア、コマーレ

文化祭実行委員会 無料
築上町中央公民館
0930-56-0251

福岡県 築上町 ③ 雅楽ミニコンサート
町民に対し、芸術・文化に触れる機会を提供することにより、芸術文化に対
する意識の高揚をはかります。

11月9日
築上町コミュニティセンター（ソピ
ア）

築上町教育委員会 無料
築上町教育委員会
生涯学習課
（0930－52－0001）

入場整理券が必要

福岡 築上 ② おおぐす祭（文化祭）
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による手作り作品の販
売、不用品バザー等

11月2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

町民の文化振興の意識を高めるため、文化協会から文化祭実行委員会を
発足し、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ます。
また、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、感じ取って
もらうことで、心豊かな人間形成に繋げます。

10月25～27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2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
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福岡県 那珂川市 ④
国史跡指定記念特別講演会　安徳台遺
跡

本市第2号の国史跡指定となる安徳台遺跡を広く周知し、文化財の啓発や
地域の歴史学習の機会の創出、まちづくり、郷土愛を育むきっかけとしま
す。

11月2日
ミリカローデン那珂川文化ホー
ル

那珂川市教育委員会、公益財団法人
那珂川市教育文化振興財団

無料
https://www.city.nakaga
wa.lg.jp/

那珂川市教育委員会文化振興
課
092-952-2092（中央公民館内）
ミリカローデン那珂川

福岡県 那珂川市 ② 授業改善研究大会
市内の学校の学力向上の為、指導方法の工夫に視点をあてた研究発表を
行い、教職員の指導力向上を図ります。

11月7日
安徳北小学校
ミリカローデン那珂川

那珂川市教育委員会 無料
那珂川市教育委員会教育指導
室

福岡県 那珂川市 ③ 第2回那珂川市民文化祭
故郷の文化を紹介し、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。

11月9～10日 ミリカローデン那珂川
那珂川市、那珂川市教育委員会、那珂
川市文化協会、公益財団法人那珂川
市教育文化振興財団

無料
https://www.city.nakaga
wa.lg.jp/

那珂川市文化協会092-953-
2080
那珂川市教育委員会文化振興
課
092-952-2092（中央公民館内）

福岡県 那珂川市 ③ 第9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、地域の財源である文化財の保
存・継承の必要性を広くアピールします。

11月16日
那珂川市山田区（伏見神社）～
安徳区（カワセミ公園）

那珂川市、那珂川市教育委員会、那珂
川市文化協会、公益財団法人那珂川
市教育文化振興財団、那珂川市山田
区、那珂川市安徳区

無料
https://www.city.nakaga
wa.lg.jp/

那珂川市文化協会092-953-
2080
那珂川市教育委員会文化振興
課
092-952-2092（中央公民館内）

福岡県 中間市 ③ 文連文化祭 文化団体連合会の発表の場。 11月1～3日 なかまハーモニーホール
公益財団法人
中間市文化振興財団

無料 093-245-8000

福岡県 中間市 ③ おはなし会（なかまフレンズ） 図書館での読み聞かせ 10月26日 中間市民図書館 中間市民図書館 無料 093-245-2664
福岡県 中間市 ③ 図書館員おはなし会 図書館での読み聞かせ 11月2日 中間市民図書館 中間市民図書館 無料 093-245-2664
福岡県 中間市 ③ おはなし会（ほっとブックなかま） 図書館での読み聞かせ 11月16日 中間市民図書館 中間市民図書館 無料 093-245-2664
福岡県 中間市 ③ 中間市美術展 市内および近隣から作品を募集し、展示および表彰をおこないます。 11月1～3日 なかまハーモニーホール 中間市教育委員会 無料 093-246-6224
福岡県 中間市 ③ コミュニティ文化祭 中央公民館各サークルの発表を行います。 10月12～13日 中間市中央公民館 中間市教育委員会 無料 093-246-6224
福岡県 中間市 ③ やっちゃれ祭り 各団体の発表やチャリティなどを行います。 10月20日 なかまハーモニーホール 中間市 093-246-6234
福岡県 中間市 ④ 産業考古学会 ２０１９年度全国大会を中間市で実施。 11月8～10日 なかまハーモニーホール 中間市 無料 093-246-6234
福岡県 中間市 ① ナカマラボ（紙漉きラボ） 児童を中心とした体験型歴史講座 11月17日 中間市中央公民館 中間市歴史民俗資料館 093-246-6224
福岡県 中間市 ① 中間市歴史探訪 中間市周辺の歴史遺産を巡ります 11月17日 中間市中央公民館 中間市歴史民俗資料館 無料 093-246-6224

福岡県 直方市 ① 第51回直方市民文化祭

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を設け、地域文
化活動の奨励と振興を図るため全市民対象に出品者・ステージ芸能参加
者を募集します。
同時開催として、子ども音楽祭、小中学校文化展等を開催します。

11月1～3日
ユメニティのおがた、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
http://www.ｃｉｔ
ｙ.nogata.fukuoka.jp/

文化・スポーツ推進課
（中央公民館内）
0949-25-2326

福岡県 直方市 ②,③ 文化祭 日常の教育活動・文化活動の成果を発表する場 11月2日 筑豊高校 筑豊高校 無料 http://chikuho.fku.ed.jp 0949-29-0324

福岡県 直方市 ①②③ 遠賀川フェスタ
直方市を中心に開催される地域産業、地域の魅力を紹介する行事に本校
生活デザイン科が生徒自作の服を着てファッションショーを行ないます。

11月3日 遠賀川(直方市役所付近) 国土交通省 無料

福岡県 博多区 ② 忍
すい

　冬
かずら

　祭
さい

学園祭・各学科ごとバザーや色々な催し等を行っています。 11月9、10日 精華女子短期大学
精華女子
短期大学

無料 092-591-6331

福岡県 広川町 ① 親子ふれあいナイトハイキング
夜間往復24ｋｍを歩くという、普段できない体験を家族で体験することで、ふ
れあいを通し絆を深めます。

11月1～2日
広川町町民交流センター～高良
大社

広川町教育委員会
広川町青少年育成町民会議

無料
0943-32-0093
教育委員会生涯学習係

福岡県 広川町 ① 第１０回囲碁ボール大会
誰にでも楽しめる囲碁ボールの普及を通じて、住民の健康づくり・地域間世
代間の交流の促進を図ります。

11月3日 広川町立中広川小学校体育館
広川町教育委員会
広川町中央公民館

無料
0943-32-0093
教育委員会生涯学習係

福岡県 福岡市 ①③
郷土の美術をみる・しる・まなぶ２０１９
新たな髙島野十郎

久留米出身の髙島野十郎は、自己の画業を妥協なく追及し続けた孤高の
洋画家です。本展は個人コレクターから御寄贈の１５点の作品とともに、新
発見作品や未公開資料を交えて野十郎の新たな魅力をお伝えします。

10月5日～11月24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 ①③
大相撲展福岡
～Oh! SUMO EXHIBITION～

大相撲の持つ文化的・歴史的価値や背景を大切にしながら、ビジュアルや
空間演出、そして体験演出などを効果的に導入した「参加して、楽しんで、
理解して、そして相撲を好きになる」展覧会です。

10月18日～12月1日 福岡県立美術館 大相撲展福岡実行委員会
http://fukuoka-
kenbi.jp/

092-715-3551

福岡県 福岡市 ③ バレエ・フェスティバル2019 福岡市バレエ協会によるバレエの祭典 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 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
≪福岡の秋フェスティバル2019≫
ラファウ・ブレハッチ　ピアノリサイタル

ピアノの貴公子ブレハッチが古典からロマン派までを聴かせます 11月12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.76
大萩康司&上野芽実　ギター・デュオ

小説「マチネの終わりに」の映画化で人気が再燃!!
クラッシック・ギターが、今一番熱い!!

11月13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 フロアコンサート 毎月第1・4木曜日のお昼時に実施する45分間の無料コンサート 11月7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 コロポコ木製おもちゃ展
赤ちゃんからご高齢の方まで楽しく遊べる知育玩具、組み立てコッコちゃ
ん、コロポコ積み木パズルのほか、工房キャラクターの木製オブジェ、一輪
挿し、ペンダントなど、ここにしかないオリジナル作品を展示販売します。

10月14～20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/10467.html

文化観光情報ひろば
092-725-9100

福岡県 福岡市 ③ 椿工房　くらしの器展

川原豊子・直樹の親子展。暮らしに馴染む、シンプルで飽きのこない食器や
花入れのほか、注ぎ口を３ヵ所にして、注ぎ口からしか注げないようにした
「椿徳利」や、ユーモアあふれる「お茶を吐くフグの急須」など、見て、楽しい
作品を展示販売します。

10月21～27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/10468.html

文化観光情報ひろば
092-725-9100

福岡県 福岡市 ③ 第56回博多人形作家協会新作展
新天皇の即位にちなみ、国家の慶事に必ず舞われる舞楽や、日本の伝統
文化などを博多人形で表行しました。また、新元号「令和」誕生の舞台と
なった、万葉集の「梅花の宴」をモチーフにした作品なども見どころです。

10月28日～11月3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/10469.html

文化観光情報ひろば
092-725-9100

福岡県 福岡市 ③ 工作小屋moku-ren木工作品展
「木の器で食卓を楽しく豊かに！」をテーマに、皿、サラダボール、カッティン
グボード、カトラリーなどを制作しました。使い易さはもちろんですが、冒険
心を忘れず、自分らしさをプラスしたモノづくりを心掛けています。ぜひ会場

11月4～10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/10470.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展～わんもの
～

小石原焼の伝統を受け継ぎ、次世代へと伝えることはもちろんのこと、現代
のライフスタイルに合った器づくりに日々邁進しています。今回は毎日の食
卓に欠かせない飯碗、汁碗、どんぶり碗などを中心に、魅力ある器を展示

11月12～17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/10471.html

文化観光情報ひろば
092-725-9100

福岡県 福岡市 ③ O.TANAKA水彩展 水彩で描いた海、山、花などの作品を約20点展示します。 10月14～20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/10514.html

文化観光情報ひろば
092-725-9100

福岡県 福岡市 ③ 9人の作家によるRO展
写真、水彩画、鉛筆画、ペン画、デザイン画などジャンルの違う９人の作家
がお祭りの露店(RO展)に見立て、自由かつ個性的な作品を展示します。

10月21～27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/10515.html

文化観光情報ひろば
092-725-9100

福岡県 福岡市 ③ ねこが見た車窓の風景
動物をデザイン的に表現した作品を約30点展示します。絵を描いている自
分自身がしあわせな気持ちでいっぱいになります。見てくださる方々も同じ
気持ちになっていただけたらうれしく思います。

10月28日～11月3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/10516.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
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福岡県 福岡市 ③ 王羲之を基に漢字書の展開
書聖 王羲之の蘭亭序・十七帖を学び、中国の書人を参考に創作した作品
を10点展示します。日頃の書作活動の成果をぜひご覧ください。

11月4～10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/10517.html

文化観光情報ひろば
092-725-9100

福岡県 福岡市 ③ 美のかたち～fusion～

季節の移ろいや自然のはかなさ、また人々の思いや願いを美のかたちにし
たいと思い水墨画や手描き染めで表現しています。今回は自分がとても勇
気づけられた御仏の絵や、山笠に飾られる切木牡丹などを描いた作品を約
15点展示します。

11月11～17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/10518.html

文化観光情報ひろば
092-725-9100

福岡県 福岡市 ③ 能と声明「大般若」を見に行こう！
能の舞台ってどうなってるの？「大般若」って三蔵法師の物語？！声明って
なんだ？？？11月23日の『能と声明「大般若」』公演の前にチェックしておく
と鼻高々になれるパネル展です。

10月15～20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
文化観光情報ひろば
092-725-9100

福岡県 福岡市 ③
九州歴史資料館特別展「久留米展」へ
の招待

筑後・久留米の文化財や美術・工芸品、観光地や物産など地域の魅力を伝
える特別展「久留米展－福岡県の歴史文化遺産ー（仮）」と、併せて行うイ
ベントや当館の活動を紹介します。

10月21～27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/10560.html

文化観光情報ひろば
092-725-9100

福岡県 福岡市 ③
舞鶴園高齢者創作講座「博多伝統おき
あげ教室」作品展

福岡市立老人福祉センター舞鶴園で開講中の高齢者創作講座「博多伝統
おきあげ教室（講師/清水裕美子）」。その創作活動の様子や作品をご紹介

10月28日～11月3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
文化観光情報ひろば
092-725-9100

福岡県 福岡市 ③
特別展「聖母の美－諸教会におけるマ
リア神学とその芸術的展開－」

キリスト教の長い歴史の中で発展してきた聖母の芸術と、その芸術の源泉
である言説（マリア神学）をご紹介します。

11月4～10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/10562.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２０１９
子どもの絵の交流展。福岡の子ども（日本人や在日コリアン）の絵を、朝鮮
半島の子どもの絵とともに展示します。

11月11～17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/10563.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
純姫、柳川へ下る
－最後の柳川藩主立花鑑寛正室純姫
の道中日記

柳川古文書館で開催される企画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、講師が企画展のポイントをわかりやすく解説しま
す。

10月19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/10354.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
神仏への祈り－朝倉の古代寺院と信仰
遺品－

甘木歴史資料館で開催される企画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、講師が企画展のポイントをわかりやすく解説し
ます。

10月26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/10355.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
古代の久留米

九州歴史資料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

11月2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/10356.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
聖母マリアの神学と芸術

西南学院大学博物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わかりやすく解説

11月9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/10357.html

文化観光情報ひろば
092-725-9100

福岡県 福岡市 ③
映像ホール・シネラ　シネマテーク事業
特別企画　　「美空ひばり　特集」

美空ひばり没３０周年記念して，美空ひばりの主演映画の特集する。
上映はレンタル作品１１本，本市収蔵作品２本の合計１３本を上映予定。

11月1日
～
12月1日

福岡市総合図書館映像ホール・
シネラ

福岡市総合図書館映像ホール・シネラ
実行委員会

http://www.cinela.com
福岡市総合図書館映像資料課
TEL：092-852-0608
library-

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 ①④ 志賀島アマモ場作りイベント（仮称）
市民等の博多湾への関心向上や博多湾環境保全創造活動の輪を拡げて
いくことを目的に体験型のイベントを開催する。

10月19日
福岡市営渡船 志賀島旅客待合
所近辺

福岡市港湾空港局 無料 092-282-7178

福岡県 福岡市 ①④ 博多湾市民シンポジウム(仮称）
市民等の博多湾への関心向上や博多湾環境保全創造活動の輪を拡げて
いくことを目的にシンポジウムを開催する。

11月17日 福岡市科学館 福岡市港湾空港局 無料 092-282-7179

福岡県 福岡市 ① 環境フェスティバルふくおか2019
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実施します。

10月26，27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2019実行
委員会（福岡市，企業，市民団体等で
構成）

無料
http://www.city.fukuoka
.lg.jp/kankyo/index.html

環境フェスティバルふくおか
2019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 ③ 第117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15～17日
承天禅寺
（博多区博多駅前1-29-9）

博多織工業組合 無料
博多織工業組合HP
http://www.hakataori.or.
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10～22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HP
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31日～11月5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HP
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9～10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HP
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」
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14～19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HP
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 「博多人形師個展」(仮称） 博多人形師永野繁大氏と西山陽一氏の作品を展示・販売します。 11月21～26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HP
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 ①③
ギュスターヴ・モロー展　サロメと宿命の
女たち

フランス象徴主義の画家ギュスターヴ・モローの展覧会の描く女性に焦点を
当て、代表作でもある≪出現≫（1876年頃）等を含む油彩・水彩・素描など
約100点を紹介します。

10月1日～11月24日 福岡市美術館
福岡市美術館、西日本新聞社、テレビ
西日本、TVQ九州放送

http://www.fukuoka-
art-museum.jp/

福岡市美術館
092-714-6054

福岡県 福岡市 ①③ 仙厓－小西コレクション
2016年度に小西正一氏よりご寄贈いただいた、博多の禅僧・仙厓の書画お
よび遺愛の品々をご紹介いたします。初公開作品も多数あります。

10月1日～12月1日 福岡市美術館 福岡市美術館
http://www.fukuoka-
art-museum.jp/

福岡市美術館
092-714-6054

福岡県 福岡市 ①③ 梅田哲也展
建築構造や物理現象、人の行為を取り込むインスタレーションとパフォーマ
ンスが国内外で高く評価される梅田哲也の美術館初個展です。梅田は、美
術、音楽、舞台芸術の領域を横断し、時空間をつなぎ、観る者の知覚に働

11月2日～1月13日 福岡市美術館 福岡市美術館
http://www.fukuoka-
art-museum.jp/

福岡市美術館
092-714-6054

福岡県 福岡市 ①③ ファミリーDAY
親子で美術に親しみ、楽しめるワークショップ、ギャラリートークを館内のあ
ちこちで同時に実施します。会期中はいつでも参加可能です。

11月2～4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

行事自体は無料だが、展示
室内での活動にはコレクショ
ン展示入館料が必要※11/3

福岡県 福岡市 ①③ つきなみ講座
学芸員が、自身の研究や関心事、展覧会、そのほか仕事について話をしま
す。

10月19日、11月16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

福岡県 福岡市 ③ 無料観覧日
文化の日は、常設展示（コレクション展・企画展）を無料でご観覧いただけま
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
092-714-6051

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.fukuoka
.lg.jp/home

アジア美術館
092-263-1100

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 ③
福岡アジア美術館 開館20周年記念　ア
ジア美術、100年の旅

当館のアジア近現代美術コレクションは、1970年代からの先進的な収集活
動によって、世界的にも類を見ないものとなっています。
 　本展は、そのなかから各地域・時代を代表する作品を選りすぐって、美術
館7階全体を使って展示する特別企画展。民衆の夢や希望、社会へのメッ
セージを託された作品など、当館でしか見られない、近代化以後現代まで
の多彩なアジア美術の魅力が全開！決定版のコレクション展です。

10月5日～11月26日 福岡アジア美術館 福岡アジア美術館
http://faam.city.fukuoka
.lg.jp/exhibition/detail/6
14

アジア美術館
092-263-1100

福岡県 福岡市 ③
考古学講座第4回「6・7世紀の集落動向
-元岡・桑原遺跡群を中心に-」

庚寅銘大刀が出土した元岡桑原遺跡群の動向を解説します。講師　福岡
市埋蔵文化財課長　菅波　正人　氏

10月19日 埋蔵文化財センター 埋蔵文化財センター 無料
http://www.city.fukuoka
.lg.jp/maibun/html/

福岡市埋蔵文化財センター
092-571-2921

福岡県 福岡市 ③
考古学講座第5回「庚寅銘大刀を生んだ
時代」

庚寅銘大刀を生んだ時代の背景について解説します。講師　国立歴史民俗
博物館名誉教授　広瀬　和雄　氏

12月7日 埋蔵文化財センター 埋蔵文化財センター 無料
http://www.city.fukuoka
.lg.jp/maibun/html/

福岡市埋蔵文化財センター
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.fuku
oka.jp/

福岡市博物館運営課
電話：092-845-5011

福岡県 福岡市 ③
侍～もののふの美の系譜～
The Exhibition of SAMURAI

約600年間にわたる甲冑・刀剣等の優品約150点を一堂に展観します。戦場
における実用のなかで研ぎ澄まされてきた甲冑・刀剣の歴史的な進化を紹

9月7日～11月4日 福岡市博物館
福岡市博物館，読売新聞社，FBS福岡
放送，チケットぴあ九州，LOVE　FM

https://samurai2019.jp/
福岡市博物館運営課
電話：092-845-5011

福岡県 福岡市 ③ 挑む浮世絵　国芳から芳年へ

幕末明治の激動期に活躍した奇想の絵師・歌川国芳を中心に、最後の浮
世絵師と呼ばれる月岡芳年など弟子たちにもスポットを当て、浮世絵表現
に挑戦を続けた‘芳’ファミリーの系譜とその魅力に迫ります。一部、衝撃的
な表現を含みます。ご用心を！

11月16日～12月22日 福岡市博物館
福岡市博物館，西日本新聞社，株式会
社TVQ九州放送

福岡市博物館運営課
電話：092-845-5011

福岡県 福岡市 ③ 古の刀剣
人々の戦いの歴史をモノ語る刀剣は武器であり、権威の象徴でもありまし
た。日本では北部九州からはじまったその歴史を、弥生時代から古墳時代
の刀剣を中心に紹介します。

8月20日～10月20日 福岡市博物館 福岡市博物館
http://museum.city.fuku
oka.jp/

福岡市博物館運営課
電話：092-845-5011

福岡県 福岡市 ③ 近代福岡の新聞
明治時代に登場した新聞は、わたしたちの生活に密着し、今でも身近な存
在です。「筑紫新聞」をはじめとする福岡で発行された新聞から、明治・大
正・昭和のちょっとしたニュースを紹介します。

10月22日～12月22日 福岡市博物館 福岡市博物館
http://museum.city.fuku
oka.jp/

福岡市博物館運営課
電話：092-845-5011

福岡県 福岡市 ③ 「肖像」を読み解く
人の姿をあらわした肖像はどのような目的で制作されたのでしょうか。館蔵
の資料を通して個々の肖像が制作された背景を読み解きます。

9月10日～11月10日 福岡市博物館 福岡市博物館
http://museum.city.fuku
oka.jp/

福岡市博物館運営課
電話：092-845-5011

福岡県 福岡市 ③ 江戸時代の武士とは
武士とは武芸をもって主君に奉仕する者。しかし、江戸時代の武士は武芸
だけでなく様々なかたちでつとめを果たしていました。江戸時代の武士の姿
を紹介します。

11月12日～1月13日 福岡市博物館 福岡市博物館
http://museum.city.fuku
oka.jp/

福岡市博物館運営課
電話：092-845-5011

福岡県 福岡市 ③
市制施行130周年記念
福岡市　これまでとこれから　2

誕生130年を迎えた福岡市では，これまで数多くの文化財が調査・保護され
てきました。本展では市内の史跡を中心に，福岡のれk氏と文化財について
紹介します。

7月17日～10月27日 福岡市博物館 福岡市博物館
http://museum.city.fuku
oka.jp/

福岡市博物館運営課
電話：092-845-5011

福岡県 福岡市 ③ ふくおか発掘図鑑10
1000箇所を超える遺跡がある福岡市では今日もどこかで発掘調査が行わ
れています。ひとつずつ明らかになる人々の生活の様子をのぞいてみま

10月29日～1月19日 福岡市博物館 福岡市博物館
http://museum.city.fuku
oka.jp/

福岡市博物館運営課
電話：092-845-5011

福岡県 福岡市 ③ 筒描―庶民生活の華―
藍染の布地に映える鮮やかな色彩、豪快奔放に描かれたおめでたい絵
柄。人々に訪れる晴れの舞台を演出するために職人たちが一枚一枚染め
あげた筒描の数々をお楽しみ下さい。

8月6日～11月17日 福岡市博物館 福岡市博物館
http://museum.city.fuku
oka.jp/

福岡市博物館運営課
電話：092-845-5011

福岡県 福岡市 ③
水辺の絵葉書―名所風景としての釣り
人―

稀代の釣り文献コレクター・金森直治氏収集の絵葉書から、日本各地の釣
り人の姿をピックアップ。在りし日の名所風景に思いを馳せてみてはいかが

11月19日～1月26日 福岡市博物館 福岡市博物館
http://museum.city.fuku
oka.jp/

福岡市博物館運営課
電話：092-845-5011

福岡県 福岡市 ③ 新陰流兵法御書物・十鎌法
福岡藩3代藩主黒田光之の宝蔵院流十字鑓の相伝書や新陰流剣術の相
伝書

10月8日～11月17日 福岡市博物館 福岡市博物館
http://museum.city.fuku
oka.jp/

福岡市博物館運営課
電話：092-845-5011

福岡県 福岡市 ③ 黒田長溥・長知・長元御寄合書ほか
幕末や維新で活躍した、福岡藩11代藩主黒田長溥と12代黒田長知、支藩
秋月藩の10代藩主黒田長元が共に制作した絵画

11月19日～12月27日 福岡市博物館 福岡市博物館
http://museum.city.fuku
oka.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（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4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
スポーツ施設課092-711-4099

施設の指定管理者が行う事
業

福岡県 福岡市 ① ココロン映画会 （人権映画会）
市民に身近な映画を通して，人権について考えてもらい，人権についての
理解や認識を深めてもらうことを目的に，映画会を開催します。
＜上映作品＞外国人の人権① 僕の帰る場所② 焼肉ドラゴン

10月19日
福岡市健康づくりサポートセン
ター（あいれふ）

福岡市人権啓発センター 無料
福岡市市民局人権部
人権啓発センター092-717-1237

福岡市ホームページ（人権啓
発センター）に９月に掲載予
定

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

10月25日～11月10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 福岡市子ども読書フォーラム

子どもが本に親しみ，自ら進んで読書できるような環境づくりの一環として，
様々な分野で子どもの読書活動に携わっているボランティア関係者や教育
関係者により，絵本の読み聞かせ，お話会，ビブリオバトル，わらべうたなど
を実施します。

11月30日
福岡市男女共同参画推進セン
ター
アミカス

福岡市教育委員会生涯学習課 無料

http://www.city.fukuoka
.lg.jp/kyoiku-
iinkai/shogaigakushu/lif
e/forum.html

福岡市教育委員会
生涯学習課
092-711-4655

福岡県 福岡市 ③④
ユースフェスタひがし
（東区こども青少年文化祭）

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24日 なみきスクエア 東区こども青少年文化祭実行委員会 無料

東区こども青少年文化祭
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 福岡市 ③ 第41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・民舞・ダンスの7つ
のステージ発表（つどい）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3日～12月8日
各種つどい：南市民センター，南
区美術展：福岡市美術館

南区市民の祭り運営委員会 無料
福岡市南区役所HP
http://www.city.fukuoka
.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 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。

11月下旬～12月上旬予定 市内間伐作業現場等 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 ①③ 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27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.c
om/animalfes.fukuoka

福岡市保健福祉局生活衛生課
092-711-4273

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月1～7日 各学校
福岡市立学校
全226校
福岡市教育委員会

無料

http://www.city.fukuoka
.lg.jp/kyoiku-
iinkai/gakkoshien/ed/ko
ukai.html

福岡市教育委員会教育支援課
092-711-4636

福岡県 福岡市 ③
第40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19～24日
②11月17日

①福岡市美術館
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 ①③
聖母の美―諸教会におけるマリア神学
とその芸術的展開

本展覧会では、キリスト教世界においてとりわけ親しまれ、崇敬されてきた
聖母マリアを主題とするさまざまな時代・地域の芸術を、神学思想と共に
辿っていくことで、聖母の美の多様性と普遍性を紹介する。

11月～翌年1月 西南学院大学博物館 西南学院大学 無料
http://www.seinan-
gu.ac.jp/museum/

西南学院大学博物館
（092-823-4785）

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 第61回香蘭祭
学生主催のもと学園祭を開催し、ファッションショーや演劇、学習成果発表
（作品展示）等を行ないます。

11月3日～4日 香蘭女子短期大学 香蘭女子短期大学
学生支援課
092-581-1538（代表）

R元.10中旬～本学ホーム
ページにも掲載予定

福岡県 福岡市 ①②③

中村学園大学・中村学園大学短期大学
部
令和元年度 第46回公開講座
B-1コース

「感性」の耕しを！　― 鑑賞・表現活動のある生活 ―
教育現場で、最も重要なことは「知性と感性の一体化を図る」こと。
日本の優れた美術やお勧めの美術館等のご紹介も交えながら、「感性」に
ついて考えます。

11月2日 中村学園大学 中村学園大学 無料

https://www.nakamura-
u.ac.jp/society/opense
minar/no46_course_bosy
u.html

中村学園大学
連携推進部公開講座係
TEL:092-851-5579

福岡県 福岡市 ①③

中村学園大学・中村学園大学短期大学
部
令和元年度 第46回公開講座
B-2コース

初春令月、気淑風和─「令和」の出典と天平の「風流」─
新しい元号である「令和」は、『万葉集』巻五の梅花の歌の序の「初春令月、
気淑風和」から取られました。「梅花の歌序」「帰田賦」「蘭亭序」の比較を通
して、背後に流れる神仙思想について解説、天平時代の「風流」についてお

11月2日 中村学園大学 中村学園大学 無料

https://www.nakamura-
u.ac.jp/society/opense
minar/no46_course_bosy
u.html

中村学園大学
連携推進部公開講座係
TEL:092-851-5579

福岡県 福岡市 ①
放送大学福岡学習センター令和元年度
第２回公開講演会「平成から令和へ ～
いま天皇制を考える ～」

＜講師＞原　武史　（放送大学教授）
＜講演概要＞本年4月30日に天皇と皇后が退位し、5月1日に新天皇と新皇
后が即位して、元号が平成から令和に変わりました。天皇や皇室から見て、
平成とは一体いかなる時代であったのか、そして令和は平成とどこで連続
し、どこで断絶しているのかを、新天皇と新皇后のほか、上皇と上皇后、皇
嗣と皇嗣妃の動きにも注意しながら客観的に考えてみたいと思います。象
徴天皇のあり方を考えることは、主権者である私たちの責務だからです。参
考書として「平成の終焉 退位と天皇・皇后（岩波新書）」を挙げておきます。

11月24日(日)
13：30～15：30
（受付：13:00～）

筑紫ホール（九州大学筑紫キャ
ンパス内）

放送大学福岡学習センター／九州大
学大学院総合理工学研究院・大学院
総合理工学府・応用力学研究所・先導
物質化学研究所・グローバルイノベー
ションセンター

無料
https://www.sc.ouj.ac.jp
/center/fukuoka/

放送大学福岡学習センター
TEL:092-585-3033

福岡県 福岡市 ①②③
公開講座：アートと社会包摂
記録映像「S/N」上映会とシンポジウム
(仮）

HIV/AIDSやセクシュアリティ、マイノリティとマジョリティの境界をテーマとし
た伝説的作品「S/N」の上映会を実施します。作品制作に携わったダムタイ
プの鍵田いずみ、山中透を招聘し、上演すると同時に、当時のエピソードや
現在のセクシュアリティを取り巻く状況、社会的課題を扱う芸術の可能性に

11月4日 福岡市科学館 九州大学　ソーシャルアートラボ 無料
http://www.sal.design.k
yushu-u.ac.jp/

九州大学大学
　ソーシャルアートラボ事務局
（092--553-4552）

R1.10上旬～中旬に更新予定

福岡県 福岡市 ①②③
公開講座：アートと社会包摂
高齢化した団地住民のコミュニケーショ
ンを考えるシンポジウム(仮）

福岡には老朽化した団地が数多く存在します。それらの団地では、建て替
えの是非が問題になっておりますが、住民どうしのコミュニケーションが疎
遠になっているため、建て替えについて議論すること自体が困難になってい
るという状況があります。こうした問題に対して、アートはどのようにアプロー
チできるのかを、団地でのアート活動に取り組んできたアートマネージャー
の羽原康恵を招き、議論します。

11月
福岡市内
（会場未定）

九州大学　ソーシャルアートラボ 無料
http://www.sal.design.k
yushu-u.ac.jp/

九州大学大学
　ソーシャルアートラボ事務局
（092--553-4552）

R1.10上旬～中旬に更新予定

福岡県
福岡市
早良区

③
西南学院コンサート ピアノ＆オルガン～
交差する響きに見る鍵盤楽器の世界～

本公演では、18世紀バロック期の重要な鍵盤楽器であったオルガンから、
その中心がピアノへと移っていった時期に着目します。両楽器の作品をのこ
した作曲家を選び、それぞれオルガン・ピアノ作品の順に演奏します。

11月2日 西南学院大学チャペル 西南学院
西南学院大学HP
http://www.seinan-
gu.ac.jp/news/7613.htm

（株）キャンパスサポート西南
092-823-3274

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2～3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.fukuch
i.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」 町文化連盟所属の「歌謡・詩吟部会員」による、発表会及びコンサート 11月3日 福智町公民館金田分館 福智町文化連盟 無料
http://www.town.fukuch
i.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　「ふれあいコンサート」 町文化連盟所属の「音楽部会員」による、発表会及びコンサート 11月10日 福智町地域交流センター 福智町文化連盟 無料
http://www.town.fukuch
i.lg.jp/

福智町教育委員会
生涯学習課
TEL：0947-22-1522

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、フラダンス、ダンス）」による
発表会

11月17日 福智町地域交流センター 福智町文化連盟 無料
http://www.town.fukuch
i.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15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

11月2～4日 福津市複合文化センター 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19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19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19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 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26～27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 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。

10月26日 福津市立福間小学校 福津市立福間小学校 無料
福津立福間小学校
0940-42-0073

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27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

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。

10月31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

福岡県 福津市 ② ハッピーフェスタ（文化祭）
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2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2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 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。

11月2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 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2日 水産高等学校 水産高等学校

福岡県立水産高等学校
suisan.fku.ed.jp/one_htm
l3/Pub/Default.aspx?c_i
d=143

水産高等学校
0940-52-0158

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 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2日 水産高等学校 水産高等学校

福岡県立水産高等学校
suisan.fku.ed.jp/one_htm
l3/Pub/Default.aspx?c_i
d=143

水産高等学校
0940-52-0158

福岡県 みやこ町 ③
第27回ふくおか県民文化祭2019記念式
典

「第22回京築ふるさと文化祭」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、「2019障がい児者
美術展」表彰を行います。

11月10日 みやこ町総合文化センター

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：092-643-3383

福岡県 みやま市 ①③
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2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
0944-32-9180

福岡県 みやま市 ①③ 文化祭関連事業「歴史バスハイク」 「慶長本土居」を市文化財専門委員をガイドに散策します。 10月5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
0944-32-9180

福岡県 みやま市 ①③ 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
表を行います。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2～3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
0944-32-9180

福岡県 宗像市 ① 読書月間
「うちのわんこ」写真募集、体験しよう「電子図書館」、宗像サニックスブルー
ス選手おすすめ本展示、図書館まつり、秋の夜語り等を開催予定

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

0940-34-2263

福岡県 宗像市 ①②
図書館を使った調べる学習表彰式・展
示

第14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」で開催予定

11月3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 ①
「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群
公開講座

「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群が世界遺産に登録される前に行われ
た学術的な検討の調査成果及び最新の知見について、考古学・歴史学を
はじめ国内外の第一線で活躍する専門家による一般向けの講座を実施し
ます。

10月26日,11月16日
世界遺産ガイダンス施設
海の道むなかた館

「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群
保存活用協議会（福岡県、宗像市、福
津市、宗像大社）

無料

https://www.okinoshima
-
heritage.jp/news/detail/
249

「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺
産群保存活用協議会
（事務局：福岡県世界遺産室）
092-643-3162

令和元年度は全10回開催。
10月26日は第5回、11月16日
は第6回にあたります。
なお、定員各回80名（HPの応
募フォームより要事前申込）
で、定員を超えた場合は抽選
となります。当選者には開講
日の１週間前までにメールに
てお知らせします。

福岡県 宗像市 ① 教育大へ行ってみよう！
近年課題となっている「理科・数学離れ」や「ものづくり離れ」などの課題に
対応するため、実技や実験を重視した参加型内容とすることにより、子ども
たちの興味・関心をはぐくみ、学習の動機付けとなるような体験講座を実施

11月10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企画あ
り

福岡県 柳川市 ①③ 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27日～11月4日 柳川市民体育館 柳川市総合美術展運営委員会 無料

https://www.city.yanag
awa.fukuoka.jp/kyoiku/r
ekishibunka/bunkajigyo/
27-

柳川市生涯学習課文化係
0944-77-8836

福岡県 柳川市 ②,③ 白秋祭式典
柳川市出身の国民的詩人北原白秋の偉業を偲び、白秋の命日である11月
2日に白秋詩碑苑において毎年開催。同日、学校教育課で白秋祭献詩事業
を実施し、式典において上位入賞者による献詩、表彰を行ないます。

11月2日 白秋詩碑苑 柳川市 無料
柳川市生涯学習課文化係
0944-77-8836

福岡県 柳川市 ②,③ 白秋献詩

柳川市出身の北原白秋先生の偉大な業績と遺徳を偲ぶとともに、詩に対す
る理解と関心を高め、文化の興隆と生涯学習の振興に資するものです。
白秋祭式典で小学生の部、中学生の部、高校生・一般の部の表彰を行ない
ます。

11月2日 白秋詩碑苑 柳川市 無料

https://www.city.yanag
awa.fukuoka.jp/kyoiku/k
yoiku/hakushukenshi/h
akusyuukenshi.html

柳川市学校教育課
学校給食係
0944-77‐8173

福岡県 柳川市 ①③ 白秋顕彰短歌大会
北原白秋が短歌文学に遺した業績を顕彰し全国に公募し行なう短歌大会。
白秋の命日である11月2日に柳川あめんぼセンターＡＶホールにおいて講
話と表彰式を開催します。

11月2日 柳川あめんぼセンター 柳川市 無料

https://www.city.yanag
awa.fukuoka.jp/kyoiku/r
ekishibunka/bunkajigyo/
hakushutankataikai.html

柳川市生涯学習課文化係
0944-77-8836

福岡県 柳川市 ①③ 柳川市文化協会文化祭
文化分野・芸能分野の全般にわたる会員による八表を開催する事により、
柳川市における芸術文化の振興に寄与すると共に、会員相互の交流と親
睦を深める事を目的に開催します。

10月26日～11月10日
柳川市民会館
三橋生涯学習センター
大和生涯学習センター

柳川市文化協会 無料
柳川市文化協会事務局
090-1192-8066

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 八女市文化連盟・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 11月3日 旭座人形芝居会館 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 11月3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 行橋市連歌大会
5～10人で座を作り、一般座、学生座に分かれて世吉連歌（四十四句）を詠
みます。

10月20日 今井浄喜寺 行橋市教育委員会
行橋市教育委員会文化課
0930-25-1111

福岡県 行橋市 ③ 第49回行橋市民文化祭
ステージ上演、作品の展示など24部門が24日間にわたって繰り広げる文化
の祭典です。

10月12日～11月4日
コスメイト行橋
行橋中央公民館

公益財団法人行橋市文化振興公社・
行橋市文化協会・行橋市・行橋市教育
委員会

無料
行橋市　文化協会
0930-25-1111

福岡県 行橋市 ③
行橋市増田美術館特別展「江戸のなぞ
なぞ判じ絵展」

身近な動植物や地名などの言葉を絵で表し江戸庶民の間で流行した「判じ
絵」を紹介する展覧会です。江戸時代の浮世絵版画など約100点を展示し

10月19日～12月15日 行橋市増田美術館 行橋市教育委員会
行橋市増田美術館
0930-23-1824

11月3日は無料

福岡県 行橋市 ③ 特別展「山城と武士の歴史」
行橋市域の中世山城と、中世に活躍した武士の歴史を中心として、さらに
当時の人々の暮らしなどを紹介します。

10月16日～12月16日 行橋市歴史資料館 行橋市教育委員会 無料
行橋市歴史資料館
0930-25-3133

福岡県 行橋市 ③ 特別展「山城と武士の歴史」記念講演会 特別展「山城と武士の歴史」の開催にあわせて、記念講演を行います。 11月17日
コスメイト行橋
企画展示室

行橋市教育委員会 無料
行橋市歴史資料館
0930-25-3133

福岡県 吉富町 ③ 第４１回吉富町民文化祭 作品展示・神楽公演等発表　ほか 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

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61回「教育・文化週間」関連行事

福岡県
吉富町外
一市中学
校組合

② 子どもの英語活動発表会

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、町内の保育所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26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
http://www.town.yoshit
omi.lg.jp/kanko/ranking/
e704/

0979-22-1944
0979-23-5006

URLは昨年度のものです。

福岡県
福岡市ほ
か各所

③ 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。

①11月9日～10日
②11月12日～17日
③11月19日～29日
④12月3日～8日
⑤12月10日～15日

①みやこ町勝山体育館
②田川市美術館
③福岡県庁
④九州芸文館
⑤北九州市立美術館黒崎市民
ギャラリー

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：092-643-3383

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


