
県内で開催される令和3年度生涯学習月間行事

北九州地域

1.生涯学習フェスティバル

事業名 事業内容　 開催日 開催時間 会場名　 所在地 料金 主催者 特記事項 問い合わせ先

秋の図書館まつり
読書週間に合わせて、幼児による「お話の絵」、小中学
生の「おすすめの本」の紹介を開催します。

10月23日（土曜日）から11
月3日（水曜日）

月曜日・10月28日（木曜日）
は休館

10時から18時
芦屋町図書館
（芦屋町中央公民館内）

遠賀郡芦屋町中ノ浜4-4 無料 芦屋町教育委員会

新型コロナウイルス感染症
の感染拡大防止のため一部
入場制限を行う場合があり
ます。

芦屋町図書館
電話：093-223-3677
受付：10：00から18：00（月曜休）

ひとみらい交流
ウィーク

副都心黒崎のにぎわい創出を図るため、人づくり講演
会、文化祭及びセミナー等を開催する。

11月15日（月曜日）から11
月21日（日曜日）

概ね9時から17時 コムシティ
北九州市八幡西区黒崎3-
15-3

無料（一部参加料が必
要なイベントあり）

北九州ひとみらいプレ
イス

http://www.hitomirai.jp/

北九州ひとみらいプレイス（八幡西生涯学
習総合センター）
電話：093-641-9360
受付時間：8時30分から17時
HP：http://www.hitomirai.jp/

事業名 事業内容　 開催日 開催時間 会場名　 所在地 料金 主催者 特記事項 問い合わせ先

時代の姿・人々の
顔Ⅴ～組織とリー
ダー2～

「組織とリーダー」について、様々な角度から講義を行
う。

11月13日（土曜日）から12
月25日（土曜日）
＊11月27日（土曜日）除く

13時から14時30分 北九州市立大学
北九州市小倉南区北方4-2-
1

3,000円 北九州市立大学

（定員）50名
（募集受付）令和3年11月1日
まで
（北九州市立大学ホーム
ページ）
https://www.kitakyu-
u.ac.jp/index.html

北九州市立大学地域連携課
093-964-4194

3.文化芸術

事業名 事業内容　 開催日 開催時間 会場名　 所在地 料金 主催者 特記事項 問い合わせ先

令和3年度文化財
室企画展「岡垣の
文化財」

町内の県・町指定文化財をパネルで紹介。また、町内
出土遺物の展示や土器に触るコーナーを設置していま
す。

7月22日（木曜日・祝日）から
11月23日（金曜日・祝日）

9時から17時 岡垣町文化財展示室 岡垣町海老津駅前10-16 無料 岡垣町教育委員会 水曜日休館

岡垣町教育委員会
生涯学習課社会教育係
093-282-1211
（内線：322）

三沢厚彦
ANIMALS 2021 IN
KITAKYUSHU

彫刻家・三沢厚彦の動物の木彫シリーズ「ANIMALS（ア
ニマルズ）」。等身大に彫りだした作品は、圧倒的な存
在感を放つ。

9月18日（土曜日）から11月
7日（日曜日）

9時30分から17時30
分（入館は17時まで）

北九州市立美術館本館
北九州市戸畑区西鞘ヶ谷町
21-1

一般1200円、高校・大
学生800円、小・中学
生600円

北九州市立美術館
北九州市立美術館HP：
https://www.kmma.jp/

北九州市立美術館 本館
電話：093-882-7777

船迫窯跡公園秋の
企画展「医は仁なり
内野東庵展」

「医は仁なり。あまねく世人の為に計る者なり」を信条
に、若い頃学んだ陽明学の「知行合一」の精神を実践し
ながら86年の生涯を駆け抜けた築上町本庄出身の内
野東庵。その生涯の大半は地域住民の生活向上に向
けられました。現在、各地で過疎地の町おこしが声高に
叫ばれていますが、内野東庵は明治時代から大正時
代にそうした取組みをすでに自ら実践した、まさに町お
こしの先覚者でした。その人となりや人生を、本人自筆
の書画や写真など、残された資料から振り返ります。

10月12日（火曜日）から11
月28日（日曜日）
＊コロナの感染状況により
期間変更あり。

9時から17時
＊入館は16時30分ま
で

船迫窯跡公園
築上郡築上町船迫1342－
22

無料 築上町教育委員会
月曜日休館。詳細は築上町
歴史散歩ホームページ
http://chikujo-rekishi.jp/

船迫窯跡公園（電話0930－52－3771）

秋季企画展
「茶の湯釜を彩る吉
祥の植物文様」

茶の湯釜の胴部を彩る様々な文様。その中で、吉祥の
植物文様にスポットを当て、茶の湯釜の魅力に迫りま
す。

10月12日（火曜日）から12
月5日（日曜日）

月曜日は休園

9時から17時（入園は
16時40分まで）

芦屋釜の里
遠賀郡芦屋町大字山鹿
1558-3

入園料
中学生以上200円
小学生100円
未就学児無料

呈茶料
中学生以上300円
小学生以下200円

芦屋町教育委員会

新型コロナウイルス感染症
の感染拡大防止のため展示
室の入場制限を行う場合が
あります。

芦屋釜の里
電話：093-223-5881
受付：9時から17時（月曜休、祝日の場合
翌平日休）
ホームページ：
https://www.town.ashiya.lg.jp/site/ashiya
gama/

2.学術・サイエンス・天体



事業名 事業内容　 開催日 開催時間 会場名　 所在地 料金 主催者 特記事項 問い合わせ先

官営八幡製鐵所開
業120年「鉄の都の
ものがたりー釜石と
八幡ー」

八幡製鉄所開業120年を記念して、釜石から八幡に至
る近代製鉄の発展、製鉄業を基軸とする両市の産業都
市としての足跡、さらには両市の交流をたどる。

10月15日（金曜日）から11
月28日（日曜日）

9時から17時
北九州市立自然史・歴史博
物館

北九州市八幡東区東田2-4-
1

常設展料金で入場可
（一般600円、高校・大
学生360円、小・中学
生240円）

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HP：
https://www.kmnh.jp/

北九州市立自然史・歴史博物館
電話：093-681-1011

お気に入りのブック
カバーに出逢う・京
町

新進気鋭の若手クリエイター等の作品（7種類）でデザ
インしたブックカバーを制作し、北九州文学サロンで展
示。期間中、京町銀天街及び近隣の対象書店で500円
以上（税込）の買い物や飲食等をした人にブックカバー
をプレゼント。
（枚数限定）

10月23日（土曜日）から11
月20日（土曜日）

11時から18時
（木曜日は11時から
21時）

北九州文学サロン
北九州市小倉北区京町一丁
目5-9

展示品の鑑賞は無料
北九州文学サロン実
行委員会

北九州文学サロン
093-383-8610

「如法寺展」

秋の企画展。
修験道の山・求菩提山の北東方向に位置する常在山
如法寺。平安時代、求菩提山護国寺の末寺で、鬼門封
じと写経所としての役割を担う天台寺院だった。
戦国時代に焼失するも江戸時代に黄檗宗の寺として再
興され現代に至る。
今も如法寺に伝わる貴重な資料から仏像、文書、書
画、発掘調査の成果等を展示、資料から読み解ける
「求菩提山」と古刹「如法寺」の関わりの歴史をわかり
やすく解説する。

10月23日（土曜日）から11
月28日（日曜日）

午前9時30分から16
時30分（入館は16時
まで）

求菩提資料館 豊前市大字鳥井畑247 無料 求菩提資料館

記念行事：令和3年11月20日
（土曜日）13時30分から
記念講演「『如法寺展』につ
いて」（講師：求菩提資料館
館長　栗燒憲児）＆ミニコン
サート（浦ヒロノリ氏ほか）
　
11月27日（土曜日）
写経体験（講師：如法寺住
職・吉野心源）
休館日：毎週月曜日（祝日の
場合はその翌日）

求菩提資料館
電話(0979)88-3203

豊前市教育委員会教育部生涯学習課文
化芸術係
電話(0979)82-8058

詩の水脈
－北九州 詩の100
年－

北九州地域における詩の歴史と、それを担った詩人た
ちを紹介し、現在活動している詩人、詩誌も取り上げ、
詩の未来へとつながる活動を紹介します。

令和3年10月23日（土曜日）
から令和4年1月30日（日曜
日）

9時30分から18時（入
館は17時30分まで）

北九州市立文学館 北九州市小倉北区城内4－1
一般　500円、中高生
120円
、小人 60円

北九州市立文学館
北九州市立文学館
電話：093-571-1505

第82回企画展「長
崎街道筑前六宿ひ
ざくりげ～今に伝え
る宿場の魅力」

「筑前六宿」と呼ばれる木屋瀬宿、黒崎宿、飯塚宿、内
野宿、山家宿、原田宿の六つの宿場町の特徴と魅力を
パネル展示で紹介する企画展

10月30日（土曜日）から12
月19日（日曜日）

9時から17時30分（入
館は17時まで）

北九州市立長崎街道木屋瀬
宿記念館みちの郷土史料館

北九州市八幡西区木屋瀬三
丁目16-26

一般240円、高校生
120円、小・中学生60
円

北九州市立長崎街道
木屋瀬宿記念館

北九州市立長崎街道木屋瀬
宿記念館HP：
http://www.koyanose.jp

北九州市立長崎街道木屋瀬宿記念館
電話：093-619-1149

コレクション展Ⅱ
特集　動物たちの
いることろ（後期）

生誕110周年を迎える香月泰男の作品を中心に、動物
をモチーフにした多様な作品を紹介する。いのちのたび
博物館からの特別出品も予定。

令和3年11月2日から令和4
年1月23日

9時30分から17時30
分（入館は17時まで）

北九州市立美術館本館
北九州市戸畑区西鞘ヶ谷町
21-1

一般300円、高校・大
学生200円、小・中学
生100円

北九州市立美術館
北九州市立美術館HP：
https://www.kmma.jp/

北九州市立美術館 本館
電話：093-882-7777

東アジア文化都市
北九州2020▶21
写真展 『＃放課後
ダッシュ』

東アジア文化都市交流事業として、日中韓各都市の魅
力の発見や、日本国内の若年層が北九州市に興味を
持ってもらうきっかけを作る市民参加型の写真展を開
催。

11月5日（金曜日）から14日
（日曜日）

10時から18時（入館
は17時30分まで）

北九州市立美術館分館
北九州市小倉北区室町一丁
目1番1号

無料
東アジア文化都市北
九州実行委員会

市民文化スポーツ局東アジア文化都市推
進室
TEL：093-582-2390

宮若市文化祭

市民及び市内文化団体の日頃の芸術・文化活動の成
果を発表し、宮若市の文化芸術振興及び文化創造の
発展に寄与する。
「展示の部」「ステージの部」を開催

11月6日（土曜日）・7日（日
曜日）

10時から17時

マリーホール宮田（展示の
部）
宮田文化センター（ステージ
の部）

宮若市宮田72－1 無料
宮若市
宮若市教育委員会

新型コロナウイルス感染症
対策として検温・連絡先の記
入等にご協力をお願いしま
す。

宮若市社会教育課
TEL：0949-32-3210
受付時間：9時から17時

東アジア文化都市
北九州2020▶21
小倉まちあるきナゾ
解きゲーム
『紫川出版の事件
簿』

東アジア文化都市事業の一環として、市民等が気軽に
芸術・文化等に触れながら楽しくまち歩きを行える体験
型イベントを開催。

11月6日（土曜日）から21日
（日曜日）

【受付会場】11時から
16時
【チェックポイント】市
内各文化施設開館時
間

【受付会場】北九州芸術劇場
旧プレイガイド
【チェックポイント】市内各文
化施設等

【受付会場】北九州市小倉北
区室町1-1-1-11リバー
ウォーク北九州5階

無料
東アジア文化都市北
九州実行委員会

市民文化スポーツ局東アジア文化都市推
進室
TEL：093-582-2390

京町とほほん市 京町銀天街で古本のフリーマーケットを開催。 11月7日（日曜日） 11時から16時 京町銀天街
北九州市小倉北区京町一丁
目

出店料：1店舗につき
500円

北九州文学サロン実
行委員会

北九州文学サロン
093-383-8610



事業名 事業内容　 開催日 開催時間 会場名　 所在地 料金 主催者 特記事項 問い合わせ先

第42回吉富町民文
化祭

吉富フォーユー会館1階町民ホールにて、期間中作品
展示を行う。

11月9日（火曜日）から11月
14日（日曜日）

（期間中の）
8時30分から17時15
分

吉富フォーユー会館
築上郡吉富町大字広津413
番地1

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

秋の特別呈茶
茶室での呈茶（抹茶と和菓子）
※お点前はありません

11月12日（金曜日）から14
日（日曜日）

9時から16時40分 芦屋釜の里
遠賀郡芦屋町大字山鹿
1558-3

入園料と呈茶料
中学生以上500円
小学生300円
未就学児200円

芦屋町教育委員会
お茶会ではありません（お点
前はありません）。

芦屋釜の里
電話：093-223-5881
受付：9時から17時（月曜休、祝日の場合
翌平日休）
ホームページ：
https://www.town.ashiya.lg.jp/site/ashiya
gama/

北九州国際映画祭

・市民や市内事業者等と共に築いてきた北九州フィル
ム・コミッション30年の歩みを市民等と分かち合うと共
に、「映画の街・北九州」を世界に向けて強く発信する。
・『映画の街・北九州』についてゆかりの監督、俳優陣
等が語るショートフィルムを制作し、映画館等で無観客
配信することをメインに、新しいスタイルのオンライン映
画祭を実現。

11月12日（金曜日）から14日（日曜日）
17時から19時30分
（予定）

―
（オンライン配信のため）

―
（オンライン配信のため）

無料
東アジア文化都市北
九州実行委員会

北九州市文化企画課
093-582-2390

第19回豊前市美術
展

京築地域及び中津市に在住又は在勤・在学の方で、高
校生以上の応募者から出品された「日本画／洋画／書
／写真／工芸／イラスト・デザイン」の6部門入選作品
を展示

11月20日（土曜日）から27
日（土曜日）

午前10時から16時
（最終日は12時）

豊前市立多目的文化交流セ
ンター

豊前市大字八屋1776-2 無料
豊前市美術展実行委
員会

表彰式11月20日（土曜日）10
時から

豊前市教育委員会教育部生涯学習課文
化芸術係　(豊前市美術展実行委員会事
務局）
電話(0979)82-8058

令和3年度北九州
文学サロン俳句賞

文学サロンの俳句ポストに投句して戴いた作品の中か
ら入選作品（第四回北九州文学サロン俳句賞）を発表
し、表彰式を開催。
表彰後は北九州文学サロンで展示。

11月21日（日曜日） 13時から14時 北九州文学サロン
北九州市小倉北区京町一丁
目5-9

無料
北九州文学サロン実
行委員会

北九州文学サロン
093-383-8610

体験学習講座「だ
いすきにっぽん」

（第2回／全3回）小学生・中学生を対象に、日本の伝統
文化を「食」・「ことば」・「あそび」をテーマにした体験学
習講座。

11月23日（火曜日・祝日）
10時30分から14時30
分

西南女学院大学
（オンライン併用）

北九州市小倉北区井堀1-3-
5

500円(来校型のみ）
※オンラインは無料

西南女学院大学

（開催方法）会場・オンライン
併用
（定員）会場：15名、オンライ
ン定員なし
（募集受付）令和3年11月15
日まで
（西南女学院大学ホーム
ページ）
https://daisukinippon.wixsite
.com/my-site-
1?fbclid=IwAR0e0I50fX68r1e
NU8GDnSgGviXjPoRxN2LNX
wHsdSrrHmbv7YwaHWde0hk

西南女学院大学・西南女学院大学短期大
学部だいすきにっぽん実行委員会
093-583-5360（藤田）
093-583-5164（青木）

町制施行130周年
記念－田中繁吉展
－

新たに親族より寄贈を受けた芦屋町出身の画家・田中
繁吉氏の作品を公開します。初公開となる作品がメイン
となります。

11月27日（土曜日）から12
月26日（日曜日）

月曜日は休館

9時から17時
ギャラリーあしや展示室
（芦屋町中央公民館3階）

遠賀郡芦屋町中ノ浜4-4 入場無料 芦屋町教育委員会

新型コロナウイルス感染症
の感染拡大防止のため一部
入場制限を行う場合があり
ます。

芦屋町中央公民館
電話：093-222-1681
受付：9時から17時（月曜休）

こぐまちゃんとしろく
まちゃん
絵本作家・わかや
まけんの世界

半世紀にわたりせ世代を超えて読みつがれている「こぐ
まちゃんえほん」シリーズをはじめ、絵本作家・わかや
まけんが手がけた多彩な絵本の世界を紹介する。

令和3年11月27日から令和4
年1月23日

10時から18時（入館
は17時30分まで）

北九州市立美術館分館
北九州市小倉北区室町1－1
－1

一般1200円、高校・大
学生800円、小・中学
生600円

北九州市立美術館
北九州市立美術館HP：
https://www.kmma.jp/

北九州市立美術館 分館
電話：093-562-3215

KITAKYUSHU
Animesongs Piano
LIVE 2021

主にYouTubeで活躍しているピアニストによる、アニメソ
ングのピアノコンサートを開催します。ダイナミックな映
像技術等を活用したメディア芸術の要素を加味し、ここ
でしか体験できない演出もお楽しみいただけます。
　また、有料でのオンライン配信も実施する予定です。

11月28日（日曜日）

開場：14時から15時
　
開演：15時から18時

北九州市立響ホール
北九州市八幡東区平野1-1-
1

プレミアチケット8,000
円、通常チケット4,000
円、オンライン鑑賞チ
ケット1,500円

北九州市
北九州市文化企画課
093-582-2389



事業名 事業内容　 開催日 開催時間 会場名　 所在地 料金 主催者 特記事項 問い合わせ先

2021秋の森林セラ
ピー体験
紅葉の犬ヶ岳セラ
ピーウォーキング体
験

○小川のせせらぎや小鳥のさえずりを聞きながら、落
葉樹の森をセラピーウォーキング
犬ヶ岳せせらぎの森コース（3.0km）

11月6日（土曜日）

①8時45分から9時、
②9時30分から9時45
分
受付
 
①11時30分、②12時
15分
解散

求菩提公共駐車場
受付場所
求菩提公共駐車場

参加費:1,500円 森の案内人の会

参加費には、ガイド代、保険
料が含まれます。
求菩堤温泉「卜仙の郷」入浴
券またはカフェ利用券付き

豊前市産業建設部　商工観光課　（森林
セラピー基地豊前事務局）
電話(0979)82-8086

2021秋の森林セラ
ピー体験
紅葉の求菩提山ト
レッキング体験

○かつて修験道の山伏が駆けぬけていた求菩提山の
史跡に触れるトレッキング体験
求菩提山周回コース（3.4km） 11月13日（土曜日）

9時30分から9時45分
受付

14時15分
解散

求菩提公共駐車場
受付場所
求菩提公共駐車場

参加費:2,500円 森の案内人の会

参加費には、ガイド代、体験
費・昼食代が含まれます。
求菩堤温泉「卜仙の郷」入浴
券またはカフェ利用券付き

豊前市産業建設部　商工観光課　（森林
セラピー基地豊前事務局）
電話(0979)82-8086

事業名 事業内容　 開催日 開催時間 会場名　 所在地 料金 主催者 特記事項 問い合わせ先

少年の主張大会
町内6小学校の5・6生及び中学校1・2・3年生の各学年
代表者1名の計15人が様々な体験から得た感動や悩
み、そして日頃から考えていることなどを発表します。

11月3日（祝日） 9時から11時30分
鞍手町中央公民館
2階研修室1

鞍手町大字小牧2105番地 無料 鞍手町教育委員会
本年は、新型コロナウイルス
感染症対策の観点から入場
制限を設定して開催予定。

鞍手町教育委員会
　教育課生涯学習係
　☎0949-42-7200

ウーマンワークカ
フェ北九州　5周年
記念イベント 女性
の「はたらく」応援
フェスタ

（1）家族・子ども向けイベント
○ 友利(ともり) 新(あらた)トークショー「子育てママ必
見！自分らしく働くためのワーク＆ライフスタイル」
○ メルちゃん（北九州市子育て応援大使）、田島(たし
ま) 芽瑠(める)（ＨＫＴ48）出演イベント
○ バルーンアートショー、くじ引き抽選会
（2）就職・創業に関するイベント
○ 子育て女性の採用に積極的な企業による説明会
（13社参加予定）
○ 女性起業家によるマルシェ
○ ウーマンワークカフェ体験
○ ミニセミナー

11月3日（水曜日） 13時から16時30分 AIMビル3階
北九州市小倉北区浅野3-8-
1

無料
福岡県
福岡労働局
北九州市

https://www.woman-work-
cafekitakyu.com/seminar/20
21/09/8-2.html

ウーマンワークカフェ北九州
093-551-0092

ふくおか子育てマイ
スター認定研修（北
九州会場）

県内在住の60歳以上の方を対象に、子育て支援に関
する研修を開催するもの

（全7回）
11月11日（木曜日）から11
月30日（火曜日）

10時から16時
八幡西生涯学習総合セン
ター折尾分館

北九州市八幡西区南鷹見町
6－1

無料 福岡県
福岡県70歳現役応援センター内「ふくお
か子育てマイスター」コーナー
℡092－481－1312

子どもたちの発表
会

子どもたちの「生きる力」を育てるために発表の場を提
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、子どもたちの健全育成に対する理解を
深めようとするもの。

11月13日（土曜日） 9時から11時

小竹町中央公民館
（WEB配信など開催形態が変
更、または中止になる場合あ
り）

鞍手郡小竹町大字勝野1757
番地

無料 小竹町教育委員会
小竹町中央公民館
09496-2-0452

青少年の主張大会
町内各校区から選ばれた小中学生が、さまざまなテー
マで熱い思いや目標・希望などを発表します。

11月13日（土曜日） 13時から
岡垣サンリーアイ　ハミング
ホール

岡垣町野間1丁目2-1 無料
青少年の主張大会実
行委員会

新型コロナウイルス感染拡
大の状況によっては中止ま
たは入場制限する場合があ
ります。

青少年の主張大会実行委員会093-282-
9031

4.健康・スポーツ・自然

5.子育て・青少年育成

https://www.woman-work-cafekitakyu.com/seminar/2021/09/8-2.html
https://www.woman-work-cafekitakyu.com/seminar/2021/09/8-2.html
https://www.woman-work-cafekitakyu.com/seminar/2021/09/8-2.html


事業名 事業内容　 開催日 開催時間 会場名　 所在地 料金 主催者 特記事項 問い合わせ先

人権のつどい・人権
講演会

・人権標語優秀作品表彰式

・「私たちの身近な人権問題」～新型コロナ禍で見えた
“いのちと幸せ”～
講師：ジャーナリスト・福岡県講師団講師　西尾紀臣

11月27日（土曜日） 13時から 豊前市市民会館 豊前市大字八屋2009-3 無料 豊前市人権センター

400人収容施設において100
人程度の入場制限を設け3
密を避け実施予定（要事前
申込）

豊前市総務部人権男女共同参画室
 人権啓発係内豊前市人権センター事務
局
 0979－82－8004

事業名 事業内容　 開催日 開催時間 会場名　 所在地 料金 主催者 特記事項 問い合わせ先

ブックリサイクル
読書習慣に合わせて、図書館で役目を終えた本・雑誌
をリサイクルし、無償でお渡しする。

10月30日（土曜日）から11
月1日（月曜日）

9時から16時
築上町文化会館
コマーレ　女性ホール

築上郡築上町大字椎田962-
8

無料 築上町教育委員会
0930-56-5171
築上町図書館

おとなのおはなし会
大人を対象に語りや朗読を行なうことで、読書に興味や
関心をもってもらうと共にリラックスできる時間を提供す
る。

12月7日（火曜日） 11時から12時 小竹町中央公民館
鞍手郡小竹町大字勝野1757
番地

無料 小竹町教育委員会
小竹町中央公民館
09496-2-0452

事業名 事業内容　 開催日 開催時間 会場名　 所在地 料金 主催者 特記事項 問い合わせ先

町制施行130周年
記念特別展
「矢野倖一　探求心
と技術者の魂」

現存する最古の国産車を製作した矢野倖一氏の業績
と思想を追い、生誕地芦屋との関わりに重点をおいた
展示を行います。

令和3年10月27日（水曜日）
から令和4年1月30日（日曜
日）

月曜日・年末年始（12月28
日から1月3日）・10月26日・
11月30日は休館

9時から17時 芦屋町歴史民俗資料館 遠賀郡芦屋町大字山鹿1200
中学生以上200円
小学生100円
未就学児無料

芦屋町教育委員会

新型コロナウイルス感染症
の感染拡大防止のため一部
入場制限を行う場合があり
ます。

芦屋町歴史民俗資料館
電話：093-222-2555
受付：9時から17時（月曜休、祝日の場合
翌平日休）

8.読書・図書館事業

9.その他の分野

7.環境・男女共同参画


