
県内で開催される令和3年度生涯学習月間行事

筑後地域

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

第25回「マナビィラ
ンド」

　体験コーナー（学習系の8コーナー）
・アドバイザー・サークルによる体験（参加者が実際に
体験する）活動を行う。体験コーナーは事前申込制と
し、基本的に午前・午後、それぞれ2回とし、1回当たり
6名を定員とする。
（申込期間10月15日から10月28日）

11月14日（日曜日） 10時から15時 えーるピア久留米 久留米市諏訪野町1830-6 無料

久留米生涯学習推進
市民協会、久留米市
子ども会連合会、久留
米市、久留米市教育
委員会

開催日に緊急事態宣言発
令時等（えーるピア久留米
休館）の場合は中止とする

久留米市生涯学習推進市民協会（愛称：
LLネットコアくるめ）
TEL:0942-38-2258
FAX:0942-30-7912
Email:elelnet@kumin.ne.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

星兄　爆笑!!プラネ
タリウムショー

日本全国で爆笑プラネタリムを展開している星兄こと
田端英樹氏を招き、小さな子どもから大人まで楽しめ
るユーモアたっぷりの星空解説ショーを開催します。

11月3日（水曜日・祝日）
16時から17時
(開場　15時50分)

福岡県青少年科学館
1階コスモシアター

久留米市東櫛原町1713

児童・生徒310円
一般620円

※4歳未満、65歳以上
無料

公益財団法人 福岡
県教育文化奨学財団

【対象】どなたでも
福岡県青少年科学館
科学教育グループ
TEL 0942-37-5566

おもしろサイエンス
フェア

日頃とは違うスペシャルサイエンスショーや科学工作
教室、館内を巡るスタンプラリーなど、盛りだくさんのイ
ベントを開催します。

11月20日（土曜日）、21日
（日曜日）、23日（火曜日・
祝日）

9時30分から16時30
分

福岡県青少年科学館
2階わくわくラボコーナー他

久留米市東櫛原町1713

児童・生徒210円
一般310円

※4歳未満、65歳以上
無料
※土曜日は、高校生
以下入館料無料

公益財団法人 福岡
県教育文化奨学財団

【対象】どなたでも
福岡県青少年科学館
科学教育グループ
TEL 0942-37-5566

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

企画展「地方文人
の世界」

江戸で精力的に知識を吸収し、柳河藩に戻った後、柳
川の文化を彩った柳川の地方文人に関する史料約70
点を展示

10月6日（水曜日）から11月
28日（日曜日）

9時30分から16時30
分(入館は16時まで）

柳川古文書館 柳川市隅町71-2 無料
柳川市市史編さん委
員会・柳川古文書館
共催

20名以上の団体の場合は
事前に連絡下さい

柳川市隅町71-2
電話番号0944-72-1037
FAX0944-72-5559
メールkomon@city.yanagawa.lg.jp

特別展「九州山岳
霊場遺宝―海を望
む北西部の山々か
ら―」

九州の北西部には、宝満山や若杉山、四王寺山、浮
嶽・雷山・脊振山、多良岳や雲仙など、名だたる霊山
があります。本展ではこれらの霊山やゆかりの場に伝
わる仏像や神像、出土品など、山岳霊場の遺宝の
数々が一堂に会します。今回は特に九州ならではの
特徴である大陸との交流の痕跡を色濃く残す筑前・肥
前に焦点を絞って紹介します。

10月9日（土曜日）から12月
5日（日曜日）
月曜日休館

9時30分から16時30
分（入館は16時まで）

九州歴史資料館　第1展示
室

小郡市三沢5208-3

観覧料：大人210円
（150円）・高大生150
円（100円）
中学生以下・65歳以
上は無料。障がいの
ある方と
その介護者1名は無
料。（）内は20名以上
の団体
料金。土曜日は高校
生も無料。

九州歴史資料館 0942-75-9575

企画展「歴史（とき）
の宝石箱　ダイジェ
スト版」

九州歴史資料館の常設展示「歴史（とき）の宝石箱」
の中から大宰府史跡をはじめとした遺跡の出土品な
ど、代表的な考古資料を展示しています。旧石器時代
から中世までの福岡県の歴史をコンパクトに紹介して
います。

10月12日（火曜日）から11
月28日（日曜日）
月曜日休館

9時30分から16時30
分（入館は16時まで）

九州歴史資料館　第2展示
室

小郡市三沢5208-3 無料 九州歴史資料館 0942-75-9575

パネル展「邪馬台
国への道（後編）」

令和2～3年度に開催の名誉館長講座「邪馬台国への
道」に合わせ、『魏志』倭人伝に記された邪馬台国へ
の道に関する遺跡等の写真を紹介します。各遺跡等
の写真に解説と分布図も用いて、『魏志』倭人伝に記
された邪馬台国への道について紹介します。

令和3年10月26日（火曜日）
から令和4年3月27日（日曜
日）
月曜日休館（祝日・振替休
日の場合はその翌日）

9時30分から16時30
分（入館は16時まで）

九州歴史資料館　文化情報
広場

小郡市三沢5208-3 無料 九州歴史資料館 0942-75-9575

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

第33回柳川市総合
美術展

日本画、洋画、書道、写真の4部門の公募展。入選以
上の作品を展示。

10月31日（日曜日）から11
月7日（日曜日）
*11月1日（月曜日）休館

9時から18時

※開場日（10月31日）
のみ9時30分から開
場、展示会最終日
（11月4日）のみ17時
まで開場。

柳川市民文化会館 柳川市上宮永町43-1 入場無料
柳川市
柳川市教育委員会

柳川市教育委員会生涯学習課文化係
0944-77-8836

第39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（水曜日・祝日）か
ら11月9日（火曜日）

9時から17時 大川市文化センター 大川市大字酒見221番地11 無料
大川市、大川市教育
委員会、大川文化協
会

作品の出品対象者：1大川
市内在住・在勤・在学の方
2大川文化協会所属の方
3出品規定に該当する部門
の講座を大川市内の教室な
どで受講されている方
4市外の高校生、専門学生
等（県内外を問わない。個
人での申し込み不可。学校
単位での申し込み及び学校
単位での搬入、搬出ができ
る場合に限る。）

大川市教育委員会生涯学習課
0944-85-5618

大木町文化祭
日ごろの趣味・学習の成果を披露することで学習意欲
の向上を図るとともに、大木町の文化の振興を図る。

11月3日（水曜日・祝日） 10時から16時 こっぽーっとホール
大木町大字八町牟田617番
地

無料 大木町まちづくり課
大木町図書・情報センター　0944-32-
1047

特別展記念講演会
「翠竹黄華」として
の見心来復像―背
振に抱かれた中国
五山の禅林文化―

佐賀県鳥栖市の萬歳寺には、中国の元時代に描かれ
たすばらしい肖像画が伝えられています。元時代末か
ら明時代初めにかけて活躍した高僧、見心来)復(けん
しんらいふく)の像です。この希代の肖像画とその背景
や伝来について、東アジア絵画史の権威が語ります。

11月6日（土曜日） 13時30分から16時 九州歴史資料館　研修室 小郡市三沢5208-3 無料 九州歴史資料館

全席指定席
13時入室
定員：80名（先着順)
要申込：申し込み方法はチ
ラシかホームページをご覧く
ださい

0942-75-9575

弘化谷古墳一般公
開

装飾古墳の一般公開
11月14日（日曜日）予定
※コロナの感染状況による

9時から15時 弘化谷古墳 八女郡広川町大字広川 無料 広川町教育委員会
広川町教育委員会生涯学習係
0943-32-0093

アクロスミュージア
ムコンサート　in 九
州歴史資料館

特別展「九州山岳霊場遺宝―海を望む北西部の山々
から―」開催を記念して、恒例となったアクロス福岡と
の共催事業としてコンサートを開催します。今回はギ
ターの山口修氏とフルートの永田明氏による演奏で
す。博物館でプロのアーティストによる本物の音楽に
触れていただけます。
【曲目】ヴィラボス「花の分布」、イベール「間奏曲」、ピ
アソラ「リベルタンゴ」　ほか

11月14日（日曜日）
1. 13時30分から14時
2. 15時から15時30分

九州歴史資料館　第4展示
室

小郡市三沢5208－3 無料 九州歴史資料館
定員：50名
当日整理券配布（先着順）

0942-75-9575

筑前町マンスリー
コンサート「朝来桂
一バイオリンコン
サート」

　大分市出身で東京藝術大学バイオリン専攻卒の朝
来桂一さんによるコンサート。全国ロードショー映画
「マエストロ」やNHK連続テレビ小説「エール」などに出
演するほか、JR九州クルーズトレイン「ななつ星in九
州」でも演奏するなど幅広く親しまれている。

11月27日（土曜日）
14時から15時30分
（13時30分開場）

めくばーる町民ホール 朝倉郡筑前町久光951-1
大人：1,000円
中学生以下：500円
（当日券各500円増し）

筑前町生涯学習課 託児要予約 0946-24-8762

九州歴史資料館
「古代体験まつり」

子どもたちが歴史や博物館に興味・関心をもってもら
える体験メニューをたくさん用意しています。九州歴史
資料館だけではなく、糸島市・八女市・小郡市・春日市
の博物館や埋蔵文化財調査センターで行っている古
代体験を欲張りにも一日で体験することができます。
ご家族でのお越しをお待ちしております。

11月28日（日曜日） 11時から15時 九州歴史資料館 小郡市三沢5208－3 無料（一部有料あり）

博物館こども古代体
験推進事業実行委員
会、九州歴史資料館、
九歴ボランティア

0942-75-9575

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

囲碁ボール大会
囲碁ボールを通じて、住民の健康づくり、地域間世代
間の交流を促進する。

11月7日（日曜日）予定※コ
ロナの感染状況による

9時から13時 中広川小学校体育館 八女郡広川町大字新代1705 無料
広川町教育委員会
広川町中央公民館

広川町教育委員会生涯学習係
0943-32-0093

ワンへルスフェス
ティバル2021

人と動物の共通感染症対策など、ワンへルスに関す
る課題について、体験や講座を通して理解を深めても
らう。

11月14日（日曜日） 10時から16時（予定） 九州芸文館 筑後市大字津島1131 無料 福岡県
福岡県ワンへルス総合推進推進室
092-643-3622

4.健康・スポーツ・自然



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

親子ふれあいナイ
トハイキング

親子のふれあいを目的として、町内の親子30人程度
を募集し、役場から町内の目的地（未定）までを往復
する。

11月5日（金曜日）から6日
（土曜日）
※コロナの感染状況による

19時から 中広川小学校体育館集合 八女郡広川町大字新代1705 1日保険程度
広川町青少年育成町
民会議推進部会

広川町教育委員会生涯学習係
0943-32-0093

青少年健全育成の
ための意見発表会

市内の小学校11校と中学校3校の各代表者が「伝記
を読んで」「私の夢」をテーマに意見を発表する。

11月7日（日曜日） 10時から12時 サザンクス筑後 筑後市大字若菜1104 無料

筑後市、筑後市教委、
筑後市青少年育成市
民会議、筑後市PTA
連合会

新型コロナウイルス感染状
況により開催内容の変更
（中止）が考えられる。

社会教育課
（0942-65-7056）

みやま市青少年育
成市民大会

少年の主張・標語・ポスター入賞者表彰・善行・功労者
表彰

11月13日（土曜日） 10時から12時30分 まいピア高田 みやま市高田町濃施14 無料
みやま市青少年健全
育成市民会議

みやま市教育委員会社会教育課　0944-
32-9180

紙ヒコーキ大会
町内の3・4年生を対象に、紙ヒコーキの折り方を伝授
し、参加者で飛距離の記録を競う大会。

11月13日（土曜日）及び14
日（日曜日）
※コロナの感染状況による

10時から15時
上広川小学校・中広川小学
校・下広川小学校の各体育
館

八女郡広川町大字水原949・
新代1705・広川1416

50円（1日保険） 広川町教育委員会
広川町教育委員会生涯学習係
0943-32-0093

線香花火作り親子
体験教室

日頃体験することのない線香花火作りを体験すること
で子供達の視野を広め、学ぶことへの関心を高める。

11月23日（火曜日・祝日） 14時から15時 大木町図書・情報センター 大木町大字八町牟田255-1 参加費500円
大木町青少年育成町
民会議

先着16名
大木町図書・情報センター　0944-32-
1047

子育てと教育を進
める集い

　子どもたちが心身共に健やかに育つよう、家庭、学
校、地域、社会が連携し一体となって、子どもたちの健
全育成に取り組む。

11月27日（土曜日） 19時から開会(予定)
うきは市文化会館(白壁ホー
ル)

うきは市吉井町1001-4 無料 うきは市教育委員会

生涯学習課 社会教育係
0943-75-3343

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年度福岡県
森林づくり活動安
全講習会（後期募
集）

チェーンソーの取り扱いに関する講習会
11月3日
（水曜日・祝日）

10時から16時30分
（受付　9時30分から）

福岡県農林業総合試験場資
源活用研究センター

久留米市山本町豊田1438-2 無料 福岡県

対象：森林づくり活動に取り
組んでいる方、技術をレベ
ルアップさせたい方など

定員：15名　福岡県森林づく
り活動公募事業の応募団体
に所属されている方を優先
し、その他の方は先着順で
受け付けます。

特定非営利活動法人山村塾のホーム
ページ（https://sansonjuku.com）に掲載
している申込書にご記入の上、FAX、E
メール、郵送にて下記宛先にお送りくださ
い。ホームページの申込フォームからも
お申込みが可能です。
・FAX：0943-42-4300
・Eメール：info@sansonjuku.com
・住所：
〒834-1222
八女市黒木町笠原9836-1

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

男女共同参画
フォーラムオンライ
ン講演会視聴会

あすばる25周年記念男女共同参画フォーラム2021を
オンラインで多くの方に視聴いただき、地域での男女
共同参画の推進を行う。

11月27日（土曜日）
10時から12時、14時
から16時

こっぽーっとホール
大木町大字八町牟田255番
地1

無料 大木町まちづくり課
大木町図書・情報センター　0944-32-
1047

7.環境・男女共同参画

5.子育て・青少年育成

6.福祉・ボランティア



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

本・雑誌のくるくる
市

除籍本・寄贈本のリサイクル市
10月17日、以降は図書・情
報センターで設置。

10時から16時 こっぽーっとホール
大木町大字八町牟田255番
地1

無料 大木町まちづくり課
大木町図書・情報センター　0944-32-
1047

秋のスタンプラリー
　期間中に本を借りると、スタンプラリーカードへ、1日1
回スタンプを押し、5つでくじを引いた景品をプレゼント

10月27日（水曜日）から11
月7日（日曜日）

10時から18時
（木曜のみ19時まで）
月曜休
月曜が祝日の場合翌
火曜休

大刀洗町立図書館
三井郡大刀洗町大字冨多
819番地

無料 大刀洗町立図書館 0942-41-6111

図書館古本市 　町立図書館で除籍したリサイクル本を希望者へ頒布
11月2日（火曜日）から
なくなり次第終了

10時から18時
（木曜のみ19時まで）
月曜休
月曜が祝日の場合翌
火曜休

大刀洗町立図書館
三井郡大刀洗町大字冨多
819番地

無料 大刀洗町立図書館 0942-41-6111

図書館おはなし会
　毎週土曜日、子ども達対象に読書ボランティア、図
書館員が絵本や紙芝居などのお話をしている

11月6日（土曜日）、13日
（土曜日）、20日（土曜日）、
27日（土曜日）

11時から11時15分 大刀洗町立図書館
三井郡大刀洗町大字冨多
819番地

無料 大刀洗町立図書館 0942-41-6111

この本よかったよ
展

　町内小中学生の読書感想文画を展示し、来館者へ
観覧してもらう

11月11日（木曜日）から25
日（木曜日）

10時から18時
（木曜のみ19時まで）
月曜休
月曜が祝日の場合翌
火曜休

大刀洗ドリームセンターロ
ビー

三井郡大刀洗町大字冨多
819番地

無料 大刀洗町立図書館 0942-41-6111

本のおしゃべり会
BOOKカフェ

テーマに合わせたお気に入りの本について、お茶を楽
しみながら交流する。

11月14日（日曜日） 10時から11時30分 大木町図書・情報センター
大木町大字八町牟田255番
地1

無料 大木町まちづくり課
大木町図書・情報センター
0944-32-1047

Public Reading
with Jazz4
 ～朗読会とJazz～

　Jazzの演奏と大人向けの朗読会を実施する。新規
の参加者を増やすとともに、お話し会への興味・関心
を高める。

11月14日（日曜日）
14時30分から15時30
分

うきは市立図書館 3階 小
ホール

うきは市浮羽町朝田582-1 無料 うきは市立図書館
うきは市立図書館カウンターまたは電話
(0943-77-3050)

あかちゃんおはな
し会

　0から3才くらいまでの子どもと保護者を対象に図書
館員による絵本や紙芝居などのお話をしている

11月17日（水曜日） 11時から11時15分 子育て支援センターちゃお
三井郡大刀洗町大字冨多
819番地

無料 大刀洗町立図書館 0942-41-6111

9.その他の分野

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

緑化講習会 庭木の剪定と管理 11月6日（土曜日） 13時30分から16時 大牟田市手鎌地区公民館 大牟田市手鎌1300-42 無料 福岡県緑化センター

対象：県民一般で、庭木の
剪定管理について学習した
い方
定員：25名先着順

福岡県緑化センター
申込方法：電話、ファックスまたは緑化セ
ンターのホームページ
（http://www.ryoku-cen.net/)の申込
フォームからもお申込みが可能です。
電話：0943-72-119
FAX：0943-72-1558

緑化講習会 庭木の剪定と管理（マツの古葉落とし） 11月13日（土曜日）

午前の部
9時30分から12時
午後の部
13時30分から16時

福岡県緑化センター
久留米市田主丸町益生田
1125

無料 福岡県緑化センター

対象：一般県民で、庭木の
剪定管理（マツの古葉落と
し）について実習したい方
定員：各25名先着順

福岡県緑化センター
申込方法：電話、ファックスまたは緑化セ
ンターのホームページ
（http://www.ryoku-cen.net/)の申込
フォームからもお申込みが可能です。
電話：0943-72-119
FAX：0943-72-1558

みやま市人権啓発
講演会

人権週刊（12月4から10日）に関連した講演会 11月27日（土曜日） 14時から まいピア高田 みやま市高田町濃施14 無料
みやま市・みやま市教
育委員会

定員225名
みやま市教育委員会社会教育課　人権
同和教育係
℡0944-32-9184

8.読書・図書館事業


