
県内で開催される令和4年度生涯学習月間行事

北九州地域

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

わくわく科学教室1
（手作り乾電池教
室）

手づくり乾電池教室を通して、科学の不思議に触れさ
せる。
乾電池を手づくりしたり、電池についての学習と実験
をしたりすることで、理科の楽しさに気づくきっかけとす
るとともに、親子の触れ合いを深める講座である。

11月13日（日曜日）
(1)10時から12時
(2)13時30分から15時30
分

ハピネスなかま 中間市通谷一丁目36－10 無料 中間市教育委員会
中間市教育委員会
生涯学習課
電話 093-246-2321

北九州市民カレッ
ジExcelVBAプログ
ラミング入門～応
用

　（全10回）ExcelVBAプログラミング入門～応用
11月15日（火曜日）
から
　12月16日（金曜日）

折尾愛真短期大学
北九州市八幡西区堀川町
11−1

10,000円
（別途テキスト代2,000
円税込）

北九州市、折尾愛真
短期大学

定員20名
募集10月28日まで
https://www.city.kitakyushu.l
g.jp/shimin/file_2016_0106.ht
ml,https://www.city.kitakyush
u.lg.jp/shimin/file_2016_0107.
html

折尾愛真短期大学
電話 093-602-2105

おもしろ歴史講座
(4)

地域史を含む日本史をテーマとし、歴史、文化史に親
しむ講座である（全4回）。
講座の内容「越後の龍、長尾虎之介（上杉謙信）につ
いて」

11月19日（土曜日） 10時から12時 なかまハーモニーホール 中間市蓮花寺三丁目7－1 無料 中間市教育委員会
中間市教育委員会
生涯学習課
電話 093-246-2321

わくわく科学教室Ⅱ
(不思議な金属　形
状記憶合金を触ろ
う）

形状記憶合金を触ったり、話を聞いたりすることで、科
学の不思議に触れさせる。
形状記憶合金を直に触って特徴を聞いたり、形状記
憶合金を使った工作をしたりすることで、理科の楽しさ
に気づくきっかけとするとともに、親子の触れ合いを深
める講座である。

11月20日（日曜日） 10時から12時 ハピネスなかま 中間市通谷一丁目36－10 無料 中間市教育委員会
中間市教育委員会
生涯学習課
電話 093-246-2321

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
「芦屋かるた展」

町制施行120周年を記念して作成した「芦屋かるた」を
継承しつつ、文化財・歴史・民俗・自然に関する新たな
動きや視点を踏まえ、札の一部を見直し作成した、町
制施行130周年記念版「芦屋かるた」。全44枚の絵札
等を展示し、芦屋町の歴史、文化等の魅力を再発見し
ます。

10月6日（木曜日）
から
12月25日（日曜日）
※月曜日休館
（祝日の場合
翌平日休館）

9時から17時
（入館は16時30分まで）

芦屋歴史の里（芦屋町歴
史民俗資料館）

遠賀郡芦屋町大字山鹿
1200

入館料
中学生以上200円
小学生100円
未就学児無料

芦屋町

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。

芦屋歴史の里（芦屋町歴史民俗資料館）
電話 093-222-2555
受付 9時から17時（月曜日休、祝日の場
合翌平日休）

船迫窯跡公園秋の
企画展「小川敬吉
―築上町出身の文
化財調査官」展

戦前、日本の植民地だった朝鮮半島で、文化財の調
査や保存に関わった日本人研究者がいたことはあま
り知られていない。その一人で、築上町出身の小川敬
吉（1882－1950）が残した図面や写真等の記録から、
朝鮮半島の文化財とともに歩んだ生涯を紹介する。

10月12日（水曜日）
から
11月27日（日曜日）

9時から16時30分
船迫窯跡公園体験学習
館

築上郡築上町船迫1342－
22

無料 築上町教育委員会 船迫窯跡公園（電話 0930-52-3771）

令和4年度　伊藤常
足旧宅保存修理完
了記念企画展　「伊
藤家三代　常足・南
華・直江」

県指定文化財である伊藤家資料及び県指定史跡の
伊藤常足旧宅を紹介し、鞍手の誇る「伊藤家」を多く
の方に知ってもらう企画展

10月14日（金曜日）
から
11月27日（日曜日）

9時から17時まで
（入館は16時30分まで）

鞍手町歴史民俗博物館 鞍手町大字小牧2097番地 無料 鞍手町教育委員会 毎週月曜日は休館日 電話 0949-42-3200



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

求菩提資料館特別
展「瀧蔵坊～信仰
と生活～」

修験道の山として知られる国史跡「求菩提山」の山中
に残された山伏の住居、「坊」。建物が残る2軒のうち
「瀧蔵坊（りゅうぞうぼう）」は最後の山伏が住んだ坊
で、4年をかけて保存修理工事を実施した。令和によ
みがえった瀧蔵坊の完成記念特別展として、「求菩提
五百坊」といわれた求菩提山の、信仰とくらしについて
紹介する。

10月22日（土曜日）
から
11月27日（日曜日）

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 なし
求菩提資料館
電話0979-88-3203

秋季企画展
「芦屋釜と博多釜
～山鹿家史料にみ
る文様の美～」

令和3年度に寄贈を受けた博多鋳物師山鹿家史料を
初公開。そこに描かれた文様の美にスポットを当てま
す。

10月25日（火曜日）
から
12月4日（日曜日）
※月曜日休館
（祝日の場合
翌平日休館）

9時から17時
（入館は16時40分まで）

芦屋釜の里
遠賀郡芦屋町大字山鹿
1558-3

入館料
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

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（月曜日休、祝日の場
合翌平日休）
ホームページ
https//www.town.ashiya.lg.jp/site/ashiya
gama/

令和4年第54回
直方市民文化祭

市内で文化活動を行う個人・団体の成果を発表する
機会と鑑賞の機会を設け、地域文化活動の奨励と振
興を図ることを目的に実施する市民文化祭。
美術館での作品（絵画、ちぎり絵、書、工芸、図画、習
字　等）展示会・文化施設での発表会（ダンス、手話
コーラス、器楽演奏、バレエ、舞踊、日舞、フラダンス、
民謡　等）を実施するもの。

【展示の部】
10月28日（金曜日）
から
10月30日（日曜日）

【ステージの部】
10月30日（日曜日）

【展示の部】
・10月28日（金曜日）
9時30分から17時
・10月29日（土曜日）
9時30分から17時
・10月30日（日曜日）
9時30分から14時

【ｽﾃｰｼﾞの部】
10時45分から
15時30分

【展示の部】
直方谷尾美術館

【ステージの部】
ユメニティのおがた　大
ホール

【展示の部】
直方市殿町10-35

【ステージの部】
直方市山部364-4

入場・観覧無料
直方市民文化祭実行
委員会

直方市民文化祭実行委員会事務局（直
方市教育委員会 文化・スポーツ推進課）
電話 0949-25-2326

第43回吉富町民文
化祭

作品展示及び各種ステージ発表等
10月29日（土曜日）
から
10月30日（日曜日）

9時30分から16時
吉富フォーユー会館
吉富町体育館　他

築上郡吉富町広津413番地
1

吉富町文化協会 電話 0979-22-1944

あしや文化祭
「作品展」

同好会活動で制作している作品の展示のほか、こども
書道・介護老人施設・ギャラリーあしや・芦屋鋳物師の
作品も展示します。

10月29日（土曜日）
から
10月30日（日曜日）

・10月29日（土曜日）
10時から17時
・10月30日（日曜日）
10時から16時

芦屋町中央公民館 遠賀郡芦屋町中ノ浜4-4 入場無料 芦屋町文化協会

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。

芦屋町文化協会事務局（芦屋町中央公
民館内）
電話 093-222-1681
受付 9時から17時（月曜日休）

だいすきにっぽん
（第2回／全2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3日（木曜日） 10時30分から14時30分 西南女学院大学
北九州市小倉北区井堀1-
3-5

500円 西南女学院大学
https://daisukinippon.wixsite.
com/my-site-1

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
電話 093-583-5360（藤田）
電話 093-583-5164（青木）

第20回豊前市美術
展

豊前市美術展が今年で20回を迎えるため、例年通り
の入選作品展覧会に加えて第20回記念行事（特別展
示「豊前市美術展20年のあゆみ展」と記念ミニコン
サート「アクロス・ミュージックキャラバンin豊前」）を実
施する。

・入選作品展覧会
11月19日（土曜日）
から
11月26日（土曜日）

・「豊前市美術展20年の
あゆみ展」
11月3日（木曜日）
から
11月26日（土曜日）

・記念ミニコンサート「アクロ
ス・ミュージックキャラバンin
豊前」
11月23日（水曜日）

10時から16時
（最終日のみ12時まで）

※｢アクロス・ミュージック
キャラバンin豊前前｣
13時から14時

豊前市立多目的文化交
流センター（記念行事会
場については変更の可能
性があります）

豊前市大字八屋1776-2
豊前市立多目的文化交流
センター

無料
豊前市美術展実行委
員会

なし
豊前市教育委員会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



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

あしや文化祭
「文化祭茶会」

文化の日に、芦屋町茶道協会による茶会を開催しま
す。抹茶と煎茶の二席の茶席があります。

11月3日（木曜日）
10時から15時
（受付は14時50分まで）

芦屋釜の里
遠賀郡芦屋町大字山鹿
1558-3

参加費（一席券）
中学生以上500円
小学生300円
未就学児200円
※入館料込
※二席券もあります

芦屋町茶道協会

新型コロナウイルス感染症の
感染拡大防止のため、茶会
参加者の人数制限を行う場
合があります。

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

あしや文化祭
「歌と踊りのつど
い」

同好会活動で練習しているフラダンス・詩吟・琴・太鼓
などの発表を行います。

11月3日（木曜日） 13時30分開演 芦屋町町民会館 遠賀郡芦屋町中ノ浜11-6 入場無料 芦屋町文化協会

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。

芦屋町文化協会事務局（芦屋町中央公
民館内）
電話 093-222-1681
受付 9時から17時（月曜日休）

中間市文化団体連
合会文化祭

文化活動の促進、芸術・文化の創造、表現、鑑賞の機
会の充実を図ることを目的として、中間市文化団体連
合会に加盟している団体が、日頃の活動の成果を発
表・展示する場として行うイベントである。

11月3日（木曜日）
から
11月6日（日曜日）
（4日間）

9時から17時 なかまハーモニーホール 中間市蓮花寺三丁目7－1 無料
中間市文化団体連合
会

中間市教育委員会
生涯学習課
電話 093-246-2321

中間市美術展

市民の美術活動の振興を図ると共に、心豊かな芸術
と文化の薫り高いまちづくりの推進に寄与するため、
市内において美術製作している人達の作品を公募し、
展示するイベントである。

11月3日（木曜日）
から
11月6日（日曜日）
（4日間）

9時から17時

（ただし､11月6日（日曜
日）については15時ま
で）

なかまハーモニーホール 中間市蓮花寺三丁目7－1 無料 中間市教育委員会
中間市教育委員会
生涯学習課
電話 093-246-2321

令和4年度 中間市
文化団体連合会文
化祭 コーラス

「中間市文化団体連合会」加盟団体によるコーラスを
開催。

11月3日（木曜日）
14時開場
14時30分開演

なかまハーモニーホール
大ホール

中間市蓮花寺三丁目7番1
号

入場無料
中間市文化団体連合
会

対象 一般の方

定員 736名（固定席）

なかまハーモニーホール
電話 093-245-8000
受付時間 9時から21時（毎週水曜日休館
※休日の場合はその翌日）

築上町民文化祭 町民の様々な文化活動の成果を発表する場
11月4日（金曜日）
から
11月6日（日曜日）

10時から16時

築上町中央公民館
築上町文化会館
築上町コミュニティセン
ター

築上町大字高塚756番地
築上町大字椎田962番地8
築上町大字築城253番地1

無料
築上町民文化祭実行
委員会

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

令和4年度 中間市
文化団体連合会文
化祭 作品展

「中間市文化団体連合会」加盟団体による洋裁・パッ
チワーク・盆栽・書道・絵画・華道・俳句・川柳作品を展
示。

11月4日（金曜日）
から
11月6日（日曜日）

9時から16時
なかまハーモニーホール
小ホール・ロビー

中間市蓮花寺三丁目7番1
号

入場無料
中間市文化団体連合
会

対象 一般の方

なかまハーモニーホール
電話 093-245-8000
受付時間 9時から21時（毎週水曜日休館
※休日の場合はその翌日）

時代の姿・人々の
顔6～英国をもっと
知ろう！～

イギリスの文化や芸術等について様々な角度から座
学形式で学ぶ。

11月5日（土曜日）
から
12月17日（土曜日）
（11月26日除く）
毎週土曜

13時から14時30分
北九州市立大学北方キャ
ンパス

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10月25日まで
https://www.kitakyu-
u.ac.jp/news/2022/09/0033
52.html

北九州市立大学地域連携課
電話 093-964-4194

ぶぜん神楽祭り
2022

国の重要無形民俗文化財「豊前神楽」。豊前市内では
6団体が神社への奉納や子ども神楽による後継者育
成などの活動を行っている。しかしコロナ禍で奉納の
中止が相次ぎ、活動が制限される状態が続いて伝承
活動にも支障が出ている。そこで、市内団体を中心と
する神楽公演「ぶぜん神楽まつり」を開催し、神楽に
対する関心、理解を深めてもらうとともに後継者育成
のため子ども神楽の発表の場を設ける。

(1)11月5日（土曜日）
(2)11月6日（日曜日）

(1)15時から20時
(2)9時から17時30分

豊前市立多目的文化交
流センター

豊前市大字八屋1776-2
豊前市立多目的文化交流
センター

無料
ぶぜん神楽祭り実行
委員会

なし
豊前市教育委員会生涯学習課文化芸術
係（ぶぜん神楽祭り実行委員会事務局）
電話 0979-82-8058

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5日（土曜日）
11月6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
電話 0949-32-3210
受付時間 9時から17時



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4年度 中間市
文化団体連合会文
化祭 芸能大会1

「中間市文化団体連合会」加盟団体による民謡・民謡
舞踊・洋舞 他を開催。

11月5日（土曜日）
12時30分開場
13時開演

なかまハーモニーホール
大ホール

中間市蓮花寺三丁目7番1
号

入場無料
中間市文化団体連合
会

対象 一般の方

定員 736名（固定席）

なかまハーモニーホール
電話 093-245-8000
受付時間 9時から21時（毎週水曜日休館
※休日の場合はその翌日）

令和4年度 中間市
文化団体連合会文
化祭 日本舞踊

「中間市文化団体連合会」加盟団体による日本舞踊を
開催。

11月6日（日曜日）
13時30分開場
14時開演

なかまハーモニーホール
大ホール

中間市蓮花寺三丁目7番1
号

入場無料
中間市文化団体連合
会

対象 一般の方

定員 736名（固定席）

なかまハーモニーホール
電話 093-245-8000
受付時間 9時から21時（毎週水曜日休館
※休日の場合はその翌日）

令和4年度 中間市
文化団体連合会文
化祭 お茶会

「中間市文化団体連合会」加盟団体によるお茶会（小
笠原流煎茶）。

11月6日（日曜日）
9時から14時
（受付時間）

なかまハーモニーホール
会議室 2・3

中間市蓮花寺三丁目7番1
号

500円
中間市文化団体連合
会

対象 一般の方

なかまハーモニーホール
電話 093-245-8000
受付時間 9時から21時（毎週水曜日休館
※休日の場合はその翌日）

令和4年度 中間市
文化団体連合会文
化祭 お茶会

「中間市文化団体連合会」加盟団体によるお茶会（中
間市茶道文化協会）。

11月6日（日曜日）
9時30分から14時
（受付時間）

なかまハーモニーホール
会議室 4・5（和室）

中間市蓮花寺三丁目7番1
号

500円
中間市文化団体連合
会

対象 一般の方

なかまハーモニーホール
電話 093-245-8000
受付時間 9時から21時（毎週水曜日休館
※休日の場合はその翌日）

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11日（金曜日）
から
13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

入館料と呈茶料
中学生以上500円
小学生300円
未就学児200円

芦屋町

お茶会ではありません（お点
前はありません）。
新型コロナウイルス感染症の
感染拡大防止のため茶室の
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（月曜日休、祝日の場
合翌平日休）
ホームページ
https//www.town.ashiya.lg.jp/site/ashiya
gama/

北九州市民カレッ
ジ
韓流ドラマで学ぶ
「韓国語の世界」

全力で夢を追いかける若きフェンシング選手ナ・ヒド。
父親の会社が倒産し、大学を中退、家族までバラバラ
になってしまった青年ペク・イジン。1998年経済危機
真っ只中の時代を背景に二人の主人公の成長や彼ら
を取り巻く若者たちの友情、別れを描いた感動の青春
ドラマ、「二十五、二十一」を教材にします。
講座ではドラマで使われた台詞をもとに会話の練習を
します。

11月16日（水曜日）
から
12月21日（水曜日）

18時15分から20時15分
九州国際大学
地域連携センター
サテライトキャンパス

北九州市八幡西区黒崎3丁
目15番3号 コムシティ内

4,000円
北九州市、九州国際
大学

定員20名
募集11月1日まで
https://www.city.kitakyushu.l
g.jp/shimin/file_2016_0106.ht
ml,https://www.city.kitakyush
u.lg.jp/shimin/file_2016_0107.
html

九州国際大学地域連携センター
電話 093-631-2203

韓服ファッション
ショーin北九州

東アジア文化都市の開催都市間の交流・友好の絆を
深めるため、今回は韓国順天市が来北、韓服のファッ
ションショーを開催する。

11月17日（木曜日） 18時30分から20時15分 黒崎ひびしんホール 八幡西区岸の浦2丁目1-1 無料

【韓国】文化体育観光
部、順天市、順天文
化財団
　【日本】文化庁、北
九州市

対象 学生及び一般の方

定員300名程度  参加無料
（予約制）※先着順に受け付
け、定員になり次第締め切ら
せていただきます。

黒崎ひびしんホールのホームページから
申込フォームへ。または電話・ＦＡＸで 申
込ください。
黒崎ひびしんホール
電話 093-621-4566
受付時間 10時から18時

ミュージック・スクエ
ア298

地域で活動する演奏家による発表の場「ミュージック・
スクエア」。グループ「ロスタイム」（歌・アコースティック
ギター）による演奏を開催。

11月17日（木曜日） 18時30分から19時30分
なかまハーモニーホール
エントランス

中間市蓮花寺三丁目7番1
号

入場無料
公益財団法人中間市
文化振興財団

対象 一般の方

定員 40席

なかまハーモニーホール
電話 093-245-8000
受付時間 9時から21時00（毎週水曜日休
館 ※休日の場合はその翌日）

令和4年度　築上町
ミニコンサート

再編交付金事業による障害のある方、年齢を問わず
誰でも参加できるコンサート。本年度は、元自衛隊中
央音楽隊ピアニストの「ヒビキpianp」さんをまねいての
ライブを行う。

11月19日（土曜日） 14時から16時 築上町文化会館コマーレ
築上郡築上町大字椎田
962-9

無料 築上町教育委員会
築上町教育委員会
生涯学習課 社会教育係
電話 0930-56-0301



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

ギャラリーあしや特
別展
「あしやんナーレ
～みんなの美術展
～」

主に芦屋町内の芸術家・展示希望者を中心に作品を
募集し、合同形式の展示会を開催します。

11月19日（土曜日）
から
12月25日（日曜日）
月曜日は休館

9時から17時
最終日
（12月25日）は15時まで

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（月曜日休）

コンサート 苅田ウィンドアンサンブルファミリーコンサート 11月26日（土曜日） 14時から
苅田町立図書館
（本館　AVホール）

京都郡苅田町富久町1丁目
17番地8

無料 苅田町立図書館
ホームページ
http://kanda-ed.jp

苅田町立図書館
電話 093-436-0946
FAX 093-434-9314

第9回 豊築地区
合唱祭「12月のコン
サート」

豊前・築上地域で活動中の音楽愛好家の個人及び団
体でつくる豊築音楽協会の事業である。
毎年、公募で参加者・参加団体を広げている。

12月4日（日曜日） 13時から15時30分 築上町文化会館コマーレ
築上郡築上町大字椎田
962-8

無料
ラ・カンパーニャ
折本　美佐子

築上町教育委員会
生涯学習課 社会教育係
電話 0930-56-0300

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

りふれぱーく(6)

子育て中のママが息抜きしながら生活に役立つ情報
や教養を身に付けることのできる講座である（全8
回）。
講座の内容(6)「整理収納」

11月10日（木曜日） 10時から12時 生涯学習センター 中間市通谷一丁目36－16 無料 中間市教育委員会
中間市教育委員会
生涯学習課
電話 093-246-2321

ストレッチ講座
(1)(2)(3)

無理のない動きのストレッチを覚え習慣化することに
より、健康寿命を延ばすことを目的とした講座である
（全6回）。

11月15日（火曜日）
11月22日（火曜日）
11月29日（火曜日）

10時から12時 生涯学習センター 中間市通谷一丁目36－16 無料 中間市教育委員会
中間市教育委員会
生涯学習課
電話 093-246-2321

第54回豊築武道大
会

豊前市・築上郡（吉富町・上毛町・築上町）の武道発展
のため、小学生・中学生・高校生・一般の大会を開催
（柔道・剣道・弓道）。

11月20日（日曜日） 9時から15時頃
豊前市民体育館・市民武
道館・豊前弓道場

豊前市大字八屋322-27他 参加費無料
第54回豊築武道大会
実行委員会

なし
第54回豊築武道大会実行委員会事務局
0979-82-8059

5.子育て・青少年育成

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

鞍手町少年の主張
大会

町内6小学校及び1中学校の代表者14名による少年
の主張

11月3日（木曜日） 9時から12時 鞍手町中央公民館 鞍手町大字小牧2105番地 無料 鞍手町教育委員会

新型コロナウイルス感染症防
止の為、入場者を限定して行
う為一般の方の参加は出来
ません。

電話 0949-42-7200

小中学生スピーチ
フェア

第1部　イングリッシュスピーチ
第2部　少年の主張大会

町内の小中学生が英語と日本語で、今の想いや将来
の夢などを発表します。

11月5日（土曜日） 10時から12時 水巻町中央公民館
遠賀郡水巻町頃末北1丁目
1-2

無料　（整理券必要）
整理券
町内者10月12日から
町外者10月17日から

小中学生スピーチフェ
ア実行委員会

水巻町教育委員会

整理券
午前9時から午後8時

第3日曜日休館

水巻町教育委員会生涯学習課
電話 093-201-4321



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

ブックスタート
本に親しむきっかけづくりとして、7カ月健診会場で絵
本と読書記録通帳を渡す。

11月9日（水曜日） 13時30分から15時30分 中間市保健センター 中間市蓮花寺3丁目1番6号 中間市民図書館 7カ月健診児対象
ホームページ（閲覧のみ）
電話 093-245-4664
（9時30分から19時）

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

11月10日（木曜日）
11月11日（金曜日）
11月17日（木曜日）
11月18日（金曜日）
11月22日（火曜日）
11月24日（木曜日）
11月25日（金曜日）

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
福岡県生涯現役チャレンジセンター内
「ふくおか子育てマイスター」コーナー
電話 092-481-1312

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12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
電話 093-282-9031

セカンドブック
本に親しむ環境づくりとして、3歳児健診会場で絵本を
渡す。

11月24日（木曜日）
13時から15時 中間市保健センター 中間市蓮花寺3丁目1番6号 中間市民図書館 3歳健診児対象

ホームページ（閲覧のみ）
電話 093-245-4664
（9時30分から19時）

8.読書・図書館事業

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29日（土曜日）
から
11月9日（水曜日）
※月曜日は休館

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 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。

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

秋の読書週間まつ
り

・ブックリサイクル
　　※としょかん利用券をお持ちの方

11月3日（木曜日） 10時から15時 苅田町立図書館（本館）
京都郡苅田町富久町1丁目
17番地8

無料 苅田町立図書館
ホームページ
http://kanda-ed.jp

苅田町立図書館
電話 093-436-0946
FAX 093-434-9314

秋の読書週間まつ
り

・図書館シマネ
　　「犬飼さんちの犬」

11月4日（金曜日） 14時から 苅田町立図書館（本館）
京都郡苅田町富久町1丁目
17番地8

無料 苅田町立図書館
ホームページ
http://kanda-ed.jp

苅田町立図書館
電話 093-436-0946
FAX 093-434-9314

秋の読書週間まつ
り

・おはなしハンプティ
　　「秋のおはなし会スペシャル

11月5日（土曜日） 14時から 苅田町立図書館（本館）
京都郡苅田町富久町1丁目
17番地8

無料 苅田町立図書館
ホームページ
http://kanda-ed.jp

苅田町立図書館
電話 093-436-0946
FAX 093-434-9314

図書館員おはなし
会

図書館員による紙芝居や絵本の読み聞かせ。 11月5日（土曜日） 14時30分から15時
中間市民図書館
おはなしのへや

中間市蓮花寺3丁目1番2号 中間市民図書館
ホームページ（閲覧のみ）
電話 093-245-4664
（9時30分から19時）



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

秋の読書週間まつ
り
（演奏会）

・風の旅人～フォルクローレと～ 11月6日（日曜日） 14時から 苅田町立図書館（本館）
京都郡苅田町富久町1丁目
17番地8

無料 苅田町立図書館
ホームページ
http://kanda-ed.jp

苅田町立図書館
電話 093-436-0946
FAX 093-434-9314

BOOK交流会

本や読書に興味がある者同士で交流し情報を共有す
る場を提供する。絵本を手渡す立場にいる大人の、絵
本への関心と理解を高めることで子どもたちの読書習
慣につなげる。

11月11日（金曜日） 10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
電話 0949-62-0452

「調べる学習コン
クール」表彰式

第6回「調べる学習コンクール」優秀作品の表彰式。 11月12日（土曜日） 11時30分から
中間市民図書館
エントランス

中間市蓮花寺3丁目1番2号 中間市民図書館 受賞者及びその家族対象
ホームページ（閲覧のみ）
電話 093-245-4664
（9時30分から19時）

「調べる学習コン
クール」作品展示

第6回「調べる学習コンクール」応募作品の展示。
11月12日（土曜日）
から
11月29日（火曜日）

9時30分から19時

（最終日は16時まで）

中間市民図書館
エントランス

中間市蓮花寺3丁目1番2号 中間市民図書館
ホームページ（閲覧のみ）
電話 093-245-4664
（9時30分から19時）

お話の会 絵本などの読み聞かせ 11月12日（土曜日） 11時から11時30分
鞍手町中央公民館図書
室こどものとしょしつ

鞍手町大字小牧2105番地 無料 鞍手町教育委員会
新型コロナウイルス感染症防
止の為、事前申し込みが必
要

電話 0949-42-7200

子どもプログラミン
グ教室～ロボット
「こくり」を動かそ
う！～

プログラミングロボット「こくり」を使用した教室。
11月13日（日曜日） 10時15分から11時45分､

14時15分から15時45分
中間市民図書館
多目的室

中間市蓮花寺3丁目1番2号 中間市民図書館

小学1から4年生各5人(1年生
は保護者同伴）10月15日（土
曜日）から電話・カウンターで
先着順で受付

ホームページ（閲覧のみ）
電話 093-245-4664
（9時30分から19時）

ほっとブックなかま
おはなし会

ボランティア団体「ほっとブックなかま」による紙芝居や
絵本の読み聞かせ。

11月19日（土曜日）
11時から11時30分

中間市民図書館
おはなしのへや

中間市蓮花寺3丁目1番2号 中間市民図書館
ホームページ（閲覧のみ）
電話 093-245-4664
（9時30分から19時）

なかまフレンズ
おはなし会

ボランティア団体「なかまフレンズ」による紙芝居や絵
本の読み聞かせ。

11月26日（土曜日） 11時から11時30分
中間市民図書館
おはなしのへや

中間市蓮花寺3丁目1番2号 中間市民図書館
ホームページ（閲覧のみ）
電話 093-245-4664
（9時30分から19時）

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） 19時から20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
電話 0949-62-0452



9.その他

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

初めてのスマート
フォン入門講座3

初心者を対象にスマートフォンを実際に操作すること
で、便利さや簡便さを体験する講座である。

(1)11月16日（水曜日）
(2)11月25日（金曜日）

(1)13時30分から15時30
分
(2)10時から12時

生涯学習センター 中間市通谷一丁目36－10 無料 中間市教育委員会
中間市教育委員会
生涯学習課
電話 093-246-2321

きらめき大学(7)(8)

歴史、音楽、健康等様々な内容の講演を行い、受講
生が楽しみながら学べる、市民のこれからの生き方に
も活かせる講座である（全9回）。
講演の内容(7)『睡眠』と『健康』の知恵袋、(8)透析にな
らないための腎臓病のお話

(7)11月17日（木曜日）
(8)12月1日（木曜日）

10時から12時 なかまハーモニーホール 中間市蓮花寺三丁目7－1 無料 中間市教育委員会
中間市教育委員会
生涯学習課
電話 093-246-2321

おもしろ漢字講座
日本語の大切な構成要素である漢字、漢字の成り立
ちや漢字の意味など、楽しみながら漢字を学ぶ講座で
ある。

11月18日（金曜日） 10時から12時 生涯学習センター 中間市通谷一丁目36－10 無料 中間市教育委員会
中間市教育委員会
生涯学習課
電話 093-246-2321

自然素材で作るク
リスマスリース講座

樹木や枝、木の実などの自然素材を活用し、工夫しな
がらクリスマスリースを作る講座である。

12月3日（土曜日）

10時から11時30分
（一般の部）
13時から14時30分
（親子の部）

ハピネスなかま 中間市通谷一丁目36－10 無料 中間市教育委員会
中間市教育委員会
生涯学習課
電話 093-246-2321

北九州市民カレッ
ジ
東田地区のまちづ
くりビジョンを考え
る！～広域集客・
先端技術の視点か
ら～

北九州市では、目指すべきまちの方向性をまとめた
「2050まちづくりビジョン」を策定しました。これはまち
づくりにおける明確なメッセージであり、何より将来に
向かっての羅針盤でもあります。このビジョンでは東田
地区が対象エリアの1つに設定されましたが、九州国
際大学は八幡東区唯一の大学として、歴史的にも東
田地区と深い関係があります。
ここでは地域づくりを担当する教員が講師となり、まち
づくりビジョンの全体像を解説します。

11月1日（火曜日）
から
11月29日（火曜日）

18時から20時
九州国際大学
地域連携センター
サテライトキャンパス

北九州市八幡西区黒崎3丁
目15番3号 コムシティ内

4,000円
北九州市、九州国際
大学

定員20名
https://www.city.kitakyushu.l
g.jp/shimin/file_2016_0106.ht
ml,https://www.city.kitakyush
u.lg.jp/shimin/file_2016_0107.
html

九州国際大学地域連携センター
電話 093-631-2203

北九州市民カレッ
ジ
韓国語（初級）

基礎的な発音体系の読み書きや基礎的な文の構造と
文法の活用方法などを理解した上で、基礎的な会話
のやり取りができるように学習していきます。
また、基礎的な文の構成や、語彙・助詞・動詞などの
活用を用いて、日常生活に必要な基礎会話ができる
ように学習していきます。

11月7日（月曜日）
から
令和5年1月30日（月曜日）

18時から19時30分
九州国際大学
地域連携センター
サテライトキャンパス

北九州市八幡西区黒崎3丁
目15番3号 コムシティ内

6,000円
北九州市、九州国際
大学

定員20名
https://www.city.kitakyushu.l
g.jp/shimin/file_2016_0106.ht
ml,https://www.city.kitakyush
u.lg.jp/shimin/file_2016_0107.
html

九州国際大学地域連携センター
電話 093-631-2203

北九州市民カレッ
ジ
争続にならないた
めの相続準備講座
「応用編」

なぜ「相続が争続」になってしまうのか？
「争わない相続」「失敗しない相続」にするには、どうし
たらよいのか？円満相続のために、法務、税務を中心
とする関連分野の知識、相続前の準備の知識を得る
とともに、「相続の本質」と「心の問題」を学んでいただ
く講座です。
実例も紹介しながら、前期「基礎編」を受講していない
方にも分かりやすく説明していきます。

11月7日（木曜日）
から
12月15日(木曜日)

18時30分から20時30分
九州国際大学
地域連携センター
サテライトキャンパス

北九州市八幡西区黒崎3丁
目15番3号 コムシティ内

4,000円
北九州市、九州国際
大学

定員20名
募集11月2日まで
https://www.city.kitakyushu.l
g.jp/shimin/file_2016_0106.ht
ml,https://www.city.kitakyush
u.lg.jp/shimin/file_2016_0107.
html

九州国際大学地域連携センター
電話 093-631-2203


