
県内で開催される令和4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

大刀洗町ドリーム
まつり

（1）文化部門（2）健康部門（3）産業部門（4）イベント
上記4部門で、大刀洗町の文化及び産業の将来を展
望し、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、健康福祉に対する理解を深
めるとともに、ふるさと大刀洗町の再認識に寄与する
ため開催する。

11月12日（土曜日）
から
11月13日（日曜日）

(1)11月12日
10時から14時30分
（2）11月13日
10時から15時30分

大刀洗ドリームセンター
大刀洗町役場駐車場

大刀洗町大字冨多819番地 無料
ドリームまつり実行委
員会

特設会場
電話 0942-77-0173（地域振興課）

ドリームセンター内
電話 0942-77-2670（生涯学習課）

第26回「マナビィラ
ンド」

体験コーナー（11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8名を定員とする。
申込期間10月15日から10月25日

デコパージュ 定員8人/回
リボンデローズ　定員8人/回
キラキラハーバリウム　定員8人/回
グラスアート体験　定員8人/回
ニュースポーツ体験　定員8人/回
ゆるヨガ体験　定員8人/回
アイスクリームせっけん作り！　定員8人/回
フラワーアレンジメント　定員8人/回
多肉植物　定員8人/回
「走る！Necoライト」をつくろう～電気を学ぼう～　定員
12人/回

11月13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

久留米生涯学習推進市民協会
（LLネットコアくるめ）
電話 0942-38-2258
FAX 0942-30-7912
elelnet@kumin.ne.jp
https//llnetcorekurume.com

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

柳川市史歴史講座
企画展「柳河藩ゆかりの刀剣」に関連した内容の講
座。

11月3日（木曜日）
13時30分から
16時30分
（開場13時）

柳川市民文化会館大研
修室

柳川市上宮永町43-1 無料
柳川市史編さん委員
会

定員40名（事前応募。応募者
が定員を超えた場合は抽選）

柳川市教育委員会生涯学習課市史編さ
ん係
電話 0944-72-1275

公開講座　自然エ
ネルギー利用設備
について

学内に設置されている様々な自然エネルギー利用設
備のご紹介並びにその一部の井戸水利用設備の運用
についてエネルギー消費量や室内温熱環境の実測調
査をおこない、性能検証についての研究につきまして
ご案内を行います。

11月5日（土曜日） 未定 久留米工業大学 久留米市上津町2228-66 無料 久留米工業大学
https://www.kurume-
it.ac.jp/news/post_20200253.
html

総務課
電話 0942-22-2345

九州王朝論の背景

邪馬台国の舞台、そして古事記・日本書紀の舞台は
北部九州、特に筑後と肥後の古代史として考察される
べきことを説明する。女王卑弥呼と神武天皇や神功皇
后、継体天皇の足跡、有明海や筑後川流域の地名や
古墳・神社との関係について考察する。（全4回）

11月12日（土曜日）
11月19日（土曜日）
11月26日（土曜日）
12月3日（土曜日）

14時から15時30分
久留米大学御井キャンパ
ス

久留米市御井町1635 2,500円（全4回合計）
久留米大学地域連携
センター事務室

https://www.kurume-
u.ac.jp/site/chiren/

久留米大学
地域連携センター事務室
電話 0942-43-4413



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

久留米大学公開講
座(うきは学)

久留米大学とうきは市民大学共催で開催する、うきは
市の歴史、筑後川流域の文化についての講演形式で
の講座。

10月1日（土曜日）
10月8日（土曜日）
10月15日（土曜日）
10月22日（土曜日）
10月29日（土曜日）
11月5日（土曜日）
（全6日程8講座）

14時から15時30分
（1日2コマの講座は13時
から16時10分）

うきは市民センター 3階
大会議室、小ホール

うきは市浮羽町朝田582-1 無料 うきは市教育委員会

生涯学習課 社会教育係
電話 0943-75-3343
s-gakusyu@city.ukiha.lg.jp

パネル展示「福岡
鉄道遺産ものがた
り8～日豊本線編
～」

日豊本線に関連する鉄道遺産の写真展です。全国有
数の鉄道雄県である福岡県に残された歴史ある鉄道
構築物の中から、戦前に作られたものを中心に紹介す
る鉄道遺産パネル展の8回目です。今回は日豊本線
編として、京築地域に走る日豊本線に関連する鉄道遺
産を紹介します。

10月4日（火曜日）
から
12月4日（日曜日）

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
月曜日休館（ただし10月10日
は開館、11日は休館）

電話 0942-75-9501

特別展「京都(みや
こ)平野と豊国(とよ
のくに)の古代」

京都平野を中心とする豊前地域は古来より、朝鮮半
島、九州北部、近畿地方との交流の拠点として繁栄
し、日本の古代文化形成の上で大きな役割を果たして
きました。本展は、京都平野の原始・古代を概観する
ことにより、古代の豊国に思いをはせていただける展
示です。

10月8日（土曜日）
から
12月4日（日曜日）

9時30分から16時30分
（入館は16時まで）

九州歴史資料館　第1・2
展示室

小郡市三沢5208－3

第1展示室は有料
＜観覧料＞
大人210円（150円）
高大生150円（100円）

（）内は20名以上の団
体

九州歴史資料館

月曜日休館（ただし10月10日
は開館、11日は休館）

※観覧料について、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。
※高校生は土曜日は無料と
なります。

電話 0942-75-9501

柳川市文化協会第
4回文化祭

柳川市文化協会会員による展示及び舞台発表

(1)10月15日（土曜日）
から
10月16日（日曜日）

(2)11月12日（土曜日）
から
11月13日（日曜日）

9時30分から16時
※各展示
発表ごとに時間帯は
様々。

(1)柳川市民文化会館
(2)柳川総合保健福祉セ
ンター
(3)矢留うぶすな館
(4)柳川市婦人会館
(5)城内コミュニティｰ防災
センター

(1)柳川市上宮永町43-1
(2)柳川市上宮永町6-3
(3)柳川市矢留本町150
(4)柳川市坂本町7-1
(5)柳川市本町53-1

入場無料 柳川市文化協会
展示や舞台発表は会員の
み。見学は一般の方も可能。

柳川市教育委員会生涯学習課文化係
電話 0944-77-8836

第34回柳川市総合
美術展

日本画、洋画、書、写真の4部門の公募展。入選以上
の作品を展示。

10月30日（日曜日）
から
11月6日（日曜日）
（10月31日休館）

9時から17時
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
電話 0944-77-8836

白秋祭式典
国民的詩人北原白秋の命日(11月2日)に、故人を偲
び、偉業を称えるため開催。式典、白秋献詩表彰及び
上位入賞作品の朗読など。

11月2日（水曜日） 10時から11時 白秋詩碑苑
柳川市矢留本町34-2
（柳川市立矢留小学校西
側）

無料 柳川市
コロナ禍であり、関係者の
み。

柳川市教育委員会生涯学習課文化係
電話 0944-77-8836

北原白秋没後80年
事業
第52回北原白秋顕
彰短歌大会

歌人としての北原白秋の業績顕彰を目的として開催。
当日は公募作品から上位作品の入賞者の表彰、没後
80年事業として特別に3名の選者による対談や作品講
評を実施。

11月2日（水曜日） 13時から16時
柳川総合保健福祉セン
ター「水の郷」

柳川市上宮永町6-3 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
電話 0944-77-8836

帰居祭
【規模縮小】

文化勲章坂本繁二郎顕彰 11月3日（木曜日） 10時 八女公園 八女市本町569-1 無料
八女市文化連盟・八
女市

新型コロナウイルス感染症拡
大防止の為、来賓など人数を
制限して開催。

八女市教育委員会
文化振興課
電話 0943-23-1982



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40回記念大川市
総合美術展

日本画、洋画、工芸・彫刻、書、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（木曜日）
から
11月9日（水曜日）

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

大川市教育委員会生涯学習課
電話 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5日（土曜日）
11月6日（日曜日）

10時から16時
大木町総合体育館、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
電話 0944-32-1047

特別展記念講演会
「古代の豊前と渡
来人」

＜講演者＞亀田修一さん　（岡山理科大学名誉教授）
 古代の京都平野を中心とする豊前地域は、朝鮮半島
からの渡来人の影響を受けた文化が花開いていまし
た。この講演会では、須恵器や瓦を中心に、渡来人が
豊前地方に与えた影響についてお話しします。

11月6日（日曜日） 13時30分から15時30分 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）

電話 0942-75-9501

第8回九歴講座「京
都平野の古墳時
代」

＜講演者＞山口裕平さん(行橋市教育委員会文化課)
 京都平野は瀬戸内海西端の周防灘に面し、古墳時代
には畿内の倭王権と強いつながりをもっていました。
本講座では、苅田町の石塚山古墳や御所山古墳、行
橋市の稲童古墳群、みやこ町の橘塚・綾塚古墳など、
最新の発掘調査成果をもとに京都平野の古墳時代を
概観します。

11月12日（土曜日） 13時30分から15時30分 九州歴史資料館　研修室 小郡市三沢5208－3 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）

電話 0942-75-9501

古墳イベント
石人山古墳の限定公開や古代体験を通して古墳文化
を体験する

11月13日（日曜日） 古墳資料館
八女郡広川町一條1436番
地2

広川町教育委員会

広川町
広川町教育委員会事務局
生涯学習課
電話 0943-32-0093
syougai@town.hirokawa.lg.jp

古代体験まつり

県内5カ所の資料館・博物館の古代体験を一度に体験
できます。弥生時代の青銅器鋳造体験や土鈴作り・石
包丁作り・弓矢体験・印鑑作り・勾玉作りなどができま
す。九州国立博物館のきゅーはく号もやってきます。中
庭ではお菓子などのまごころ製品の販売も行います。

11月13日（日曜日） 10時から15時30分 九州歴史資料館 小郡市三沢5208－3 無料（一部有料） 九州歴史資料館

・対象
小学生

※申し込み不要（先着順)

電話 0942-75-9501

みのり文化講座
（花講座）

・水やり、肥料のやり方等について講話
・はちの植え込み等の実習

11月17日（木曜日） 10時から12時
町民交流センター「いこっ
と」

八女郡広川町新代1965番
地1

1500円 広川町教育委員会

広川町
広川町教育委員会事務局
生涯学習課
電話 0943-32-0093
syougai@town.hirokawa.lg.jp

なるほど！子ども
歴史教室

とんぼ玉は、柄が入った小さなガラス玉のことです。日
本では古墳時代からアクセサリーとして親しまれてい
ます。この講座では、学芸員の解説で展示されている
とんぼ玉を見学し、カラフルで可愛い古代アクセサリー
を作る体験講座です。
＜制作講師＞山下　実　さん（創作とんぼ玉工房山
下）
定員20名　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汚れてもよい服装でおいでくださ
い。

11月19日（土曜日） 13時30分から15時30分 九州歴史資料館 小郡市三沢5208－3
1,000円　（材料費・保
険料）

九州歴史資料館

小学1～3年生のお子様につ
きましては、保護者の方も一
緒にご参加をお願いしており
ます。また小学4年生以上の
ご兄弟の方が一緒に参加さ
れる場合には、保護者の方
のご参加は必須ではありませ
んが、緊急時には連絡がとれ
るようにご準備をお願いしま
す。

電話 0942-75-9501



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

筑前町マンスリーコ
ンサート2022
宗野和江トリオ
「ジャズ・ラテン
ミュージック」コン
サート

ジャズって何？ラテンって何？日頃耳にする音楽を
色々なアレンジでお届けします。きっと体を揺らして楽
しめるはず！音の波動・パワーを感じながら楽しんでく
ださい。

11月20日（日曜日）
開場13時30分から
開演14時から

筑前町めくばーる町民
ホール

朝倉郡筑前町久光951番地
1

大人　1,000円
中学生以下　500円

筑前町生涯学習課
チケットは9月20日から、めく
ばーる学習館、コスモス公民
館で販売

筑前町生涯学習課
電話 0946-24-8762
受付時間8時30分～17時15分（平日）

古代史研究フォー
ラム『古墳が語る日
本創生の風景』

九州歴史資料館は、福岡の古代史を今までと違った
視点で読み解き、豊かな歴史像を構築することを目的
として、新しい古代史研究事業に着手します。令和4年
度は「福岡の古墳」をテーマに、本館がこれから進める
新たな取り組みを広く紹介し、また、人々に古墳の魅
力を知っていただくために古代史研究フォーラムを開
催します。第1幕「世界から見た日本の古墳時代（仮）」
松木武彦（国立歴史民俗博物館教授）
「福岡の古墳とその魅力」吉村靖徳（九州歴史資料館
副館長）
第2幕「福岡の古墳の魅力を語る」トークセッション

11月23日（水曜日）
13時30分から16時20分
（12時入場）

アクロス福岡イベントホー
ル

小郡市三沢5208－3 無料 九州歴史資料館

定員450名（応募者多数の場
合は抽選)
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。

古代史フォーラム運営事務局
電話 092-627-3200

みのり文化講座
（歴史講座）

岩戸山古墳及び岩戸山文化交流館見学 11月24日（木曜日） 10時から12時
八女市岩戸山文化交流
館

八女市吉田1562番地1 無料 広川町教育委員会

広川町
広川町教育委員会事務局
生涯学習課
電話 0943-32-0093
syougai@town.hirokawa.lg.jp

第6回ギャラリー
トーク

九州歴史資料館では、静寂な環境で鑑賞に集中でき
るよう通常は展示室での解説を行っていません。この
ギャラリートークでは、 閉館後の展示室で、特別展
「「京都(みやこ)平野と豊国(とよのくに)の古代」」の歴
史資料を展示担当学芸員がわかりやすく解説します。
講演者 酒井芳司

11月25日（金曜日） 16時30分から17時 九州歴史資料館　研修室 小郡市三沢5208－3

第1展示室は有料
＜観覧料＞
大人210円（150円）
高大生150円（100円）

（）内は20名以上の団
体

九州歴史資料館

定員10名程度
事前申し込み不要

※観覧料について、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。

電話 0942-75-9501

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

囲碁ボール大会
囲碁ボールの普及を通じて、住民の健康づくり地域
間・世代間の交流を促進する

11月6日（日曜日） 9時から 中広川小学校体育館 八女郡広川町新代1705 無料 広川町教育委員会

広川町
広川町教育委員会事務局
生涯学習課
電話 0943-32-0093
syougai@town.hirokawa.lg.jp

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

「信愛つどいの広
場」子育て支援講
座

飛び出すクリスマスカード 11月5日（土曜日） 10時から11時 久留米信愛短期大学 久留米市御井町2278−1 無料 久留米信愛短期大学

定員10組
募集10月29日まで
https://www.kurume-
shinai.ac.jp/college/

久留米信愛短期大学
電話 0942-43-4532



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

親子で楽しむホ
ラーナイト

普段できない体験を家族で体験することでふれあいを
通し絆を深める

11月5日（土曜日） 16時から 古墳資料館
八女郡広川町一條1436番
地2

無料 広川町教育委員会

広川町
広川町教育委員会事務局
生涯学習課
電話 0943-32-0093
syougai@town.hirokawa.lg.jp

「子どものほめ方・
叱り方」
～ポジティブワード
で子どもが変わる
～

待つ子育ての中で、どのような言葉かけで子どもが切
り替わるのか学びます。

11月6日（日曜日） 10時から12時
ピーポート甘木　視聴覚
室

朝倉市甘木198－1 無料
朝倉市文化・生涯学
習課

朝倉市教育委員会
文化・生涯学習課
生涯学習・スポーツ係
電話 0946-22-2348
bunka-syougaku@city.asakura.lg.jp

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校の各代表者が小学生
「伝記を読んで思うこと」、中学生「筑後市の未来と私」
をテーマに意見を発表する。

11月6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
電話 0942-65-7056

少年の主張大会 少年の主張 11月12日（土曜日） 11時15分から12時15分 大刀洗ドリームセンター 大刀洗町大字冨多819番地 無料
大刀洗町青少年育成
町民会議

ドリームまつりと同時開催
生涯学習課
電話 0942-77-2670

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12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
電話 0944-32-9184

小・中学生の意見
発表会

町内小・中学校の児童・生徒による意見発表会 11月12日（土曜日）
町民交流センター「いこっ
と」

八女郡広川町新代1965番
地1

広川町青少年育成町
民会議

広川町
広川町教育委員会事務局
生涯学習課
電話 0943-32-0093
syougai@town.hirokawa.lg.jp

子育て支援員研修
（筑後会場）

県内在住または在勤の方を対象に、子育て支援に関
する研修を開催するもの

11月25日（金曜日）
11月28日（月曜日）
11月30日（水曜日）
12月1日（木曜日）
12月7日（水曜日）
12月8日（木曜日）
12月13日（火曜日）
12月15日（木曜日）

10時から18時10分 久留米シティプラザ 久留米市六ツ門町8－1 無料 福岡県
ヒューマンアカデミー株式会社内「福岡県
子育て支援員研修運営事務局」
電話 092－713－8631

うきは市子育てと
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。講演会開催。

11月26日（土曜日）
19時開会
20時30分終了予定

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
電話 0943-75-3343
s-gakusyu@city.ukiha.lg.jp

「歌う防災士　しほ
ママ」
自分にできること
他人と支えあうこと

大災害の経験と教訓をママ目線でわかりやすく伝え、
復興ソング「花は咲く」を歌いながら防災講演を行う。

11月27日（日曜日） 14時から15時30分
フレアス甘木
多目的ホール

朝倉市甘木764-21 無料
朝倉市文化・生涯学
習課

朝倉市教育委員会
文化・生涯学習課
生涯学習・スポーツ係
電話 0946-22-2348
bunka-syougaku@city.asakura.lg.jp

い草しめ縄作り親
子体験教室

町の伝統産業であるい草でしめ縄作りを体験すること
で地元の産業や歴史を知り、子供達の視野を広め、学
ぶことへの関心を高める。

11月27日（日曜日） 14時から15時 福岡県い業振興会館 大木町大字八町牟田22 参加費1,500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
電話 0944-32-1047



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2回北筑後家庭
教育関係者等研修
会

（内容）子どもの食について考える
（講師）管理栄養士　安慶　彩花　氏
（対象）PTA家庭教育担当者、教職員、市町村職員、
保育士、学童保育所職員等

12月1日（木曜日） 14時から16時30分
福岡県教育庁北筑後教
育事務所

久留米市津福本町218－1 無料
福岡県教育庁北筑後
教育事務所

福岡県教育庁
北筑後教育事務所社会教育室
電話 0942－32－3124
takaki-m3010@pref.fukuoka.lg.jp

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

令和4年度福岡県
森林づくり活動安
全講習会

チェーンソーの取り扱いに関する講習会 11月3日（木曜日）
9時30分から16時
（受付9時から）

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
事業の実施団体を優先し、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、郵送にて以下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の
申込も可能です。

特定非営利活動法人山村塾
〒834-1222八女市黒木町笠原9836-1
FAX 0943-42-4300
info@sansonjuku.com

7.環境・男女共同参画

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

あすばる男女共同参画フォーラム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26日（土曜日） 13時から16時
子育て交流センター2階
会議室

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
電話 0944-32-1047

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つでくじを引き、当たった景品をプ
レゼント

10月27日（木曜日）
から
11月6日（日曜日）

10時から18時
（木曜日のみ19時まで）

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
月曜日休み（月曜祝日は次
の平日休）

電話 0942-41-6111

うちどく講演会
家読月間に合わせ、パネルディスカッションや講演会
を通して家読をすすめる。

11月3日（木曜日） 13時から15時
大木町こっぽーっとホー
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
電話 0944-32-1047

図書館おはなし会
毎週土曜日、子どもたち対象に読書ボランティアや図
書館員が絵本や紙芝居などのおはなしをしている。

11月5日（土曜日）
11月12日（土曜日）
11月19日（土曜日）
11月26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 電話 0942-41-6111



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

図書館のおしごと
体験！

子ども向けに図書館の仕事を体験してもらうことで、図
書館に親しみを持ち、本に興味を持ってもらう。

11月5日（土曜日）
11月6日（日曜日）

10時30分から12時
13時30分から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
電話 0944-32-1047

Public Reading with
Jazz5
 ～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6日（日曜日） 14時から15時30分
うきは市民センター 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(うきは市民センター
内)カウンターまたは電話
電話 0943-77-3050
u-citylibrary@ukiha-library.jp

絵本のごちそうバ
イキング

読書ボランティアと図書館が集めた①主食②おかず③
やさい④デザート・ドリンクの4つの棚の絵本から、読
みたい本を参加者が選び、バイキングメニュー（ブック
リスト）をつくる。

11月8日（火曜日）
から
30日（水曜日）

10時から18時（木曜日の
み19時まで）

大刀洗町立図書館 大刀洗町大字冨多819番地 無料 大刀洗町立図書館
月曜日休み（月曜祝日は次
の平日休〕

電話 0942-41-6111

この本よかったよ
展

町内小中学校の読書感想文画を展示し、来館者へ観
覧してもらう

11月9日（水曜日）
から
24日（木曜日）

10時から18時
（木曜日のみ19時まで）

大刀洗ドリームセンターロ
ビー

大刀洗町大字冨多819番地 無料 大刀洗町立図書館
月曜日休み（月曜祝日は次
の平日休〕

電話 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12日（土曜日）
から
なくなり次第終了

10時から18時
（木曜日のみ19時まで）

大刀洗町立図書館 大刀洗町大字冨多819番地 無料 大刀洗町立図書館
月曜日休み（月曜祝日は次
の平日休〕

電話 0942-41-6111

ひとりひとはり
布絵本ボランティア「はりねずみの会」による布を使っ
たワークショップ

11月12日（土曜日）
10時からなくなり次第終
了

大刀洗町立図書館 大刀洗町大字冨多819番地 無料 大刀洗町立図書館 電話 0942-41-6111

あおぞらおはなし
会

野外で、手遊びやリズム遊びなど体を動かして遊べる
おはなし会を行う。

11月13日（日曜日） 14時から14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
電話 0944-32-1047

あかちゃんおはな
し会

0～3才くらいまでの子どもと保護者対象に、図書館員
による絵本や紙芝居などのおはなしをしている。

11月16日（水曜日） 11時から11時15分
子育て支援センターちゃ
お

大刀洗町大字冨多819番地 無料 大刀洗町立図書館 電話 0942-41-6111

家読スペシャルお
はなし会

家読月間に合わせ、絵本を通して子どもとふれ合える
内容を中心としたおはなし会

11月20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
電話 0944-32-1047

町民選書会～図書
館の本を選ぼう～

「町民と共に創る図書館」の理念のもと、図書館の本を
町民と一緒に選ぶ

(1)11月25日（金曜日）
(2)11月26日（土曜日）
(3)11月27日（日曜日）

(1)14時から15時30分
(2)10時30分から12時
14時から15時30分
(3)10時30分から12時
14時から15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
電話 0944-32-1047



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

公開講座「コロナ禍
をよりよく生きる-久
留米市環境講座-」

コロナ禍をよりよく生きる
-久留米市環境講座-

11月12日（土曜日） 13時30分から14時30分 聖マリア学院大学 久留米市津福本町422 無料
聖マリア学院大学
地域連携センター

聖マリア学院大学
地域連携センター
0942-35-7271

みやま市人権啓発
講演会

人権週間（12月4日～10日）に関連した講演会 12月4日（日曜日） 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
電話 0944-32-9184


