
県内で開催される令和4年度生涯学習月間行事

筑豊地域

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52回桂川町文化
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・催しの部に分かれて実施する。

10月29日（土曜日）
から
10月30日（日曜日）

10時から17時
桂川町住民センター他3
会場

嘉穂郡桂川町大字土居424
番地8

無料 桂川町文化連合会
桂川町住民センター
電話 0948-65-2007

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

香春の学校展
採銅所・香春・勾金・中津原の4小学校、香春・勾金の
2中学校、香春思永館など「香春の学校」をとりあげ、
企画展及び講演会、イベントを行う

10月9日（日曜日）
から
11月20日（日曜日）

9時から18時
香春町町民センター　2F
歴史資料館

田川郡香春町大字高野987
番地1

無料
香春の学校展実行委
員会

10月30日講演会 電話 0947-32-8410

令和4年度　第8回
飯塚総合文化祭
（飯塚会場）

飯塚文化連盟加盟団体によるステージ部門、展示部
門、催し部門の発表

10月15日（土曜日）
から
11月13日（日曜日）

イイヅカコミュニティセン
ター
頴田交流センター別館
（旧サンシャイン頴田）

飯塚市飯塚14-67
飯塚市鹿毛馬2328-2

無料（一部有料）
飯塚文化連盟
飯塚市教育委員会

新型コロナウイルス感染症の
拡大状況により日程が変更、
または中止になる場合があり
ます。

飯塚文化連盟
電話 0948-22-3274

第77回福岡県美術
展覧会筑豊巡回展

福岡県美術展覧会筑豊展では日本画、洋画、書、写
真、デザインの部門の中から公募の部の入賞作品及
び筑豊地区から出品された入選作品と会員の部の入
賞作品及び筑豊地区から出品された作品を第1期洋
画、第2期日本画、写真、デザイン、第3期書と分けて
展覧する。

第1期 10月18日（火曜日）
から
10月23日（日曜日）
第2期 10月25日（火曜日）
から
10月30日（日曜日）
第3期 11月1日（火曜日）
から
11月6日（日曜日）

9時30分から17時30分
（入場は17時まで）
※各会期最終日は17時
で終了（入場は16時30分
まで）

嘉麻市立織田廣喜美術
館

嘉麻市上臼井767

一般330円、高大生
220円、小中生110円
※高齢者等の減免あ
り。

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、
嘉麻市立織田廣喜美
術館

後援
嘉麻市教育委員会

嘉麻市立織田廣喜美術館
電話 0948-62-5173
kama.odabi@kki.biglobe.ne.jp

令和4年度　第55回
飯塚市美術展（市
展）

筑豊地区から書道・絵画・写真・彫塑工芸・デザインの
作品を公募し、その成果を展覧して市民の美術活動
の育成と振興を図る者。

【絵画・写真・彫塑工芸・デ
ザイン部門】
10月19日（水曜日）
から
10月23日（日曜日）

【書道部門】
10月26日（水曜日）
から
10月30日（日曜日）

10時から18時
※各部門の最終日は17
時まで

イイヅカコミュニティセン
ター

飯塚市飯塚14-67 観覧無料
飯塚市教育委員会
飯塚文化連盟

新型コロナウイルス感染症の
拡大状況により日程が変更、
または中止になる場合があり
ます。

飯塚市教育委員会文化課
電話 0948-22-3274

遠賀川流域の
芝居小屋展

遠賀川流域の芝居小屋について関係資料を展示する
とともに、嘉穂劇場の歴史的・文化的遺産としての価
値と魅力を紹介するもの。

10月21日（金曜日）
から
12月6日（火曜日）
期間中無休

9時30分から17時
入館16時30分まで

飯塚市歴史資料館 飯塚市柏の森959-1

大人 230円（160円）
高校生 110円（70円）
小中学生50円（30円）
※（ ）内は20名以上
の団体料金

飯塚市教育委員会

新型コロナウイルス感染症の
拡大状況により日程が変更、
または中止になる場合があり
ます。
http://www.city.iizuka.lg.jp/re
kishi/index.htm

飯塚市歴史資料館
電話 0948-25-2930



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　第8回
飯塚総合文化祭
（頴田会場）

飯塚文化連盟加盟団体によるステージ部門、展示部
門、催し部門の発表

10月29日（土曜日）
から
10月30日（日曜日）

【展示部門】
10月29日（土曜日）
9時から16時30分
10月30日（日曜日）
9時から15時
【ステージ部門】
10月30日（日曜日）
11時から14時40分
【催し部門】
10月29日（土曜日）
14時から15時

頴田交流センター
頴田交流センター別館
（旧サンシャイン頴田）

飯塚市鹿毛馬1667-2
飯塚市鹿毛馬2328-2

無料
飯塚文化連盟
飯塚市教育委員会

新型コロナウイルス感染症の
拡大状況により日程が変更、
または中止になる場合があり
ます。

飯塚文化連盟
電話 0948-22-3274

大任町総合文化祭
（中止）

大任町文化連盟主催による、文化芸術作品の発表を
開催。

11月3日（木曜日）4日（金曜
日）

9時から16時
レインボーホール・B&G体
育館

田川郡大任町大字大行事
3090

無料 大任町文化連盟
新型コロナウイルス感染症感
染拡大・予防のため中止

大任町教育委員会
電話 0947-63-3110

雪舟ゆかりの福岡
県川崎町　第11回
日中交流水墨画公
募展

水墨画創作活動の奨励と発展を目的とし、全国から
水墨画を一般公募し、受賞作品を一堂に展示する。

11月3日（木曜日）
から
11月7日（月曜日）

9時から17時
（7日のみ15時まで）

川崎町民会館
田川郡川崎町大字田原804
番地

無料
日中交流水墨画公募
展実行委員会

11月5日13時より表彰式
15時より揮毫会

日中交流水墨画公募展実行委員会事務
局
（川崎町教育委員会社会教育課）
電話 0947-72-3000（408）

添田町文化連盟総
合文化祭

踊りや歌、バレエ、コーラスなどをステージで披露する
華やかな芸能部門と、華道や書道、下げもん、水墨画
などの力作が並ぶ展示部門。それぞれの磨き抜かれ
た芸や作品に出会える2日間です。

11月5日（土曜日）、6日（日
曜日）

5日9時から
6日10時から

そえだ公民館
（オークホール）

田川郡添田町大字庄952番
地

無料 添田町文化連盟
そえだ公民館
（オークホール）
電話 0947-82-2559

令和4年度　第8回
飯塚総合文化祭
（穂波会場）

飯塚文化連盟加盟団体によるステージ部門、展示部
門の発表

11月12日（土曜日）
から
11月13日（日曜日）

【展示部門】
11月12日（土曜日）
9時から16時
11月13日（日曜日）
9時から16時
【ステージ部門】
11月13日（日曜日）
9時から17時

穂波交流センター 飯塚市秋松408 無料
飯塚文化連盟
飯塚市教育委員会

新型コロナウイルス感染症の
拡大状況により日程が変更、
または中止になる場合があり
ます。

飯塚文化連盟
電話 0948-22-3274

令和4年度　第8回
飯塚総合文化祭
（筑穂会場）

飯塚文化連盟加盟団体によるステージ部門、展示部
門の発表

11月12日（土曜日）
から
11月13日（日曜日）

【展示部門】
11月12日（土曜日）
13時から17時
11月13日（日曜日）
9時から12時
【ステージ部門】
11月13日（日曜日）
10時から11時30分

筑穂交流センター 飯塚市長尾1340 無料
飯塚文化連盟
飯塚市教育委員会

新型コロナウイルス感染症の
拡大状況により日程が変更、
または中止になる場合があり
ます。

飯塚文化連盟
電話 0948-22-3274

赤村文化祭

赤村内で活動している団体や個人が、展示部門・ス
テージ部門でそれぞれの作品の展示や演奏・演芸等
を行う。今年度ステージ部門はコロナ感染対策のた
め、事前に動画を撮影し、展示会場にてその動画を放
映する。

11月12日（土曜日）・13日
（日曜日）

未定 赤村健康増進センター
田川郡赤村大字内田1188
番地

無料
赤村文化祭実行委員
会

赤村教育委員会
電話 0947-62-3003

第41回川崎町総合
文化祭

川崎文化連盟会員による様々な作品の展示や、音楽
や日舞等の発表会。

11月12日（土曜日）
から
13日（日曜日）

(1)11月12日
10時から16時
（2）11月13日
10時から15時

川崎町民会館
田川郡川崎町大字田原805
番地

無料 川崎文化連盟

川崎文化連盟事務局
電話 0947-72-6877

川崎町教育委員会社会教育課
電話 0947-72-3000（408）



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

添田町オークホー
ル薪能
新作能「はなぶさ英
彦山」

英彦山や添田町の民話を題材とした新作の能楽を屋
内薪能として初披露。能楽を身近で観賞できるまたと
ない機会です。

11月13日（日曜日）
開場13時
開演14時

そえだ公民館
（オークホール）

田川郡添田町大字庄952番
地

入場料4,000円
英彦山薪能実行委員
会

そえだ公民館
（オークホール）
電話 0947-82-2559

令和4年度桂川町
文化事業

「九州管楽合奏団」によるアンサンブルコンサート 11月27日（日曜日） 14時から15時10分 桂川町住民センター
嘉穂郡桂川町大字土居424
番地8

大人 500円
子ども 200円（中学生
以下）

桂川町教育委員会
チケットを桂川町住民セン
ターで販売

桂川町住民センター
電話 0948-65-2007

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

第29回香春町すこ
やかマラソン大会

小学生から大人まで参加できるマラソン大会 11月27日（日曜日）

(1)受付8時50分から9時
20分
(2)開会式9時20分から9
時40分
(3)協議開始9時50分から

香春町穀類乾燥調製施
設（ライスセンター）周辺

田川郡香春町大字採銅所
4318-1

無料
香春町青少年育成会
議

電話 0947-32-8410

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

子育て支援員研修
（筑豊会場）

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

10月4日（火曜日）
10月5日（水曜日）
10月18日（火曜日）
10月24日（月曜日）
10月25日（火曜日）
10月26日（水曜日）
10月27日（木曜日）
11月2日（水曜日）

10時から18時10分
福岡県立飯塚研究開発
センター

飯塚市川津680－41 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

第36回　少年の主
張大会田川市大会

大人たちに中学生への理解や関心を深めてもらいつ
つ、同世代の中学生にも様々な考えに触れてもらうこ
とを目的として各中学校から選出された発表者が、
「中学生として考えていること」をテーマに主張する。

11月19日（土曜日） 午前10時から 田川青少年文化ホール 田川市平松町3番36号 無料 田川市教育委員会

田川市
文化生涯学習課　学習振興・人権教育係

電話 0947-44-5110
受付時間8時30分から17時（土日祝除く）
gakusyuu@lg.city.tagawa.fukuoka.jp

ふくおか子育てマイ
スター認定研修（飯
塚会場）

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30日（水曜日）
12月2日（金曜日）
12月5日（月曜日）
12月6日（火曜日）
12月13日（火曜日）
12月14日（水曜日）
12月20日（火曜日）

10時から16時
イイヅカコミュニティセン
ター

飯塚市飯塚14－67 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

令和4年度家庭教
育支援事業

「コロナ禍の中の子どもとメディア」と題し、子育てとメ
ディアとのかかわり方について分かりやすく説明する
ための講演会

12月1日（木曜日）
19時から20時30分
（受付18時30分から）

大任町役場多目的ホー
ル

田川郡大任町大字大行事
3067

無料
田川郡社会教育振興
協議会

田川郡社会教育振興協議会生涯学習企
画推進部会事務局
（川崎町教育委員会社会教育課）
電話 0947-72-3000（408）



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

読書まつり
町立図書館「パピルスホール」を会場に様々なイベント
を開催。

10月22日（土曜日） 10時から16時
川崎町立図書館「パピル
スホール」

田川郡川崎町大字川崎425
番地2

無料 川崎町教育委員会

10時 ハンドマッサージ・絵本
の読み聞かせ
11時 スノードーム作り（定員
20名）
13時 本の無料配布
14時 水墨画体験（定員10組）

川崎町立図書館
電話 0947-73-2699

雑誌の古本市 雑誌のリサイクル市 10月30日（日曜日） 9時30分から15時 桂川町立図書館
嘉穂郡桂川町大字土居420
番地2

無料 桂川町立図書館
マイバッグを各自持参で一人
10冊まで。

桂川町立図書館
電話 0948-65-4946

秋のスーパースペ
シャルおはなし会

図書ボランティアによるおはなし会及び人形劇
①おはなし会
　・大型絵本
　・ストリーテリング
　・小学生読書リーダー養成講座受講生によるパネル
シアター
　・クロスシアター
②人形劇

11月3日（木曜日） 13時から15時
桂川町住民センター
大ホール

嘉穂郡桂川町大字土居424
番地8

無料 桂川町立図書館 予約不要
桂川町立図書館
電話 0948-65-4946

令和4年度子どもの
読書推進ボランティ
ア学習会　筑豊地
区幼年文学～絵本
から読みものへ～

①講演会
②本を読んでの交流会

11月26日（土曜日）

(1)13時15から14時45
分
(2)14時55分から15時55
分

（12時30分から12時55分
受付）

糸田町町民会館　2F 田川郡糸田町2023-1
福岡「子どもの読書」
関連団体連絡協議会
筑豊地区協議会

・参加対象
子どもの読書ボランティア
及び子どもの読書に関心の
ある大人
・人数
(1)講演会　50名
(2)本を読んでの交流会20名
（託児なし）

申込書に必要事項をご記入
の上、FAXにてお申し込みく
ださい。（申し込み多数の場
合は先着順とさせていただき
ます）

福岡「子どもの読書」関連団体連絡協議
会
筑豊地区協議会 代表 竹村
電話 0947-82-0915

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

スマートフォン教室
スマートフォンの操作体験・お悩み相談
体験コース・相談コースに分けて実施

10月6日（木曜日）
10月21日（金曜日）
11月17日（月曜日）
11月18日（火曜日）
11月24日（月曜日）

体験コース
10時から12時
相談コース
10時から11時30分

桂川町住民センター
嘉穂郡桂川町大字土居424
番地8

無料 桂川町教育委員会 事前申し込みが必要
桂川町住民センター
電話 0948-65-2007

なるほど人権セミ
ナーたがわ

人権問題に関する基本的認識を中心に、田川地区の
地域性を加味した系統的な「人権の学び」を通して、
人権意識・人権認識・人権感覚をより高めていくととも
に、すべての人の人権が保障され、安心して生き生き
と暮らすことができる「人権のまち田川」の実現をめざ
す。

11月7日（月曜日） 19時から20時30分 田川市民会館 田川市大字伊田2550-1 無料
田川市教育委員会文
化生涯学習課

事前申込制
※申込状況により締め切らせ
ていただきます。
※新型コロナウイルスの影響
により延期・中止する可能性
があります

田川市
文化生涯学習課　学習振興・人権教育係
電話 0947-44-5110
受付時間8時30分から17時（土日祝除く）
gakusyuu@lg.city.tagawa.fukuoka.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

田川市家庭教育講
座（第1回）

小学生までに知っておきたい性(生)のはなし～大切な
13のポイント～
と題し、小学生までの子どもの保護者を対象とした性
教育に関する講座を行う。

11月13日（日曜日） 10時から11時45分 田川市民会館 田川市大字伊田2550-1 無料
田川市教育委員会文
化生涯学習課

事前申込制
※申込状況により締め切らせ
ていただきます。
※新型コロナウイルスの影響
により延期・中止する可能性
があります

田川市
文化生涯学習課　学習振興・人権教育係
電話 0947-44-5110
受付時間8時30分から17時（土日祝除く）
gakusyuu@lg.city.tagawa.fukuoka.jp

田川市人権・同和
教育中央講座

地域や職場の指導者層を対象とした人権・同和教育
に係る学習活動を実施することを通して、学習参加者
が人権意識、人権認識、人権感覚をより高めていくと
ともに、すべての人の人権が保障され、安心して生き
生きと暮らすことができる「人権のまち田川」の実現を
めざす。

11月17日（木曜日） 18時30分から20時 田川青少年文化ホール 田川市平松町3番36号 無料
田川市教育委員会文
化生涯学習課

事前申込制
※申込状況により締め切らせ
ていただきます。
※新型コロナウイルスの影響
により延期・中止する可能性
があります

田川市
文化生涯学習課　学習振興・人権教育係
電話 0947-44-5110受付時間8時30分か
ら17時（土日祝除く）
gakusyuu@lg.city.tagawa.fukuoka.jp


