
「東区芸術文化祭」10月から始まります!

※新型コロナウイルス感染症の影響によりイベント等が中止になる場合があります。

今年度新たにスタート!

〈概要〉
1．期間

２．内容

３．イベント数

４．主なイベント

５．情報発信の方法





オブジェ
（九州産業大学芸術学部制作）展示

10月1日（金）～12月26日（日）
9:00～21:00 ※最終日は17:00まで
なみきスクエア1階
キッズルーム前のスペース
入場無料
092-645-1037
（東区企画振興課）

歌劇ザ・レビュー
（チームハート）
一幕：舞台（ナポレオン）
二幕：レビューショー（永遠の夢）

10月1日（金）～12月30日（木）
11:30～13:00、15:30～17:00
歌劇ザ・レビューシアター
（香椎照葉6丁目）
一般4,500円
高校生以下4,000円
立ち見席2,000円
※1日2回公演、水曜日休演、事前申込
必要0570-01-8785（歌劇ザ・レビュー）

「東区芸術文化祭」開催の全期間中、九州産
業大学芸術学部の学生が制作したオブジェを
展示します。

ハウステンボスで誕生した「九州が生んだ
九州を代表とする歌劇団」。今回の演目は、
今年没後200年を迎える稀代の英雄ナポレオ
ンの絶盛期に焦点を当てお届けします。愛
と勇気のメッセージを込めた華やかな歌劇
の世界観をレビューショーでお楽しみ頂け
ます。

博多旧市街
ライトアップウォーク写真展
10月2日（土）～10月4日（月）
9:00～20:00
※最終日は17:00まで
なみきスクエア
（ひまわりひろば）
入場無料
092-419-1012
（博多区企画振興課）

福岡工業大学
モノづくりセンター作品展

10月2日（土）～10月4日（月）
9:00～20:00
※最終日は17:00まで
なみきスクエア（ひまわりひろば）
入場無料
092-606-7042
（福岡工業大学モノづくりセンター）

幻想的な輝きを放つ寺社の写真や、臨場感の
ある美しい映像をご観賞いただき、束の間の
ひと時をお楽しみください。

福岡工業大学モノづくりセンターで制作し
たロボット等を展示予定です。
【写真】ロボット名:1号 赤色のボディと
人間に近い形の手先を持っていることが特
徴のロボットです。この手先を使って実際
に物を掴むことができモノを持ち上げるこ
とができます。

かしいかえんの思い出
写真展
10月8日（金）～10月18日（月）
9:00～20:00 ※最終日は17:00まで
なみきスクエア
（ひまわりひろば）
入場無料
092-645-1037
（東区企画振興課）

公益財団法人 日本民謡協会
福岡会 「民謡民舞の会」
10月10日（日）10:00～17:00
コミセンわじろ（多目的ホール）
入場無料
092-607-0407
（公益財団法人 日本民謡協会 福岡会）

令和3年12月に閉園を迎える「かしいかえ
ん」での懐かしい思い出をテーマに市民の皆
さんから寄せられた写真やエピソード、開園
当初からのかしいかえんを振り返る写真など
を展示します。

民謡・民舞・三味線・尺八・太鼓など各分
野の日頃の稽古の成果を披露します。

1

１ ２

３ ４

５ ６

◆登録イベントの一覧

「東区芸術文化祭」とは
東区では、区民が心豊かにいきいきと暮らせるまちづくりへ向け、魅力ある芸術文化に多くの皆様がふれていただく
ことが重要と考え、10月から12月の期間中に東区内で開催される芸術文化のイベントを一体的に情報発信する「東
区芸術文化祭」を本年度から開催することにしました。
期間中は、「なみきスクエア」を芸術文化の発信拠点とし、気軽に芸術文化を体験できるイベントを区主催で開催す
るとともに、区内で開催される様々な登録イベントも併せてご紹介していきます。ぜひ、この機会に様々な芸術文化を
体験してみてください。（掲載情報：令和3年8月31日時点）

※新型コロナウイルス感染症の影響によりイベント等が中止になる場合がありますのでご了承ください。
※各イベントの詳細は各問い合わせ先へ。最新の情報は東区ホームページにてご確認ください。

イベント

1
2

2(土)～4(月) 3・4
8(金)～18(月) 5
9(土)・10(日) 39
10(日) 6・7
17(日) 8
23(土) 9
24(日) 10
30(土) 11
30(土)・31(日) 12
31(日) 13

6(土) 21
6(土)～8(月) 14
7(日) 15
9(火) 16
10(水) 17
13(土) 22
13(土)～15(月) 18
13(土)・14(日) 41
20(土) 23
20(土)～28(日) 19
22(月)～28(日) 26
27(土) 24
28(日) 25

4(土) 27
5(日) 28
9(木) 29
11(土)・12(日) 30
12(日) 31
15(水) 32
16(木) 33
18(土)～26(日) 34・35
19(日) 36・37
26(日) 38

日程

10/1(金)～12/26(日)
10/1(金)～12/30(木)
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みんなで発表会 VOL.2
１０月１0日（日） 14:00～17:00
なみきスクエア（なみきホール）
入場無料 ※要整理券
090-1369-2576
(みんなで発表会)

九州フレッシュメンコア 第9回演奏会
１０月１７日（日） 14:00～16:00
なみきスクエア
（なみきホール）
入場料：1,500円
092-752-1129
(九州フレッシュメンコア)

子どもと大人のクラシックバレエ、タヒチアンダンス等、い
ろいろな教室が一緒に行う発表会です。

２０代から７０代まで幅広い年齢層が集う男声合唱団です。
今回は皆様お馴染みのポピュラーソング、王道の多田武彦作
品、バーバーショップスタイルまでお楽しみ頂きます。

知的書評バトル ビブリオバトル
10月23日(土)14:00～15:30
なみきスクエア（ひまわりひろば）
入場無料 ※事前申込必要
092-674-3982
（福岡市東図書館）

福岡文化連盟
藝術舞台2021
10月24日（日）
15:30～18:30
なみきスクエア
（なみきホール）
入場料：4,000円
092-711-5585
（福岡文化連盟）

本を通して人を知る、人を通して本を知る知的書評合戦ビブ
リオバトルを行います。毎年恒例の人気イベントです。今回
は『本で旅する』をテーマにバトラーが本を紹介します。一
番読みたくなった本を選んでチャンプ本を決めます。

福岡市近辺でプロ活動を行っている文化人で組織している
「福岡文化連盟」会員の多彩な活動を紹介する、2年に1回
の総合舞台。バレエ、タップダンス、フラダンスなど洋楽系
を中心に、筑前琵琶、大正琴、和太鼓のグループも出演予定
です。

チルコロ・マンドリニスティコ・テレフォニアーナ
第４７回 定期演奏会
10月30日（土）
14:00～16:15
なみきスクエア
（なみきホール）
入場料：1,000円
090-6770-9776
（チルコロ・マンドリニスティコ・テレフォニアーナ）

朗読とギターで奏でる物語
～新見南吉と宮沢賢治～
10月30日(土)～10月31日(日)
【第1部】13:30～15:30 入場無料
【第2部】16:30～18:30 入場料：2,000円
なみきスクエア（ひまわりひろば）
092-674-3982（福岡市東図書館）

昭和35年に、当時電電公社の電話交換手を中心として結成さ
れ、 昨年60周年でしたがコロナ禍のため大きな演奏会はでき
ませんでした。今年は還暦 ＋1の記念演奏会にできればと思
います。「心地よい音楽を美しく楽しく」をモットーに、心
を込めて演奏します。

第1部は新見南吉と宮沢賢治の作品をギターのメロディにの
せて朗読します。第2部は未経験者大歓迎の朗読教室を行い
ます。あなたも朗読に挑戦してみませんか？楽しく生き生き
と表現するためのコツをお伝えします。

ウインド アンサンブル プログレス
第11回演奏会
10月31日（日）
14:00～16:00
なみきスクエア
（なみきホール）
入場無料

080-8554-9245
（ウインド アンサンブル プログレス）

福岡女子大学 学生美術展
11月6日（土）～11月8日（月）
9:00～20:00
※最終日は17:00まで
なみきスクエア
（ひまわりひろば）
入場無料
092-661-2728
（福岡女子大学）

クラシックからポップスまで、幅広い年齢層の方にお楽しみ
いただける曲をご準備しております。皆様のご来場をお待ち
しております！！

「福岡女子大学×アート」
福岡女子大学の文科系サークルで活動する学生が制作した作
品を展示します。学生の創作活動の成果、魅力的な作品をど
うぞご覧ください。
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東区ふれあい芸能祭
11月7日（日）12:30～
16:00
なみきスクエア
（なみきホール）
入場無料
092-671-1456
（東区芸能ふれあいの会）

華扇流和賀松東洸会
１1月9日（火）9:00～17:00
なみきスクエア（なみきホール）
入場無料
090-7471-6877
(華扇流和賀松東洸会)

舞踊披露を予定しています。
東区芸能ふれあいの会は、地域のコミュニティづくりへの貢
献のため、公民館を始め地域の方々と集い、ふれあう仲間の
輪を大切に活動しています。伝統と文化を一人でも多くの皆
様に知っていただきたく舞台作りを頑張っています。

舞踊披露を予定しています。
私達、和賀松東洸会は、福岡市東区を拠点として踊りを通し
て各校区の公民館の文化活動や介護施設へのボランティア等、
会員の和をモットーとして楽しく活動をしております。

青年劇場
「あの夏の絵」福岡市実行委員会
11月10日(水) 18:30～20:30
なみきスクエア（なみきホール）
一般3,500円/
小学校高学年以上
高校生まで1,500円
092-641-4006
（青年劇場）

福岡工業大学
モダンアート部作品展
11月13日（土）～
11月15日（月）
9:00～20:00
※最終日は17:00まで
なみきスクエア
（ひまわりひろば）
080-8359-4010
（モダンアート部）

被爆から70年たって、記憶を伝え残すために語り始めた被爆
者と、それを受け止め、絵に表現することに挑んだ高校生た
ちの2015年夏の物語。

アート作品の展示を予定しています。
こんにちは！福岡工業大学モダンアート部です。私たちは、
自分らしいアート作品の製作をモットーに、日々創作活動に
励んでいます。
主な活動はイラスト製作を行っています‼

甲冑の展示
（香椎工業高等学校制作）
11月20日（土）～
11月28日（日）
9:00～21:00
※最終日は17:00まで
なみきスクエア1階
キッズルーム前のスペース
入場無料
092-645-1037
（東区企画振興課）

YOUTH FESTA HIGASHI 2021
（東区こども青少年文化祭）
11月21日(日)10:00～16:00
なみきスクエア（なみきホール、ひまわりひろば、
エントランス等）
入場無料
092-645-1121
（東区地域支援課）

香椎工業高等学校の生徒が制作した福岡藩藩主・黒田長政と
九州にゆかりのある戦国武将の立花宗茂、細川忠興、加藤清
正、大友宗麟の甲冑５体を展示します。

東区の小・中学校、高等学校等の文化・芸術活動の発表や展
示等を行います。今年は、ステージ発表、体験型ワーク
ショップ、千早並木広場での食の企画・マルシェ等は行いま
せんのでご了承ください。

東区、よかまち・よかとこ歩・歩・歩（さんぽ）（詳細については市政だより情報ボックスにて掲載予定。）

「名島散策」
１１月６日（土）午後
（詳細な時間は未定）
名島公民館ほか

「志賀島散策」
１１月13日（土）
（詳細な時間は未定）
志賀公民館ほか

「和白散策」
１１月20日（土）午前
（詳細な時間は未定）
上和白地区

名島公民館にて名島城紙芝居と名島城
跡探訪

午前 志賀公民館にて志賀
島歴史講話

午後 バスにて勝馬
志賀海神社の万葉歌
碑探訪

上和白地区探訪（白川恵比寿神社・大
神神社など）

参加料：３００円（保険・資料代）※事前申込必要（抽選あり）
092-645-1144

（東区生涯学習推進課）
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なみき芸術文化祭
1日目
11月27日（土）10:00～14:00 
なみきスクエア（なみきホール）
入場無料
【出演団体】
・香椎宮雅楽保存会（雅楽・舞）
・PLACER BRASS（金管６重奏）
・グルッポ由（クラシック）
・因間 久倫（ジャズピアノ）
・デュオ はんぶんこ（クラシック）
・筑前琵琶（琵琶）
・馬 洪陽（二胡）
・風水ノ里 恒彦（演歌）
・Luana Lea（フラダンス）
・金印太鼓（和太鼓）

2日目
11月28日（日）10:00～12:00
なみきスクエア（なみきホール）
入場無料 ※事前申込必要（抽選あり・申込方法は東区ホーム
ページでご確認ください）
【出演者】
東区在住の演奏家
クラリネット：小田美代子
コントラバス：吉浦勝喜
ピアノ：佐藤金之助
津軽三味線：安田勝竜

九州交響楽団
打楽器：森 洋太・伊藤 拓也

黒川 英之・吉永 優香
問い合わせ先：092-645-1144
（東区生涯学習推進課）

1日目（27日）は東区を中心に活動するプロやアマチュア
の団体が音楽などを披露します。
2日目（28日）は九州交響楽団のメンバーが「剣の舞」など
の曲をマリンバやティンパニ等で演奏する打楽器アンサンブ
ルと、東区在住の演奏家による「古くて新しいサウンド」を
テーマとしたステージをお楽しみください。

問い合わせ先：092-645-1037
（東区企画振興課）

九州産業大学芸術学部
・九州産業大学造形短期大学部作品展
11月22日（月）～11月28日（日）
9:00～20:00 ※最終日は17:00まで
なみきスクエア（ひまわりひろば）
092-673-5495
（九州産業大学）

絵画・版画・写真・工芸の作品を展示します。また、市内の
企業とコラボした博多人形「 ハカタオフク」と張子職人の三
浦隆氏監修による「博多張子」オリンピックバージョンも展
示予定です。

はじめての芸術 ◯△□ちゃん
12月4日(土)
11:00～12:00、14:00～15:00
なみきスクエア（なみきホール）
入場料：1,000円
(親子一組) 
※事前申込必要
092-406-5148
(なみきスクエア)

なみきスクエア クリスマスファミリーコンサート
12月5日（日）13:00～14:30
なみきスクエア（なみきホール）
入場料：1,000円（前売）、
1,500円（当日）
※事前申込必要
092-406-5148
（なみきスクエア）

生まれて間もない子どもたちが、一人の観客として本物の芸
術に出会うことを通して、感性とコミュニケーション力を育
むことを目的にした乳幼児親子のための芸術体験。

アコーディオン、ギター、クラリネット、ヴァイオリンの4
つの楽器で奏でる親子でクラシック音楽を身近に楽しめるク
リスマスファミリーコンサート。家族で幸せな時間を！

なみき落語会『林家木久扇・木久蔵親子落語会』
12月9日(木)18：30～20：45
なみきスクエア（なみきホール）
入場料：3,500円
※チケット販売についてはホームページ（｢なみきスクエア｣で検索）をご
確認ください
092-674-3981
（なみきスクエア）

どこでも美術館「ヤセ犬をつくろう」
１２月１１日(土)～１２月１２日(日)
１０:００～１２:００
なみきスクエア
（ひまわりひろば）
入場無料
※事前申込必要
092-714-6051
（福岡市美術館）

2020年に芸能生活60周年を迎えました林家木久扇師匠と、2
代目木久蔵さんの親子での、にぎやかで楽しい落語をお楽し
みください。

福岡市美術館から「どこでも美術館」がやってくるよ！作品
を鑑賞してから、新聞紙を使って一緒に「ヤセ犬」をつくっ
てみませんか？ご参加をお待ちしています。
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【特別出演】筑前琵琶保存会会主 寺田 蝶美氏



福岡市民オーケストラ
第84回定期演奏会
12月12日(日) 14:00～16:00
なみきスクエア
（なみきホール）
一般1,500円
学生500円
080-6423-3366
（福岡市民オーケストラ）

なみきスクエア
オリジナルポップス・
コンサート「村上ゆきと仲間たち」
12月15日（水）18:30～20:20
なみきスクエア（なみきホール）
入場料：2,500円
※チケット販売についてはホームページ
（｢なみきスクエア｣で検索）をご確認ください
092-674-3981（なみきスクエア）

指揮：福田 隆
ベートーヴェン序曲「コリオラン」作品62
シューベルト交響曲第7番ロ短調D759「未完成」
シベリウス交響曲第2番二長調作品43

森山良子への楽曲提供や積水ハウスのCM等、誰でも一度は
聴いたヘブンズボイス。今回は妹の村上ふみをはじめとした
弦楽四重奏との共演です。村上ゆきと仲間たちによる圧巻の
ピアノと唄が響きます。

2021クリスマスコンサート
１2月16日（木）14:00～16:00
なみきスクエア
（なみきホール）
入場無料
※要整理券

０９0−1363−8277
（男声合唱団 ジョイフル・スーベニール）

東区一人一花
写真コンテスト
12月18日(土)～12月26日（日）
9:00～20:00 ※最終日は17:00まで
なみきスクエア
（ひまわりひろば）
092-645-1014
（東区企画振興課）

平均76歳のシルバー男声合唱団が、心に残る懐かしい歌を
皆様にお届けします。
賛助はコールコラージュをお迎えし、男声、女声、混声各
コーラスをお楽しみ頂きます。

一人一花パートナー花壇の登録団体（６５団体）との絆づく
りのための写真コンテストです。魅力あふれる花壇ばかりで
す。皆さまのお気に入りの花壇を見つけに来てください。

なみきアートスクール
展覧会
12月18日(土)～12月26日（日）
9:00～20:00
※最終日は17:00まで
なみきスクエア
入場無料
092-406-5148（なみきスクエア）

和楽団ジャパンマーベラスコンサート
「楔-KUSABI-」
１2月19日（日） 15:00～17:00
なみきスクエア（なみきホール）
S席4,900円/A席4,500円
０９２−２８３−６５２１
（和楽団ジャパンマーベラス）

5月から開校したなみきアートスクール受講生による展覧会
を開催。様々な芸術表現を学び、自分自身の興味や感性に向
き合い制作した多様な芸術表現を是非ご覧ください。

和太鼓を中心とした、
和楽エンターテイメント

エジプシャン・マウ２
「望郷の海賊猫」
12月19日（日）18:00～
19:30
コミセンわじろ
入場無料
090-4993-7893
（劇団ルート）

第２９回定期公演会
12月26日（日）
時間未定
なみきスクエア（なみきホール）
入場料：1,000円、1,500円、2,000円
comugichan0926@yahoo.co.jp
（福岡大学附属若葉高等学校ダンス部）

平成30年度に上演しました「エジプシャン・マウ」の続編
になりますが、単独でもお楽しみ頂けます。昨年は感染拡大
防止の為パントマイム劇でしたが今年度は是非「これぞ
ミュージカル！」をお届けしたいと思っています。

創立50周年を迎える若葉高校ダンス部です。
皆さんに笑顔と元気をお届けします 。
是非見に来て下さい。

5

東区各校区で開催される文化祭
各自治協議会主催・共催の文化祭も開催されます。
今年は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、作品展示などが行われます。
※令和3年8月31日時点で開催予定の文化祭を掲載しています。他校区の開催情報は随時東区ホームページでお知らせします。

イベント名 日付 時間 会場 問い合わせ先 電話 FAX

香椎東校区地域交流文化祭
10月9日(土)
10月10日(日)

10:00～15:00 香椎東公民館 香椎東公民館 672-7098 672-7110

東箱崎公民館・校区文化祭 11月7日(日) 10:00～13:00 東箱崎公民館 東箱崎公民館 632-4127 632-4139

674-3102第2回アイランドシティ文化祭
11月13日(土)
11月14日(日)

10:00～17:00
(14日は16:00）

照葉公民館・照葉北公民館
・照葉北小学校

照葉公民館 674-3101

31 32

33 34

35 36

38

39

40

41

37

中止
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