
 

令和４年８月 24日 

市民局・こども未来局・経済観光文化局・教育委員会・南区役所 

市政記者各位 

南市民センター、南図書館、塩原音楽・演劇練習場、南区おおはし子どもプラザ 

リニューアルオープン記念式典及び記念イベント 取材のお願い 
 

令和３年３月から大規模改修工事のため休館しておりました、南市民センター及び南図書

館について、西鉄大橋駅東口にあった大橋音楽・演劇練習場、南区おおはし子どもプラザを

移転集約し複合化した南市民センター等のリニューアルオープン記念式典を開催いたしま

す。 

また、式典終了後には南区市民の祭り運営委員会主催（会長：今井是生南区自治組織協議

会会長）によるイベントも

行います。 

つきましては、当日ぜひ取

材くださいますよう、お願

いいたします。 

 

 

○ 式典の概要 

 

 １.日 時  令和４年８月２７日（土） ９時３０分から９時５５分まで 

 ２.場 所  南市民センター 中央棟 １階 大練習室（福岡市南区塩原二丁目８番２号） 

 ３.内 容  市長挨拶、祝辞、テープカット等 

         主催者代表挨拶 福岡市長  髙島 宗一郎（たかしま そういちろう） 

         祝 辞     福岡市議会議長 伊藤 嘉人（いとう よしと） 

                 南区自治組織協議会会長 今井 是生（いまい つなお）                           

         テープカット（４名）  ※市長、議長、自治組織協議会会長、運営審議会委員長 

 ４.イベント 南区市民の祭り運営委員会主催による「こどもとアート」をテーマに、子ど

もバレエや合唱発表、子どもを対象としたアート・ワークショップなどを実

施します。詳細は別添資料をご参照ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問い合わせ先 

式典に関すること       生涯学習課 宮川（711-4651） 

記念イベントに関すること   企画振興課 吉﨑（559-5015） 

市民センターに関すること 

・施設整備に関すること ｺﾐｭﾆﾃｨ施設整備課 小田（711-4933） 

・管理運営に関すること    生涯学習課 宮川（711-4651） 

図書館に関すること    図書サービス課 中村（852-0620） 

音楽・演劇練習場に関すること 文化施設課 西尾（711-4931） 

子どもプラザに関すること   事業企画課 徳久（711-4113） 



                                  R4.8.24 南区役所企画振興課 

開催日時：令和４年８月27日（土）10:00～16:00 

主な内容：【舞台】 

      ・市民吹奏楽団によるコンサート（１階 大練習室） 

      ・子どもによるバレエ、合唱発表（１階 大練習室） 

     【ワークショップ】 

      ・美術館学芸員によるワークショップ 

       （１階 子どもプラザ／２階 実習室） 

      ・地元企業・大学等によるワークショップ 

       （２階 視聴覚室／研修室／会議室） 

      ・おやこのダンスワークショップ（２階 中練習室） 

     【アート鑑賞】 

      ・美術館所蔵作品の複製（油彩画、屏風）鑑賞体験（１階 大練習室） 

      ・「2021アジアデジタルアート大賞展FUKUOKA」受賞作品をモニター展示（１階）  

      ・障害福祉サービス事業所「工房まる」 作品展示（２階） など 

     【その他】      

      ・はしご車の試乗  ・絵本の読み聞かせ  ・バルーンアート 

      ・南区の人気パン＆スイーツ店を集めたスイーツマルシェ  など 

南市民センターリニューアルオープンイベント「こどもとアート」 

 子どもプラザと音楽・演劇練習場が併設され、地域

コミュニティの活動拠点として、魅力的に生まれ変

わった南市民センターを多くの市民の皆さまに体感し

ていただくため、リニューアルオープン記念イベント

を開催いたします。 

 子どもプラザと音楽・演劇練習場の新築にあわせ今

回のイベントテーマは「こどもとアート」とし、

「Fukuoka Art Next」の取り組みとも連動しながら、

地域の音楽団体、バレエ団体や大学、企業、行政、共

働で、全館あげて催しを行います。 

イベント

詳細 

【取材にあたってのお願い】 

自社の腕章を付けてください。イベント取材時は事務室に事前にお声かけください。 

（問い合わせ）南区企画振興課 吉﨑（559-5015）  
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おやこのダンスワークショップ
～絵本でダンス！～

牛乳はどこから来るのかな？

色が変わるハーブティー実験

の講座は、事前申し込みが必要です（裏へ）

いつも飲んでいる牛乳はどこからやってくる

のかな？雪印メグミルクの「牛乳のお話」。
色が変わるハーブティーを使って、

色々な液体の性質を調べてみよう！

この日のために「MUSIC」「優しいあの子」など

の歌を歌います。

お花や剣、動物など、きみだけのバルーンを

つくってもらおう！

ぬりえ缶バッジ作りや、まめ皿

ペイント(材料費 500円 ) など、

自分だけのお気に入りが作れる

ワークショップがあるよ。

南区の人気パン＆スイーツ店が

出店するよ。

ダンスが好きな子、みんな集まれー！

福岡市少年少女合唱団コンサート
福岡市子ども会育成連合会

東アフリカで使われるカラフルでビビッドな

デザインの布「カンガ」。頭に体に好きなよう

に巻いて着てみよう。

東アフリカの布「カンガ」を
着てみよう

工房まるとコラボしよう！

バルーンアート

テレビやスマホでは味わえない

物語の世界に耳を傾けよう。

絵本の読み聞かせ

スイーツマルシェ

１F 大練習室 13：3０～
２F 視聴覚室 11：0０～11：45

２F 視聴覚室 14：0０～15：0０

２F 第 3会議室 終日

１F 大練習室付近 ①11：3０～
②15：0０～

１F 和室など

「どこでも美術館」で
アート体験しよう！

１F 大練習室 14：3０～

1F 市民ロビー 11：0０～

２F 第１・第 2 実習室 終日

子どもプラザと音楽演劇練習場が加わって、いろんな人が
使いやすい場所になったよ。リニューアルオープンを記念して
「こどもとアート」をテーマに楽しいイベントを開催！

南市民センターに遊びに来てね！

１F

2F

新しくなった

2022年8月27日10時開館

南図書館
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ものづくりの体験をしよう！抽選券配付※。

キッザニア福岡 ワークショップ

２F 研修室 11：0０～

救助に活躍する消防車「はしご車」に乗ること

ができるよ。10：00～10：30抽選券配付。

はしご車がやってくる！

屋外 第２駐車場付近 10：3０～12：3０

溶かした石膏を入れた風船に、針金を巻き付けて

世界に一つの作品を作ってみよう。

石膏を使って新しいかたちを生み出そう！

２F 第１・第２会議室 13：3０～16：0０

せっこう

8月27日だけの記
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中練習室

NEW

NEW

こどもバレエ
A-BALLET(エーバレエ)のみんなが

楽しく踊るよ！

１F 大練習室 12：3０～

ウェルカムコンサート
消防音楽隊、ラシャスウィンドアンサンブルの演奏。

１F 大練習室 10：15頃～

※場所と時間は、ホームページでお知らせします。

※配付時間は、ホームページでお知らせします。



■　２F 視聴覚室 11：0０～11：45

色が変わるハーブティー実験

マロウブルー（植物）から取り出した色素を

利用して、様々な水溶液の酸・アルカリを調

べましょう。どんな色にかわるかな？なんで

色が変わるんだろう？その疑問を実験で解決

しよう！

会場 / 福岡市南区塩原2-8-2 南市民センター 
主催 / 南区市民の祭り運営委員会
共催 / 南区役所

デザイン・イラスト/ 岩本 英恵（ IHANAI）

おやこのダンスワークショップ～絵本でダンス！～

牛乳はどこから来るのかな？

給食に「牛乳」が出るのはなぜ？牛乳はどのようにして

届くの？など小学生にもわかりやすくお話します。

雪印メグミルク（株）

第一薬科大学准教授　城戸 克己さん

彫刻家　片山 博詞さん

溶かした石膏と風船、針金で世界にひとつだけの自分

の作品をつくります。また、実際に彫刻に触って鑑賞

したり、粘土からブロンズ像ができあがるまでをわか

りやすく解説したりします。

石膏を使って新しいかたちを生み出そう！
せっこう

ダンサー /あそびおどり企画オドリクリエーション代表　岩下 愛さん

おやこで楽しむからだあそびが絵本の世界とまじりあい、ダン

スになっちゃうワークショップ。みんなでつくる色んな形や動

きを、ジャズピアニスト塚本美樹さんの生演奏にのせて、一緒

に絵本の世界を表現しましょう！

■　小学生／抽選 30人
■　2022 年７月 31日 締め切り

締め切りにご注意の上、お早めにお申し込みください。

上記以外のプログラムは、お申込み不要で参加できます。

すべてのイベントは16時で終了します。

イベント詳細は QR コードからご確認ください。

■　２F 視聴覚室 14：0０～15：00

参加無料

参加者募集

■　２F 第１第２会議室 13：30～16：00

■　2022 年７月 31日 締め切り

■　小学生または中学生／抽選15人
（小学４年生までは保護者同伴）

持ち物　タオル・エプロン・汚れてもいい服装

持ち物　水筒、タオル

お申し込み先

ＱＲコードまたは

「福岡市南市民センター

オープニングイベント」で検索

お申し込み先

ＱＲコードまたは

「福岡市南市民センター

オープニングイベント」で検索

お申し込み先

ＱＲコードまたは

「福岡市南市民センター

オープニングイベント」で検索

お申し込み先

ＱＲコードまたは

福岡市民センターホームページから

金・祝

2022

9 2 3
南市民センターホール開館記念
「みんなの発表会」を開催します！
みんなの芸能、どーんと発表！お楽しみに！

■　小学生／抽選 20人（保護者同伴）
■　2022 年７月 31日 締め切り

092-559-5064
373event@city.fukuoka.lg.jp

※場所と時間は、ホームページで発表します。

■　３歳～９歳のお子様と保護者
■　定員に達した段階で締め切り
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