令和元年7月15日

情報ステーション

学生。☆先着30人。＄1100円。

▼

折り紙で飛ぶ生き

物づくり＝7月27日㈯・28日㈰の10〜15

※空き容器でプラ板ストラップ

▼

時

づくり＝7月28日10、
10時30分、
11、
11時

30分、
13、
13時30分、
14、
14時30分。☆
先着各回10人。＄1個200円。❶の♦
◎小学生以下は保護者同伴。
❷環境教室

▼

実験教室
「ごみの中か

ら金メダル！」
＝7月27日㈯10〜12時。☆
先 着20組

▼

LED工 作＝7月27日・28

日 ㈰ の13〜15時。☆ 先 着30組。＄1個

アロマキャンドル作り＝7月

▼

800円

ハーブ教室
「美肌ナチュラルハーブせっ
けん」 8月9日㈮10時30分〜12時。☆先
着16人。＄1600円。
ペーパーアート教室

色紙で立体的な

絵を作ります。8月10日㈯・12日㉁の10

〜12時、
13〜15時。◎未就学児は保護者

同伴。☆先着各日各回16人。＄1100円。

▼

ティちゃんバスがやってくる!＝7月27日・

17日9時からエコタウンセンター
（若松
区向洋町、☎752・2881）
へ。

原色押し花教室
しおりやコースターを作ります。7月

28日㈰13〜15時、ほたる館
（小倉北区
熊谷二丁目）で。☆先着20人。＃7月17

日から同館☎561・0800へ。

門司港レトロ地区の催し
❶海峡寄席

7月28日㈰14〜15時30分、

旧大連航路上屋で。

❷映画上映会
「疑惑の影」 7月28日㈰
14〜16時、旧大連航路上屋で。

❸門司港の戦跡をまなぶめぐる 8月9

日㈮10時、
門司港駅改札口付近に集合。
13時、
旧門司三井倶楽部で解散。◎小学

生以下は保護者同伴。☆10人。＄2500円

（昼食付き）
。

♦＃❸は必要。往復はがき
（ 4人ま

で）
に基本事項を書いて8月2日までに
門司港レトロ倶楽部
（〒801 - 0853門司
区東港町1 - 12、
☎332・0106）
へ。❶❷の

♥門司港レトロ総合インフォメーション
☎321・4151へ。

長崎街道木屋瀬宿記念館の
催し
昔のどうぐ体験

江戸時代から昭和に

かけての道具に触れて学べます。8月1

日㈭〜9月1日㈰
（8月12日以外の月曜日

と8月13日は 休 館）の9〜17時30分
（入

保護者

❷パルパークプロジェクト
「水辺で遊ぼ

う！」 8月4日㈰13時30分〜15時30分。
◎5歳以上
（小学生以下は保護者の参加

が必要）
。＄300円。荒天中止。濡れても

よい服や運動靴、
着替えが必要。

❸いろいろな鬼ごっこ＆クッブ
（まき投げ

ゲーム）
体験会 8月18日㈰10〜12時30

分。◎小学生以上。☆先着20人。＄600円

（昼食付き）
。

♦＄駐車場は有料。＃❶❸は必要。
電話で7月17日から❶は山田緑地
（小倉

♦☆先着各コース15組。
♦＃❷は必要。電話で7月17日か

ら同施設へ。

消防音楽隊
「水曜コンサート」

分。☆先着15人。＄1000円。

❷植物工作会
「竹でつくるカブトムシ」

8月10日 ㈯・11日 ㈷ の13〜15時30分。
◎小学生
（保護者同伴）
。☆各日10人。

＄500円。
❸こども陶芸教室
「オリジナル食器づく

りに挑戦」 8月18日㈰。午前の部
（ 10
〜12時）
と午後の部
（14〜16時）
あり。◎
小・中学生
（保護者同伴、保護者の参加

も可）
。☆各部14人。＄1600円。

などを巡ります。8月8日㈭9時、
小倉駅新

幹線口に集合。15時、同所で解散。◎小・
中 学 生と保 護 者。☆ 先 着20組。＄ 1人

500円
（お弁 当 付き）
。＃7月16日9時30
分から西鉄旅行☎563・3710へ。＊ひび

き灘開発☎771・6131。

平尾台自然観察センターの
催し
❶夏の野草観察会 ノヒメユリなどの

散。

日㈰9時集合、
12時解散。＄一般500円、
小・中学生300円。

♦集合・解散は平尾台自然観察セ
ンターで。◎小学生以上
（中学生以下は
保護者の参加が必要）
。☆各30人。＃往

ギラヴァンツ北九州コーチによる
「親

子ふれあい外遊び教室」
後、サッカー J3

公式戦
「ギラヴァンツ北九州 対 ガンバ

大阪U - 23」
を観戦します。8月10日㈯15

とり親家庭の親子。☆15家族。＃7月26

幡西区木屋瀬三丁目、
☎619・1149）
へ。

871・3225へ。＊子ども家庭局子育て支

8月1日㈭〜9月30日㈪ の9時30分〜

日までに北九州市母子寡婦福祉会☎

18時
（入館は17時30分まで）
、松本清張

記念館
（小倉北区城内、☎582・2761）
で。

平尾台自然の郷の催し
タイルで描く陶絵 8月1〜25日の毎週

水〜日曜日10〜12時、
13〜15時。◎ 小

援課☎582・2410。

8111へ。❷❸は往復はがき
（ 2人まで）

皿倉山天体観測会
「明るい月
と巨大惑星たち」

8月5日までに同園
（〒801 - 0802門司区

ラリー
（スロープカー展望台駅横）
で。＄

■8月は無料で入園できます
（駐車場は

車料が必要。曇天中止。♥皿倉登山鉄道

7月17日から白 野 江 植 物 公 園 ☎341・

に基本事項を書いて❷は7月31日、❸は
白野江二丁目）
へ。
有料）
。

大学院理学系研究科特任助教・細将貴

さん。8月4日㈰14〜15時。◎小学生以
下は保護者の参加が必要。＄特別展入
場券が必要。

❸ジオハイキング
「化石と地質のたのし

み方」 遠見ケ鼻
（若松区）
で観察します。

8月25日㈰ 9 時30分、
市営バスかんぽの

宿北九州バス停留所前
（若松区大字有

毛）
に集合。12時、同所で解散。◎小学

生以上
（小学生は保護者の参加が必要）
。
☆30人。＄50円。
♦＃❸は必要。往復はがき
（ 5人ま

で）
に基本事項を書いて8月11日までに
同館へ。￡も可。

ひとり親家庭 子育て交流会

アム北九州
（小倉駅北側）
で解散。◎ひ

♦＄駐車場は有料。＃❶は電話で

きカタツムリの謎」 講師は東京大学

尾台一丁目4 - 40、
☎453・3737）
へ。

一部コーナーは有料。

清張映画ポスター展

必要。＄特別展入場券が必要。

❷講演会
「『右利きのヘビ』で解く左巻

に同センター
（〒803 - 0180小倉南区平

に集合。20時頃、ミクニワールドスタジ

♦♥長崎街道木屋瀬宿記念館
（八

30分。◎小学生以下は保護者の参加が

復はがき
（何人でも）
に基本事項と性別

こやのせ たなばたまつり 昔遊びや縁
日、人形劇など。8月3日㈯13〜17時。＄

学芸員が解説します。7月26日㈮、8月

を書いて❶は7月31日、❷は8月8日まで

時30分、あさの汐風公園
（小倉駅北側）

館は17時まで）
。＄入館料が必要。

❶夏の特別展関連イベント
「ギャラリー

9日㈮・23日㈮、9月7日㈯の14〜14時

地区廃棄物処分場
（若松区響町三丁目）

❷洞窟で生き物観察
「牡鹿洞」 8月18

上！ 玄米粗食」 8月4日㈰11〜12時30

〒805 - 0071八幡東区東田二丁目4 - 1
♣9〜17時
（入館は16時30分まで）

日明工場
（小倉北区西港町）
、響灘西

5663へ。❸の＊山田緑地☎582・4870。

❶ナチュラルライフ講座
「自然治癒力向

☎681・1011

トーク」 両生類・は虫類の生体などを

観察。8月10日㈯8時30分集合、12時解

白野江植物公園の催し

いのちのたび博物館

バスツアー
「追跡！ゴミのゆくえ」

北区山田町）
☎582・4870、❸は私たち

の未来環境プロジェクト☎080・5203・

Bコース＝13〜13時30分。

◎1歳以下
（ハイハイ）
と保護者。❷の

訓練研修センター☎592・5580へ。

♦＃❶の※と❷は必要。電話で7月

ボールなどの用具を

れも8月19日 ㈪。 Aコース＝11〜11

リバーウォーク北九州1階で。♥消防局

ムで遊ぼう！＝7月27日・28日の10〜15時。

❶体験☆ゆかいな皿まわし 7月28日

時30分。◎2歳以下
（よちよち歩き）
と

による演 技。8月7日㈬12時15〜50分、

空き缶ぬきゲー

☎522・4150

〒802-0001小倉北区浅野三丁目8-1、
AIMビ ル3階 ♣10〜18時 ♡ 第1・
3火曜日

使い、
音楽に合わせて体操します。いず

消防音楽隊の演奏とカラーガード隊

▼

28日㈰の13〜15時

子育てふれあい交流プラザ

❷親子3B体操

12回）13〜14時30分。◎18歳 以 上。☆
が必要。

施設の催し

㈰13〜15時。◎未就学児と保護者。

❶
「こころ豊かに」太極拳教室 8月1日

▼

キ

☎582・2747へ。

山田緑地の催し

先着10人。＄1回500円。ヨガマットなど

消防隊出動時は中止の場合あり

20人。＄500円。＃7月17日から同施設

452・2715）
へ。

❸体験コーナー

放水体験＝7月27日㈯10〜12時。雨天・

（小倉北区城内）で。◎小学生。☆先着

自然の郷
（小倉南区平尾台一丁目、☎

〜11月21日のおおむね毎週木曜日
（全

消防のお仕事体験！

8月4日㈰14〜15時30分、小倉城庭園

♦ ＃ 電 話 で7月20日 から 平 尾 台

28日10〜12時。☆先着30組。❷の♦

◎小学生以上
（小学生は保護者同伴）
。

ワークショップ
「ミニタペスト
リー作り」

★時間は24時間表記

▼

エコタウンまつり
❶ワークショップ

★申し込みはがき
「基本事項」
の記入方法は11ページを参照

▼

★掲載の情報は市のホームページ
（アドレスは表紙参照）
でもご覧になれます
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8月11日㈷20〜21時、皿倉フォトギャ

ケーブルカー・スロープカーの往復乗
☎671・4761へ。

こども文化会館
☎592・4152

〒803-0846小倉北区下到津四丁目3-2
♣9〜17時 ♡月曜日
（祝・休日のとき
は開館し翌日が休館）
❶ビデオるーむ アニメ
「ピーターパン
の冒険」など。8月4日㈰14〜15時。◎

未就学児は保護者同伴。

❷こども夏まつり 遊び体験やパネル

展示など。8月11日㈷13〜16時。◎未
就学児は保護者同伴。

❸こども演劇教室 8月31日〜来年1月

18日のおおむね毎週土曜日
（全15回）

14〜16時。◎小学3年生以上。☆先着
20人。＄3000円。
♦＃❸は必要。電話で7月17日から

同館へ。

