令和元年8月1日

情報ステーション
★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

★申し込みはがき
「基本事項」
の記入方法は11ページを参照

（小倉北区熊谷二丁目、
☎561・0800）
へ。

入館者300万人達成記念
イベント

響灘ビオトープの催し

紫川の生き物に関する活動報告と展

❶ツバメのねぐら入り観察会

8 月 10

❷ジャンボタニシ駆除大作戦

8 月 11

示など。8月5日㈪〜11日㈷の10〜19時、

日㈯18時30分〜19時30分。

殻での置物づくり
（ 8 日㈭）
やカヌー無料

日㈷ 9 時 30 分〜11 時 30 分。濡れてもよ

水環境館
（小倉北区船場町）
で。石や貝

体験
（10 日㈯）
もあり。内容や料金など

詳細は同施設☎551・3011へ。

が必要）
。＄100円。

こどもミツバチ博士講座 クイズや養
蜂の観察など。8月24日㈯13〜15時。◎

小学生
（保護者同伴）
。飲み物などが必要。

い靴などが必要。

♦☆先着各 30 人。＄駐車場は有料。

＃電話で 8 月 3 日から山田緑地
（小倉北

映画の上映。いずれも 8 月 7 日㈬、北

区山田町、
☎582・4870）
へ。

▼

▼

ハムナプトラ
（字幕版）
＝18

時30分〜20時40分。

旧百三十銀行ギャラリーの催し
西洋画、

工芸品など約 200 点。8 月9 日㈮〜11 日
北九州市の戦争遺跡写真パネル展

約

100点。8月13日㈫〜17日㈯の10〜18時
（17日は16時まで）
。

♦♥旧百三十銀行ギャラリー
（八幡

東区西本町一丁目、
☎661・9130）
へ。

クルーズ船
「チャイニーズ・タイ
シャン」
を見に行こう
▼

岸壁からの船体見学など。 8月10日

㈯＝入港は8時30分、
出港は22時30分
▼

8月15日㈭＝入港は7 時 45 分、
出港は

17 時 45 分。♦関門海峡ミュージアム

（門司港レトロ地区）
前で。天候などにより、
時間変更・中止あり。♥北九州港振興協

会☎ 321・5900 へ。＊港湾空港局クルー

ズ・交流課☎321・5939。

交通公園の催し
親子で自転車教室

❸ライトトラップ＆ナイトツアー 8月17

日㈯18時30分〜21時。

♦◎小学生以下は保護者の参加が

㈷の10〜18時
（11日は15時まで）
。

施設の催し

到津の森公園

☎651・1895

〒803-0845小倉北区上到津四丁目1-8
♣9〜17時
（7月27日〜8月31日の毎週
土・日曜日と8 月12 日㉁〜15 日㈭は21
（祝・休日のときは
時まで） ♡火曜日
開園し翌日が休園）
※8月13日㈫は開園

補助なし自転車に

乗る練習をします。8 月 10 日㈯・24 日㈯

市長杯ストリートダンスコン
テスト
さまざまな世代のチームによる1DAY

必要。☆先着各30人。＄15歳以上
（中学

スペシャルステージ＝8月18日㈰10〜12

は 8月3日、❶❷は 5日から響灘ビオトー

17 時

生は除く）
は入園料が必要。＃電話で❸

プ
（若松区響町一丁目、☎751・2023）
へ。

動物飼育体験と野外BBQ
仔牛のミルクやり体験などの後、バー

ベキューをします。8月11日㈷・12日㉁の

10〜15 時、総合農事センター
（小倉南区
横代東町一丁目）
で。◎ 4 歳〜小学生
（保

護者同伴）
。☆先着各日10 人。＄4500 円

（保護者のバーベキュー参加は1 人につ

き2500 円）
。駐車場は有料。＃ 8月3日か

ら同センター☎961・6045へ。

平尾台自然観察センターの催し
❶ペルセウス座流星群観賞会 8 月 12

日㉁ 19〜22 時、平尾台自然の郷
（小倉

南区平尾台一丁目）
で。◎中学生以下は

時

決勝
（一般の部）
＝8 月18日13〜
決勝
（小学生以下の部と中学

リアンデッキ下)で。♥小倉北区役所総
務企画課☎582・3335へ。

NPO発表会
「助成金 0 の脱
依存型まちづくりの秘密」
8月22日㈭18時30分〜20時、市民活

動サポートセンター
（黒崎駅西側、コム

シティ3階）
で。☆先着30人。＃8月3日か

ら同センター☎645・3101へ。

北九州市書道連盟代表作家展
題目は
「新元号記念 万葉集を書く」
。

約70点。8月24日㈯〜9月1日㈰
（月曜日

時まで）
、文学館
（小倉北区城内、☎ 571・

水辺の生き物観察会
バスで移動し、もじ少年自然の家
（門

の9時30分〜10時30分。◎小・中学生と

＄一般1500円、小・中学生500円。

司区大字喜多久）
で観察します。8月24日

高齢者運転シミュレーター体験教室 8

でも）
に基本事項と性別を書いて8 月 15

15 時、同所で解散。◎小学生以下は保護

保護者。☆先着各日10組。

月15日㈭・22日㈭・29日㈭の14〜15時。
◎65歳以上。☆先着各日15人。

♦＃❷は必要。往復はがき
（何人

㈯ 9 時、
KMMビル前
（小倉駅北側）
に集合。

大会
（20時45分ご

582・2239）
へ。

夏休み最終！親子で楽しむ
体験教室
糸かけ体験やゴムはんこの手作り体

中央公園
（八幡西

1717）
で。◎小学生以下は保護者同伴。

㈮18〜22時、香月
区香月西四丁目）

人。

で。雨天時は17 日

倉北区井堀五丁目、
☎652・0169）
へ。

行委員会☎ 617・0203 へ。＊八幡西区

㈯。♥八幡南お盆まつりと花火大会実

役所コミュニティ支援課☎642・1339。

山田緑地の催し

門司麦酒煉瓦館
（門司駅北側、☎ 382・

＄2500円〜2700円。

皿倉山ビジターセンターの催し
❶親子木工教室

本立てを作ります。8

月24日㈯10時15分〜15時30分、
皿倉山

ビジターセンター
（皿倉山ケーブルカー
山上駅付近）
で。◎小学生と保護者。☆

㈯13〜15時。☆先着20人。

YAMADAキッズレンジャー
「水生昆虫

先着11組。＄1組1000円。

月17日㈯14〜16時。☆先着40人。

小学生以上
（小学生は保護者の参加が

9時30分、
皿倉山ケーブルカー山麓駅に

調査」 8月18日㈰9時30分〜12時。◎

昆虫に学ぶ
「昆虫の食生活の秘密を探

必要）
。＄100円。

護者同伴）
。☆先着16人。＄200円。

生息環境」 8月18日㈰13時30分〜16時。

♦＃電話で8月3日から、ほたる館

❶ファミリー人形劇場

8月18日㈰14

〜15時。◎未就学児は保護者同伴。

❷こども茶道教室 9月22日㈰、
10月13

日㈰・27日㈰、
11月9日㈯・17日㈰
（全5
回）
の10〜12時。◎小・中学生。☆先着15

人。＄2500円。

♦＃❷は必要。電話で8月3日から

同館へ。

子育てふれあい交流プラザ

☎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
ベビーマッサージ教室

8月22日㈭13

時30分〜14時30分。◎12カ月までの

乳児と保護者。☆先着20組。

たのしくサッカーしよう ギラヴァンツ
北九州のコーチが指導します。8月24日
㈯13〜14時。◎5・6歳の未就学児
（保護

棲み家づくりプロジェクト
「水生昆虫の

◎小学生以上
（小学生は保護者の参加

入場料が必要。

や心肺蘇生法など。8 月28日㈬ 13〜13

㈯10〜12時。◎自転車に乗れる小学生以

る」 9月7日㈯14〜16時。◎小学生
（保

☎592・4152

パパママ救急教室 子どもの応急手当

験など。8月24日㈯・25日㈰の10〜16時、

生き物講座
「カメの不思議な世界」 8

要。電話で8月3日から同施設へ。

までに〒803 - 8501環境局環境監視課
（☎

ろ）
など。8 月 16 日

ホタルと連鶴の折り紙教室 8 月 10 日

♦＄入園料が必要。＃❶❷は必

☎453・3737）
へ。

に基本事項を書いて8月14日
803 - 0180 小倉南区平尾台一丁目 4 - 40、 （6 人まで）

自転車運転免許講習会 合格者には自

ほたる館の催し

ムなど。8月18日㈰16〜17時30分。

者同伴）
。☆先着 20 組。＄プレイゾーン

や総盆踊り、花火

♦＃電話で8月6日から交通公園
（小

講話やヘビのタッチタイ

者の参加が必要。☆ 40 人。＃往復はがき

マーチング演奏

上
（小・中学生は保護者同伴）
。☆先着 50

❸ヘビ談義

日までに平尾台自然観察センター
（〒

八幡南お盆まつりと花火大会

転車運転免許証を交付します。8月17日

人以内）
。作品は園内で展示します。

〒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）

1505）
で。

中学生は保護者の参加が必要）
。☆ 30 人。

学生は保護者同伴）
。☆先着 6 組
（1組4

広場
（雨天時は小倉駅新幹線口ペデスト

❷鍾乳洞探検
「不動洞」 8月25日㈰9時、
平尾台自然観察センターに集合。14時30

8月18日㈰10〜12時。◎小学生以上
（小

こども文化会館

駅前アイム
（小倉北区京町三丁目）
北側

は休館）
の 9時30分〜18時
（9月1日は16

分、同所で解散。◎小学 4 年生以上
（小・

❷粘土で作ろう！ おサルさんのお顔！

生の部）
＝9月1日㈰13〜17時。♦小倉

保護者の参加が必要。＄駐車場は有料。
雨天中止。

11日㈷15〜16時30分。◎小学生
（保護

者同伴）
。☆先着12人。

▼

I Love スヌーピー
（吹替版）
＝10時30分

▼

（若松区ひびきの、☎ 695・3151）
で。

▼

九州学術研究都市学術情報センター

クリニカルパステルアート展

★時間は24時間表記

❶うんち探偵、この動物なーに？ 8 月

ヒビキノシネマ

〜12 時

10

❷さわやか健康清掃登山 8 月 25 日㈰

集合。12 時、皿倉山ビジターセンターで
解散。雨天中止。

♦＃❶は必要。8 月 3 日から皿倉山

ビジターセンター☎681・5539へ。

時40分。◎子育て中の人。☆先着20人。
♦＃電話で8月3日から同施設へ。

漫画ミュージアム

☎512・5077

〒802-0001 小倉北区浅野二丁目 14-5、
あるあるCity5・6階 ♣11〜19時
（8月
の毎週土・日曜日
（31日は除く）
と12日
㉁〜16日㈮は20 時まで。入館は閉館の
30分前まで） ♡火曜日
（祝・休日のとき
は開館し翌日が休館）
※8月31日㈯まで
は無休
漫画体験 塗り絵や漫画道具の使い方、

簡単なデジタル作画など。8月11日㈷・
17日㈯の13時30分〜16時30分。

漫画スクール
「夏休みに漫画を描こう！」
8月13日㈫・14日㈬の13〜16 時。◎小
学3年生以上。

♦＄入館料が必要。

