令和 3 年8月1日

情報ステーション

観察」 8月14日㈯14〜16時。◎小学生

と保護者。☆先着4組。＄1人200円。

生き物講座
「カッタくんとなかまたち」
8月21日㈯14〜16時。☆先着15人。
♦＃電話で8月4日から北九州市ほ

たる館
（小倉北区熊谷二丁目、☎561・
0800）
へ。

30分、同所で解散。☆先着5家族。＄1個

1000円。＃8月3日から皿倉山ビジター
センター☎681・5539へ。

PayPayドームで
野球観戦しよう!
8月22日㈰9時30分、KMMビル前
（小

倉駅北側）
に集合。17時30分、同所で解

どんぐり工作教室

散。◎ひとり親家庭の親と小学生以上

8月9日㉁、15日㈰の10、11、
13、
14時
（各50分程度）
、平尾台自然の郷
（小倉南

区平尾台一丁目）
で。◎4歳以上
（小学3
年生以下は保護者同伴）
。☆先着各日各

回5組
（ 1組3人まで）
。＄1個500円。＃8

月4日から同施設☎452・2715へ。

■施設内の砂場に、砂遊びセット
（スコッ

プ、
バケツなど）
を置いています。自由に

お使いください。

親子特別ワークショップ
▶ていたん貯金箱＝牛乳パックで貯

金箱を作ります。8月14日㈯・16日㈪の
13時30分〜15時30分

ケーブルカー山上駅付近）
に集合。15時

▶実験教室
「ご

みの中から金メダル⁈ 」
＝基盤から金

を取り出す実験をします。8月17日㈫10
〜12時。♦エコタウンセンター
（若松

区向洋町）
で。◎小学生以上と保護者
（1
組3人まで）
。☆先着各催し各日10組。＃
8月5日から同施設☎752・2881へ。

の子。☆15家族。＃はがき
（ 1家族だけ）

に基本事項を書いて8月10日までに北

九州市母子寡婦福祉会
（〒804 - 0067戸
畑区汐井町1 - 6、☎871・3225）
へ。＊子

ども家庭局子育て支援課☎582・2410。

おやこで自然体験
8月22日㈰10〜15時、
足立青少年の家

（小倉北区寿山町）
で。◎小学生以下と
保 護 者。☆ 先 着20組。＄1組1500円
（3

人以上は1人500円増し）
。＃8月5日から

北九州市レクリエーション協会☎921・
2801へ。

北九州市ジュニア
オーケストラ定期演奏会
8月22日㈰15〜17時、戸畑市民会館

（戸畑駅前、
ウェルとばた3階）
で。＄前売

り
（全席自由）800円。当日は200円増し。
前売り券は大手町練習場
（小倉北区大
手町、大手町ビル内）
などで発売中。♥

北九州市ジュニアオーケストラ事務局
☎583・5282へ。

NPO活動発表会
「ヒトと動物の共生を考える」
保護犬・猫の里親譲渡活動、地域猫

などに関しての啓蒙活動について。8月

洋ラン展
カトレア、パフィオペディラムなど100

点。8月15日㈰13〜15時、総合農事セン

ター
（花農丘公園）
（小倉南区横代東町

一丁目、
☎961・6045）
で。＄駐車場は有
料。

北九州高校魚部と
水生生物観察会
北九州高校魚部の部員と水生生物の

26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20人。＃8月3日から同セ

ンター☎645・3101へ。

いのちのたび博物館の催し
❶企画展
「北九州 の 古文書〜komon

jyo」 8月28日㈯〜10月31日㈰。＄入
館料が必要。入館は事前予約制。

北九州パレスの催し
夏休み子どもパステルアート講座 8

月21日㈯10〜12時。◎小学生と保護者。
☆先着15組。＄1組2100円。
ステンドグラス講座

ステンドグラス

の一輪挿しを作ります。9月11日㈯10〜
12時30分。☆先着12人。＄4500円。

♦＃電話で8月3日から北九州パレス
（小倉北区井堀五丁目、
☎651・4600）
へ。

細は北九州市芸術文化振興財団☎
663・6661へ。

9月4日㈯9〜12時、夜宮青少年セン

ターで。◎小学生と保護者。☆10人。＄
1人400円。天候によって、たこ揚げもあ

り。＃はがき
（ 1家族だけ）
に基本事項を
書 い て8月24日までに同 施 設
（〒804 -

0042戸 畑 区 夜 宮 一 丁 目2 - 1、☎871・
3465）
へ。￡も可。

山口・美肌の湯
「一の俣温泉」
と旬の梨

出発は9月8日㈬。日帰

り、昼食・入浴付き。＄一般1万3800円、
小学生以下1万2500円。

大分・高塚地蔵尊4の日詣り秋の大祭

出発は9月24日㈮。日

帰り、
昼食なし。＄6800円。

＃北九州市交通局
（バスツアー専用電
話）
☎771・0204へ。

スターフライヤー
（ SFJ）
を利用する

沖縄便の航空券とホテルがセットになっ

たプラン。出発は8月29日㈰までと9月
17日 ㈮ 〜26日 ㈰。＄2万1800円
（ 1泊2

日）
から。詳細はラド観光北九州営業所

☎513・2220へ。＊港湾空港局空港企

画課☎582・2308

15時。
おはなしワールド

絵本の読み聞か

せや紙芝居など。8月28日㈯14〜14時

30分。

親子海洋キャンプ
磯遊びやテント泊など。9月11日㈯〜

12日㈰
（ 1泊2日）
、もじ少年自然の家な

どで。◎小学4年〜中学生と保護者。☆5

家族。＄1人1800円。＃はがき
（ 1家族だ

け）
に基本事項と性別、生年月日を書い

て8月13日までに同 施 設
（〒801 - 0812

門 司 区 大 字 喜 多 久784 - 1、☎341・

1128）
へ。

児童文化科学館

☎671・4566

〒805-0068八幡東区桃園三丁目1-5
♣9〜17時
（入館は16時30分まで）
♡月曜日
（祝・休日のときは開館し翌日
が休館）
星空解説と
「プラネタリウムでチコちゃ
んに叱られる! 」
「いきもの目線 動物ぐ

るり! 超接近」
の投映。8月17日㈫〜22
日㈰。時間は♥を。＄入館料が必要。

❷プラネタリウムの新番組 タイトル

は
「ワク・ドキ! 探険★大宇宙 アインシ

ュタインとめぐる銀河系の旅」
。星空

＄入館料が必要。投映時間など詳細は
♥を。

プラネタリ

11日〜12月11日のおおむね毎週土曜
日
（全9回）9時30分〜11時30分
（ 10月

は13時30分〜15時30分）
。◎小学4年

〜中学生。☆12人。＄1000円。日時な

ど詳細は♥を。

♦＃❸は必要。往復はがき
（ 1人だ

け）
に基本事項を書いて8月19日まで

に同施設へ。

■8月25・26日はプラネタリウムの投

映を休止します。

将棋フェスティバル
いずれも9月11日㈯、北九州国際会

議場
（小倉駅北側）
で。 ※指導対局＝

プロ棋士との多面指し。9時30分〜12時。
☆64人。＄1回1000円

※こども将

棋大会＝9時30分〜12時。◎中学生以

下。有段者の部
（☆16人）
と級位者の部

ジイベント
（☆250人）
もあり
段」
＝13時30分〜14時10分

おしゃ

トーク

之九段・森下卓九段」
と第二部
「古森悠
女流初段」あり。14時20〜50分

記

念対局
「谷川浩司九段 対 森内俊之九

段」
＝15〜16時30分。出演棋士は変更

になる場合あり。詳細は♥を。♦＃※

は必要。8月16日まで。申し込み用紙は

各市民センター・地域交流センターで
配布中。♥北九州観光コンベンション協
会☎511・6800へ。

設へ。

❸プラネタリウムクラブ

太五段・武富礼衣女流初段・水町みゆ

北九州空港発着
SFJで行く沖縄への旅

8月22日㈰14〜

ウム機器の操作や解説体験など。9月

いのちのたび博物館
（〒805 - 0071八幡
￡も可。

ファミリー人形劇場

解説もあり。8月28日㈯〜12月19日㈰。

♦GoToトラベル事業支援対象外。

ショー＝第一部
「谷川浩司九段・森内俊

東区東田二丁目4 - 1、☎681・1011）
へ。

〒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字幕付きプラネタリウムの投映

市営バスの旅情報

♦＃❷は必要。往復はがき
（ 4人ま

で）
に基本事項を書いて8月22日までに

こども文化会館

着各40人。＃電話で8月3日から同施

親子凧づくり教室

と道の駅うきは

施設の催し

♦◎未就学児は保護者同伴。☆先

たこ

べり将棋
「中田功八段 対 古賀悠聖四

要。☆20人。

区響町一丁目126 - 1、
☎751・2023）
へ。

一丁目）
で。☆100人。＃9月2日まで。詳

分。◎小学生以下は保護者の参加が必

保護者。☆15人
（ 1組4人まで）
。＃往復

月11日までに同施設
（〒808 - 0021若松

〜19時15分、響ホール
（八 幡 東 区 平 野

（☆24人）あり。13時30分から※ステー

しよう」 9月5日㈰13時30分〜15時30

はがき
（ 1組だけ）
に基本事項を書いて8

ソプラノ歌手・小林沙羅さんによる演

奏と楽曲解説など。9月3日㈮18時30分

❷室内講座
「ヤドカリのひっこしを観察

観察などをします。8月20日㈮14〜16時、
響灘ビオトープで。◎小学4〜6年生と

小林沙羅 アナリーゼ
ワークショップ

狩り食べ放題

★時間は24時間表記

☎592・4152

▼

親子で学ぶ昆虫学入門
「昆虫の飼育と

15分、皿倉山ビジターセンター
（皿倉山

に搭乗する人に2日分の駐車料金サー

ビス券を進呈。

▼

13〜14時。☆先着10人。

本 立てを作ります。8月21日㈯10時

■北九州空港駐車場を利用し、沖縄線

▼

ホタルと連鶴の折り紙教室 8月7日㈯

楽しい工房

▼

北九州市ほたる館の催し

★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

10
▪

子どもの館

☎642・5555

〒806-0021八幡西区黒崎三丁目15-3、
コムシティ7階 ♣10〜19時
❶とびきりの夏祭り〜3密回避で楽し

もう ミニ新幹線、輪投げ、的当てな

ど。8月5日㈭〜16日㈪ の12時30分〜
16時30分。＄1回100円。
❷読書感想文書き方教室

いずれも8

保護者の部＝☆先着10組

▶小学3年

月21日㈯13〜14時。▶小学1・2年生と
生の部＝☆先着10人。
❸赤ちゃん同窓会

親子での友達づ

くりなど。参加者には特典あり。8月31

日㈫。▶午前の部＝10時30分〜11時
30分。◎令和2年8〜11月に生まれた
乳児と保護者

▶午後の部＝13時30

分〜14時30分。◎令和2年12月〜令和

3年3月に生まれた乳児と保護者。❸の
♦☆先着各部25組。
♦＃❷❸は必要。電話で❷は8月7

日、
❸は10日から同施設へ。

