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情報ステーション
令和4年7月15日▪10

季節の布花作り　布を使ってアジサイ
を作ります。7月23日㈯・8月27日㈯の
10～14時。☆先着各日3人。＄3000円。
焼き締めミニタイルで描くルームプ
レート　8月3～25日の毎週水～日曜
日10～12時の部と13～15時の部。＄

1100円。
ハーブ教室「涼しげなユーカリのリー
ス作り」　8月19日㈮10時30分～12時。
☆先着15人。＄1600円。
　♦＃電話で7月17日から同施設へ。

❶漫画ミュージアム・サマーフェスタ
　▶フィギュア制作教室～粘土で楽
しく遊ぼう＝8月11日㈷13～17時。◎

小学生以上。＄500円　▶ステップア
ップ漫画スクール～目指せ! 漫画家・
イラストレーター＝8月12日㈮13～16
時。◎中学生以上　▶世界に一冊だけ
の絵本を作ろう＝8月15日㈪13～15時。
◎小学生以上。❶の♦☆各30人。
❷漫画ミュージアム名誉館長わたせ
せいぞうトークイベント　8月20日㈯
13～14時30分。◎中学生以上。☆50人。
＄1000円。

　♦＃7月24日まで。詳細は電話で
同施設へ。漫画ミュージアムのホーム
ページでも応募方法などの詳細をご
覧になれます。

❶めざせ! フラガール＆カネボーイ〜
ケイキフラ　リラックス効果のある音
楽に合わせてフラダンスを踊ります。8
月6日㈯・17日㈬の13～14時。◎4歳
～小学生と保護者。☆先着各日10組。
❷親子リズム体操　8月8日㈪13時30
分～14時30分。◎1歳児と保護者。☆

先着15組。
❸読書感想文書き方教室　いずれも8
月13日㈯。▶小学1・2年生と保護者の
部＝10時30分～11時30分。☆先着6組
　▶小学3年生の部＝13～14時。☆先
着12人。
　♦＃電話で❶は7月23日、❷は25
日、❸は30日から同施設へ。

平尾台自然の郷 
☎452・2715
〒803-0180小倉南区平尾台一丁目1-1　
♣9～17時　♡火曜日（祝・休日のとき
は開園し翌日が休園）

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（入
館は18時30分まで）　♡火曜日（祝・休
日のときは開館し翌日が休館）

▲わたせ
せいぞうさん
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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　
♡7月20日・21日

施設の催し
いきものキングダム 
〜FINAL

　動物とのふれあい体験やおもしろ昆
虫ショーなど。7月27日㈬～8月28日㈰
の9時30分～16時30分（入場は16時ま
で）、西日本総合展示場本館（小倉駅北
側）で。＄前売り一般1500円、3歳～中
学生1200円。当日も同額。前売り券は
ローソンチケットで発売中。♥いきもの
キングダム ㏌ 北九州実行委員会☎070・
5599・5629へ。＊北九州観光コンベン
ション協会☎511・4422。

エコタウンまつり
❶環境教室　 ▼LED工作＝7月30日㈯。
☆各部先着10組。＄1個1200円　 ▼ア
ロマキャンドル作り＝7月31日㈰。☆各
部先着15組（1組2個まで）。❶の♦10
～12時の部と13～15時の部あり。◎小・
中学生と保護者。
❷親子ワークショップ　いずれも7月30
日㈯・31日㈰の10～15時。 ▼ バスボム

（入浴剤）作り　 ▼レジン（樹脂）でキー
ホルダー作り　 ▼ ペーパーウエイト作
り。❷の♦◎小・中学生と保護者。＄1
個300円。
❸ 体 験コーナー　 いず れも7月30日
㈯・31日㈰。 ▼ 地震体験＝10～12時　

▼消防のお仕事! 放水体験＝13～14時
30分。❸の♦雨天中止。消防隊出動
時は中止の場合あり。
　♦エコタウンセンター（若松区向洋
町）で。＃❶は必要。7月19日から同施設
☎752・2881へ。

文学館の催し
やさしい文章教室　読書感想文や詩の
書き方を学びます。7月30日㈯・8月20
日㈯（全2回）の10～11時30分。◎小学3
年～中学生。☆先着30人。
黒田征太郎トークイベント　絵本「旅の
ネコと神社のクスノキ」などについての
講話。8月11日㈷11～12時。サイン会（12
～13時）もあり。☆先着70人。
　♦＃電話で7月20日から文学館（小
倉北区城内、☎571・1505）へ。

北九州芸術劇場の催し
【演劇】Ode to Life〜幸せなおじぃと
おばぁ　7月31日㈰11時、15時から。◎

2歳以上。推奨年齢4歳以上。＄前売り
（全席自由）一般2500円、2歳～高校生
1000円。当日も同額。※親子セット券
3000円（前売だけ）。前売り券は北九州
芸術劇場など（※は同劇場だけ）で発売
中。

【演劇】マームとジプシー「cocoon」　
8月14日㈰14時から。推奨年齢7歳以上。
＄前売り（全席指定）一般3500円、24歳
以下（身分証の掲示が必要）2500円。当
日も同額。※高校生（前売りだけ、学生
証の提示が必要）1500円。前売り券は
主要プレイガイドなど（※は北九州芸術
劇場だけ）で発売中。

【演劇】気づかいルーシー　8月28日㈰
15時から。◎3歳以上。＄前売り（全席指
定）一般3800円、中学生以下1000円、当
日も同額。※高校生（前売りだけ、学生
証の提示が必要）1500円。前売り券は

主要プレイガイドなど（※は北九州芸術
劇場だけ）で発売中。
　♦託児（有料）は♥を。♥北九州芸
術劇場（リバーウォーク北九州6階、☎
562・2655）へ。

白野江植物公園の催し
ナチュラルライフ講座「玄米粗食のお
話と試食会」　8月4日㈭11～12時30分。
☆先着10人。＄1000円。
植物工作会「竹でつくるクワガタ虫・カ
ブト虫」　8月7日㈰。10～12時の部と
14～16時の部あり。◎小学3年～中学生

（小学生は保護者同伴）。☆先着各部8人。
＄800円。
陶芸体験「オリジナル食器づくりに挑
戦」　8月14日㈰。10～12時の部と14～
16時の部あり。◎小学生以上（小学生は
保護者同伴）。☆先着各部10人。＄1800
円。

　♦＃電話で7月17日から白野江植
物公園（門司区白野江二丁目、☎341・
8111）へ。
■7・8月の毎週火曜日は休園します。

陸上自衛隊小倉駐屯地　 
市民との夕べ

　音楽部、小倉ひびき太鼓による演奏
と花火。8月4日㈭17時30分～20時、陸
上自衛隊小倉駐屯地で。☆100人。＃往
復はがき（4人まで）に基本事項を書い
て7月22日までに陸上自衛隊小倉駐屯地

（〒802 -8567小倉南区北方五丁目1 -1、
☎962・7681）へ。

親子バスツアー
　 ▼ エコバスツアー＝8月5日㈮9～16
時。◎小学5年生以上と保護者。☆30人
　 ▼エネルギーツアー＝8月18日㈭9時
30分～16時。◎小学生以上と保護者。
☆20人。♦エコタウンセンター（若松
区向洋町）で。＃7月19～25日。詳細は
同施設☎752・2881へ。￡も可。

講習会「楽しい野菜づくり」
　8月6日㈯10～12時、グリーンパーク

（若松区大字竹並）で。☆先着36人。＃7
月17日から同施設☎741・5545へ。

北九州文学サロンの催し
語り部靜さんによる「親子で絵本リーデ
ィング体験」教室　8月6日㈯。13～14
時の部と15～16時の部あり。◎小学生
と保護者。☆各部5組（1組2人まで）。＄

1組300円。
北九大生による読書感想文講座　8月
11日㈷。11～12時の部と14～15時の部
あり。◎小学4～6年生。☆各部3組（1組
2人まで）。＄1組200円。北九大生によ
るおすすめ本を紹介するコーナーも設
置。8月6日㈯～25日㈭の11～18時（木
曜日は21時まで）。
　♦＃7月17～31日。詳細は電話で
北九州文学サロン（小倉北区京町一丁
目、☎383・8610）へ。

北九州市ほたる館の催し
生き物講座「魅惑の爬

はちゅうるい

虫類」　8月6日
㈯14～15時。☆先着15人。
ほたる館ラボ〜生き物採集をしてみよ
う!　8月7日㈰・13日㈯の13～15時。◎

小学生と保護者。☆先着各日4組。
子どもミツバチ講座　8月9日㈫・23日
㈫の13～15時。◎小学生と保護者。☆

先着各日4組。
　♦＃電話で7月17日から北九州市
ほたる館（小 倉 北 区 熊 谷 二 丁 目、☎
561・0800）へ。

夏の野草観察会
　8月7日㈰9時、平尾台自然観察センタ
ーに集合。12時30分、同所で解散。◎小
学生以上（小・中学生は保護者の参加
が必要）。☆30人。＃往復はがき（4人ま
で）に基本事項を書いて7月28日までに
同施設（〒803 -0180小倉南区平尾台一
丁目4 -40、☎453・3737）へ。

北九州パレスの催し
夏休みこどもなぞときチャレンジ　15
問のなぞときに挑戦します。8月7日㈰、
10～11時の部と11～12時の部あり。◎

小学生（小学3年生以上推奨）。☆先着
各部15人。＄500円。
親子でプラダン飛行機&ホバークラフ
トを作ろう　プラスチック素材のダンボ
ールで作品を作ります。8月11日㈷10～
12時。◎小学生と保護者。☆先着20組。
＄1組2500円。
夏休み子どもパステルアート講座　8
月19日㈮10～12時。◎小学生と保護者。
☆先着15組。＄1組2100円。
　♦＃電話で7月17日から北九州パ
レス（小 倉 北 区 井 堀 五 丁 目、☎651・
4600）へ。

湧き上がる音楽祭
コンチェルト演奏会　8月7日㈰15時、
響ホール（八幡東区平野一丁目）で。＄

前売り一般3000円、小学～高校生1500
円。当日は500円増し。
オーケストラ演奏会　8月11日㈷15時、
※28日㈰16時、戸畑市民会館（戸畑駅
前、ウェルとばた3階）で。＄前売り一般
5000円、小学～高校生2500円（※は前
売り一般2000円、小学～高校生1000
円）。いずれも当日は500円増し。
室内楽演奏会　8月12日㈮19時、※28
日㈰15時、戸畑市民会館で。＄前売り
2000円（※は前売り一般2500円、小学
～高校生1500円）。いずれも当日は500
円増し。
　♦各日各部2時間程度。◎小学生以
上。全席自由。前売り券は響ホールなど
で発売中。♥北九州市芸術文化振興財
団☎663・6567へ。

美術館キッズ＆ 
ユース・デー

　小学～大学生などの学生は企画展を
無料で鑑賞できます。8月8日㈪、美術館

（戸畑区西鞘ケ谷町）で。子供向けのコ
ンサート（13時30分～14時30分）もあり。
詳細は♥を。♥同施設☎882・7777へ。


