
Information 福岡市地下鉄からのお知らせです
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※グラフはイメージです。
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オフピーク通勤で混雑回避
地下鉄マスコット
ちかまる新型コロナウイルス感染拡大を防ぐために

朝8時30分以降の乗車にご協力をお願いします。

福岡市地下鉄お客様サービスセンター

混雑状況はこちら

☎092－734－7800［8：00～20：00 ※年中無休］

地下鉄ホームページ（Web版・携帯版共通）

〈乗車マナー向上にご協力ください〉駆け込み乗車は大変危険です。列車の遅れの原因にもなりますので、駆け込み乗車はやめましょう。

https://subway.city.fukuoka.lg.jp/

このポスターへの情報掲載は無料です。 TEL092-732-4236 FAX092-721-0754
MAIL eigyo.TB@city.fukuoka.lg.jp

〒810-0041 福岡市中央区大名2丁目5番31号
地下鉄赤坂駅⑤番出口すぐイベント情報をFAXまたは郵送またはメールにて送付してください。

地下鉄マスコット
 ちかまる

今年8月に第５回「山の日」記念全国大会が、大分県のくじゅう連山で九州初開
催されます。本PR展では、舞台となるくじゅう連山の四季折々の魅力や、山が
育む恵みを写真を通じて味わえます。アクロス福岡で大分の山に会いましょう。
●時間／10：00～18：00　最終日16：00まで
●場所／アクロス福岡1F コミュニケーションエリア（福岡市中央区天神1-1-1）
●お問合せ／アクロス福岡 文化観光情報ひろば　☎092-725-9100
●入場料／無料　【主催】第5回「山の日」記念全国大会実行委員会

最寄り駅／天神駅・天神南駅5

11
日日

月月 おおいたの山で会いましょう 
～第5回「山の日」記念全国大会おおいた2021PR展～

コロナ禍、ピンチをチャンスに変え真摯に取り組んだ作品が皆様の心に
エールを送ります。
●時間／10：00～18：00（4月11日は16:00まで）
●場所／福岡国際会議場2F （福岡市博多区石城町2-1）
●お問合せ／株式会社 習字研究社　☎092-712-0635
●入場料／無料　※開催期間中、用具販売をいたします。

最寄り駅／呉服町駅10

11
日日

土土 第38回習字研究社　社中展
〈第28回蒼龍会書作展・第4回公募色紙展　共催〉

香春岳、あま干柿、タケノコ、古代の歴史など魅力がたっぷり詰まった香春町
をPR動画やパンフなどで紹介します。さらに香春町のシンボル「香春岳」が
デザインされたTシャツなどオリジナルグッズの販売も行います！
●時間／10：00～18：00　最終日16：00まで
●場所／アクロス福岡1F コミュニケーションエリア（福岡市中央区天神1-1-1）
●お問合せ／アクロス福岡 文化観光情報ひろば　☎092-725-9100
●入場料／無料　【主催】香春町

最寄り駅／天神駅・天神南駅12

18
日日

月月 「カワラだけ！」～香春町

豊かな自然、ゆとり、やすらぎ、うるおいなど福岡の農業と農村の魅力を表現
した作品を展示することで、県内の農村生活・伝統文化・環境・四季の変化
及び農作業など、農業・農村･疏水への啓発を目的としています。
●時間／10：00～18：00　最終日16：00まで
●場所／アクロス福岡1F コミュニケーションエリア（福岡市中央区天神1-1-1）
●お問合せ／アクロス福岡 文化観光情報ひろば　☎092-725-9100
●入場料／無料　【主催】福岡県土地改良事業団体連合会

最寄り駅／天神駅・天神南駅26

5/2
日日

月月 水土里のふるさと写真コンテスト入賞作品展

福岡市内で撮影された「まち×花・緑×人×とき」をテーマにした一人一花ショ
ットを募集、コンテストを行い、その入賞作品を展示します。撮影場所のマッ
プ、チラシやリーフレットなどもいっしょに設置し、福岡市内の名所や施設も
ご紹介します。
●時間／10：00～18：00　最終日16：00まで
●場所／アクロス福岡1F コミュニケーションエリア（福岡市中央区天神1-1-1）
●お問合せ／アクロス福岡 文化観光情報ひろば　☎092-725-9100
●入場料／無料　【主催】公益財団法人福岡市緑のまちづくり協会

最寄り駅／天神駅・天神南駅19

25
日日

月月 第21回花と緑のまちかど写真コンテスト
入賞作品展

久留米絣の柄やデザイン、そして色合いなど現在のニーズに合わせて制作
しています。幅広い年代に親しまれる日常の絣として、触れて着ていただ
ける洋服や小物などを展示販売します。(約100点展示）
●時間／10：00～18：00　初日12：00から最終日16：00まで
●場所／アクロス福岡2F 匠ギャラリー（福岡市中央区天神1-1-1）
●お問合せ／アクロス福岡 文化観光情報ひろば　☎092-725-9100
●入場料／無料　【主催】有限会社坂田織物
　　　　　　　　【体験】久留米絣のハギレを使ったコースター作り・鍋敷き作り
　　　　　　　　　　　各1,650円　4月29日・5月1日・5月2日の3日間

最寄り駅／天神駅・天神南駅26

5/2
日日

月月 久留米絣　坂田織物作品展

会員がそれぞれの感性で被写体を撮影しています。昨年から作品をリモート
例会に持ち寄り、会員同士の互評会で感性と技術の向上に努めています。
今回はその中から約20点を展示します。
●時間／10：00～18：00　初日12：00から最終日16：00まで
●場所／アクロス福岡2F メッセージホワイエ（福岡市中央区天神1-1-1）
●お問合せ／アクロス福岡 文化観光情報ひろば　☎092-725-9100
●入場料／無料　【主催】New Photo Club 写楽会

最寄り駅／天神駅・天神南駅26

5/2
日日

月月 NPC写真展

社会の状況が変わっても淡々と仕事を続ける職人たちによる大変珍しい作
品を紹介します。自然への敬虔な思いや家族への祈りを大胆な構図と繊細な
ステッチで表現した約40点を展示します。先人たちの知恵が詰まった手法
を現代の暮らしに生かした「日常の美」にぜひふれてみてください。
●時間／10：00～18：00　初日12：00から最終日16：00まで
●場所／アクロス福岡2F メッセージホワイエ（福岡市中央区天神1-1-1）
●お問合せ／アクロス福岡 文化観光情報ひろば　☎092-725-9100
●入場料／無料　【主催】チームアミーナ

最寄り駅／天神駅・天神南駅12

18
日日

月月 東欧の針仕事
ルーマニアンマクラメのある暮らし展

日本特有の結納文化を担い続けてきた博多水引と江戸幕府への献上品で
あったことで知られる博多織の伝統美・形式美を現代の日常に合ったインテ
リアやファッションアイテムとして再構築しました。水引飾りと博多織マグネッ
トボードを中心にボトルリボンなどの小物も展示販売します。（約60点展示）
●時間／10：00～18：00　初日10：00から最終日16：00まで
●場所／アクロス福岡2F 匠ギャラリー（福岡市中央区天神1-1-1）
●お問合せ／アクロス福岡 文化観光情報ひろば　☎092-725-9100
●入場料／無料　【主催】深堀由美子（代表）
　　　　　　　　【体験】博多水引と博多織を使った小物作り
　　　　　　　　　　　2,000円～／平日のみ14時～（各日先着2名）

最寄り駅／天神駅・天神南駅12

18
日日

月月 博多の結う美　～博多水引と博多織～

藍染め、手織りの着物や洋服は、自然素材で柔らかく季節を問わずに着て
いただけます。柄やデザインに力を入れて制作した洋服を中心に小物も
展示販売します。（約150点展示）
●時間／10：00～18：00　初日12：00から最終日16：00まで
●場所／アクロス福岡2F 匠ギャラリー（福岡市中央区天神1-1-1）
●お問合せ／アクロス福岡 文化観光情報ひろば　☎092-725-9100
●入場料／無料　【主催】藍華田中絣工房
　　　　　　　　【実演】手括（くく）り

最寄り駅／天神駅・天神南駅19

25
日日

月月 久留米かすり　藍華田中絣工房

最寄り駅／天神駅・天神南駅

日本の伝統的な手の技が生み出す「手すき和紙」を素材に、同世代の作家
3人が「伝えることは残すこと」をモットーに和紙の新たな展開を試みます。
共通の素材和紙がそれぞれの作品へと生まれ変わっていく様をご覧ください。
バックや照明、ブローチなどの作品を展示販売します。（約150点展示）
●時間／10：00～18：00　初日12：00から最終日16：00まで
●場所／アクロス福岡2F 匠ギャラリー（福岡市中央区天神1-1-1）
●お問合せ／アクロス福岡 文化観光情報ひろば　☎092-725-9100
●入場料／無料　【主催】おおばやし陽子（代表）
　　　　　　　　【体験】和紙ブローチ作り　1,000円～

3/29

4

月月

日日

3人よれば和紙の創作展2021

展覧会 exhibit ion

最寄り駅／天神駅・天神南駅

コロナ禍でなかなか作品発表ができない中、近作を展示したいと企画しま
した。人体、動物、植物、昆虫などをモチーフにした抽象的な絵画やオブジェ
を約20点展示します。
●時間／10：00～18：00　初日12：00から最終日16：00まで
●場所／アクロス福岡2F メッセージホワイエ（福岡市中央区天神1-1-1）
●お問合せ／アクロス福岡 文化観光情報ひろば　☎092-725-9100
●入場料／無料　【主催】田代国浩

5

11

月月

日日

田代国浩作品展

最寄り駅／天神駅・天神南駅

自然が作り出す色とりどりの魚たち。直接法ならではの質感、生命感を表現
しています。2回目の企画展となる今回は約20点の作品を展示します。ぜひ
お近くでご覧ください。
●時間／10：00～18：00　初日12：00から最終日16：00まで
●場所／アクロス福岡2F メッセージホワイエ（福岡市中央区天神1-1-1）
●お問合せ／アクロス福岡 文化観光情報ひろば　☎092-725-9100
●入場料／無料　【主催】榊英久・榊明久

19

25

月月

日日

カラーアート魚拓の世界

最寄り駅／天神駅・天神南駅

人が、街が、その方らしく、福岡らしく、個性を伸ばし成長できるように願いを
込めて描きました。ご覧になる方それぞれの感性で「福岡の風景」を感じて
いただければ幸いです。アクリル画の作品を約20点展示します。
●時間／10：00～18：00　最終日16：00まで
●場所／アクロス福岡2F メッセージホワイエ（福岡市中央区天神1-1-1）
●お問合せ／アクロス福岡 文化観光情報ひろば　☎092-725-9100
●入場料／無料　【主催】maruu

3/29

4

月月

日日

「どこからどこへ」maruu 絵画展

最寄り駅／天神駅・天神南駅

禁教下、キリシタンたちは白磁製などの観音像を「ハンタマルヤ」と呼び、
密かにこれを信仰の拠りどころとしてきました。本展示では、ハンタマルヤ
像、いわゆるマリア観音像を通してキリシタンの信仰のかたちを見つめ
ます。（14点展示）
●時間／10：00～18：00　最終日16：00まで
●場所／アクロス福岡1F コミュニケーションエリア（福岡市中央区天神1-1-1）
●お問合せ／アクロス福岡 文化観光情報ひろば　☎092-725-9100
●入場料／無料　【主催】西南学院大学博物館

3/29

4

月月

日日

日本の聖母
―潜伏キリシタン伝来の「マリア観音」

最寄り駅／天神駅・天神南駅

純錫は「錆びない」「黒ずまない」「手入れがしやすい」という特徴があり
ます。錫本来の良さを知ってもらうために、今回は暮らしを楽しくする器
やアクセサリーなどを展示販売します。（約150点展示）
●時間／10：00～18：00　初日12：00から最終日16：00まで
●場所／アクロス福岡2F 匠ギャラリー（福岡市中央区天神1-1-1）
●お問合せ／アクロス福岡 文化観光情報ひろば　☎092-725-9100
●入場料／無料　【主催】工房美輝
　　　　　　　　【実演】錫アクセサリー制作・器の制作　①10時 ②12時 ③14時

5

11

月月

日日

手作り錫（すず）制作発表会

最寄り駅／天神駅・天神南駅

神奈川フィル首席ソロ・コンサートマスター、石田泰尚率いる男性だけの
硬派弦楽アンサンブル！
曲目／Queen（F.マーキュリー／松岡あさひ 編）：ボーン・トゥ・ラブ・ユー
　　　E.モリコーネ／近藤和明 編：ニュー・シネマ・パラダイス　ほか
●時間／12：00 開演
●場所／福岡シンフォニーホール（福岡市中央区天神1-1-1）
●お問合せ／アクロス福岡チケットセンター　☎092-725-9112
●入場料／全席指定1,500円

28
水水 アクロス・ランチタイムコンサートvol.88

≪スペシャル版≫ 硬派弦楽アンサンブル「石田組」

最寄り駅／唐人町駅

疑似体験を通して加齢に伴う心身の変化と、関わり方の工夫やポイントを学びます。
●時間／10：00～12：00 
●場所／福岡市市民福祉プラザ5F 501研修室（福岡市中央区荒戸3-3-39）
●お問合せ／福岡市介護実習普及センター　☎092-731-8100
●入場料／無料　定員20名で事前申込みが必要。(先着申込順）
　　　　　　　　休館日：毎月第3火曜日（第3火曜日が祝日の場合は翌日）

21
水水 高齢者疑似体験

講　演 Lecture

申し込み先［交通局営業課］掲載希望月の前々月25日までに所定の掲載申込書で

戦後のアニメーションの礎を築いた高畑勲の「演出」に着目し、作品の秘密に迫ります。

最寄り駅／大濠公園駅・六本松駅

●時間／9：30～17：30（7月～10月の金・土は20：00まで）　※最終入館は閉館の30分前まで
●場所／福岡市美術館 特別展示室（福岡市中央区大濠公園1-6）
●お問合せ／福岡市美術館　☎092-714-6051
●入場料／一般1,500円、高大生1,000円、小中生600円
　　　　　※前売券はありません。各種割引については、お問い合わせください。
　　　　　※毎週月曜日休館（ただし、5月3日（月・祝）は開館し、5月6日（木）は休館。）

29

7/18

木・祝木・祝

日日

〈特別展〉高畑勲展
－日本のアニメーションに遺したもの

最寄り駅／天神駅・天神南駅

尺八界のトップを走り続ける藤原道山のデビュー20周年記念公演。
[演奏予定曲]都山流本曲／ラプソディ・イン・ブルー／アメージング・グレース　ほか
●時間／13：00 開場　14：00～16：00 開演
●場所／福岡シンフォニーホール（福岡市中央区天神1-1-1）
●お問合せ／エムアンドエム　☎092-751-8257
●入場料／S席6,000円／A席5,000円／B席4,000円
　　　　　※未就学のお子様はご入場できません。

9
金金

音　楽 music

藤原道山 20th Anniversaryコンサート

最寄り駅／天神駅・天神南駅

落語家7名、色物さん2組、その後にLIVE演奏をたっぷり味わえる、充実の落語会。
●13:15 開場　14:00 開演 
●場所／スカラエスパシオ（福岡市中央区渡辺通4-8-28 FTビル地下2 F）
●お問合せ／つながり寄席　☎090-4222-8881
●入場料／指定席：4,500円、自由席：4,000円（前売3,500円）、自由席（大学生以下）：1,500円
　※チケット取扱い【つながり寄席：tsunagariyose@gmail.com】【チケットぴあ/Pコード：503-391】
　　【ローソンチケット/Lコード：82435】。未就学児の入場はご遠慮ください。

3
土土 三Ｋ辰文舎 with きく麿 「落語＆LIVE」

～第33回博多つながり寄席～

イベント event


