工 芸

２F 匠ギャラリー
10:00 → 18:00

カルチャーイベント
スケジュール

4月

2022 年上半期

入場無料

＊初日 12:00 から／最終日 16:00 まで

開催日

企画展名

ジャンル

4( 月)〜10(日)

山村省二とその弟子たち展

久留米絣

11( 月)〜17(日)

博多織求評会受賞作品展

博多織

19( 火 )〜24(日)

森山絣工房と仲間たち展

久留米絣

25(月)〜5/1（日)

みんなのアート展

工芸

2(月)〜8日)

久留米かすり
藍華 田中絣工房展

久留米絣

5月

10( 火 )〜15(日)
16( 月)〜22(日)
25( 水 )〜29(日)

上野焼＆博多人形コラボレーション

立花宗茂・誾千代展

伝統工芸

未来に残したい手しごと４人展
博多織 ほか
〜絞って、くくって、染めて、織る〜
茶のくに八女・奥八女・八女の
伝統工芸品展

仏壇仏具 ほか

6月

30( 月)〜6/5(日)

時とともに美しく変わる布と木 伝統工芸

7( 火 )〜12(日)

小石原焼伝統工芸士展 13人展 小石原焼

13( 月)〜19(日)

博多の工芸品を作る、
伝える、使う

伝統工芸

24( 金 )〜26(日)

福岡県の伝統的工芸品
７産地サンクスフェア

伝統工芸

※匠ギャラリーは、リニューアルのため 6 月 27 日より当面の間
休館いたします。

イベント情報をお探しの方と、イベント情報をお知
らせしたい方のための情報配信サイト！

文化観光情報ひろば
アクロス福岡１階／２階

10:00→18:00

092-725-9100
観光案内所＊九州･沖縄･山口エリアの観光＊祭り･イベント
文化情報／コンサート＊美術展＊演劇＊講座＊募集

工芸品マルシェ
夏休

2022

4

1

＆

み子ども手作り体験

会場：アクロス福岡円形ホールほか

10:00 → 18:00

10:00 → 18:00

＊初日 12:00 から／最終日 16:00 まで

開催日

企画展名

１F コミュニケーションエリア
＊最終日 16:00 まで

開催日

絵画

4( 月)〜１0(日)

4月

私のDrawing2022
by 川島篤三

11( 月)〜17(日)

天本浩義書作展

書

18( 月)〜24(日)

第２２回更の会書作展
−こだわりの一字書−

書

４月

ジャンル

4( 月)〜１0(日)

地域文化

アート

２F メッセージホワイエ

11( 月)〜17(日)

企画展名
日本遺産「古代日本の「西の都」
」展
西区まるごと博物館
「西区の宝」パネル展

6月

霧島神宮、鹿児島神宮のある霧島市
への誘い（いざない）

25( 月)〜5/1(日)

みんなのアート展

2( 月)〜8(日)

東アジア文化都市２０２２大分県写真展

9( 月)〜15(日)

柳川ウィーク

16( 月)〜22(日)

水土里のふるさと写真コンテスト
入賞作品展示会

23( 月)〜28( 土 )

第２５回福岡県美しい景観選
入賞作品展示会

28( 土 )

第16 回福岡県景観大会
〜ふくおか景観フェスタ〜

29(日)〜6/5(日)

第11回福岡県屋外広告景観賞・第 34 回
福岡県美しいまちづくり建築賞 受賞作品展

6( 月)〜12(日)

小倉ウィーク

13( 月)〜19(日)

第２２回花と緑のまちかど写真コンテスト
入賞作品展

20( 月)〜26(日)

おおいたのジオパーク展
〜自然と歴史・文化の魅力〜

2( 月)〜8(日)

第 2回響き合う書画展

書画

16( 月)〜22(日)

妖怪展

絵画

30( 月)〜6/5(日)

Sui Sai Show10

6( 月)〜12(日)

小倉ウィーク

13( 月)〜19(日)

HOME COMING
人・愛・生きもの展

20( 月)〜26(日)

博多障がい者
フレンドホーム作品展

絵画

27( 月)〜7/3(日)

東障がい者
フレンドホーム作品展

絵画

4( 月)〜10(日)

せいぼうの楽描展

絵画

11( 月)〜17(日)

彫紙ｱｰﾄ九州グループ展

切り絵

4( 月)〜10(日)

七夕の里 小郡

18( 月)〜24(日)

第 7回写人（シャトウ）
クワトロ写真展

写真

11( 月)〜17(日)

祖母・傾・大崩ユネスコエコパーク
〜自然と人との共生〜

25( 月)〜31(日)

＃Ｕ１
８展
大牟田高校 美術部

絵画

15( 金 ) 〜16( 土 )

大刀洗町さくら市場

1( 月)〜7(日)

＃Ｕ１
８展
朝倉高校 史学部

引札

18( 月)〜24(日)

この夏、くまもと旅へ
〜自然満喫の旅

25( 月)〜31(日)

＃Ｕ１
８（メッセージホワイエ）連動イベント

8( 月)〜14(日)

＃Ｕ１
８展
太宰府高校 芸術科

6( 土 )〜7(日)

福岡県戦時資料展

15( 月)〜21(日)

＃Ｕ１
８展
九州高校 造形芸術科

絵画

8( 月) 〜14(日)

22( 月)〜28(日)

１００人のアジア人の肖像写真

写真

８月８日は「球磨焼酎の日」
〜球磨焼酎蔵めぐりの旅〜
大分県国東半島宇佐地域
世界農業遺産パネル展

29(月)〜9/4(日)

加藤光孝切り絵の世界

フラワーソープ展

パネル
アクリル

絵画・書

アクリル
手芸
染織

26( 月)〜10/2(日)

建築

15( 月)〜21(日)

22( 月)〜28(日) 「いいね！」のまち大野城。

切り絵

19(月・祝 )〜25(日) 手描き・型染め作品展
嘉麻ウィーク

福岡県共同公文書館パネル展

27( 月)〜7/3(日) 「１００年先に歴史とメッセージを」

９月

9月

12( 月)〜18(日)

カラーアート魚拓

水彩

８月

5( 月)〜11(日)

2nd.Challenge!

７月

8月

みんなのアート展

絵画

６月

7月

25( 月)〜5/1(日)

５月

5月

18( 月)〜24(日)

29(月)〜9/4(日)

船原古墳パネル展

5( 月)〜11(日)

九州歴史資料館

12( 月)〜18(日)

森林セラピー基地豊前

催し物のお知らせ

「神宿る島」宗像・沖ノ島と

19(月・祝 )〜25(日) 関連遺産群パネル展
26( 月)〜10/2(日) 嘉麻ウィーク

