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NEWS RELEASE

アクロス・ランチタイムコンサート vol.92
ダネル弦楽四重奏団
ランチタイムにランチ価格にて、音楽をお楽しみいただく「ランチタイムコサート」。
今回は、世界で活躍するベルギーの実力派カルテット「ダネル弦楽四重奏団」が、アンコールにお応えしアクロス
福岡に再登場！華麗で洗練されたアンサンブルをお届けします。
たった4挺の弦楽器から生み出されるとは思えない圧倒的な迫力と、躍動的な音楽をぜひお楽しみください！
［ 日 時 ］

２０２２年６月７日(火) １２：００開演

［ 会 場 ］

アクロス福岡 B2F イベントホール

［ 出 演 ］

第 1 ヴァイオリン／マルク・ダネル
第 2 ヴァイオリン／ジル・ミレ
ヴィオラ／ヴラッド・ボグダナス
チェロ／ヨヴァン・マルコヴィッチ

［ 曲 目 ］

ハイドン：弦楽四重奏曲 第 1 番 変ロ長調 「狩」op.1-1,Hob.Ⅲ-1
チャイコフスキー：弦楽四重奏曲 第 1 番 ニ長調 op.11

［ 料 金 ］

全席指定 １，０００円

©Marco Borggreve

お問い合わせ先
【報道関係の方】事業グループ／吉田・福浦
【お客様（掲載用）
】アクロス福岡チケットセンター

TEL：092-725-9317／FAX：092-725-9102
TEL：092-725-9112

〒810-0001

事業部

公益財団法人 アクロス福岡
福岡県福岡市中央区天神 1 丁目１番１号
Tel:092-725-9115 / Fax:092-725-9102
https://www.acros.or.jp
事業グループ 広報戦略・セールス担当

NEWS RELEASE
1/3

アクロス福岡が不定期でお届けする“あのまちが気になる 1 週間”
。令和 4 年初夏にお届けするの
は、
「九州の道は小倉に通じる」と言われていたほど、古来より陸上交通の要衝であり、城下町とし
て発展してきたまち、小倉。まちを象徴する小倉城をはじめ、工芸、食、文学、祭りなど、さまざま
な角度から地域の魅力をご紹介します。
物産展や写真展示、ワークショップなどを通して小倉のにぎわいをぜひお楽しみください！

【プログラム】
小倉祇園太鼓写真展示
２０２２年
６月６日（月）～６月１２日（日）

小倉城紹介展示
小倉織展示・販売 ※販売は６月１０日～１２日のみ

６月１０日（金）～６月１２日（日）

出張！「しろテラス」～小倉物産展～

６月１１日（土）

もっと知りたい福岡
「小倉時代の松本清張」（紙芝居） ※受付終了しました

６月１２日（日）

誰でもできる！
小倉織のしおりづくり体験

お問い合わせ先
【報道関係の方】事業グループ 今野 konno@acros.or.jp
【お客さま用（掲載用）】アクロス福岡文化観光情報ひろば

TEL：092-725-9101／FAX：092-725-9102
TEL:092-725-9100
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小倉祇園太鼓写真展示

小倉城紹介展示

日時／ 6 月 6 日（月）～6 月 12 日（日）
10:00～18:00
（初日 12:00 から最終日 16:00 まで）
場所／（2 階）メッセージホワイエ

日時／ 6 月 6 日（月）～6 月 12 日（日）
10:00～18:00
（初日 12:00 から最終日 16:00 まで）
場所／（2 階）メッセージホワイエ

福岡県で唯一の天守閣を持つ小倉城。小倉城は
細川忠興公によって築かれました。1837 年に火
災で焼失しましたが、1959 年に再建されまし
た。展示を見て小倉城に行くと、よりお楽しみ
いただけます！

400 年以上の歴史を持つ小倉祇園太鼓は、国の
重要無形民俗文化財に指定されています。小倉
の夏の風物詩として親しまれ、歴史ある小倉祇
園太鼓の魅力をお届けします。
★本物の太鼓と一緒に写真を撮れるフォトス
ポットを設置！

★会場のどこかに、小倉城のマスコットキャラ
クター「とらっちゃ」が出現！

小倉織展示・販売
日時／ 6 月 6 日（月）～6 月 12 日（日）
10:00～18:00（初日 12:00 から最終日 16:00 まで）
※販売は 6 月 10 日（金）～12 日（日）のみ
場所／（1 階）コミュニケーションエリア

小倉織は、豊前小倉（北九州市）の地で江戸時代
から武士の袴や帯として織られていました。300
年以上続いた小倉織は、昭和初期に一度途絶え
ましたが、築城（ついき）則子氏が試行錯誤をく
り返し、1984 年に復元、再生しました。現代の
デザインに蘇った小倉織をぜひご覧ください。

【体験無料・申込不要】ワークショップ開催
♪

誰でもできる！

小倉織のしおりづくり体験
日時／ 6 月 12 日（日）11:00～15:00（制作時間約 10 分）
※材料がなくなり次第終了

【土日限定】アンケートにご回答いただいた方に小倉銘菓をプレゼント！
（個数限定）
お問い合わせ先
【報道関係の方】事業グループ 今野 konno@acros.or.jp

TEL：092-725-9101／FAX：092-725-9102

【お客さま用（掲載用）】アクロス福岡文化観光情報ひろば

TEL:092-725-9100
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出張！「しろテラス」～小倉物産展～
日時／ 6 月 10 日（金）～6 月 12 日（日）
11:00～15:00
場所／（1 階）コミュンケーションエリア
小倉城でしか買えないお城グッズのほか、
小倉織や小倉銘菓などを販売します。

もっと知りたい福岡

「小倉時代の松本清張」
（紙芝居）

満員御礼 受付終了

出演／ 清張さんの道を歩く会「くろずみ一座」
日時／ 6 月 11 日（土）14:00～15:30（開場 13:30）
場所／（1 階）円形ホール
料金／ 無料・要事前申込（定員 50 人）
申込／ 文化観光情報ひろば 2 階カウンターか電話、またはアクロス福岡ホームページから。

松本清張が今年で没後 30 年という節目を迎えるにあ
たり、
『清張さんの道を歩く会』による紙芝居を上演し
ます。上京前の清張の暮らしぶりを描いた「清張さん
の歩いた道」
（菊ヶ丘「語ろう会」制作）や、地元の人
たちと清張や彼の家族との交流の様子を描いた「清張
さんと家族の想い出」など、全 90 分の上演会は必見！
★松本清張のオリジナルグッズの販売や、66 巻を数え
る全集や図録などの展示も同日開催

【関連イベント】焼うどん出店（会場：九州広場（福岡市役所北側緑地）
）
日時／ 6 月 10 日（金）10:00～16：00
場所／九州広場
（福岡市役所北側緑地／福岡市中央区天神１丁目１０−
５）
文化庁の“100 年フード”に選出された小倉のソウルフード
焼うどんがアクロス近くの九州広場に出店します。この機会
にぜひご賞味あれ！
お問い合わせ先
【報道関係の方】事業グループ 今野 konno@acros.or.jp
【お客さま用（掲載用）】アクロス福岡文化観光情報ひろば

TEL：092-725-9101／FAX：092-725-9102
TEL:092-725-9100
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匠ギャラリー企画展

入場無料

アクロス福岡 2 階 匠ギャラリーでは、週替わりの企画展のほか、経済産業大臣指定伝統的工芸品 7 品目お
よび県知事指定 34 作品を常設展示し、さらに福岡県の伝統工芸や民工芸に携わる方々の作品発表の場とし
て企画展を開催しています。
【会場】匠ギャラリー（アクロス福岡２Ｆ）
【時間】１０:００～１８:００（初日１２:００から最終日１６:００まで）
２０２２年６月７日（火）～６月１２日（日）
小石原焼 伝統工芸士 13 人展
主催／小石原焼陶器協同組合
小石原焼伝統工芸士 13 名の作品が一堂に揃う展示販売会です。350 年以上もの歴史
を歩む小石原焼の、受け継がれた技法を使った作品や新しい技法を取り入れた作品
など、魅力あふれる小石原焼をご提供いたします。
（約 700 点展示）
【実演】ロクロ
２０２２年６月１３日（月）～６月１９日（日）
博多の工芸品を作る、伝える、使う
主催／はかた国際工芸協会
はかた国際工芸協会は、博多・福岡の工芸を介して産業振興、情報発信、人的交流
の促進といった文化の向上に貢献することを目的として、作り手自ら動いていくこ
とを柱に活動しています。今回は博多の工芸品である人形、織物、曲物、張子、切
り絵、マルティグラスを集めたにぎやかな展示を行います。
（約 200 点展示）
【体験】時間：11:00～16:00（初日 12:00 から）
内容
博多人形の絵付け

博多曲物の小物づくり

博多織の小物づくり

開催日

料金

13 日、16 日

おはじき／500 円

18 日

土鈴（干支・アマビエ）／2,000 円

13 日、14 日

柄杓／1,500 円

15 日、17 日

アクセサリー入れ（蓋つき容器）／3,000 円

13～19 日

お守り袋／600 円
がま口／1,200 円

２０２２年６月２４日(金)～６月２６日(日)
匠ギャラリー サンクスフェア
主催／（公財）アクロス福岡
1995 年の開館より福岡の工芸品の常設展示や企画展を開催してまいりました匠ギ
ャラリーが 2022 年 10 月、新たにリニューアルし生まれ変わります。そこで、今ま
でご来場いただきましたお客様へ感謝の気持ちを込めて、サンクスフェアを開催い
たします。
お問い合わせ先
【報道関係の方】事業グループ 今野 konno@acros.or.jp
【お客様（掲載用）
】アクロス福岡文化観光情報ひろば

TEL：092-725-9101/FAX：092-725-9102
TEL：092-725-9100
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メッセージホワイエ作品展

入場無料

アクロス福岡・文化観光情報ひろばでは、2 階の“メッセージホワイエ”を、文化芸術活動の場として開放
し、絵画や写真などの作品展を毎週開催しています。
【会場】メッセージホワイエ（アクロス福岡２Ｆ）
【時間】１０：００～１８：００（初日１２：００から最終日１６：００まで）
２０２２年６月６日（月）～６月１２日（日）
小倉ウィーク
小倉祇園太鼓写真展示
小倉城紹介展示
主催／（公財）アクロス福岡、北九州市（小倉北区役所）
400 年以上の歴史を持つ小倉祇園太鼓は、国の重要無形民俗文化財に指定され
ています。小倉の夏の風物詩として親しまれ、歴史ある小倉祇園太鼓の魅力を
お届けします。また、小倉城の紹介展示も行います。

２０２２年６月１３日（月）～６月１９日（日）
HOME COMING 人・愛・生きもの展
主催／戸村 James 哲治
「HOME COMING 人•愛•生きもの」をテーマに、絵を描き始めて 5 年経ちまし
た。僕の描く絵には人（主に子供）や擬人化した動物が登場します。年齢を重
ね、子どもや動物、他に草花や自然にも関心を持ちテーマになりました。今は
戦争や事故、犯罪など、世の中の嫌なニュースが多い中でも、ホッとする瞬間
を絵の中に見つけたい、閉じ込めたい気持ちで描いています。
２０２２年６月２０日（月）～６月２６日（日）
博多障がい者フレンドホーム作品展
２０２２年６月２７日（月）～７月３日（日）
東障がい者フレンドホーム作品展
主催／博多・東障がい者フレンドホーム
博多・東障がい者フレンドホームは、様々な障がいのある方が地域の中で快く
過ごしていく活動の一つとして文化教室を開催しております。
利用者が意欲的に作品制作に取り組めるように作品展の開催を目標といたしま
した。今回は絵画やはがき絵、書道などの作品を展示いたします。
（上）博多障がい者フレンドホーム 作品
（下）東障がい者フレンドホーム 作品

お問い合わせ先
【報道関係の方】事業グループ
里見 satomi@acros.or.jp
【お客様(掲載用)】アクロス福岡文化観光情報ひろば

TEL：092-725-9101/FAX：092-725-9102
TEL：092-725-9100
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コミュニケーションエリア企画展 入場無料
アクロス福岡・文化観光情報ひろばでは、1F の“コミュニケーションエリア”を地域文化の発信や観光 PR を目
的に、パネル展やイベントを開催しています。
【会場】コミュニケーションエリア（アクロス福岡１Ｆ）
【時間】１０：００～１８：００（最終日１６：００まで）

２０２２年６月６日（月）～６月１２日（日）
（初日１２：００から）
小倉織展示・販売
小倉ウィーク
主催／（公財）アクロス福岡、北九州市（小倉北区役所）
江戸時代から 300 年以上続いた小倉織は、昭和初期に一度途絶えましたが、築城
(ついき)則子氏が試行錯誤をくり返し、1984 年に復元再生しました。現代のデザ
インに蘇った小倉織の品をぜひご覧ください。
【体験】小倉織のはぎれを使ったしおりづくり（制作時間約 10 分）
6 月 12 日（日）11：00～15：00 体験無料・申込不要
２０２２年６月１０日（金）～６月１２日（日）
小倉ウィーク
１１：００～１５：００
出張！「しろテラス」～小倉物産展～
主催／（公財）アクロス福岡、北九州市（小倉北区役所）
小倉城でしか買えないお城グッズのほか、小倉織や小倉銘菓など販売します。
２０２２年６月１３日（月）～６月１９日（日）
第 22 回花と緑のまちかど写真コンテスト入賞作品展
主催／公益財団法人福岡市緑のまちづくり協会
福岡市内で撮影された「まち×花・緑×人×とき」を写し取った一人一花ショッ
トを募集、コンテストを行いその入賞作品を展示します。
（約２５点展示）
２０２２年６月２０日（月）～６月２６日（日）
おおいたのジオパーク展 ～自然と歴史・文化の魅力～
主催／大分県自然保護推進室
ジオパークとは「大地の（Geo）公園（Park）
」を意味し、地球の活動でできた美
しい景観や歴史・文化を楽しく学ぶことができる場所です。おおいた姫島ジオパ
ークとおおいた豊後大野ジオパークの魅力を写真やポスターで紹介します。
（約２０点展示）
２０２２年６月２７日（月）～７月３日（日）
福岡共同公文書館パネル展「１００年先に歴史とメッセージを」
主催／福岡共同公文書館（福岡県立公文書館・福岡県市町村公文書館）
福岡共同公文書館は、福岡県と県内市町村の歴史公文書を永久に保存する施設で
す。令和４年度は開館１０周年の記念の年にあたります。仕事内容や企画展示に
ついてパネルでご紹介します。ぜひご覧ください。
（約１２点展示）
お問い合わせ先
【報道関係の方】事業グループ
今野 konno@acros.or.jp
【お客様(掲載用)】アクロス福岡文化観光情報ひろば

TEL：092-725-9101/FAX：092-725-9102
TEL：092-725-9100
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参加者募集

アクロス・もっと知りたい福岡
市制施行 50 周年「七夕の里おごおり」トーク

福岡県には世界遺産・日本遺産をはじめ、文化財や伝統工芸、祭りや衣食住の生活文化など、地
域で育まれてきた文化が多くあり、数々の観光スポットもあります。そこで、福岡のさまざまな不
思議を取り上げ、地域へのお出かけを楽しむポイントを講座でご紹介します。
［ 開催日程 ］

２０２２年７月１０日（日）１３：００～１５：００ ※休憩・質疑応答含む

［ 会

場 ］

アクロス福岡２F セミナー室２

［ 出

演 ］

加地良光（かじりょうこう／小郡市長）
三宅淳司（みやけあつし／Morrow 珈琲 オーナー）
緒方博子（おがたひろこ／デザインオフィスめばえ 代表）
大城麻未（おおぎあさみ／学芸員）

［ 定

員 ］

先着３５人（無料／要事前申込）

［ 申 込 み ］

６月１０日（金）１０時より 文化観光情報ひろば２階カウンターか電話、
またはアクロス福岡ホームページから

小郡市には、宝満（ほうまん）川をはさんで織女神（織姫）をまつる媛社（ひめこそ）神社（七
夕神社）と犬飼神（いぬかいしん）
（彦星）をまつる稲吉老松（いなよしおいまつ）神社があり
ます。それがまるで天の川に隔たれた織姫と彦星の物語のようであることから、小郡市は「七夕
の里」と呼ばれています。
今回は「七夕の里」にまつわる歴史・文化、そして「棚機（たなはた）
」の信仰について学芸
員がお話しします。また、七夕をキーワードに小郡市の町おこしに関わっている複数の登壇者が
フリートーク形式で話し、市制施行 50 周年を迎えた小郡市の展望や夢を語り合います。参加者
とも会話しながら楽しく進めていきますので、お気軽にご参加ください。
【同時開催パネル展】
7/4(月)～10（日）市制施行 50 周年「七夕の里おごおり」パネル展

写真・画像素材提供可
※ 記事掲載いただく場合は下記番号を掲載お願いします

お問い合わせ先 ： アクロス福岡文化観光情報ひろば ０９２－７２５－９１００

【報道関係の方のお問い合わせ先】
(公財)アクロス福岡地域文化チーム／今野 konno@acros.or.jp TEL：092-725-9101/FAX：092-725-9102

〒810-0001

事業部

公益財団法人 アクロス福岡
福岡県福岡市中央区天神 1 丁目１番１号
Tel:092-725-9115 / Fax:092-725-9102
https://www.acros.or.jp
事業グループ 広報戦略・セールス担当
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アクロス福岡で作品展をしてみませんか？
～ 令和 4 年度下半期の出展者募集 ～
アクロス福岡２階の「メッセージホワイエ」では、週替わりで作品展示を行い、たくさんの方々に文化、
芸術の魅力をお伝えしています。
この度、令和 4 年度下半期に各会場でご出展いただける方を募集いたします。
メッセージホワイエ企画展
【対

象】
（１）以下の要件のいずれかを満たす方
・公募展に入選以上の実績がある
・美術館やギャラリーで作品展の開
催経験がある
※グループ展の場合は出展者全員
（２）福岡県内の小・中・高・大学及び
専門学校、特別支援学校
【展示内容】絵画、写真、書、版画、グラフィック
など（壁面展示可能なもの）
壁面に加え展示台の設置による立体的な作品の展示、実演や体験など
ワークショップの開
催も可能です。
～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～～*～*～*～*～*～*～*
【利用期間】令和 4 年 10 月 3 日(月)～令和 5 年 4 月 2 日(日)
※初日の搬入､最終日の搬出を含む
※1 企画月曜日から日曜日までの 7 日間
【利用時間】10：00～18：00(初日 12:00 から最終日 16:00 まで)
【利 用 料】無料
【受付期間】令和 4 年 5 月 1 日（日）～令和 4 年 5 月 31 日（火）
（郵送の場合は 5 月 31 日必着）
【申込方法】申込書と添付資料を窓口または郵送にてご提出ください。
【申 込 書】5 月 1 日（日）より文化観光情報ひろばにて配布のほか、ホームページからダウンロード
いただけます。
【添付資料】※【対象】(1)に該当する方のみ
① 申込書 ②応募資格を証明する経歴 ③作品資料

お問い合わせ先

【報道関係の方】 地域文化チーム／里見
TEL：092-725-9101／FAX：092-725-9102
【お客様（掲載用）
】アクロス福岡文化観光情報ひろば TEL：092-725-9100

