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福岡市民芸術祭は、1 9 6 4年以来毎年秋に開催されている「芸術のお祭り」。

音楽・美術・パフォーマンス・演劇・舞踊・伝統芸能・文芸・メディア芸術・生活文化など

総合的な芸術祭として親しまれており、今年も約 1 2 0のプログラムが福岡の街を彩ります。

ぜひ気になるイベントにお出かけください！



平成27年度参加プログラム

【フォーカスプログラム】

プログラムの詳細や最新情報はオフィシャルホームページをご覧ください

福岡市民芸術祭のテーマ「つながる」に沿って、文化芸術に関わる人々の裾野の広がりに寄与

【一般プログラム】※日程順
9月27日（日）　 音楽 Beethoven Sinfonietta FFGホール 

9月27日（日）　 舞踊 2015年 Maiバレエスタジオ勉強会 少年科学文化会館 無料（要整理券）

9月27日（日）　 伝統芸能 河原久子・筝曲鶯絃会　筝コンサート ももちパレス大ホール 前売3,500円／当日4,000円

9月27日（日）　 文芸 第6回「五行歌」アピール大会 中央市民センター 実習室 事前応募者0円／当日出席者1,000円

 生活文化 モーエベベflowerアレンジメント展 福岡市立青年センター3階和室 無料

10月2日（金） 音楽 福岡日本フィル協会合唱団 第10回記念演奏会 FFGホール 1,500円

10月2日（金）～4日（日） 演劇  甘棠館Show劇場 前売1,800円／当日2,000円

10月2日（金） 生活文化 民家から世界へ木香庵 オープンハウス 木香庵 1,000円

10月3日（土） 音楽 2015于波TRIOリサイタル あいれふホール 4,000円／当日4,500円

10月3日（土） 音楽 すたじおG 第10回 みんなのコンサート 西南学院大学博物館

10月4日（日） 音楽  コミセンわじろ 多目的ホール 無料

10月4日（日） 文芸 第45回福岡総合俳句大会 TNC放送会館 3F会議室 無料（入選作品集一部300円）

10月6日（火）～12日（月・祝） 美術・パフォーマンス IZUMIの会 福岡市美術館　市民ギャラリー 無料

10月8日（木）～10日（土） その他  さいとぴあ 

10月9日（金） 音楽  あいれふホール 3,000円／当日3,500円

10月9日（金）～12日（月） 演劇  FUCA 

10月10日（土） 音楽 ウガンダの子ども達の学校設立のためのコンサート 西南学院大学西南コミュニティーセンター 大人1,000円/学生500円/子ども0円

10月10日（土） 音楽  FFGホール A席3,700円/B席2,900円/学生1,100円

10月10日（土） 伝統芸能 新成会・新月の会 第9回三味線演奏会 警固神社　神徳殿　春庭の間 無料

10月11日（日） 音楽 福岡シンフォニック合唱団 第29回演奏会 アクロス福岡シンフォニーホール 1,500円

10月11日（日） 音楽  西市民センターホール 1,000円

10月12日（月・祝） 音楽 第43回 福岡おかあさんコーラス 交流会 ももちパレス 大ホール 無料

 音楽 モーニングコンサート&トーク アミカスホール 1,200円／3枚つづり券3,000円

10月12日（月・祝） 音楽 福岡フルート・レ・フルール第8回定期演奏会 日本福音ルーテル博多協会 1,500円

10月12日（月・祝）、15日（木） 音楽 Jack Cantina & Kekko Fornarelli 初来日公演

10月12日（月・祝）～18日（日） その他 第39回 ザ・ロープ九州　帆船模型展 赤煉瓦文化館 会議室3 無料

10月13日（火） 音楽 Glauco Bertagnin バイオリンリサイタル 九州キリスト教会館 一般4,000円/学生2,000円/当日4,500円

 美術・パフォーマンス 第10回ぶらり葦ペンの会作品展  無料

10月15日（木）～18日（日） 美術・パフォーマンス theverywhere -ツェブリウェア- art-station asi-para(アジパラ) 無料

10月17日（土） 音楽  ぽんプラザホール 前売2,500円／当日券3,000円

10月17日（土） 文芸 冬野俳句大会 福岡市民福祉プラザ研修室 1,000円

10月18日（日） 音楽  アミカス 2,000円

10月18日（日） 音楽 ラ ミュジック ドゥ 舞鶴 クラシックコンサート2015 九州キリスト教会館 4Fホール 

10月18日（日） 音楽 混声合唱団 福岡合唱協会 第69回定期演奏会 アクロス福岡シンフォニーホール 1,500円（全席自由、中学生以下無料）

10月18日（日） 音楽 第29回 野上歌謡教室歌謡祭 城南市民センター 無料

10月18日（日） 音楽 A CAPPELLA BOX Vol.19 in Fukuoka JR博多シティ屋上つばめの杜ひろば 無料

10月18日（日） 音楽  西南学院大学西南コミュニティーセンター 

10月18日（日） 舞踊 50周年記念 深山流 四季の舞 おどり公演 福岡市民会館大ホール 3,000円

一般前売3,500円/学生前売1,500円/
一般当日4,000円/学生当日2,000円

9月30日（水）～12月2日（水）
※期間中毎週水曜開催

10/12 イタリア会館・福岡内 SPAZIO 10/12　3,000円
10/15 Gate's7 10/15　4,000円

第1部：無料　第2部：一般前売2,000円/
一般当日2,500円/学生前売0円/学生当日500円

　福岡の美術界をリードする会員（約200
名）が、6部門に力作を出品します。今年は
創立20周年で、記念の講演会、ギャラリー
トーク、ロビーでのコンサート、市民参加の
パフォーマンスなどを行います。

◉10月27日（火）～11月1日（日）［美術・パフォーマンス］

福岡市美術連盟 創立20周年記念展
会場：福岡市美術館　料金：無料

　アニメーション作家の水江未来氏をはじ
めとする、日本のアニメーション作家10名に
よる作品のオムニバス上映イベントです。

◉11月8日（日） ［メディア芸術］

福岡短編アニメーション映画祭2015
会場：LIV LABO
料金：一般1,000円（＋1ドリンク制）
※小学生未満無料

第8回 滝沢昌之フルートリサイタル
「フランス20世紀のフルートソナタとソナチネ」
（劇）池田商会15周年記念公演
PARASOL JORNEY 「短篇繍　飛行船の住処」

10月12日（月・祝）、
11月1日（日）

青山舟月の阮咸弾きカタリ
“いざ、カタリの世界へ～温故知新の道～”

平成27年度 公益財団法人 日本民謡協会 福岡会
「民謡と民舞の会」

「SAORI」体験織り ワークショップ
～みんなで織る楽しさ～

第41回 チルコロ・マンドリニスティコ・テレフォニアーナ
定期演奏会

入場料無料
（体験料：大人1,000円／子ども500円）（材料費別途15円／ｇ）

10月14日(水）～18日（日）、
11月5日（木）～10日（火）

10/14～18 福岡市美術館
11/5～10 福岡アジア美術館

ゲキダン大河第9回公演
「有罪？×無罪？×冤罪？」

九州交響楽団
天神でクラシック 音楽プロムナード vol.19

前売1,800円/当日2,000円/
ペア3,000円/通し券3,000円

2,000円（豪華弁当付）
※前売のみ（10/11まで）、当日券なし

一般3,000円/一般当日3,500円/
学生1,000円/学生当日1,500円

ふるさとコンサート
～ヨーロッパ公演凱旋記念Vol.5～

オルケスタ・ティピカ・タンゲーロス
秋のタンゴコンサート



するプログラムを選定し、重点的に支援しています。今年は、４つのプログラムが選ばれました。｠

（平成27年9月16日時点） ※参加プログラムの内容は変更の可能性があります。ご了承ください。

10月18日（日） 文芸 「南の風」五行歌大会 あいれふ 9階研究室A 無料

10月22日（木） 音楽 九州交響楽団 第344回 定期演奏会 アクロス福岡シンフォニーホール 

10月23日（金） 音楽  九州キリスト教会館4階ホール 一般3,000円／高校生以下2,000円

10月24日（土） 音楽  あいれふホール 1,500円

10月25日（日） 音楽  アミカスホール 無料

10月25日（日） 音楽 福岡洲山会 民謡発表会 芙蓉別館 無料

10月25日（日） 音楽 ミュージックフェスタ世界旅Ⅰ 南市民センター 500円

10月25日（日） 音楽 福岡女子大学マンドリンクラブ 第47回定期演奏会 福岡女子大学　大学会館 無料

10月25日（日） 音楽 ギターアンサンブル・カノン 第15回定期演奏会 あいれふホール 1,000円

10月25日（日） 音楽  西市民センターホール 無料

10月25日（日） 美術・パフォーマンス 第6回 小原流九州地区青年部野外展 玄海国定公園休暇村志賀島 無料

10月25日（日） 舞踊 秋のバレエコンサート ～バレエの花束～ 城南市民センター 前売3,000円／当日3,500円

10月25日（日） 伝統芸能 筑前琵琶保存会 第51回演奏会 -今昔琵琶絵巻- 福岡明治安田生命ホール 前売1,500円／当日2,000円

10月25日（日） 文芸 第一回 文学フリマ福岡 都久志会館 4F全室 無料 （出店参加料4,000円）

10月25日（日） メディア芸術 第23回 福岡映像コンテスト 福岡市総合図書館 映像ホール・シネラ 無料

10月26日（月）～11月1日（日） 美術・パフォーマンス 第52回 博多人形作家協会新作展 アクロス福岡匠ギャラリー 無料

10月27日（火）～11月2日（月） 美術・パフォーマンス 第67回 白彫会博多人形新作展 福岡三越9F岩田屋三越美術画廊B室 無料

10月29日（木） 音楽 それいゆコンサート あいれふホール 無料

11月1日（日） 音楽 福岡マンドリンオーケストラ 第５０回記念定期演奏会 アクロス福岡シンフォニーホール 一般2,000円／大学生以下1,000円

11月1日（日） 文芸 私の一篇 Read Café 1,000円

11月1日（日） メディア芸術 第23回福岡市聴覚障害者文化芸術フェスタ 早良市民センター 一般1,500円/小中高1,000円/会員1,000円

11月2日（月）～8日（日） 美術・パフォーマンス ゆう美会 福岡市美術館　市民ギャラリー 無料

11月3日（火・祝） 音楽  アクロス福岡円形ホール 無料

11月3日（火・祝）～8日（日） 美術・パフォーマンス 第25回ぐるーぷ“街”風景画展 福岡県立美術館　3階　3・4号室 無料

11月3日（火・祝） 舞踊 ソング＆ダンス コンサート 中央市民センターホール 3,000円

11月3日（火・祝） 生活文化 各流合同 福岡市民大茶会 大濠公園日本庭園及び周辺 2,500円（三席券）

11月3日（火・祝） その他 第60回西日本奇術大会 少年科学文化会館ホール 無料(要整理券）

 美術・パフォーマンス リベルテ113秋季絵画展 あーとスペースMOP 無料

11月6日（金） 音楽 ムジク・アミティエ福岡 第10回コンサート あいれふホール 一般3,000円／学生2,000円

11月6日（金）～8日（日） 美術・パフォーマンス スプーンいっぱいの思いで レンタルスペースカシマス1+2 無料

11月6日（金）～8日（日） 美術・パフォーマンス ART CIRCLE（アートサークル） 福岡市南区大楠・玉川・高宮地区17店舗 無料

11月7日（土） 音楽  早良市民センター大ホール 900円

11月7日（土） 音楽  九州キリスト教会館　4Fホール 無料

11月7日（土） 舞踊 和賀松東洸会 舞踊発表会 少年科学文化会館 無料

11月8日（日） 音楽 第43回 都山流尺八九州支部連合演奏会 ももちパレス大ホール 1,500円

11月8日（日） 音楽 第20回 日本フルートフェスティバル in福岡 アクロス福岡シンフォニーホール 1,000円

11月8日（日） 伝統芸能 福岡県吟詠剣詩舞連盟 第３３回コンクール大会 西市民センター 大ホール 無料

11月8日（日） 伝統芸能 一般社団法人長唄協会九州演奏会 福岡市民会館大ホール 4,000円

　年に1回のクリスマスコンサート。ディズニーで
おなじみの『魔法使いの弟子』を人形劇で、そし
て『かさじぞう』を影絵で行います。ほかにも「影絵
あそび」や「ボディパーカッション」など盛りだくさん！

◉12月5日 （土） ［演劇］

第23回SEGUEの音楽物語 『魔法使いの弟子』と『かさじぞう』
会場：アクロス福岡 円形ホール
料金：1,000円/2才以下無料

　組立型パネルKUMICAをつかった
参加型アートイベントです。大人も子ども
も遊びながらものづくりの楽しさを体
験していただくことができます。

◉11月26日（木）～30日（月） ［メディア芸術］

アソビバ
会場：レクルン福岡天神教室
料金：無料

11月5日（木）～17日（火）
※水曜休館

SZIGE×SEIYA-Virtuosité-Vol.2
L.V.ベートーヴェンソナタ全曲シリーズⅠ
第185回 緑のコンサート
ソプラノ・室内楽・ピアノの調べ

福岡シンフォニックマンドリンアンサンブル
第47回 定期演奏会
第１６回 大庭和久・樋口隆＆ストロベリークワイア
ジョイントコンサート

福岡チャイコフスキー管弦楽団
第8回定期演奏会

S席5,200円/A席4,200円/
B席3,100円/学生1,100円

 

西村麻木 ピアノ教室
Autumn Concert

2015 音団連ミニこん！ききにこん！
あ・ら・かるとコンサート



11月9日（月） 音楽 スクランブル ガレージ コンサート スクランブルガレージ 3,000円

11月11日（水）～17日（火） 美術・パフォーマンス  福岡アジア美術館 交流ギャラリー 無料

11月13日（金）～15日（日） 演劇  ぽんプラザホール 前売1,800円／当日2,000円／リピーター1,000円

11月14日（土） 音楽 大萩康司&河野紘子デュオリサイタル あいれふホール 

11月15日（日） 音楽 第34回 美重秀会発表会 芙蓉別館 3Fホール 無料

11月15日（日） 音楽 第６回 博多区コーラス祭 博多市民センター 無料

11月15日（日） 音楽  中央市民センター 無料

11月15日（日） 音楽 2015年 二胡・月琴教室シルクロード「演奏交流会」 コミセンわじろ5F多目的ホール 無料

11月15日（日） 音楽 福岡市少年少女合唱団 第44回定期演奏会 少年科学文化会館ホール 大人800円／小中学生400円

11月15日（日） 文芸 第60回 福岡市民川柳大会 早良市民センター 3Fホール 参加料1,500円／一投句料1,000円

11月17日（火）～23日（月・祝） 美術・パフォーマンス 第45回 日本画 玄霜会 福岡市美術館　市民ギャラリーＤ室 無料

11月20日（金） 音楽 九州交響楽団 第345回 定期演奏会 アクロス福岡シンフォニーホール 

11月20日（金） 音楽  あいれふホール 1,500円

11月20日（金）～12月25日（金） その他 あかり絵の世界展 アクロス福岡B1Fアトリウム特設会場 無料

11月21日（土） 音楽  あいれふホール 無料（要整理券）

11月21日（土） 演劇  アクロス福岡 円形ホール 一般1,500円／中高生1,000円

11月21日（土） 文芸 晩秋の朗読会 福岡市赤煉瓦文化館 500円

11月22日（日） 音楽 タンゴ・カロローソ　コンサート アミカスホール 1,000円 （要整理券） （高校生以下無料）

11月22日（日） 音楽  少年科学文化会館ホール 1,500円

11月22日（日） 音楽 第13回 “ゴスペルを歌うぞ”コンサート 東市民センター 無料

11月22日（日） 音楽 舞鶴少年少女合唱団 第１４回定期演奏会 あいれふホール 無料（要整理券）

11月22日（日） 音楽 福岡ウインドアンサンブル 冬の演奏会 中央市民センター ホール 無料

11月23日（月・祝） 音楽 第61回 九州ギター音楽コンクール あいれふホール 前売1,000円／当日1,500円

 演劇 LABO PARTY 「群れて育つこどもたち」  無料

11月23日（月・祝） 演劇 劇団天地特別公演「平和への祈り」 福岡市赤煉瓦文化館会議室3 無料 （但し、劇団天地公式ホームページでの予約必要）

11月23日（月・祝） 舞踊  福岡サンパレスホール 4,000円

11月23日（月・祝） 伝統芸能 第63回 筑前琵琶鑑賞会 大濠公園能楽堂 無料

11月23日（月・祝） 文芸 光円俳句大会 ももち文化センター 1,000円

11月25日（水）～29日（日） 美術・パフォーマンス 第38回 福岡市退職小学校長会 作品展 福岡市美術館 市民ギャラリーＤ室 無料

11月26日（木）～12月5日（土） 美術・パフォーマンス 第40回 中洲まつり写真コンテスト 毎日福岡会館1階ロビー 無料

11月27日（金） その他 韓国伝統芸能「農楽から見た韓国」 福岡アジア美術館 あじびホール 無料

11月28日（土） 音楽 第151回 九州大学マンドリンクラブ定期演奏会 少年科学文化会館ホール 400円

11月28日（土） 音楽 Duo Corda “ちょっぴり早めのクリスマスコンサート” 九州キリスト教会館 前売一般3,000円／学生1,500円／当日3,500円

11月28日（土） 文芸 ぐるうぷ沙羅朗読ライヴ「谷崎潤一郎を読む」 福岡市赤煉瓦文化館 500円

11月29日（日） 音楽 福岡セステートタンゴ演奏会 アミカス4Fホール 2,000円

11月29日（日） 音楽 福岡市医師会オーケストラ 第3回 定期演奏会 アクロス福岡シンフォニーホール 1,000円 （中学生以下無料）

11月29日（日） 文芸 第16回 今を詠む「五行歌」大会 中央市民センター 実習室 事前応募者0円／当日出席者1,000円

11月29日（日） その他 第三回五棋「棋聖」戦 中央市民センター 和室1・2 2,000円 （見学無料）

11月30日（月）～12月6日（日） 美術・パフォーマンス あすみん美術館 2015 展示会 アクロス福岡 1Fコミュニケーションエリア 無料

12月1日（火）～12月6日（日） 美術・パフォーマンス 第31回 城南区市民アート展 福岡市美術館2階 市民ギャラリーＡ、Ｂ、Ｃ室 無料

12月4日（金） 音楽 九州交響楽団 第346回 定期演奏会 アクロス福岡シンフォニーホール 

12月5日（土） 音楽 西南シャントゥール　第38回定期演奏会 アクロス福岡シンフォニーホール 1,500円

12月5日（土）、6日（日） その他 福岡シネマフェスティバル 2015 福岡アジア美術館 あじびホール 無料

12月6日（日） 音楽 福岡市民オーケストラ　第72回定期演奏会 アクロス福岡シンフォニーホール 一般1,500円／学生500円

12月6日（日） 音楽 音の森から‘贈り物’Vol.2 アクロス福岡円形ホール 一般2,000円／中学生以下1,000円

12月6日（日） 音楽 初冬の海辺のギターコンサート マンマミーア 無料

12月6日（日） 伝統芸能  パピヨン24ガスホール 無料第23回ふくおか県民文化祭 2015吟剣詩舞フェスティバル
第38回福岡県吟剣詩舞道福岡大会

【一般プログラム】※日程順

平成27年度参加プログラム プログラムの詳細や最新情報はオフィシャルホームページをご覧ください

11/23 中央市民センター
12/6 早良市民センター

石田絵理子バレエスクール
40周年記念公演 及び第39回発表会

ウインドアンサンブルプログレス
第5回演奏会 「夢空間 『宴奏会』」　

日本風景写真協会 福岡第一支部
第１４回 写真展「四季瞬景」
演劇ユニットQueen'sプロデュース公演
「月夜の殺意。」

一般前売3,780円／学生前売2,700円
一般当日4,320円／学生当日3,240円

劇団生活舞台公演
「いたちの子守唄」「屁っぷり嫁さん」「花咲き山」「ベロ出しちょんま」

11月23日（月・祝）、
12月6日（日）

　曲宮城会九州支部福岡部会
第４４回 　曲定期演奏会

第186回 緑のコンサート
声楽・ピアノ・室内楽の調べ

第20回 ガメニート・ギター・アンサンブル
定期演奏会

S席5,200円/A席4,200円/
B席3,100円/学生1,100円

S席5,200円/A席4,200円/
B席3,100円/学生1,100円


