
連携事業 

各種文化芸術事業に東アジア色を取り入れながら、一年を通じて多彩な事業と連携して取り組

みます。 

◆音楽 

事業名 開催内容 

ジャズと二胡でつなぐ
東アジア 

開催日 2021 年 5 月 30 日（日） 

会場 北九州市立響ホール 

主催者 （公財）北九州市芸術文化振興財団

概要 

かつて上海から石炭航路を通じて北九州・若松にジャズが入ってき
た歴史を背景に、上海出身の二胡奏者ウェイウェイ・ウー氏を迎
え、北九州市出身の鎌倉規匠氏らジャズメンとの異色のコラボレー
ションコンサートを開催します。 

響ホールフェスティバ
ル 2021 

開催日 2021 年 6 月 12 日（土）、13 日（日） 

会場 北九州市立響ホール 

主催者 （公財）北九州市芸術文化振興財団

概要 
室内楽と中国伝統芸能である変面などによる現代サーカスとのコラ
ボレーション作品「和楽器シンフォニーとサーカスの演奏会」を上
演します。 

合唱物語「わたしの青
い鳥 2021」 

開催日 2021 年 7 月 4 日（日） 

会場 北九州芸術劇場 中劇場 

主催者 （公財）北九州市芸術文化振興財団

概要 幅広い世代の市民とアーティストが共に舞台を創造する、合唱物語
「わたしの青い鳥 2021」の公演を行います。 

第 45 回北九州少年少女
合唱祭 

開催日 2021 年 7 月 4 日（日） 

会場 ウェルとばた 大ホール 

主催者 北九州市、（公財）北九州市芸術文化振興財団

概要 

市内及び近郊の少年少女合唱団が一堂に会して演奏活動を発表しあ
うことにより、合唱技術の向上及び相互交流を図るとともに、北九
州地域の文化活動の活性化を目指します。また、日中韓 3 か国語で
歌唱可能な曲の全体合唱も予定しています。 

北九州ミュージック 
プロムナード 2021 

開催日 2021 年 8 月～10 月予定 

会場 市内各所

主催者 北九州ミュージックプロムナード 2021 実行委員会 

概要 市内各地でジャズやロックコンサート等を開催し、市民がいきいきと心豊
かに暮らすことのできる街づくりを目指します。
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事業名 開催内容 

北九州市ジュニアオー
ケストラ国際交流事業 

開催日 2021 年 8 月上旬

会場 中国（予定） 

主催者 北九州市、（公財）北九州市芸術文化振興財団 

概要 
東アジア文化都市北九州2020▶21の開催を記念して、中国の開催都市
である紹興市に北九州市ジュニアオーケストラを派遣し、青少年の文化
交流を図ります。 

北九州空港まつり 

（予定） 

開催日 2021 年 9 月予定 

会場 北九州空港内 

主催者 北九州市 

概要 東アジアの玄関口である北九州空港において、国際色豊かな出演者
による音楽ライブイベントを開催します。 

2021 北九州国際音楽祭 

開催日 2021 年 10 月～11 月予定 

会場 北九州市立響ホール、北九州ソレイユホール他 

主催者 （公財）北九州市芸術文化振興財団

概要 本音楽祭の広域発信、知名度向上にもつながるメイン企画のほか、
国内外のトップアーティストによるラインナップで開催します。 

アニメ音楽フェスティ
バル 

開催日 2021 年 11 月 27 日（土）又は 28 日（日）予定 

会場 北九州市立響ホール 

主催者 北九州市 

概要 本市の新たなポップカルチャーイベントとして、アニメソングをピアノによる
演奏で楽しむ音楽イベントを開催します。 

九州交響楽団第九公演 

開催日 2021 年 12 月 25 日（土） 

会場 北九州ソレイユホール 

主催者 （公財）九州交響楽団

概要 九州交響楽団によるベートーヴェン交響曲第 9 番の演奏を行い、東
アジア文化都市北九州 2020▶21 を華やかに締めくくります。 

14



◆ミュージアム 

事業名 開催内容 

再興第 105 回院展 

開催日 2021 年 4 月 21 日（水）～5 月 16 日（日） 

会場 北九州市立美術館本館 

主催者 再興第 105回院展実行委員会、（公財）日本美術院 

概要 
近代芸術を牽引した岡倉天心創立の日本美術院が主催する日本画の
展覧会を開催し、同人作家の新作、受賞作品、九州出身・在住作家
の入選作品を一堂に展覧します。 

画家たちの自画像 

藤田嗣治から草間彌生
まで 

開催日 2021 年 4 月 24 日（土）～6 月 6 日（日） 

会場 北九州市立美術館分館 

主催者 自画像展実行委員会 

概要 
笠間日動美術館が所蔵する自画像を中心に、平野遼など北九州市立
美術館が所蔵する自画像も展示し、画家が自ら描く自分自身の姿を
紹介します。 

（仮称）北九州・産業
都市の軌跡 

開催日 2021 年 4 月 29 日（木・祝）～5 月 30 日（日） 

会場 北九州市立自然史・歴史博物館 

主催者 東田ミュージアムパーク実行委員会 

概要 
北九州市の産業都市としての形成・発展から環境未来都市への転換
に至る軌跡を一貫して辿り、ＳＤＧs 未来都市の創出を展望する企
画展を開催します。 

ザ・フィンランドデザ
イン展 

～自然が宿るライフス
タイル～ 

開催日 2021 年 6 月 26 日（土）～8 月 29 日（日） 

会場 北九州市立美術館本館 

主催者 ザ・フィンランドデザイン展実行委員会 

概要 
フィンレイソンやマリメッコのテキスタイルをはじめ、巨匠たちの
ガラス工芸や陶磁器、家具などプロダクト・デザインまで、日本で
根強い人気を誇る作品・製品を一堂に展示します。 

歌舞伎絵と日本画（仮
称） 

開催日 2021 年 7 月 17 日（土）～8 月 15 日（日） 

会場 北九州市立美術館分館 

主催者 歌舞伎絵と日本画展実行委員会 

概要 北九州市立美術館が所蔵する歌舞伎を題材とする浮世絵と美術館コ
レクションを代表する日本画を展示します。 

三沢厚彦 

ANIMALS IN KITAKYUSHU 

開催日 2021 年 9 月 18 日（土）～11 月 7 日（日） 

会場 北九州市立美術館本館 

主催者 三沢厚彦展実行委員会 

概要 
動物から空想上の生き物まで、多岐にわたる三沢厚彦の彫刻作品を
一堂に展示します。また絵画、ドローイングなど、大小さまざまな
動物たちが生み出す世界も紹介します。 
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事業名 開催内容 

美術館・漫画ミュージ
アム連携事業 

フィギュアの世界展 

開催日 2021 年 9 月 18 日（土）～10 月 31 日（日） 

会場 北九州市立美術館本館・北九州市漫画ミュージアム 

主催者 フィギュアの世界展実行委員会 

概要 日本が世界に誇る「フィギュア」制作技術。精巧かつ表現力豊かな
その造形の魅力を紹介します。 

(仮称)鉄都の系譜 

-釜石と八幡- 

開催日 2021 年 10 月～11 月頃（予定） 

会場 北九州市立自然史・歴史博物館 

主催者 北九州市

概要 
近代製鉄発祥の地であり、ともに「明治日本の産業革命遺産」の製鉄・
製鋼分野の構成資産をもつ釜石市と連携して、東田地区で企画展を開
催します。（東田ミュージアムパーク事業）

（仮称）旧本事務所 
見学バスツアー 

開催日 2021 年 10 月～12 月毎月１回程度（予定） 

会場 官営八幡製鐵所旧本事務所 

主催者 北九州市 

概要 
内装整備工事が完了した官営八幡製鐵所旧本事務所の内部を見学す
るバスツアーを開催します。稼働中の工場構内にあるため一般公開
されていない旧本事務所の内部を見学できる貴重な機会です。 

こぐまちゃんとしろく
まちゃん 

絵本作家・わかやまけ
んの世界 

開催日 2021 年 11 月 27 日（土）～2022 年 1 月 23日（日） 

会場 北九州市立美術館分館 

主催者 わかやまけんの世界展実行委員会 

概要 
「こぐまちゃんえほん」の絵本原画を中心に、雑誌の表紙や紙芝居の原
画、関連資料などあわせて展示し、わかやまけんの創作世界の全体像を
紹介します。 

ロートレックとベル・
エポックの巴里-1900 年 

開催日 2021 年 12 月 18 日（土）～2022 年 2 月 6 日（日） 

会場 北九州市立美術館本館 

主催者 ロートレック展実行委員会 

概要 
ロートレックをはじめ、ドガやミュシャ、デュフィらの作品を展示し、劇場や盛
り場、女性のファッション、人々の生活など、華やかな時代を映し出したパ
リの芸術を紹介します。 

（仮称）トイレのすべ
て日本・韓国・中国の
トイレ文化と歴史 

開催日 2021 年 12 月 22 日（水）～2022 年 2 月 13 日（日）予定 

会場 北九州市立自然史・歴史博物館 

主催者 北九州市立自然史・歴史博物館

概要 人々が常に付き合ってきたトイレの知られざる歴史について、発掘されたト
イレを中心に時代ごとに紹介する特別展を開催します。 
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◆文学 

事業名 開催内容 

全国俳句大会 in 北九州 

開催日 2021 年３月７日（日） 

会場 誌上開催 

主催者 全国俳句大会 in 北九州実行委員会 

概要 
本市は、杉田久女や橋本多佳子など近代俳句の先覚者を育んだ地
で、俳句文化の盛んな地域です。吟行や俳句大会を通じて「俳句の
まち・北九州」を広く発信します。（誌上開催方式に変更） 

企画展 

「清張と東アジアⅡ 
作家の見た東アジアの 
< 風 景 > と 清 張 〈 書
店〉」 

開催日 2021 年夏～秋 

会場 松本清張記念館 

主催者 松本清張記念館 

概要 東アジアを描き、その地で多く翻訳され親しまれている松本清張の
魅力を紹介する企画展を開催します。 

絵本作家いわむらかず
おの世界展 

開催日 2021 年 7 月 17 日(土)～9 月 20 日(月)予定 

会場 北九州市立文学館 

主催者 北九州市立文学館 

概要 

絵本作家・いわむらかずおさんを紹介する展覧会です。「14 ひき
のシリーズ」や「こりすのシリーズ」は国内だけでなく、アジアや
ヨーロッパなどでもロングセラーとなり、世界中で親しまれていま
す。いわむらさんの作品とこれまでの足跡を原画や資料でたどりま
す。 

松本清張記念館 

開館 23 周年記念講演会 

開催日 2021 年 8 月予定 

会場 北九州市立男女共同参画センター・ムーブ（予定） 

主催者 松本清張記念館 

概要 清張の「人」や「作品」の魅力を紹介する松本清張記念館の活動の
一環として、開館記念日の 8 月 4日前後に講演会を開催します。 

(仮称)北九州の詩人た
ち展 

開催日 2021 年 10 月 23 日(土)～2022 年 1 月 10 日(月・祝)予定 

会場 北九州市立文学館 

主催者 北九州市立文学館

概要 

近代以降、重工業都市として栄え、多くの人、モノ、情報が集積し、豊かな
文化土壌を醸成してきた北九州では、多くの詩誌が生まれ、詩人たちを
輩出しました。本展では北九州の詩の歴史と、ゆかりの詩人たちを資料と
ともに紹介します。 

小倉ブックフェス 

（令和３年度） 

開催日 2021 年 10 月～11 月（予定） 

会場 北九州文学サロンほか 

主催者 北九州文学サロン実行委員会 

概要 
地元商店街や学生、市内文化施設とともに、様々なジャンルの文化芸術と
「文化」をつなぐイベントを実施し、市民が気軽に文学に触れる機会を提
供します。 
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事業名 開催内容 

福岡ユネスコ文化講演
会 

開催日 2021 年 10 月～11 月（予定） 

会場 北九州市立文学館 

主催者 福岡ユネスコ協会、北九州市

概要 台湾文学に関する講演会を開催します。（予定）

シンポジウム「（仮
称）東アジアの中の邪
馬台国－清張邪馬台国
論の現在」 

開催日 2021 年 10 月 10 日（日） 

会場 北九州市立男女共同参画センター・ムーブ（予定） 

主催者 松本清張記念館 

概要 清張邪馬台国論の東アジア的視点に注目し、日本と東アジアの歴史・文
化の相互理解の促進を図ります。 

第 29 回ふくおか県民 
文化祭俳句大会 

開催日 時期未定 

会場 未定 

主催者 ふくおか県民文化祭俳句大会実行委員会 

概要 
県内の俳句愛好者に作品発表の機会を提供し、優秀作品を表彰します。
北九州ゆかりの杉田久女に造詣の深い講師による講演会の開催も予定
しています。 

◆メディア芸術 

事業名 開催内容 

デビュー50 周年記念 

諸星大二郎展  

異界への扉 

開催日 2021 年 3 月 20 日（土）～5 月 23 日（日） 

会場 北九州市漫画ミュージアム 

主催者 北九州市漫画ミュージアム 

概要 
圧倒的な想像力と構築力によって紡ぎ出される数多の作品で唯一無
二の世界観を確立している漫画家・諸星大二郎のデビュー50 周年
記念展覧会を開催します。 

北九州海外マンガフェ
スタ 2021 

開催日 2021 年 11 月 27 日（土）、28 日（日） 

会場 西日本総合展示場 

主催者 北九州市ほか 

概要 海外のアメコミ作家を中心に、国内の著名な漫画家とのトークイベントや
ライブドローイングのほか、作家自身による即売会を開催します。 

北九州国際漫画祭 2021 

開催日 2021 年 12 月 11 日（土）～2022 年 1 月 30 日（日） 

会場 北九州市漫画ミュージアム 

主催者 北九州市漫画ミュージアム

概要 
漫画を通じた国際文化交流について、展示とイベントで紹介すると
ともに、第６回を迎える「北九州国際漫画大賞」の受賞・優秀作品
を展示します。
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◆障害者アート 

事業名 開催内容 

北九州市障害者芸術祭
ステージプログラム 

開催日 2021 年 11 月 21日（日）予定 

会場 ウェルとばた 

主催者 北九州市、（公財）北九州市身体障害者福祉協会、北九州市障害者芸術祭実行委員会 

概要 
障害のある人を中心とした音楽・ダンスなどのステージイベントを開催し
ます。障害の有無を超え、様々なコラボレーションで生まれる新しいアート
を発信します。 

北九州市障害者芸術祭
作品展 

開催日 2021 年 11 月 23日（火・祝）～28日（日）予定 

会場 北九州市立美術館黒崎市民ギャラリー 

主催者 北九州市、（公財）北九州市身体障害者福祉協会、北九州市障害者芸術祭実行委員会 

概要 障害のある人によるアート作品の展示会を開催します。 

◆総合 

事業名 開催内容 

北九州芸術祭 

開催日 2021 年 4 月～5 月予定 

会場 市内文化施設 

主催者 北九州文化連盟 

概要 北九州市の地域文化の振興・発展を目的とし、市内文化団体が加盟
する北九州文化連盟が主体となり芸術祭を開催します。 

各区文化祭 

開催日 2021 年 9 月～2022 年 3月（予定） 

会場 市内文化施設 

主催者 各区文化団体連合会・文化連盟・文化協会 

概要 北九州市の地域文化の振興・発展を目的とし、各区の文化連盟の加盟
団体が文化事業を実施する。 

中学生芸術鑑賞教室 

開催日 2021 年 10 月～11 月 

会場 未定 

主催者 北九州市教育委員会 

概要 
市内中学生が芸術性の高い演劇・音楽・美術・映画等を鑑賞することで、
芸術を身近に感じ、豊かな情操の育成を図るための鑑賞教室を開催しま
す。 
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◆賑わい創出・その他 

事業名 開催内容 

東日本大震災復興支援
紫川大歌声喫茶 

開催日 2021 年 3 月 10 日（水）、11 日（木）予定 

会場 紫川水上ステージ（紫江's 前） 

主催者 WeLove 小倉実行委員会 

概要 紫川水上ステージにて、東日本大震災が起きた3月11日にあわせ、
往年の名曲を合唱し、被災地へのメッセージを歌のせて届けます。 

北九州空港開港 15 周年
感謝祭 

開催日 2021 年 3 月 14 日（日）予定 

会場 北九州空港 

主催者 北九州市ほか 

概要 開港 15 周年を迎える北九州空港への長年のご愛顧に感謝して、航
空会社等と共同でイベントを開催します。 

Art×音楽 for SDGs 

開催日 2021 年 4 月 29 日（木・祝）～6 月 13 日（日）予定 

会場 北九州市立響ホール 

主催者 （公財）北九州市芸術文化振興財団 

概要 障がい者施設利用者や子どもたちが音楽を聴いて自由に描いた「お
絵描きワークショップ」の作品を展示する展示会を開催します。 

若松あじさい祭り 

開催日 2021 年 6 月中旬 

会場 高塔山公園 

主催者 若松あじさい祭り実行委員会、若松区役所 

概要 県内でも有数のあじさいの名所高塔山で、あじさいの挿し木教室や
スケッチ大会など「緑」をテーマとしたイベントを開催します。 

くきのうみ花火の祭典 

開催日 2021 年 7 月予定 

会場 洞海湾、若戸大橋周辺 

主催者 くきのうみ花火の祭典実行委員会、北九州市 

概要 
今回で 35回目を迎える地域の活性化、洞海地区の発展を目的とした花
火大会。海上花火ならではのロケーションの良さや若戸大橋から流れる
ナイアガラ仕掛け花火や音楽花火を実施します。 

第 34 回わっしょい百万
夏まつり 

開催日 2021 年（時期未定）

会場 ミクニワールドスタジアム周辺、小倉城周辺・小文字通りほか 

主催者 わっしょい百万夏まつり振興会 

概要 
北九州を代表する祭りなどが一堂に集まる夏まつり大集合。約 10,000
人が参加しての「百万踊り」や花火など、北九州の夏祭りをまとめて楽し
めます。 

北九州ストリートダン
スプロモーション 2021 

開催日 2021 年 8 月～9 月予定 

会場 小倉駅前アイム北側広場（公開空地） 

主催者 こくら Dream実行委員会 

概要 
小・中学生・一般の３部門のストリートダンスコンテストを開催します。著名
なゲストダンサー、市内近郊のダンスクールからのダンスチームを招聘し
て、ダンスを通じて「若者のまち小倉」を市内外に発信します。 
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事業名 開催内容 

西日本陶磁器フェスタ 

開催日 2021 年 9 月 

会場 西日本総合展示場 

主催者 （公財）北九州観光コンベンション協会 

概要 伝統工芸である陶芸産地の窯元による陶磁器の販売及び文化の発信を
行うことで、各産地の活性化支援を行います。 

第 27 回北九州将棋フェ
スティバル 

開催日 2021 年 9 月 

会場 北九州国際会議場 

主催者 北九州将棋フェスティバル実行委員会 

概要 子どもから大人まで世代を超えて楽しめる、日本の伝統文化である「将
棋」イベントを開催します。 

Global Offshore Wind 
Summit-Japan2021 

開催日 2021 年 10 月 7 日（木）、8 日（金） 
（10 月 3 日～8 日を(仮)北九州洋上風力ウィークとして展開予定） 

会場 北九州国際会議場ほか 

主催者 ＧＷＥＣ（世界風力会議）、ＪＷＰＡ（日本風力発電協会） 

概要 洋上風力発電に関するシンポジウム等を開催します。 

第 49 回全国消防救助技
術大会 

開催日 2021 年 10 月 9 日（土） 

会場 陸上会場：勝山公園 
水上会場：グローバルマーケットアクアパーク桃園(桃園市民プール)

主催者 （一財）全国消防協会 

概要 

全国の消防救助隊員が一堂に会し、人命救助の技術を競う大会を開催
します。また、消防“夢”コンサートや祭典など多数の行事に出演している
消防音楽隊の演奏、消防の仕事や防火・防災を身近に感じ来場者が楽
しみながら学ぶことができるイベントも実施します。 

門司港バナナ博物館
2021 

開催日 2021 年 10 月中旬（予定） 

会場 旧門司税関 

主催者 門司区役所 

概要 
門司港で古くからバナナとの関係の深い歴史やバナナの叩き売り発祥の
地を PR し、また、にぎわいづくりに寄与するため、バナナいっぱいの博物
館イベントを開催します。 

第 45 回北九州市都市緑
化祭 

開催日 2021 年 10 月 17 日（日） 

会場 北九州市立響灘緑地（グリーンパーク） 

主催者 北九州市、グリーンパーク活性化共同事業体（予定）、（公財）北
九州市どうぶつ公園協会（予定） 

概要 
都市における緑の大切さを再認識し、緑豊かな潤いのあるまちづくりを進
める契機とするために、グリーンパークを無料開放（入園無料）し、緑化功
労者等を表彰する記念式典を行います。 
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事業名 開催内容 

北九州港開港記念事業 

開催日 2021 年 10 月～11 月（予定） 

会場 門司港（西海岸・レトロ地区） 

主催者 北九州市 

概要 11 月 15 日の北九州港開港に合わせ、門司港で開港記念を祝うイベント
を開催します。 

こくらハロウィン 

2021 

開催日 2021 年 10 月予定 

会場 ＪＡＭ広場ほか、小倉都心部 

主催者 こくらハロウィン実行委員会 

概要 
サブカルチャーによる都市ブランドの構築、小倉都心部のにぎわい創出
や商店街の活性化、親子の触れ合いの場の提供などを目的にハロウィン
イベントを実施します 

アジア女性会議-北九州 

開催日 2021 年 10 月または 11 月 

会場 
オンライン配信 

（視聴会場）北九州市立男女共同参画センター・ムーブ 

主催者 （公財）アジア女性交流・研究フォーラム 

概要 
日本及びアジア地域の女性たちが抱える問題を共に考え、相互理解・国
際交流を通じて、日本及びアジアのジェンダー平等、及び女性のエンパワ
ーメントを図ることを目的に開催します。 

ホラシスアジアミーテ
ィング 

開催日 2021 年秋頃 

会場 北九州国際会議場 

主催者 Horasis（ホラシス）

概要 
スイスのチューリッヒに本拠を置く世界的なシンクタンクであるホラシスが主
催する国際会議を開催します。官民問わず多岐にわたるリーダーを招いた会
議を通じ、持続的な未来のためにビジョンを設定することを目指します。 

アジア低炭素化センタ
ー成果発表会 

開催日 2021 年秋頃 

会場 北九州国際会議場 

主催者 北九州市 

概要 開設から 10 周年を迎えたアジア低炭素化センターのこれまでの成果及
び今後の取り組み等について、発表会を開催します。 

門司港レトロ～アジア食の
祭典～（仮称）

開催日 2021 年 11 月 6 日（土）～7 日（日）予定 

会場 門司港レトロ中心地区

主催者 北九州市 

概要 東アジア文化都市開催期間にあわせて、門司港をＰＲするため、食文化を
中心とした関連イベントを開催します 
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ひとみらい交流ウィー
ク 

開催日 2021 年 11 月頃 

会場 コムシティ、黒崎商店街 

主催者 北九州ひとみらいプレイス 

概要 
ひとみらいプレイス各施設に関連する市民団体等の交流を促進するとと
もに、人づくりを通じてコムシティ及び副都心黒崎のにぎわいづくりを目指
し、「人づくり講演会」「文化祭・フェスティバル」「黒崎こども商店街」「セ
ミナー」等を開催します。 

エコライフステージ 

20 周年記念事業 

開催日 2021 年 11 月頃 

会場 北九州市役所周辺 

主催者 北九州エコライフステージ実行委員会 

概要 
環境活動に取り組む市民団体・企業等が、協働でエコライフを提案・発表
する西日本最大級の環境イベント「エコライフステージ」が２０周年を迎え
ます。今年は規模を拡大し、記念事業の展開を予定しています。 

まちなかイルミネーシ
ョン 

開催日 2021 年 11 月～2022 年 1 月 

会場 八幡駅周辺 

主催者 KEYAKI TERRACE YAHATA 

概要 地域振興事業の一環として八幡駅周辺を光で彩るまちなかイルミネーシ
ョンを開催します。 

（仮称）ＭＯＪＩＫＯ
イルミネーションライ
ブ 2021 

開催日 2021 年 12 月頃 

会場 旧門司税関 

主催者 門司区役所 

概要 門司港浪漫灯彩の一環として、イルミネーションを盛り上げるため音楽イ
ベントを実施します。 
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2020 年実施済事業

▶【特別企画】2020北九州国際音楽祭 
「ワレリー・ゲルギエフ指揮ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団」 

・開催時期：2020 年 11 月 5 日（木） 
・会 場 ：北九州ソレイユホール 
・開催内容：東アジア文化都市の開催を記念して、世界最高峰と評されるウィーン・フ

ィルハーモニー管弦楽団を招聘し、優れたクラシック音楽に触れる機会を
提供しました。加えて、将来の文化芸術を担う若い世代のために、中学生
等を対象とした鑑賞教室（リハーサル公開）を開催しました。

事業名 開催内容 

ジャスフィ・ツェン～
部屋から届く物語～展 

開催日 2020 年 5 月 18 日（月）～9 月 25 日（金） 

会場 CCA ギャラリー 

主催者 現代美術センター・ＣＣＡ北九州 

概要 上海とニューヨークを拠点に活動している中国人アーティストの作
品を展示しました。 

第５回北九州国際漫画
大賞 

開催日 2020 年 6 月 1 日（月）～12 月 4 日（日） 

会場 北九州市漫画ミュージアム 

主催者 北九州市漫画ミュージアム 

概要 
漫画の魅力・ポテンシャルを北九州市から国内外に向けて広く発信
し、漫画文化の普及を図るため、４コマ漫画の国際コンテストを開
催しました。 

各区文化祭 

開催日 2020 年 9 月～2021 年 3 月 

会場 市内文化施設 

主催者 各区文化団体連合会・文化連盟・文化協会 

概要 北九州市の地域文化の振興・発展を目的とし、各区の文化連盟・文
化団体の加盟団体が文化祭を開催しました。 

西日本陶磁器フェスタ 

開催日 2020 年 9 月 18 日（金）～22 日（火） 

会場 西日本総合展示場 

主催者 （公財）北九州観光コンベンション協会 

概要 伝統工芸である陶芸産地の窯元による陶磁器の販売及び文化の発信
を行うことで、各産地の活性化支援を行いました。 

2020 日中韓新人ＭＡＮ
ＧＡ選手権 

開催日 2020 年 9 月 18 日（金）～9 月 24 日（木） 

会場 西日本総合展示場 

主催者 
北九州市漫画ミュージアム（日本）、 
夏天島工作室（中国）、韓国漫画映像振興院（韓国） 

概要 
日中韓の新人漫画家の活動を支援するとともに、漫画文化の普及・
振興を図るため、国際的な漫画選手権大会を開催しました（各国を
繋いでのオンライン開催）。 

エコライフステージ
2020 

開催日 2020 年 10 月 1 日（木）～11 月 30 日（月） 

会場 オンライン開催及び環境ミュージアム、水環境館等 

主催者 北九州エコライフステージ実行委員会 

概要 
環境活動に取り組む市民団体・企業等が、協働でエコライフを提
案・発表する西日本最大級の環境イベント。オンラインで開催する
ほか、小規模イベントを市内施設等で開催しました。 

24



事業名 開催内容 

2020 北九州国際音楽祭 

開催日 2020 年 10 月 3 日（土）～11 月 14 日（土） 

会場 北九州市立響ホール、北九州ソレイユホール他 

主催者 （公財）北九州市芸術文化振興財団 

概要 
東アジア文化都市北九州 2020▶21 の開催を記念し、本音楽祭の広域
発信、知名度向上にもつながるメイン企画のほか、国内外のトップ
アーティストによるラインナップで開催しました。 

画業 30 周年記念  
小畑健展 ＮＥＶＥＲ 
ＣＯＭＰＬＥＴＥ 

開催日 2020 年 10 月 3 日（土）～12 月 6 日（日） 

会場 北九州市漫画ミュージアム 

主催者 北九州市漫画ミュージアム 

概要 
『ヒカルの碁』などの大ヒット作で知られ、類稀なる画力で勝負し
続ける漫画家・小畑健の画業 30 周年を記念した原画展を開催しま
した。 

アジア女性会議-北九州 

開催日 2020 年 10 月 8 日（木） 

会場 北九州市立男女共同参画センター・ムーブ 

主催者 （公財）アジア女性交流・研究フォーラム 

概要 
日本及びアジア地域の女性たちが抱える問題を共に考え、相互理
解・国際交流を通じて、日本及びアジアのジェンダー平等、及び女
性のエンパワメントを図ることを目的に開催しました。 

門司港バナナ博物館
2020 

開催日 2020 年 10 月 9 日（金）～11 日（日） 

会場 旧門司税関 

主催者 門司区役所 

概要 
門司港で古くからバナナとの関係の深い歴史やバナナの叩き売り発
祥の地を PR し、また、にぎわいづくりに寄与するためのイベント
を開催しました。 

東京藝術大学スーパー
クローン文化財展 

開催日 2020 年 10 月 9 日（金）～11 月 3 日（火・祝） 

会場 旧大連航路上屋 

主催者 北九州市 

概要 劣化や損傷した文化財を、本来の姿に蘇らせ、未来に継承するため
開発された「スーパークローン文化財」を展示しました。 

中学生芸術鑑賞教室 
舞台鑑賞教室 

開催日 2020 年 10 月 14 日（水） 

会場 黒崎ひびしんホール 

主催者 北九州市教育委員会 

概要 日本の伝統楽器を用いた新しい形の舞台芸術を鑑賞しました。 

第 44 回北九州市都市緑
化祭 

開催日 2020 年 10 月 18 日（日） 

会場 北九州市立響灘緑地（グリーンパーク） 

主催者 
北九州市、グリーンパーク活性化共同事業体 
（公財）北九州市どうぶつ公園協会 

概要 
都市における緑の大切さを再認識し、緑豊かな潤いのあるまちづく
りを進める契機とするために、緑化功労者等を表彰する記念式典を
開催しました。 

中学生芸術鑑賞教室 

開催日 2020 年 10 月 20 日（火） 

会場 北九州市立響ホール 

主催者 北九州市教育委員会 

概要 ベートーヴェンの生誕 250 周年を記念してベートーヴェンの手紙か
ら人物像を探り、その人生に迫る演奏会を鑑賞しました。 
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事業名 開催内容 

北九州フードフェステ
ィバル 

開催日 2020 年 10 月 24 日（土）、25 日（日） 

会場 船場広場、クロスロード、紫川沿岸 

主催者 北九州フードフェスティバル実行委員会 

概要 

本市の飲食業界の応援と小倉都心部のにぎわい創出目的にフードフ
ェスティバルを開催しました。地元飲食店のＰＲに加え、今回は、
地酒、ぬか炊きなどの販売や市内の商業高校による独自商品の販売
を行い、食文化の豊かさを発信しました。 

こくらハロウィン 2020 

開催日 2020 年 10 月 25 日（日） 

会場 小倉都心部 

主催者 こくらハロウィン実行委員会 

概要 
サブカルチャーによる都市ブランドの構築、小倉都心部のにぎわい
創出や商店街の活性化、親子の触れ合いの場の提供などを目的にハ
ロウィンイベントを実施しました。 

まろのＳＰ日記 
～北九州市編～ 

開催日 2020 年 10 月 30 日（金） 

会場 北九州市立響ホール 

主催者 ＮＨＫ北九州放送局、北九州市、(公財)北九州市芸術文化振興財団 

概要 

“まろ”ことＮＨＫ交響楽団第 1 コンサートマスターの篠崎史紀さん
（北九州市出身）が、ＮＨＫの膨大なＳＰレコードの中からテーマ
を決めて、往年のクラシック音楽の名演奏を紹介する番組の公開収
録を行いました。 

第 28 回ふくおか県民文
化祭 2020 俳句大会 

開催日 2020 年 11 月 

会場 誌上大会 

主催者 ふくおか県民文化祭俳句大会実行委員会 

概要 
新型コロナウィルス感染症拡大防止のため、募集句の中から入選句
を選定し、賞状・賞品の発送をもって表彰に替える「誌上大会」と
して実施しました。 

小倉ブックフェス 

開催日 2020 年 11 月～12 月 

会場 北九州文学サロン 

主催者 北九州文学サロン実行委員会 

概要 
地元商店街や学生とともに、様々なジャンルの文化芸術と「文学」
をつなぐイベントを開催し、市民が気軽に文学に触れる機会を提供
しました。 

門司港アートワーフ 

開催日 2020 年 11 月 1 日（日）～29 日（日) 

会場 門司港レトロ地区 

主催者 門司港アートワーフ実行委員会 

概要 門司港レトロ地区一帯で、国内外のアーティストによる作品展示
や、アートに関するフリーマーケット等を開催しました。 

ひとみらい交流ウィー
ク 

開催日 2020 年 11 月 11 日（水）～17 日（火） 

会場 コムシティ 

主催者 北九州ひとみらいプレイス 

概要 

ひとみらいプレイス各施設に関連する市民団体等の交流を促進し、
人づくりを通じてコムシティ及び副都心黒崎のにぎわいづくりを目
指しました。主な事業は、「人づくり講演会」「文化祭・フェステ
ィバル」「黒崎こども商店街」「セミナー」等です。 
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事業名 開催内容 

第 33 回わっしょい百万
夏まつり秋のオンライ
ン Ver. 

開催日 2020 年 11 月 14 日（土） 

会場 小倉城庭園等 

主催者 わっしょい百万夏まつり振興会 

概要 

北九州を代表する祭りなどが一堂に集まる夏まつり大集合。約
10,000 人が参加しての「百万踊り」や花火など、北九州の夏祭り
をまとめて楽しめます。新型コロナウイルス感染症の拡大を受け延
期していたまつりをオンライン開催として実施しました。 

福岡ユネスコ文化講演
会 

開催日 2020 年 11 月 21 日（土） 

会場 北九州市立文学館 

主催者 福岡ユネスコ協会、北九州市 

概要 韓国文学に関する講演会を開催しました。 

北九州市障害者芸術祭 
作品展 

開催日 2020 年 11 月 24 日（火）～29 日（日） 

会場 北九州市立美術館黒崎市民ギャラリー 

主催者 
北九州市、（公財）北九州市身体障害者福祉協会、 
北九州市障害者芸術祭実行委員会 

概要 障害のある人によるアート作品の展示会を開催しました。 

石炭の記憶保存事業 

開催日 
記念講演会 2020 年 12 月 12 日（土） 
記念写真展 2021 年 3 月 17 日（水）～3 月 26 日（金） 

会場 若松市民会館、旧古河鉱業若松ビル、若松駅等 

主催者 若松区役所 

概要 

日本一の石炭の積出港であった若松の記録・記憶の保存、シビック
プライドの醸成を目的として、写真やエッセイの募集、記念講演会
の開催、記念誌の刊行、写真展の開催、若松駅展示スペースの開設
を行います。 

ショーン・タンの世界
展 どこでもないどこ
かへ 

開催日 2020 年 12 月 12 日（土）～2021 年 1 月 31 日（日） 

会場 北九州市立美術館分館 

主催者 「ショーン・タンの世界展」実行委員会 

概要 

オーストラリアの作家ショーン・タンによる日本初の大規模な個展
を開催しました。本展開催を記念して、タン本人が北九州をイメー
ジしたスケッチの描き下ろしを制作、その原画の展示も行いまし
た。 

北九州国際漫画祭 2020 

開催日 2020 年 12 月 19 日（土）～2021 年 1 月 24 日（日） 

会場 北九州市漫画ミュージアム 

主催者 北九州市漫画ミュージアム 

概要 
漫画を通じた国際文化交流について、展示とイベントで紹介すると
ともに、第５回を迎える「北九州国際漫画大賞」の受賞・優秀作品
を展示しました。 
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パートナーシップ事業（市民企画事業） 

多くの市民が創り手として参加する機会を設けて、東アジア文化都市の開催を盛り上げるため、
市民による企画事業「パートナーシップ事業」を実施します。 
パートナーシップ事業は「東アジア文化都市発信プログラム」と「東アジア文化都市参加プロ
グラム」の 2つの区分を設けています。 

◆一次募集期間：2019 年 9 月 2 日～10 月 7 日  採択件数：52 件 

◆二次募集期間：2020 年１月 10日～3月 13 日  採択件数：19 件 

◆三次募集期間：2021 年 2 月～3月頃      募集件数：25 件程度 

◆２０２１年開催予定の事業（一次募集・二次募集分） 

区分 事業名 分野 開催時期 会場 実施団体 

参加 「鉄染」展 美術 

2021 年 1 月 9 日 

1 月 30 日～2 月 14
日 

オンライン・UMIE＋ UMIE＋ 

発信 箏ルネッサンス北九州 
伝統
芸能 

2021 年 4 月 11 日 
黒崎ひびしんホール 大
ホール 等 

NPO 法人和楽啓明 

参加 
ＭAＰ玄関口プロジェクト
2021 

美術 
2021 年 4 月 1 日～
12 月 31 日 

門司区各所 
門司港アート・ 

プラットフォーム 

参加 
おしゃれコンサート(仮副
題：～モンゴルの風ととも
に～） 

音楽 2021 年 4 月 10 日 ウェルとばた 中ホール 
ピアノ演奏グルー
プ『未来』 

発信 
ＷＡＫＡＺＯＮＯタウンパ
レード 

賑わい 2021 年 4 月 25 日 
ＪＲ城野駅～小倉南図書
館 

WAKAZONO タウンパ
レード実行委員会 

参加 
始めよう!!高齢者ケアに紙
芝居祭り＠北九州 2021 

文芸 2021 年 5 月 8 日 
ウェルとばた会議室（予
定） 

瀬尾 寿巳雄 

参加 
第２回 無形文化遺産 狂
言へのお誘い 

伝統
芸能 

2021 年 5 月 16 日 ウェルとばた 大ホール 北九州狂言愛好会 

参加 

ハープフレンズ森ん子結成
20 周年コンサート～アジア
の楽器の可能性を世界に広
げよう～ 

音楽 2021 年 5 月 22 日 ウェルとばた 大ホール 
ハープフレンズ森
ん子 

参加 愉快な仲間たちコンサート 音楽 
2021 年 5～8 月予
定 

市内の公民館、市民セン
ター 

松本 優哉 

参加 夢追いジャズコンサート 音楽 2021 年 7 月 18 日 
北九州芸術劇場 大ホー
ル 

夢追いコンサート
実行委員会 

参加 
「東アジア文化都市北九
州」指定記念 能楽とアジ
ア芸能交流大会 

伝統
芸能 

2021 年 8 月 21 日 
八幡東生涯学習センター
尾倉分館 

北九州能楽連盟 

参加 東アジア文化交流会 音楽 2021 年 8 月予定 
八幡東区 JICA 体育館又は
小倉北区大手町練習場
（予定） 

北九州アジア悠友
会（北九州アジア
倶楽部） 
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区分 事業名 分野 開催時期 会場 実施団体 

参加 
石川晃 長哲也 ファゴッ
トフェスティバルin北九州 

音楽 
2021 年 9 月～11
月の間 

ウェルとばた 大ホール
（予定） 

音楽復興プロジェ
クト KUROKaーWa 

発信 

野鳥と藝術がつなぎ創造す
る「住みよいまち」づくり
～スラバヤ市と北九州市の
環境・芸術グリーンネット
ワークのための種まき～ 

美術 
2021 年 9 月の 10
日間 

響灘ビオトープ 
北九州ビオトープ
ネットワーク研究
会 

参加 
「東アジア文化都市北九
州」開催記念 日中書の祭
典 

生活
文化 

2021 年 9 月 9 日～
11 月 29 日 

美術館アネックス 
北九書の祭典委員
会 

参加 
やはたアートフォレスト
2021～パレットの樹～ 

賑わい
2021 年 9 月初旬～
11 月下旬頃 

八幡中央区商店街等 
やはたアートフォ
レスト実行委員会 

参加 大体２㎜「中庭の迷子」 
舞台
芸術 

2021 年 9 月予定 
枝光本町商店街アイアン
シアター 

大体２㎜ 

参加 東アジア文化麺類学会 食文化
2021 年 10 月～11
月 

旦過市場 大學堂 大學堂 

発信 

やはたアートフォレスト
2021～パレットの樹～関連
企画「遠賀川神話の芸術祭
2021」 

美術 
2021 年 10 月 2 日
～10 月 31 日 

八幡中央区商店街 等 
八万湯プロジェク
ト実行委員会 

発信 KITAKYU JAZZ STREET 2021 音楽 2021 年 10 月 31 日 井筒屋クロスロード 等 

Kitakyu 

JazzStreet 

実行委員会 

参加 
「東アジア文化都市北九
州」指定記念 大正琴ひま
わりコンサート 

音楽 2021 年 10 月予定 ウェルとばた 大ホール 
北九州大正琴文化
連盟 

参加 
中国民族コンサートの実施
事業 

音楽 2021 年 10 月予定 
黒崎ひびしんホール 大
ホール 

ＮＰＯ法人北九州
市大連交流協会 

参加 

（仮称）フェッロ・マンド
リンコンサート「東アジア
の風」～フェッロ・マンド
リーノ北九州 第 78 回定期
演奏会～ 

音楽 2021 年秋 未定 
フェッロ・マンド
リーノ北九州 

発信 第 3 回小倉城竹あかり 賑わい 2021 年 10～11 月 小倉城周辺 
小倉城竹あかり実
行委員会 

参加 

まちなかストリートライブ
2021 
（東アジアミュージックフ
ェアの日） 

音楽 
2021 年 11 月（ま
つり企業祭時） 

八幡中央区商店街 
中 央 町 連 絡 協 議
会・結 

参加 
東アジア 2021「絆」コンサ
ート 

音楽 2021 年 11 月 13 日 
黒崎ひびしんホール 中
ホール 

詩・童謡を愛する
会 

発信 
「朝鮮通信使～雨森芳洲・
誠信の交わり～」（仮題） 

舞台
芸術 

2021 年 11 月 20 日
～21 日 

北九州芸術劇場 大ホー
ル 

北九州文化連盟 

参加 親子で楽しむ落語会 
生活
文化 

2021 年 12 月 12 日 北九州芸術劇場 小劇場 
ＮＰＯ法人 古典
落語を守る会 

発信 
チャンチャン劇団第28回定
期公演 

障害者 2021 年 12 月 北九州芸術劇場 中劇場 
ＮＰＯ法人 ｃhａ
nｃhａn 夢企画 

参加 
森鴎外「舞姫」の世界～尺
八・お話・歌・ピアノ・舞
踊による～ 

舞台
芸術 

2021 年 12 月 
ケイト・ミュージックカ
フェ 

山﨑 箜山 
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区分 事業名 分野 開催時期 会場 実施団体 

参加 
Japanese Musical「僧清虚
PriestSeikyo」没後 170 年
公演（仮） 

舞台
芸術 

2021 年 12 月予定 三宣楼 
偉人「僧清虚」没
後 170 年プロジェク
ト 

参加 SPRING CONCERT 音楽 2021 年 
黒崎ひびしんホール 大
ホール 

コンフォート・ウ
インドアンサンブ
ル 

参加 
「花鳥風月」によるアジア
文化を体感できる１DAY ワ
ークショップ 

音楽 2021 年 旧古河鉱業若松ビル 花鳥風月 

参加 
北九州フルートアンサンブ
ルコンサート～ヤオヤオ・
リウ氏を迎えて 

音楽 2021 年 旧大連航路上屋 ホール 
北九州フルートア
ンサンブル 

参加 
第11回学生平和太鼓フェス
ティバル 

音楽 2021 年 
紫江’ｓ前水上ステージ
（予定） 

太鼓と平和を考え
る学生連絡協議会 

参加 
平家物語抄録 琵琶朗読劇
「波の下の都」at 門司港三
宜楼 

舞台
芸術 

2021 年 三宣楼 関門時間旅行 

参加 広い河の岸辺コンサート 音楽 2021 年 
子どもの館 子どもホー
ル 

広い河の岸辺コン
サート実行委員会 

参加 
（仮称）2021 朝韓日中文化
芸術公演「TOPPA!!」 

音楽 2021 年 12 月 18 日 北九州芸術劇場 中劇場 福岡朝鮮歌舞団 

参加 
留学生による男茶会～チー
ム茶道 2021～「宇宙由来の
雨」 

生活
文化 

2021 年 小倉城庭園 
ＮＰＯ法人 学研
都市留学生支援ネ
ットワーク 

参加 

第 8 回 東田サスティナブ
ル国際会議～サステナブル
社会に貢献する芸術を楽し
く体験～（仮） 

総合 2021 年 
北九州市環境ミュージア
ム等 

東田サスティナブ
ル国際会議実行委
員会 

参加 大里赤煉瓦縁日 2021 賑わい 2021 年 赤煉瓦プレイス 
ＮＰＯ法人 門司
赤煉瓦倶楽部 

参加 
北九州スカイランタンフェ
スティバル 

賑わい 2021 年 門司港レトロ 親水緑地 
（一社）門司港ま
ちの情報センター 

参加 
北九州カルチャーデイズ”
UP DATE KITKYUSHU" 

賑わい 2021 年 小倉北区 
UPDATE KITAKYUSHU
推進協議会 

発信 

東アジア文化都市北九州開
催記念 

門司港駅前キャンドルナイ
ト 

賑わい 2021 年 門司港駅前広場 
（一社）門司港ま
ちの情報センター 

参加 

ようこそ！EＣＯと ART の
街、北九州へ 「東アジア
文化都市北九州」巨大バナ
ーをみんなで作ろう 

美術 2021 年 リバーウォーク北九州 
art ＆ experience 
nuritashi 

参加 
みんなのすみたいまち お
えかきキャラバン 2021 

美術 2021 年 市内各所 
特定非営利活動法
人あそびとまなび
研究所 

参加 
第 5 回Ｍ展 異色美術家７
名の個性 

美術 2021 年 D3 ギャラリー 
北九州ミケランジ
ェロの会 

参加 演劇公演『エピソードⅡ』 
舞台
芸術 

2021 年 
赤煉瓦プレイス BRICK 
HALL 

エピソード開催委
員会 
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区分 事業名 分野 開催時期 会場 実施団体 

参加 
劇団言魂九州ツアー 北九
州公演 

舞台
芸術 

2021 年 
枝光本町商店街アイアン
シアター 

劇団言魂 

参加 
二番目の庭＃019「大選
挙」 

舞台
芸術 

2021 年 
生涯学習総合センター 
ホール 

二番目の庭 

発信 
北九州市大学生演劇合同公
演 

舞台
芸術 

2021 年 
黒崎ひびしんホール 中
ホール 

北九州市大学生演
劇ネットワーク準
備委員会 

発信 
ライブシアター「白象くん
がやってきた」2021～古の
道をたどって 

舞台
芸術 

2021 年 
黒崎ひびしんホール 大
ホール 

白象くんがやって
来た実行委員会 

参加 
講談・映画にみるアジアの
絆（金印～遣唐使～そして
未来へ） 

ﾒﾃﾞｨｱ 

芸術 
2021 年 小倉昭和館 

シネクラブサポー
ト会 

発信 

北九州市民映画祭～アジア
の空（Kitakyushu 
 citizens screening Asian 
movies festival） 

映画 2021 年 市内各所 
北九州しねま研究
会 

※事業内容・開催日については、今後変更される可能性があります。 

2020 年実施済事業 

区分 事業名 分野 開催時期 会場 実施団体 

参加 
アズ漫画☆イラスト展示～
東アジアの同人作家の作品
を招いて～ 

ﾒﾃﾞｨｱ 

芸術 

2020 年 7 月 15 日
～21 日 

リバーウォーク市民ギャ
ラリー 

アズ漫画研究会 

参加 
朗読劇「黒い雨－八月六日
広島にて、矢須子」 

舞台
芸術 

2020 年 7 月 18 日 
北九州芸術劇場 大ホー
ル 

北九州市民劇場 

参加 
北九州市のアニメ・マン
ガ・映画による日本文化体
験プログラム 

ﾒﾃﾞｨｱ 

芸術 

2020 年 7 月 23 日
～25 日 

文学サロン 荻原 桂子 

参加 
come! Experience asian 
culture 

音楽 
2020 年 7 月 31
日、10 月 24 日、
11 月 21 日 

ココクル平野 多世代交
流スペース くるくる 

ＮＰＯ法人わくわ
ーく 

参加 
フリーペーパー「さらくら
のふもとにて」発行事業 

賑わい
2020 年 8 月～2021
年 12 月 

北九州市及び近郊の店舗
及び公共施設 

佐野 美智子 

参加 
北九州ページェント（野外
劇） 

舞台
芸術 

2020 年 8 月 9 日 小倉城庭園前 劇団青春座 

参加 
「杉田久女生誕 130 年久女
の句を書く」大塚婉嬢書作
展 

生活
文化 

2020 年 10 月 7 日
～11 日 

インテリアギャラリー 
オリーブの木 

大塚 順子 

参加 
島田亜希子マリンバコンサ
ート Vol.14「アジアのう
た」 

音楽 2020 年 10 月 23 日 北九州芸術劇場 小劇場 島田 亜希子 

参加 小倉織 2020 美術 
2020 年 10 月 28 日
～11 月 3 日 

小倉井筒屋 小倉織協同組合 

参加 RISING SUN 国際映画祭 
ﾒﾃﾞｨｱ 

芸術 

2020 年 11 月 6 日
～8 日 

門司ブリックホール、赤
煉瓦麦酒館 

RSIFF Organization 
group 
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区分 事業名 分野 開催時期 会場 実施団体 

参加 
「東アジアのみんなと共に
舞い踊ろう！北九州市の創
作日舞コンサート」 

舞台
芸術 

2020 年 11 月 7 日 若松市民会館 大ホール 若竹会 

参加 
トークショー「アニメがつ
なぐ北九州とアジアの未
来」 

ﾒﾃﾞｨｱ 

芸術 
2020 年 11 月 14 日 オンライン 

北九州さぶかるち
ゃ～協会 

参加 

「東アジア文化都市2020北
九州」指定記念子ども・留
学生の能楽とアジアの芸能
交流会 

伝統
芸能 

2020 年 11 月 22 日 レディスやはた 
子どもに能楽を勧
める会（英扇会） 

中止事業 

区分 事業名 分野 開催時期 会場 実施団体 

発信 

時代を超え、国境を越えて
繋がるうたう街、つむぐ
音、響きある心ー《歓喜の
歌》演奏会 

音楽 中止 北九州ソレイユホール 
北九州グランフィ
ルハーモニー管弦
楽団 

発信 音と舞で紡ぐアジアの絆 音楽 中止 ウェルとばた 
（社）北九州市社
会福祉協議会 

参加 
音楽の絆 ～第 5 回北九州
市ジュニアＯＢオーケスト
ラ演奏会～ 

音楽 中止 ウェルとばた 大ホール 
北九州市ジュニア
ＯB オーケストラ 

参加 
地域活性化まちなかかがや
き作品展 

障害者 中止 きくわか商店街 等 
（公財）北九州市
身体障害者福祉協
会 
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フレンドシップ事業（広報連携事業） 

東アジア文化都市北九州２０２０▶２１の期間中に開催される様々な文化芸術事業に対し、ロゴ
の使用やホームページの掲載等を通じた一体的なフレンドシップ事業を展開します。 

◆対象期間  2020 年３月 1日から 2021 年 12 月 31 日まで 
◆対象事業  以下のいずれかに該当する事業 
① 市内に拠点を有する法人またはこれに準ずる団体（任意団体を含む。一定の規約

を有し、代表者が明らかである団体）が実施する事業 
② 北九州市の後援を受けている事業 
③ 連携中枢都市圏「北九州都市圏域」で開催される文化芸術事業で、自治体が主催

又は共催する事業 
◆募集期間  2021 年 11 月末まで随時受付 

交流事業 

文化芸術を通じて東アジアの多様な文化に触れるとともに、相互理解・連帯感を深めるため、

北九州市、中国・紹興市、敦煌市並びに韓国・順天市の 4都市間で文化交流事業を実施しま

す。また、2020年の開催都市である揚州市とも引き続き交流を図ります。 

文化交流事業では、市民の皆様が中国や韓国の多様な文化に触れることができる機会を設け

るとともに、青少年の開催都市間の相互派遣を行い、文化の多様性への理解や視野の広い人

材育成を図り、継続的な友好関係を築きます。 

中国・紹興市 中国・敦煌市 韓国・順天市 

開幕式典 未定 未定 
2021 年 5 月 14 日(金) 

～15 日(土)

閉幕式典 未定 未定 
2021 年 11 月 19 日(金) 

～20 日(土)

交流事業 

未定 未定 

コミック・フェスティバル

（2021 年 6 月）   

東アジア青少年芸術祭 

（2021 年 8 月）     等

≪北九州市で実施予定の交流事業≫ 
▶書と文芸（2021 年 8月 27 日～9月 12 日） 

日中韓 3か国の文化である「漢字」をテーマとする展示会を開催し、各都

市の書家による交流を図ります。（再掲：コア事業・文学） 

▶ふるさと写真展（2021 年夏） 

本市、中韓の開催都市の市民から募集した「ふるさと自慢」写真の写真展

展を開催します。

※事業内容・開催日については、今後変更される可能性があります。 
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閉幕式典 

東アジア文化都市北九州2020▶2１の成果を確認し、日中韓４都市による交流を未来へつな

ぐ閉幕式典を開催します。 

開催時期：2021年１１月２８日（日） 午後      

会   場：北九州芸術劇場 大ホール 

 ≪プログラム≫  

●オープニング公演「書道パフォーマンス」 
出演：福岡県立八幡中央高等学校 芸術コース 書道部 

     ●文化交流公演 

【中国及び韓国 開催都市】 

    各都市から派遣される文化使節団 による文化交流公演 

【日本・北九州市】フィナーレステージ～地元文化の饗宴～（仮称）

日中韓文化大臣会合及び関連事業【国主催事業】  

日本の東アジア文化都市開催都市である北九州市で 202１年の日中韓文化大臣会合の開催

が予定されています。日中韓文化大臣会合とあわせ、日中韓芸術祭など併催事業が予定され

ています。（開催時期未定） 

 【参考：2017年開催時の事業（開催都市：京都市）】 
▶ 日中韓文化大臣会合 
文化大臣会合において、翌年の「東アジア文化都市」の開催都市が正式に決定し
ます。

▶ 日中韓芸術祭 
3 か国の優れた伝統文化を現在の芸術的発展の成果を紹介することを目的とした
芸術祭の開催。

▶ 日中韓文化芸術教育フォーラム 
3 か国の文化芸術教育に携わる専門家（行政官、研究者等）による国際シンポジ
ウムの開催。

▶ 東アジア文化都市サミット 
これまでの東アジア文化都市開催都市の首長等が参加し、「東アジア文化都市」
事業の成果を共有するとともに、今後の東アジアにおける都市間文化交流のあり
方等について議論する都市サミットの開催。 
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広報計画

市民をはじめ、国内外から多くの方々に「東アジア文化都市北九州２０２０▶２１」へ参加してい

ただき、まち全体が盛り上がるよう、３つの方針に基づき、広報活動を展開します。 

①  「統一感」のある広報活動 

ロゴマークを軸とした統一的なビジュアルによる屋外広告を展開します。市有施設

のみならず、街なかや商業施設等の集客（ＰＲ）が見込める施設において、様々な

ツールを用いて積極的に広報を行います。 

（ＪＲ小倉駅改札上シール） 

（ミクニワールドスタジアム横断幕）                      （小倉駅モノレール橋脚シール） 

また、ロゴマークを用いたノベルティをイベント来場者等に配布し、日常的に使用

してもらうことで、ＰＲ効果を高め、東アジア文化都市の認知度向上につなげま

す。 
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（ピンバッジ・ウェットティッシュ・マスク）                           （紙袋） 

②  「連帯感」のある広報活動 

 各種事業を「点」ではなく「線」でつなげていくことで、広報の強化を図ります。

各種事業の「東アジア文化都市北九州 2020▶21」における位置付けを踏まえた広報

に努め、メディアとタイアップしたシリーズ企画などに取り組みます。

（これまでの実績） 
       ・ＮＨＫ「きたきゅーラジオ」 
       ・ＲＫＢ「今日感テレビ」「池尻和佳子のトコワカ」 

・Air Station Hibiki「発信！！かがやきステーション」  など 

③ 「市民参加型」の広報活動 
 アクセシビリティを高めた公式ホームページにより情報提供を行うとともに、市民
が自由に対話できるプラットフォームである公式ＳＮＳ（Facebook、Twitter、
Instagram）を運用します。 
また、YouTube の専用チャンネルにおいて、「アートでつなぐ未来プロジェクト」で
市内のアーティスト等が制作等した動画を公開し、文化芸術に触れる機会を創出し
ます。 

（公式ホームページ（イメージ））                   （YouTube専用チャンネル（イメージ）） 

 2020年は、新型コロナの影響により多数のイベントが延期・中止となりましたが、2021年
は、「コア事業」への集客を目指し、積極的にイベント等の情報発信を行います。 
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市民参加の取組 

多くの市民に「東アジア文化都市北九州」に参加いただき、まちの魅力を再発見し、文化芸
術の力でまちの未来を盛り上げていくため、市民参加の取組みを進めていきます。 

▶市民企画事業（パートナーシップ事業）への参加【再掲】 
  ・開催時期：2020 年 4月から 2021 年 12 月まで 
  ・会  場：市内各所 
  ・開催内容：多くの市民が作り手として参加する機会を

設け、東アジア文化都市の開催を盛り上げ
るため、市民による企画事業「パートナー
シップ事業」を開催します。 

        今後、企画の追加募集を実施するととも
に、北九州芸術劇場や響ホールで開催する
事業については、北九州市芸術文化振興財
団と連携して支援を行います。 

▶北九州未来創造芸術祭「ART for SDGｓ」における取組み【再掲】 
 （１）「（仮称）ミュージアムツアーfor SDGs」 

  ・開催時期：2021 年 4月 30 日（金）、5月 6日（木）、7日（金） 
  ・会  場：北九州市立美術館、北九州市立自然史・歴史博物館、東田地区 
  ・開催内容：次世代を担う小学生が SDGs をテーマに制

作した作品を鑑賞することで、その感性を
高め、SDGs を推進する人材の育成を図りま
す。 

 （２）小・中・高校生の施設入館料の減免 
  ・開催時期：2021 年 4月 29 日（木・祝）～5月 9日（日） 
  ・会  場：北九州市立美術館、北九州市立自然史・歴史博物館 
  ・開催内容：ART for SDGs 開催期間中の若年層の入場を促進し、作品の鑑賞機会

を提供するため、美術館、博物館への小・中・高校生の入館料を減免
します。 

 （3）アート作品制作への参加 
  ・開催内容：市民参加型のアート作品の制作・展示のほか、市民が回収した漂着ご

みを活用した作品の制作・展示等、市民がアーティストと共に作品を
制作する場を創出します。 

▶映画の鑑賞機会の提供 
  ・開催時期：2021 年秋 
  ・会  場：市内映画館等 
  ・開催内容：若者に映画の街としての本市の文化を身近に感じてもらうため、本

市ゆかりの映画作品等を無料で鑑賞できる機会を提供します。 
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▶日中韓の東アジア文化都市による「ふるさと写真展」の実施 
  ・開催時期：2021 年夏 
  ・会  場：北九州市立美術館分館 
  ・開催内容：本市や中韓の東アジア文化都市の市民から作

品を募集し、「わがまち文化自慢」として文
化資源や人物などを紹介する「映える」アー
ト写真展を開催します。 

▶（仮）魅力発信 スタンプラリー 
  ・開催時期：2021 年 9月上旬から 2021 年 11 月下旬まで 
  ・会  場：市内の文化観光施設等 
  ・開催内容：2021 年コア期間に合わせて市内の文化観光施設等の周遊を促進し、

北九州市の文化や環境に触れ、北九州の魅力を発見・発信するとと
もに、地域のにぎわいづくりを目指したスタンプラリーを実施しま
す。 

▶“未来へつなぐみんなの笑顔”Instagramプロジェクトの実施 
  ・開催時期：2021 年 3月 30 日（火）まで  

（2021 年 4 月以降も継続予定） 
  ・開催内容：市民が「東アジア文化都市北九州」の様々なイベ

ントに参加して撮影したポートレート写真に、ハ
ッシュタグをつけてインスタグラムに投稿してい
ただき、笑顔の記録を未来につなげていきます。 

2020 年実施済事業

▶ KitaQ Music Days～ARTでつなぐ新しいカタチ～ 
  ・開催時期：2020 年 10 月 17 日(土)、18 日（日） 
  ・会  場：勝山公園 大芝生広場 
  ・開催内容：新型コロナウイルス感染症への不安がある中、新しい生活様式に即

した安全なイベント開催を実施することで、民間事業者の事業再開
の促進や市民が安全に文化に触れる機会の創出を図りました。 
イベントでは、受付時の検温・消毒や、こまめな会場内の消毒など
を徹底しながら、プロ・アマチュアのアーティストや学生によるス
テージプログラムや地元の食や特産品等のマルシェ、ワークショッ
プを実施したほか、ユーチューブやテレビ・ラジオでライブ配信す
ることで、来場しなくとも楽しめる新しい楽しみ方を提案しまし
た。 

（投稿写真のイメージ） 

高校生による書道パフォーマンス入場時の検温・消毒の徹底
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感染症対策 

コロナ禍において、市民の皆様に安心してイベントに参加していただくために、新しい生活様
式をふまえ、「イベント開催時における感染症対策マニュアル」を策定しました。今後、東アジ
ア文化都市の関連事業は本マニュアルに基づき実施していきます。 
また、関連事業者の方々にもご覧いただき、イベントを開催時の参考資料としてご活用いただ
くため、当マニュアルをホームページにて公開しています。 

＜配布場所＞ 
東アジア文化都市公式ホームページからダウンロードいただけます。 
https://culturecity2020-kitakyushu.com/未分類/「イベント開催時における感染
症対策マニュアル-2/

39



令和２年度日本博を契機とする文化資源コンテンツ創成事業 



東アジア文化都市２０２０北九州実行委員会 
北九州市小倉北区城内１番１号 ℡:093-582-2390 

（北九州市市民文化スポーツ局東アジア文化都市推進室内）


