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1F ふくちのち
開館イベント

福智町図書館・歴史資料館

19
9:50~19:00 日

い
よ

い
よ

開

館を迎える「ふくちのち」。多彩なオープニングイベントで皆さんをお迎えします！

 9:50~
10:00
10:30~11:30
10:30~12:30
11:30~12:30
11:30~12:30
12:00~12:10
12:15~12:45
13:30~15:00
13:50~14:10

14:00~16:00
14:30~16:00
15:00~15:10
15:15~16:00
19:00

ものづくりラボで
なにしよう？
３Ｄプリンターなど最新の工作機器がそろう
国内屈指の工房「ものづくりラボ」。みなさ
んのアイデアを形にできる空間です。開
館イベントでは、機材のデモンストレー
ションやレーザー加工機を使った彫刻
体験などを行います。驚きの最新技
術を、ぜひ間近でご確認ください！

設立20年「ぶらんこ」の

ドグッキーを
つくろう！

土器にソックリなクッキーづ
くり。「お菓子考古学者」によ
る土器や歴史の説明もあり、
おいしく、楽しく、学べます！
３月17日　までにお電話（☎
28-4100）でお申込みください。
※定員になり次第締め切ります。
※小学２年生以下の場合は保護者同伴。

いよいよオープン

開館セレモニー
10時開館。金田中学校吹奏楽部

によるファンファーレ、開館バルー
ンリリースが開館を盛り上げます！

9:50~ 正面入口前

テープカット
誰でも参加できる開館記念テープ

カット体験。参加者には、カットし
たテープと参加証を記念にお渡ししま

す。ぜひお気軽にご参加ください。

開館お祝いステージ
田川のゆるきゃら大集合

図書館大作戦

管弦楽アンサンブル管弦楽アンサンブル

影絵と朗読とオーケストラ影絵と朗読とオーケストラ

岡垣ミューズオーケストラのメンバーによ
る管弦楽アンサンブル。心が優しく癒やされる

「音楽」「朗読」「影絵」による影絵音楽物語です。

オープニングイベントTIME TABLE

■福智町図書館・歴史資料館
　「ふくちのち」
開館前および休館日の問い合せ先
ふくちのち担当係 ☎28-4100
開館後の問い合せ先
ふくちのち ☎28-2855

ふくちのち INFO

ワクワク体験❶

お子さまでも簡単に作れ、
いろいろな使い方ができる

「くるみボタン」を作ってみ
よう！さまざまなハギレ
や生地を使って作りま
す。ぜひ作ることの楽
しさを感じてください。
※幼児の場合は
　保護者同伴。

つくるって、楽しい！つくるって、楽しい！

❷15:00~15:10 正面入口前
❶12:00~12:10 正面入口前

▶参加希望者は、安全な工夫をして「ハサ
ミ」を各自ご持参ください。「ハサミ」は館
内のキオスクで購入することもできます。

※小さなお子様は必ず保護者のかたと一緒にご来場ください。

乾杯！
お客さんと一緒に開館を祝って
乾杯。鳥越美奈館長がみなさん

に「ふくちのち」をご紹介します。

開館記念住民レセプション

12:15~ ワクワクワ広場
（館内中央広場）

※乾杯はノンアルコールのジュース（無料）です。

ワクワク体験❷

11:30~12:30 ものづくりラボ
▶先着 15人

ワクワク体験❸

鳥越館長

13:30~15:00 ものづくりラボ

ワクワク体験❹

❶10:30~12:30 クッキングラボ
❷14:00~16:00 クッキングラボ

ワクワクおはなし会

❶11:30~ おはなしのへや
❷14:30~ おはなしのへや

ボランティアグループ「ぶらんこ」
による読み聞かせ。きっと本の
世界にグッと引き込まれるはず。
対象：小学校低学年以下

すべて参加無料

開館記念トークイベント

クッキングパパの
うまか～、ふくちのち

田川地域のゆるきゃらと図書館長が
「悪の秘密結社」の「ヤバイ仮面」か
ら図書館を守るドキドキの展開に！？

15:15~16:00 ワクワクワ広場（館内中央広場）

13:50~14:10 ワクワクワ広場
（館内中央広場）

10:30~11:30 ワクワクワ広場 （館内中央広場）

昭和61年か
ら続く人気漫画

「クッキングパパ」
の作者・うえやまとち

先生による特別講演！

開館～４月９日　までを
「オープニングマンス」
と位置づけ、さまざ
まなイベントを
開催します！
詳しくは
→Ｐ.８

土器
※食べられません！

ドグッキー
※食べられます！

心の豊かさ
はぐくむ

へ 館内カフェも同日オープン！
福智町図書館・歴史資料館ふくちのち（福智町赤池970-2）

開館時間▶10：00～19：00
休館日▶毎週 　 、毎月１日
※３月20日　は記念式典のため休館し、３月21日　、４月１日　は開館します。

火

開館セレモニー
「ふくちのち」開館
開館記念トークイベント
ドグッキーをつくろう！❶【体験】
ものづくりラボでなにしよう？【体験】
ワクワクおはなし会❶
みんなでテープカット❶【体験】
みんなで乾杯
つくるって、楽しい！【体験】
開館お祝いステージ田川のゆるきゃら
大集合・図書館大作戦
ドグッキーをつくろう！❷【体験】
ワクワクおはなし会❷
みんなでテープカット❷【体験】
影絵と朗読とオーケストラ
閉館

イベントは16:00まで

2F
おはなしのへや

ものづくりラボ

ワクワクワ広場

クッキングラボ
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「ふくちのち」開館記念特別展
上野焼－発掘調査の出土品で
　　　　紐

ひも

解く歴史
福智町の上野の地に「上野焼」が開窯するに至る
歴史的な時代背景や、江戸時代を通じて上野焼が
利用されてきた事を発掘調査の出土品をもとにご
紹介します。実際に出土した陶片に触れることで、
匂いや質感も感じることができる開館記念展です。

期間▶3月19日日～5月7日日
会場▶「ふくちのち」企画展示室
時間▶10:00～19:00
休館▶３月20日　・および毎週 火

観覧無料

釜ノ口窯の発掘調査

「ふくちのち」開館記念式典特別講演
遠州の綺麗さびと上野焼
徳川将軍家茶道指南役・小

こ

堀
ぼり

遠
えん

州
しゅう

ゆかりの「遠
えん

州
しゅう

七
なな

窯
がま

」の一つとして今に伝えられている上野焼。今回、遠
州流茶道宗家・小堀宗実氏による講演が実現します。
席数に限りがございますのでお早めにお申込ください！

日時▶3月20日月（祝日）15:00～16:00
会場▶「ふくちのち」ワクワクワ広場（館内中央広場）

定員▶100人　　　　　 ※応募多数の場合は公開抽選

申込▶３月6日月～14日火に電話でお申込ください
申込先▶ふくちのち担当係 ☎ 28-4100
講師▶遠州流茶道宗家十三世家元 小堀 宗実 氏

参加無料

遠州流茶道宗家十三世家元。「茶
の湯を通して心を豊かに」をモッ
トーに、国内外で伝統文化を普
及。『日本の五感』など著書多数。

小堀 宗実 氏 Profile

江戸前期の大名茶人。従五位下
遠
とおとおみのかみ

江守であることから「遠州」と呼
ばれる。千利休、古田織

おり

部
べ

と続い
た本流を受け継ぎ、王朝文化を結
びつけた「綺

き

麗
れい

さび」の茶風を確立。
幕府の作事奉行としても手腕を発
揮した。（画像：遠州流茶道宗家所蔵）

小堀 遠州 1579-1647

400年以上の伝統を誇
る上野焼。その礎となっ
た伝統美を凝縮した器
が30点以上並びます。
1602年に上野焼を開窯
させた細川忠興は当時
を代表する大名茶人。
以来、藩主の器を作陶
する御

ご

用
よう

窯
がま

としての伝統
と格式を誇ってきました。
冴え渡る陶技と大名茶
陶の品格、上野焼の神
髄に触れることができる
貴重な企画展です。

期間▶3月19日日～4月2日日
会場▶「ふくちのち」特設ギャラリー
時間▶10:00～19:00
休館▶３月20日　・３月28日火

観覧無料

豊前小倉藩窯
上野焼展

祝

祝

上野焼
の伝統に迫る

町が誇る国指定伝統的工芸品

19
10:00~展示 日

ふ
く

ち
の

ち

の
開館を華 し々く飾る上野焼。400年をこえる歴史と伝統にスポットを当てます！

福智山
▲●●
●

●

豊前
筑前

菜園場窯

岩屋高麗窯
皿山本窯

釜ノ口窯

1602年に開
かい

窯
よう

した上野焼当初の
窯。41ｍにおよぶ連

れん

房
ぼう

式
しき

登
のぼり

窯
がま

の
跡がある。純真さと力強さを備え
た格調高い作風が特徴。

福智町上野釜
かま

ノ
の

口
くち

窯跡

小倉北区菜
さ

園
えん

場
ば

窯跡

開窯後から藩主・細川氏が肥
ひ

後
ご

に
移るまでの間に操業した窯。自由
奔放かつ、民需的要素の強い作
風が特徴とされている。

福智町弁城岩
いわ

屋
や

高
こう

麗
らい

窯跡

主に小笠原藩時代に操業した窯
で、多種多様の技法や釉

ゆう

薬
やく

が
特徴。上野焼では最長期間
240年以上稼働した窯。

福智町上野皿
さら

山
やま

本窯跡

北九州市

Agano
ware
since
1602

小倉城下にある全長16.6ｍの菜
さ

園
えん

場
ば

窯。細川忠
ただ

利
とし

の藩主時代に操
業したと考えられている。藩主の

「お楽しみ窯」的な存在。

上
野
焼
の

古
窯
跡

知
っ
て
お
き
た
い

～

ふくちのち開館と連携した上野焼
協同組合による展示会を開催！

時間▶10:00～17:00
休館▶ 3月21日火

期間▶3月19日日～26日日
会場▶上野焼陶芸館ギャラリー陶

上野の里同時企画
上野焼茶陶展
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「ふくちのち」開館記念

19
9:00~15:00 日

毎
年

好
評

のバルーンフェスタが今年もやってくる！ふくちのち開館を祝って同日開催！

 9:00~ 9:20
 9:20~ 9:50
10:00頃~10:30

11:30~12:00
12:00~12:10
12:15~12:50
13:00~13:30

14:10~15:00

開会セレモニー＆イベント紹介
ダブルダッチパフォーマンス
仮面ライダー エグゼイドショー（第１部）

風船芸人松下笑一の爆笑パフォーマンス
バルーンリリース
クイズ大会
仮面ライダー エグゼイド
ショー（第２部）
ミサンガライブ

▶ケバブサンド（キングケバブ）▶塩から
あげ（I FC伊藤家）▶イカ焼き（大阪み
なせん）▶カルツォーネ（マムズキッチ
ン）▶ソフトクリーム（ラッキーボックス）
▶串カツ（蔵司）▶ピザ（げんき畑）▶か
らあげ（天下とり）▶ジェラート（福智ブ
ランドファクトリー）▶豆乳チーズタル
ト（まめジェンヌ）▶はし巻（やきとり
美保）▶やきとり（ひまわり）▶たこ
焼き（平成筑豊鉄道）▶お好み焼
き（十四の月）▶直方焼きスパ（お
好み焼もすけ）▶パン（PANET）
▶ぜんざい（商工会女性部）
▶ドリンク類（商工会青年部）

目移りする魅力のメニューが満載！

まんぷくフードコート
筑豊地域を中心とした18のお店が集結。

参加受付 9：00～11：00

自慢のマシンで競え！

ミニ四駆大会

乗ってみてね

ミニちくまる号
イベントで恒例！ へいちくの
人気者「ちくまる」がデ
ザインされたミニ列車。

バルーン係留飛行

熱気球搭乗体験
8:00受付開始。上空20ｍか
ら見渡すふるさとの景色と
熱気球ならではの浮遊感を
ぜひ体感してみてください。

ピクニカ共和国

ふれあい移動
動物園

１人100円

１人200円

１人500円

「福天」バルーン
町のマスコットキャラ

クター「福天」の風船が
今回初めて作成され、

来場のみなさんにプレゼ
ント。無くなり次第終了と

なりますのでご了承ください。 ※画像はイメージです。

かわいい仲間
大集合！

アクセサリーや雑貨販売

HANAマルシェ

（小学生までは無料）

風翔軍の熱気球

「むつごろう」風翔軍の熱気球

「むつごろう」

300杯限定

しし汁ふるまい
食進会と猟友会の協力で「し
し汁」を無料でふるまいます。
10時～限定300杯。お早めに！

驚異の身体能力！

ダブルダッチ
松下笑一の

爆笑パフォーマンス
全国各地で年間1000を超えるパ

フォーマンスを行う風船芸人・松下
笑一 ( 吉本興業所属 )。軽快なリズムに

あわせて、さまざまなものを生み出します！

バルーンリリース
大迫力！3000個大迫力！3000個

注目の３ピースバンド注目の３ピースバンド

「ミサンガ」ミュージックライブ「ミサンガ」ミュージックライブ

結成10周年を迎え、九州
各地でツアーやライブを展

開している「ミサンガ」。アコー
スティックなサウンドがフェス

　　 タのフィナーレを飾ります。

子どもたちに大人気！

仮面ライダーエグゼイドショー
子どもたちに大人気！

仮面ライダーエグゼイドショー
仮面ライダーエグゼ
イドが福智にやってく
る！ ショーの後にはサ
イン会、写真撮影会
もあります。カメラは
各時ご持参ください。
場所：ワィ・ワィ・ワ広場
　　　ステージ

観覧無料

©2016 石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映

10：00頃～10：30
第１部

▶撮影会
10：30～11：00

13：00～13：30
第２部

▶撮影会
13：30～14：00

ワィ・ワィ・ワ広場
（福智町赤池970-2）

会場

19日　開館の「ふくちのち」の前広場で開催！

ステージイベントTIME TABLE

会
場

■フクチ夢バルーンフェスタ
イベントに関する問い合せ先
福智町商工会  ☎28-5055
主催：福智町商工会青年部
後援：福智町／福智町商工会／福智
　　　町教育委員会／下田川ライ
　　　オンズクラブ／筑豊地区
　　　商工会青年部連絡協
　　　議会／福智町社会
　　　福祉協議会

雨天時は「バルーン係留飛行」が中止となり、「ミニ
四駆大会」「HANAマルシェ」は勤労者体育館、そ
の他の催しは中央公民館で行われます。雨天の判
断は前日昼頃に決定し、町内放送でご案内します。

アクセスMAP

夢

ご来場プレゼント❶

ご来場プレゼント❷

ご来場のみな
さんに「わた
がし」をプレ
ゼント！年齢制
限はありません。

わたがし無料わたがし無料

動物取扱業 掲載義務内容　［登録番号］第4077500004号　［名称］ピクニカ共和国
［所在地］福岡県飯塚市八木山長倉2288番地　［種別］展示　［責任者］山本雅一
［登録年月日］平成19年6月8日　［更新年月日］平成24年6月7日　［有効期限］平成29年6月7日

福智の子どもたちの夢を乗せた約3000個の色
とりどりのバルーンを、盛大に大空へと放ちます。

場所：中央公民館

中央公民館

オープンクラス▶1,000円／ジュニアクラス▶500円

場所：中央公民館

9:20~9:50

11:30~12:00

12:00~12:10
バルーンリリース

14:10~15:00
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オープニング
マンス

イベント

福智町図書館・歴史資料館ふくちのち

　
   ４

月

上旬までの多彩なイベント！

273
月

基調講演「公共施設の今後（仮）」
講師：宮脇 淳（北海道大学公共政策大学院 教授）

１

報告会「ふくちのちができるまで、そしてできた後」
講師：大西麻貴（設計者）、鳥越美奈（ふくちのち館長）

２

「ふくちのち」による「まなび」の環境づくり
講師：嶋野勝（福智町長）、西川京子（九州国際大学 学長）
        鳥越美奈（ふくちのち館長）

３

11:00~ ふくちのち館内ツアー
12:00~ 受付
13:00~17:30 フォーラム

会場：人権のまちづくり館

263
日

かいけつゾロリがやって来るよ～！
子どもたちが大好きな「かいけつゾロリ」
がやってきます。読み聞かせ、写真撮
影会も開催！

（午前と午後の２回公演／１回約60分）
11:00~/14:00~ワクワクワ広場

（館内中央広場）

263
日

図書館総合展開催記念講演会
「館長はおでかけ中」～飛んでる館長奮戦物語

昔ばなし紙芝居と消防署 !? 来館者がど
んどん増える、未来を行く図書館の作り
方。地域とつながる図書館づくりを横浜
市で実践している名物館長の講演。
15:00~16:30 多目的室 （ふくちのち２階）

263
日

ふくちのち館内ツアー
館長によるふくちのち館内の解説付き紹介ツアーです。
17:00~18:00 ふくちのち館内

223
水
～

青陽会絵画作品展
「小さな旅の感動」をテーマに、福智の
風景など30点以上の作品が並びます。
10:00~17:00 ワクワクワ広場（館内中央広場）

青陽会 ※ 最終日は15:00まで主催
253

土

213
火
～

ちとてプロジェクト～道具とは～
「つくる」をささえる道具の仕組み
を考えながら、道具を作って大型
ＣＮＣマシンを製作。最後にマシン
と木材を使いモニュメントを作成！
（随時開催）ものづくりラボ

263
日

213
火

ふくちのち道中ひざくりげ
巨大なあやつり人形を使う大道芸人と
演奏者が愛知県から立ち寄り、開館を
祝ってパフォーマンスやライブを展開！

オザシキオンガクフェスティバル実行委員会
☎ 090-9562-6909（大石）

主催
16:00~18:00 ワクワクワ広場ほか （館内中央広場）

253
土

263
日

～

ふくちハッピータイムマルシェ
約20店舗のマーケットイベントです。
雑貨や飲食販売の販売もあります。

ハッピータイムマルシェ実行委員会主催

253
土

おはなし会
図書館スタッフやボランティアさんが
子どもたちに読み聞かせを行います。
11:00~/14:00~おはなしのへや

10:00~16:00 ワィ・ワィ・ワ広場（ふくちのち前広場）

 14
土

ふくちのちの中に時間限定のにぎやか
で楽しいマーケットがオープンします。
10:00~14:00 ワクワクワ広場（館内中央広場）

ふくちのち図書館マーケット
～図書館でマーケット?!～

 24
日

真打ちの落語家による落語や大喜利、林
家二楽師匠の見事な「紙きり」を披露！

（午前と午後の２回公演／有料座席あり）
※ 座席確保チケット販売予定（お茶・お菓子付）

ふくち演芸会
～図書館といえば落語でしょ～

11:00~/14:00~ワクワクワ広場 （館内中央広場）

本とあそぼう全国訪問おはなし隊
講談社から絵本550冊を載せたキャラ
バンカーがやってくる！ 絵本は自由に
閲覧できます。おはなし会も開催！
15:00~16:00 おはなしのへや・多目的室・駐車場

 84
土

9:30~ エクスカーション【要事前申込】

町内の史跡や文化に触れる観光ツアー283
火

※ ①②③の入れ替えの間、協賛社によるプレゼンテーションあり
※ ブース展示：ロビーにて協賛企業・団体によるブース展示を実施

図書館総合展 地方巡回フォーラム

●主催：図書館総合展運営委員会　●共催：福智町教育委員会
●後援：福岡県立図書館、専門図書館協議会、全国学校図書館協議会
　　     日本図書館協会

図書館総合展2017フォーラムin 福智町

参加無料
演芸会のみ
一部有料

図書館総合展2017フォーラムin 福智町


