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 NEWS RELEASE 

アクロス・ランチタイムコンサート vol.93 

OBSESSION 

 

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、国際的に活躍する日本が誇るクラシックピアニスト三舩優子と、独自のスタイルでさまざまなジャンルを凌

駕する感性のドラマー堀越彰によって結成されたOBSESSIONが初登場。 

クラシックピアノとドラムのアンサンブルが化学反応を起こし、耳馴染みのあるクラシックの名曲に「高揚感」と「疾

走感」という命が吹き込まれ新しい風を起こした、世界でも稀なデュオの演奏をどうぞご体感ください。 

 

［ 日 時 ］ ２０２２年７月１５日(金) １２：００開演 

 

［ 会 場 ］ アクロス福岡 B2F イベントホール 

 

［ 出 演 ］ 

 

ピアノ／三舩優子 

ドラム＆パーカッション／堀越 彰 

 

［ 曲 目 ］ ボロディン：ダッタン人の踊り 

ドビュッシー：月の光 

バーンスタイン：「ウエストサイド・ストーリー」メドレー  ほか 

 

［ 料 金 ］ 全席指定 １，０００円 

 

 

     
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ先                                          

【報道関係の方】事業グループ／吉田・福浦       TEL：092-725-9317／FAX：092-725-9102 

【お客様（掲載用）】アクロス福岡チケットセンター    TEL：092-725-9112 

https://www.acros.or.jp/events/12826.html
https://www.acros.or.jp/events/12826.html
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アクロス・ミュージアムコンサート in 福岡県青少年科学館 

アクロス福岡 ミュージアムコンサートは、アートと音楽を同時に楽しめるオリジナルコンサート。 

展覧会やイベントの内容に沿った選曲でお送りしています。 

福岡県青少年科学館で、ミュージアムコンサートを開催するのは初めてとなります。 

「星と音楽の夕べ」という、季節の星空巡りとコンサートを楽しんでいただく人気の企画にあわせての 

開催です。 

 

［ 日 時 ］ ２０２２年７月２日（土） １８：３０～２０：００ 

［２部構成］ 

第 1部：18：30～19：00 七夕限定の星空解説 

第 2部：19：10～20：00 アクロス・ミュージアムコンサート 

［ 会 場 ］ 福岡県青少年科学館 １階コスモシアター（久留米市東櫛原町 1713） 

［ 出 演 ］ 

 

ヴァイオリン／山下大樹（九州交響楽団 第２ヴァイオリン首席） 

ヴァイオリン／飯田拓斗（九州交響楽団） 

ヴィオラ／橋本和樹 

チェロ／宇野健太 

［ 曲 目 ］ H.マンシーニ：ムーン・リバー 

タケカワユキヒデ：銀河鉄道 999   

J.ハイドン：弦楽四重奏曲 第 78番 変ロ長調 op.76-4「日の出」 ほか 

 

［参加申込］ プラネタリウムとコンサートのセットになっています。 

※要参加費： 一般 620円、児童・生徒 310円 

※要 申 込： 2022年 6月 2日（木）から受付開始中。 

福岡県青少年科学館へ電話（TEL:0942-37-5566）、または福岡県青

少年科学館へ直接来館のうえ、お申込みください。 

※対  象： 小学生以上(幼児不可、小・中学生は保護者同伴) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

※ 記事掲載いただく場合は下記番号を掲載お願いします 

福岡県青少年科学館 ＴＥＬ：０９４２－３７－５５６６ 

お問い合わせ先                                          

【報道関係の方】事業グループ／吉田・福浦       TEL：092-725-9317／FAX：092-725-9102 

【お客様(掲載用）】福岡県青少年科学館         TEL：0942-37-5566 

「星と音楽の夕べ」コンサート写真（福岡県青少年科学館） 

https://www.acros.or.jp/events/12865.html
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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） 

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 ］ 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 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 

写真・画像素材提供可 

https://www.acros.or.jp/events/12885.html
https://www.acros.or.jp/events/12885.html
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福岡の職人さんを応援しようプロジェクト 

工芸品マルシェ＆夏休み子ども手作り体験 
 

福岡には国県指定工芸品をはじめ、様々なジ

ャンルの工芸品があります。それらの作品を作

り出す職人さんを応援するプロジェクトがこ

の工芸品マルシェです。 

第３弾目になるマルシェでは、福岡県在住の

工芸士や作家１３名が大集合し、夏にぴったり

のお洒落なもんぺや日常使いしたい新感覚の

博多織のアクセサリー、サクラやメイプルなど

約２０樹種２００点から選べる自然な木目が

魅力のカッティングボードなど、「暮らしの中

の工芸品」をテーマに約１，０００点の作品を展示販売します。 
また、夏休みの自由研究にぴったりの貴重な手づくり体験も１７体験でき、触れながら工芸品やア

ートに親しむこともできます。 

本イベントの趣旨をご理解いただき、ぜひとも告知・取材にご協力いただきますようお願い申し上

げます。 

 

［ 日 時 ］ ２０２２年７月２２日(金)～２４日(日)  
10：00～18：00（22 日は 11：00～、24 日は 16：00 まで） 

［ 会 場 ］ １F アトリウム、円形ホール  

［ 料 金 ］ 入場無料 ※体験は有料 

［ 主 催 ］ 公益財団法人アクロス福岡  

  
 

 

＜出展者（１３名）＞ 

・博多織（深堀由美子、田代和子） 

・久留米絣（野村織物、江頭眞弓）  

・小石原焼（圭秀窯、上鶴窯、元永陶苑窯） 

・博多人形（田中勇気） 

・草木染紬織（長谷川夕美子） 

・木工（江頭良治） 

・ガラスアート（Glass atelier Lin） 

・ハワイアンリボンレイ（Yukiko Lokahi Lani） 

・クレイアート（くれい BOXあーと 園田美和） 

お問い合わせ先                                       

【報道関係の方】 事業グループ／萩原 hagihara@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 
 

https://www.acros.or.jp/festival_2022_children/
https://www.acros.or.jp/festival_2022_children/
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夏休み子ども手作り体験 

＜１７体験＞ 事前申込不要 

会場 アクロス福岡 1階アトリウム、円形ホールほか 

時間 22日 11:00～17:00 23日 10:00～17:00 24日 10:00～15:00 

久留米絣（野村織物）以外は随時受付 

 

＜会場 １階アトリウム＞ 

 

■博多織（深堀由美子・田代和子）・草木染紬織（長谷川夕美子）■  

約 30分／小学生以上（葉書作りは未就学児～） 

・ミニがま口作り 1,000円  

・オリジナルデザインの葉書作り 500円 

・くるみボタン作り 500円 

くるみボタンはヘアゴムもしくはピンブローチにしてお渡し可。 

３体験とも博多織と草木染紬織の生地を使用予定。 

 

■久留米絣（江頭眞弓）■ 

約 60分～／小学高学年以上  

・ティーマットの刺し子体験（藍染め・キナリの布）各 1,000円 

 

 

■小石原焼（圭秀窯、上鶴窯、元永陶苑窯）■ 

約 30分～／未就学児～  

・小石原焼 クレヨン絵付け 1,500円～（焼成・送料込み） 

好きなお皿を選んで、クレヨンで絵付け体験をします。 

 

■木工（江頭良治）■ 

約 10分～／未就学児～ 

・手作りの木のボタンで作るストラップ 800円 

 たくさんの木の種類の中から好きなボタンを選び、ストラップを作ります。 

 

＜会場 １階コミュニケーションエリア＞ 

 

■博多人形（田中勇気）■ 

約 40分／未就学児～ 

・博多人形の絵付け 1,650円 

 

■夏の自由研究に使える！８種類の伝統工芸品の手作りキット販売■ 

 

お問い合わせ先                                       

【報道関係の方】 事業グループ／萩原 hagihara@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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＜会場 １階円形ホール＞ 

 

■久留米絣（野村織物）■ 

約 40分（11時～、12時～等、1時間ごとに受付）／未就学児～ 

・鈴箱つくり 550 円 

生地を選んで、鈴の入った四角いお守り「鈴箱」を作ります。 

・ミニランドセルづくり 1,100円 

  生地を選んで、小さなランドセルを作ります。 

 

 

 

■クレイアート（くれい BOXあーと 園田美和）■ 

約 30～40分／未就学児～ 

・キーホルダー作り（3×3㎝） 500円  

・缶ケースにデコ（直径 10cm） 1,500円  

・パフェを作ろう（高さ 10cm） 1,500円  

 

 

 

 

 

■ガラスアート（Glass atelier Lin）■ 

約 20分／未就学児～ 

・ガラスの箸置き作り 1,200円（送料込み） 

 ガラス板の上に小さなガラス粒を並べ、箸置きを 2個作ります。 

 ＊電気炉で焼成するため 2週間後に送付します。 

 

 

 

■ハワイアンリボンレイ（ Yukiko Lokahi Lani）■ 

約 30分／小学生以上  

 

・ブレードバッグデコレーション 800円 

・フワフワパイナップルはイヤリング orマグネット 2個 800円 

・ストローシュシュ 500円 

・パイナップルフラワーフレーム 500円 

色々な種類のリボンを縫ったり、編んだりします。 

 

 

 

 

 

お問い合わせ先                                       

【報道関係の方】 事業グループ／萩原 hagihara@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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アクロス福岡 #Ｕ18（アンダー18）展 

 

 2022 年の夏休みに、福岡県内で文化や芸術活動に情熱を注ぐ、U18（アンダー18）の祭典

がスタートします。10代の創作・研究活動を応援、そしてその活動について自らの言葉（メ

ッセージ）とともに紹介する作品展です。初年度は高校生に注目します。 

 

【参加校】 

■7月 25日（月）～7月 31日（日）  

大牟田高等学校 美術部 

 全国高校総合文化祭にて入選された美術部による作品を

中心に展示します。また同期間コミュニケーションエリア

にて大牟田観光協会の観光展と、大牟田高校生徒が開発し

た商品「みっけ！高菜」「のり Gra」を販売します。 

 

  ■8月 1日（月）～8月 7日（日）  

福岡県立朝倉高等学校 史学部 

   史学部部員研究による昔の広告チラシ「引札（ひきふだ）」

の展示と、｢幻の八郎様祭｣の研究発表を行います。また８

月７日にコミュニケーションエリアにて朝倉観光協会の

物産展と、史学部と地元の菓子店とのコラボ商品｢為朝（た

めとも）饅頭｣を販売します。 

 

  ■8月 8日（月）～8月 12日（金）  

福岡県立太宰府高等学校 芸術科 

文部大臣賞受賞、国際美術展受賞など県内でもトップクラ

スを誇る美術科と書道科の生徒による作品の展示をします。 

  

■8月 15日（月）～8月 21日（日）  

九州産業大学附属 九州高等学校 造形芸術科 

県内美術展にて入選された作品のほか、全国大会にて受賞及び入選された作品を展示します。 

 

お問い合わせ先                                                                                                               

【報道関係の方】地域文化チーム 里見 satomi@acros.or.jp  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 

［ 期  間 ］ 2022年 7月 25日(月)～8月 21日(日) 

［ 時  間 ］ 10：00～18：00（初日は 12：00から最終日は 16：00まで） 

［ 会  場 ］ アクロス福岡 2Fメッセージホワイエ 

［ 主  催 ］ 公益財団法人アクロス福岡、各開催高等学校 

https://www.acros.or.jp/news/2019.html
https://www.acros.or.jp/events/12794.html
https://www.acros.or.jp/events/12795.html
https://www.acros.or.jp/events/12796.html
https://www.acros.or.jp/events/12797.html
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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７月４日（月）～７月１０日（日） 

第 5回 せいぼうの楽描き展 

主催／荒平せいぼう 

18年前より「叫び」をテーマに制作活動をしています。 

私の身の回りのモチーフや、周辺の出来事を「わたしの叫び」として絵画で

表現しています。 

今回、連日のようにウクライナの戦争の報道を見て悲惨な状況を「わたしの

叫び」として表現した作品「ウクライナの涙」の連作を展示いたします。 

 

 

２０２２年７月１１日（月）～７月１７日（日） 

彫紙アート九州グループ                

主催／樋口久美子 

彫紙アートは、5枚以上、多い時は 100枚以上の重ねた紙を、ナイフで一枚

一枚切り抜き制作した立体作品です。 

近くで見ると彫刻のような立体感を、遠くからは版画のような画面を楽しめ

る新しいアートです。ひとつの作品でも、色や紙質の組合せで印象が変わ

り、バリエーションは無限です。その魅力を、皆様に知っていただきたく、

今回 2度目で 4年半ぶりの展示となります。 

重なった紙の立体感や細かいカッティングから生まれる、独創的な作品をお

楽しみいただければ幸いです。 

 

 

２０２２年７月１８日（月・祝）～７月２４日（日） 

第 7回 写人(シャトウ)クワトロ写真展                

主催／写人(シャトウ)クワトロ 

写人(シャトウ)クワトロの「クワトロ」とはスペイン語で数字の 4からきて

います。写真教室や活動を通じて知り合った、年齢も撮影ジャンルや経歴も

様々な 4人のカメラマンが集まりました。皆、持ち前の感性とエネルギーで

より良い作品作りに挑戦を重ねるメンバーです。 

写真展は発表の場として、また在福写真家の交流の場所として年 1回開催し

ています。今回も個性を活かした多彩な作品展となっています。 

 

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   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 

「晩秋」 

https://www.acros.or.jp/events/12791.html
https://www.acros.or.jp/events/12792.html
https://www.acros.or.jp/events/12793.html
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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７月４日（月）～７月１０日（日） 

市制施行５０周年 「七夕の里おごおり」パネル展         

主催／小郡市・（一社）小郡市観光協会 

「七夕の里」と呼ばれる小郡市は、今年で市制施行 50周年を迎えました。

小郡市の魅力を PRするパネルや短冊・七夕笹を設置していますので、ぜひ

お楽しみください。この機会に、あなたの願いを短冊に込めてみませんか。

（１２点展示） 

 

【関連イベント】 

7/10(日)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 

 

２０２２年７月１１日（月）～７月１７日（日） 

祖母・傾・大崩ユネスコエコパーク～自然と人との共生～         

主催／祖母・傾・大崩ユネスコエコパーク推進協議会 

大分県と宮崎県にまたがる祖母・傾・大崩（そぼ・かたむき・おおくえ）ユ

ネスコエコパークの急峻な岩峰や美しい渓谷、周辺の豊かな自然や美しい里

山風景の魅力を写真等でご紹介するとともにドライブコースなどの情報をお

届けします。（約２０点展示） 

 

２０２２年７月１５日（金）～７月１６日（土） 

大刀洗町さくら市場 

主催／大刀洗町さくら市場 

今年もやってきた大刀洗町のさくら市場！２日間限定で出店します。旬の枝

豆やとうもろこしなどの新鮮野菜に、漬けものや手づくりかりんとう、マス

クや小物雑貨など、種類豊富に揃えています。少しのぞいてみませんか？ 

 

２０２２年７月１８日（月・祝）～７月２４日（日） 

この夏、くまもと旅へ～自然満喫の旅～ 

主催／熊本県福岡事務所 

豊かな大自然の中、夏を楽しむアウトドアレジャーを中心に、熊本地震や令

和２年７月豪雨から創造的復興を続けている、新たな熊本の観光の魅力をご

紹介いたします。（約１０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  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 

https://www.acros.or.jp/events/12808.html
https://www.acros.or.jp/events/12809.html
https://www.acros.or.jp/events/12810.html
https://www.acros.or.jp/events/12811.html
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２０２２年７月２５日（月）～７月３１日（日） 

アクロス福岡 ＃Ｕ18（アンダー18）展 連動イベント 

福岡県大牟田市観光ＰＲ展 

主催／福岡県大牟田市 

大牟田市の魅力を発信するパネル展を実施します。大牟田市動物園や、大牟

田市ともだちや絵本美術館をはじめとした観光施設やフォトスポット、お土

産など、お出かけにぴったりの情報をお届けします。 

（１４点展示） 

 

 

【同時開催】 

7/30（土）、31（日） 

大牟田の物産品販売 （主催／大牟田観光協会） 

大牟田発祥の「早生みかん」は、潮風と太陽の恵みを一身に浴び、甘さと

酸味が絶妙な極上のみかん。それを最も美味しい時期に収穫し、まるごと

搾った濃厚ジュース「蜜柑搾り」や、大牟田発祥「三池高菜」を使用し、

ピリッとした風味が自慢の「大牟田高菜めんべい」など、大牟田の”美味

しい”をたくさん販売します。ぜひこの機会にお立ち寄りください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

【お客様(掲載用)】アクロス福岡文化観光情報ひろば         TEL：092-725-9100 

 

世界文化遺産 

三池港「光の航路」 

撮影：ふるい

け博文 

 

蜜柑搾り 

（みつかんしぼり） 

https://www.acros.or.jp/events/12812.html
https://www.acros.or.jp/events/12812.html
https://www.acros.or.jp/events/12884.html

