
本年も「秋のいたまちイベント」が開催されます。
イベント当日は、仮装に身を包んだ子どもたちが
元気いっぱいに大集合。
ハロウィーン一色に染まった商店街を
みんなで満喫しませんか。

in 伊田商店街

●申し込み・問い合わせ
　伊田商店街振興組合（☎44ー6161）

ふうじ市
①ふうじ市売り出し・各個店の売り出し
②おかみさんのお惣菜販売
③認知症カフェ「笑いヨガ」
●ところ　リトロボココイタ

ハンドメイド雑貨や飲食が多数出店します
●ところ　福岡銀行伊田支店横

HAPPYTIMEマルシェ
両日開催

参加者
募集!!

たがわdeハロウィーン
絵本とお話でハロウィーンを学び、英語にも挑戦!
●ところ　　湯口商店前
●対　象　　小学生以下　※保護者同伴　　
※参加無料、仮装をしてください

要事前申し込み

14時：ペアの部 16時：個人の部

地域おこし協力隊プロデュース たが輪投げ2018秋の陣

ハロウィーンカップ
ひとつ星ペアチケットやプリペイドカード、秋の実り
などが当たる輪投げ大会！
●ところ　リトロボココイタ前
●参加費　100円
※参加者には、ハロウィーン当日に限り使える買物
券をプレゼント

●申込締切　ペアの部：10月17日（水）17時
　　　　　　個人の部：当日　14時

●ところ　　リトロボココイタ

いたまち応援隊と田川市社会福祉協議会による

楽しいゲームと
ふうじくんグッズの販売

●ところ　　フリースペースおりじ前
ハロウィーンコンサート

要事前申し込み

●ところ　　大月堂伊田店横
紙サラダinハロウィーン

中村禎仁
な か む ら  さ だ ひ と

と　き 行事名 ところ 時間 入場料 団体名

10月１日（月）～
11月30日（金）

田川創作炭坑節宗家
月

さ く

咲S
シ ー ド

EED
デビューアニバーサリー

マンス

田川市郡内、
福岡市、北九州市

ほか

詳しくは
問い合わせ
ください

無料
田川市さのよいミュージアム

（☎ 090-4999-5264）
（家

い え ろ う

楼新
に い さ ん

山）

10月７日（日） 田川市公民館まつり
田川病院文化祭

田川青少年
文化ホール ９時30分～15時 無料 ちりめん小物と布遊び

（☎42-8092）

10月８日（月祝） 「伊能忠敬の歩いた道」
ウォーキング

［講演］ 風治八幡宮
［解散］ 一本松駅　

［受　付］
９時30分
［講演会］
10時～11時

［ウォーキング］
12時～15時

［講演会］
無料

［ウォーキング］
300円

小・中・高校生
無料

田川郷土研究会
（☎090-2854-6639）

10月13日（土） うたごえ喫茶 伊田商店街内
おりじ 13時～15時 無料

こどもネットワーク
"CoCo田川"

（☎090-9652-5437）

10月14日（日） 秋季吟詠大会 田川青少年
文化ホール ９時～17時 無料 吟詠道英峰会

（☎28-2382）

10月14日（日） 三
み う ら

浦丈
ひ ろ あ き

明作曲家生活
60周年公演

田川青少年
文化ホール ９時～17時 無料 三浦丈明歌謡研究所

（☎ 090-7160-0280）
10月16日（火）～
10月28日（日） 第55回 公募田川美術展 田川市美術館 ９時30分～18時 無料 田川美術協会

（☎26-3235）

10月21日（日） 人材バンク歌謡教室発表会 田川青少年
文化ホール 10時～16時30分 無料 田川市人材バンク歌謡教室

（☎090-8400-2437）

10月27日（土） 神待祭奉納神楽 春日神社　拝殿 18時30分～22時 無料 春日神社岩戸神楽保存会
（☎44-4495）

10月28日（日） 古木歌謡教室
カラオケ発表会 2018

田川青少年
文化ホール ９時30分～15時 無料 古木歌謡教室

（☎090-9795-3859）

10月28日（日） 第34回 花の演歌まつり 福智町
地域交流センター ９時30分～17時 無料 うぐいす音楽学院

（☎ 090-8763-7977）

10月28日（日） 漢詩、和歌、俳句 研修会 筑豊ハイツ 14時～19時 無料 雪
せつざんりゅう

山流九
きゅうしゅう

州雪
せ つ ざ ん か い

山会
（☎ 0947-42-6862）

11月4日（日）
第43回

伊達ミュージックスクール
発表会

田川市民会館
講堂 10時30分～15時 無料 伊達ミュージックスクール

（☎080-1723-0237）

11月11日（日） 第36回 こども音楽祭 田川文化センター 12時30分～
16時30分 無料

田川市教育委員会
文化生涯学習課

（☎44-5745）

11月13日（火）～
11月18日（日）

第30回
MOA美術館

田川児童作品展
田川市美術館 ９時30分～18時 無料

MOA美術文化
田川ネットワーク

（☎22-0404）

11月17日（土） "The 4th"
Hula O Pua Melia

飯塚
コスモスコモン

中ホール
13時～16時 前売 1,500円

当日 2,000円
フラ・オ・プア・メリア

（☎72-5997）

11月18日（日） 和の会 チャリティー公演 田川青少年
文化ホール 13時～16時30分 2,000円 日本舞踊和の会

（☎ 090-2580-7737）

11月23日（金祝） 劇団NLT公演「毒薬と老嬢」 田川文化センター 18時30分～21時
詳しくは

問い合わせ
ください

田川市民劇場
（☎44-6380）

11月25日（日） 西の会 九州大会 えーるぴあ久留米 11時～15時 無料 三味線鷹羽会
（☎44-5624）

11月25日（日）
チャリティー 20周年

徳
と く し げ

重須
す ま こ

磨子カラオケ教室
発表会

田川青少年
文化ホール ９時20分～17時 無料 徳重須磨子カラオケ教室

（☎090-8400-2437）

※内容など詳しくは各団体に問い合わせください。
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