
と　き 行事名 ところ 時間 入場料 団体名

10月１日（火）～
６日（日）

第44回洗
せ ん し ん

心書美術展
・高齢者作品展
第44回洗心書道
成人部全国展

田川市美術館 ９時30分～18時 無料 洗心書道
（☎26-0183）

10月６日（日） 吟詠道英
え い ほ う か い

峰会秋季吟詠大会 田川青少年
文化ホール

　９時30分～
16時30分 無料 吟詠道英峰会

（☎28-2382）

10月６日（日） 田川市人材バンク
歌謡教室発表会

田川青少年
文化ホール 10時～16時 無料 田川市人材バンク歌謡教室

（☎090-8400-2437）

10月14日（月祝）
第６回令和元年度

「伊能忠敬の歩いた道」
ウォーキング

いいかねP
パ レ ッ ト

alette 10時～15時
講演会無料

ウォーキング
1,000円

（小中高500円）

田川郷土研究会
（☎090-2854-6639）

10月16日（水）～
27日（日） 第56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

（☎44-6118）

10月20日（日） 三
み う ら

浦丈
ひ ろ あ き

明米寿を祝う集い 田川青少年
文化ホール

　９時30分～
17時30分 無料 三浦丈明音楽事務所

（☎090-7160-0280）

10月20日（日）
THE★T

ト リ プ ル

RIPLE★
T

ス リ ー

HREE★+
プラスワン

１★発表会
（みやこ町文化連盟）

豊津公民館 14時～14時40分 無料
THE★TRIPLE★
THREE★+１★

（☎42-0876）

10月26日（土）～
27日（日）

池
いけのぼう

坊田川西・東支部
合同文化祭

田川文化センター
（展示場ホール）

26日：10時～17時
27日：10時～16時 無料 田川華道連盟

（☎090-8402-6893）

10月26日（土） 春日神社神待祭 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27日（日） （秋）研修会 川端町公民館 14時～17時30分 無料 雪
せつざんりゅう

山流九州雪山会
（☎42-6862）

10月27日（日） 第35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30分 無料 うぐいす音楽学院

（☎090-8763-7977）

10月27日（日） 2019カラオケ発表会 田川青少年
文化ホール ９時～16時 無料 古木歌謡教室

（☎090-9795-3859）

11月４日（月祝） 第37回こども音楽祭 田川文化センター 　12時30分～
15時30分 無料

田川市教育委員会
文化生涯学習課 文化係

（☎44-2000、内線572）

11月10日（日） 日本舞踊和
なごみ

の会
チャリティー公演

田川青少年
文化ホール 13時～17時 2,000円 日本舞踊和の会

（☎090-2580-7737）

11月６日（水）～
10日（日） 第20回静動書作展 田川市美術館

ギャラリーA ９時30分～18時 無料 静動塾
（☎44-5863）

11月17日（日） ダンスの響宴
（飯塚総合文化祭）

イイヅカ
コスモスコモン

中ホール
14時～15時 無料 フラ・オ・プア・メリア

（☎72-5997）

11月19日（火） 怪談・牡
ぼ た ん

丹燈
と う ろ う

籠 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23日（土祝） 鷹羽会勉強会 直方いこいの村 12時30分～15時 無料 三味線鷹羽会
（☎44-5624）

11月24日（日） 第44回チャリティー発表会 田川市民会館
講堂 11時～15時 無料 伊達ミュージックスクール

（☎080-1723-0237）

11月24日（日） ゴーゴー歌謡祭 田川青少年
文化ホール

　９時30分～
16時50分 無料 ゴーゴー五月会

（☎090-1973-3991）

※内容など詳しくは各団体に問い合わせください。

令和元年度

秋の市民文化祭参加団体 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）

マイクロドローンレース
　100ｇ以下のマイクロドローンを使って、商店街
でレースを行います。初めてでも簡単に操縦できま
す。ドローンレーサー体験をしませんか。
●ところ　お酒の生粋横（旧野田家具店）
●参加費　300円
●対　象　マイクロドローンの操縦が１人で行える人    
　　　　　※年齢は問いません。　 
●申し込み方法　レース参加希望者の氏名、年齢、
電話番号、メールアドレス（任意）を明記し、メー
ルまたは電話で申し込み。

※申し込み後、レース開始時間などの案内をします。
※当日のレース開始15分前までに会場にいない場
合、参加ができないことがあります。

●申し込み 　☎080-8562-5810（大森）
　メール drone.tagawa@gmail.com 

イベントについての詳細は、
随時インスタグラムなどで発信中。
●申し込み・問い合わせ
　伊田商店街振興組合（☎44-6161）

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　伊田商店街アーケード内

タイ人のみなさんがつくる本場の味！
グリーンカレーの販売
●ところ　メンズショップ蝶矢横　

地域おこし協力隊ＯＢＯＧプロデュース
豪華景品が当たる！
たが輪投げハロウィーンカップ
今回はトーナメント戦。予選を突破して、トーナメン
トに進もう！
※予選は、輪投げの輪を４個入れることが条件です。
●ところ　京呉服のおの屋前
●参加費　100円　

HAPPY TIMEマルシェ
ハンドメイド雑貨や飲食、楽しいワークショップの出店
●ところ　福岡銀行伊田支店横

いいかねPalette×tasコーヒー
猪国バーガーとコーヒーの販売
●ところ　エトウ福祉用具前　

こども竹笛塾ハロウィーンコンサート
●ところ　フリースペースおりじ前

第5回 たがわｄｅハロウィーン
文化を学ぼう！英語で遊ぼう！
「Trick or Treat?」の合図で、みんなでお菓子をもらおう!
●ところ　フードショップ湯口前（旧石川書店）
　　　　　※受け付けを行います。
●対　象　小学生以下　※保護者同伴
●参加費　無料　※仮装をしてください。　 
●申し込み　　伊田商店街振興組合（☎44-6161）

ずこう舎こどもアートスタジオ
ｉｎいたまち商店街
　本市在住のアーティスト佐土嶋洋佳さんによる
楽しいワークショップがいっぱい。詳しくは「ずこ
う舎」フェイスブックページまたはインスタグラム
（zukousha_studio）をご覧ください。
●ところ　大月堂本町横（旧石川商店）
●参加費　1,000円　※申し込み不要

トリックオアトリート

さどしま       ひろか

要事前申し込み

要事前申し込み

トーナメント16時開始

タ スパレット

ワークショップやドローンレース、たが輪投げなど、楽しいイベントが
盛りだくさん。みんな、仮装して伊田商店街に集まろう！
ワークショップやドローンレース、たが輪投げなど、楽しいイベントが
盛りだくさん。みんな、仮装して伊田商店街に集まろう！
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