
詳細は、HPにてご確認下さい

福岡城52万石『夏の陣』

福岡市周辺から20店舗を超えるカレー屋さ
んが集合します！
また、アコースティックの演奏や雑貨などの
出店もあり、誰でも楽しめる内容となってお
ります！

福YOKAカレーフェス

日 時 9月24日（土)･25日(日)

舞鶴公園　鴻臚館広場

日 時

場 所
主催 株式会社suemasu
お問合せは、インスタグラムメッセージよりお願いします。

7月23日（土）･24（日）
12:00-20:00（雨天決行）
舞鶴公園　鴻臚館広場

日 時日 時

場 所
主　　催 福岡城52万石実行委員会　　　　　お問合せ fkuoka.castle52@gmail.com
後　　援 福岡観光コンベンションビューロー

■ステージパフォーマンス＆餅まき
■女鷹匠　■トランクマーケット
■城スイーツ・城グルメ
　第2回52万石グランプリ決定戦

イ
ベ
ン
ト
例

楽しいイベント盛りだくさん!!

制作・発行：令和4年7月
セントラルパーク構想関係事業者連絡会議（事務局 （公財）福岡市緑のまちづくり協会）

9:30－17:30 

特別展の為、通常と観覧料金が異なります。

一　般  1,600円 
高大生  1,100円
小中生   　  700円

7月1日(金)－8月21日(日)

福岡市美術館　2階特別展示室

1979年11月に開館して以来、重要文化財を含む茶道具、仏教
美術のほか、九州出身の近代洋画家、ミロ、ダリ、ウォーホル
をはじめとする20世紀の作家の作品、さらには現代美術作品ま
で、世界的な名品を含む約16,000点の幅広いコレクションを収
集・保存してきました。2019年3月にリニューアルオープンし、
市民の憩いの場として、歴史、文化、観光の発信拠点として、多
くの人に親しまれています。

開館時間 9:30-17:30
 ※入館は閉館の30分前まで

休 館 日 月曜日
             ※月曜日が祝日・振替休日の場合はその
 後の最初の平日

 092-714-6051
 一般200円(150円）、
 高大生150円(100円）、中学生以下無料
 ※（　）内は20名様以上の団体料金

ホームページ

福岡市美術館

2022

※休館日＝月曜日
　7月18日（月･祝）は開館、翌19日（火）が休館

日 時日 時

場 所

抹茶サービス

昭和59年、大濠公園開設50周年を記念して築造
した庭園。約1.2haの敷地に、大池と築山の大池
泉庭、曲水の流れ、枯山水庭、数寄屋造りの茶室
と露地庭等が配置され、園路を廻遊出来ます。

ホームページ

大濠公園 日本庭園

お抹茶とお菓子の提供を行っています。
料金は500円（日本庭園入場料は別途）。

日 時 毎月第3火曜日 9:30-16:30
（休日の場合はその翌日、お菓子終わり次第終了）

日本庭園茶会館内

日 時

場 所

日 時日 時

場 所

日 時日 時

インスタグラム

ホームページ

ホームページ

夏

○地下鉄をご利用の場合
「赤坂駅」「大濠公園駅」より徒
歩7～８分
○バスをご利用の場合
「大濠公園」「福岡城・鴻臚館前」
「福岡市美術館東口」
「大手門・平和台陸上競技場入
口」より徒歩５～８分
○マイカーをご利用の場合
都市高速「天神北ランプ」「西公
園ランプ」より約３キロ

Access

舞鶴公園
ホームページ

大濠公園
ホームページ

tupera tupera のかおてん．

tupera tupera《かおカオス》
撮影：吉次史成

tupera tupera《床田愉男》
撮影：阿部高之

絵本を中心に活躍中の大人気クリエイティ
ヴ・ユニットtupera tupera（ツペラツペラ）。
「顔」をテーマに、彼らがおりなすユーモアと
驚きにみちた世界をお楽しみください。

※入館は閉館の30分前まで
※毎週金・土曜日は20:00まで開館

夜間割引：毎週金・土曜日の17:30以降に入場の場
 合は、一般のみ500円引き
 （他の割引と併用不可）

LINEアプリを使って謎解きをしよう！
ふくおか官兵衛くんといっしょに『福岡城謎解きタイムトラベル！』

受付場所 福岡城むかし探訪館
開館時間 スタート受付時間 10:00-15:00
 ゴール確認時間 10:00-16:00
 　　　　　　（三の丸スクエア）
 複数日にかけてプレイすることもできます
 500円（１アカウントにつき）
開催場所 福岡城跡（舞鶴公園）内
参加方法 福岡城むかし探訪館で参加料をお支払い
 ください。
 なお、LINEを使用しますので予めLINE登録
 していただく必要があります。
 福岡城むかし探訪館
 092-732-4801

新風の会
初秋の日本庭園で、お抹茶とお菓子はいかがでしょうか。

子供将棋教室

8月1日、2日、3日

日本庭園茶会館　

子供将棋教室を開催します。講師の指導のもと、将棋の基本的なルールはもちろん
対戦においての礼儀や作法などについても子供達に楽しく学んでいただきます。

お問合せ　大濠公園 日本庭園

1,000円（入場料・お抹茶・お菓子付き）

9月25日(日) 時間未定

営業時間 11:00～21:30
 (ラストオーダー21:00)
お問合せ 080-6693-7025 (11:00〜21:30)
 　  info@bbq-maizuru.jp

舞鶴公園BBQGARDEN
大濠公園駅3番出口から徒歩5分！
手ぶらでBBQ&ビアガーデンを満喫できます。
海鮮付きプランの他、飲
み放題のオプション、持
込プランなどメニューをお
選びいただけます。

 9:00-18:00（10-4月は9：00～17：00）

 月曜日/年末年始
 （12月29日～1月3日）
 ※月曜日が休日の場合はその直近の平日

 092-741-8377
 FAX 092-401-6611  
 個人 一般250円 児童120円
 団体 一般200円 児童100円
 ※児童は15才未満

日 時日 時

場 所
問 合 せ

問 合 せ

問 合 せ



三ノ丸
広場

ボートハウス
　 大濠パーク

日本庭園
福岡管区気象台

大濠テラス

福岡武道館

福岡市美術館

能楽堂

鴻臚館広場

鴻臚館跡
展示館

天守台跡

多聞櫓

（伝）潮見櫓

下之橋
御門

福岡城・鴻臚館前

福岡城むかし探訪館
黒田茶屋

大濠公園
舞鶴公園

至赤坂駅

荒戸1丁目

荒戸1丁目
黒門

大濠公園

スターバックス
コーヒー

三の丸スクエア
福岡城舞遊の館

名島門

藤園

ボタン・シャクヤク園

ハナショ
ウブ園

ツツジ園

平和台陸上競技場

大手門・平和台
陸上競技場入口

  福岡市
美術館東口

大濠公園駅

上之橋
御門

スイレン
花期/5ー 9月

ハス
花期/6ー 8月

期　間 7/25（月）～ 8/19（金）
 ※8/11,13,14,15日はお休み
 雨天荒天中止
時　間 8：40 ～ 8：50
場　所 舞鶴公園 陸上競技場
 東側 2番テニスコート前

まいづる朝のラジオ体操
お寝坊さんでも間に合う

福岡城 舞遊の館
舞鶴公園のフォトジェニックな立地を生かし、着物散策レンタ
ルからプロカメラマンによる和装撮影まで提案しています。夏
の時期は浴衣のレンタルがスタート！
購入プランや着付けプランもあり！手ぶらで来店可能なのでお
気軽にご来店下さい。 ホームページ

問合せ 福岡城 舞遊の館 092-707-3191

開催
日時

みどりのまちマルシェ 公園に畑を持ってきちゃいました！
身体や環境に優しい食べ物が集まります。 
公園へのお散歩がてらお買い物ができる
のも、魅力のひとつです。 facebookやイ
ンスタグラムでも情報発信中！ 

7/ 2 3、8/ 2 7、9/ 2 4
1 0:0 0－1 4:0 0

狂言野村万蔵家一門の年に一度の福岡の
公演が３年ぶりに開催。
人間国宝・野村萬の「萩大名」、野村万
禄の「川上」のほか、野村万蔵の「六地
蔵」は子供も楽しめる人気の曲です。
お見逃しなく。

※天候やその他の理由で中止となる場合があります

大濠テラス　～八女茶と日本庭園と。～ボートハウス大濠パーク

営業時間 9：00～20：00
※月曜日（祝日の場合は翌日）

福岡市中央区大濠公園1-9
092-401-0275（1F & LOCALS）

ホームページ

インスタグラム

ボートハウス大濠パークは、４つの店舗からなる飲食複合施
設です。
フランス料理の花の木、カフェレストランのロイヤルガーデン
カフェ、フローズンヨーグルトのピンクベリーとベーカリーを
販売しているパークショップ、レンタルボートのパークボート
と地域のお客様や大濠公園に来られる観光のお客様に喜ん
で頂ける施設を目指しております。

各店により異なります。
詳しくはHPをご覧ください。

開館時間
休 館 日 
電話番号

ボートハウス大濠パーク
092-406-4568

浴衣プラン【要予約】全プラン着付け付き

浴衣1日レンタル
￥3500
※子供浴衣、
　大人浴衣あり

親子でレンタルペア割プラン
￥5000

浴衣購入＆着付けプラン
￥5000～　
※160㎝から対応
浴衣持ち込み着付け
￥1000
オプション
ヘアセット￥1500～￥2000

8月6日（土）、7日（日）
※月曜日、8月13日・14日・15日は店休日

10:00-16:00

日 時

遊びながら鴻臚館について学ぶ、体験学習です。
体験　復元古代衣装を着て、古代チーズつくり
学習　歴史と食を学ぶ鴻臚館クエスト
　　　正解者には、ちょっぴりプレゼントあり
　　　 注)古代チーズには牛乳を使います。

一人2,000円　※希望日５日前までに予約してください。

松席 9,000円

竹席 6,000円
（シニア65歳以上3,500円〈60席限定〉、
ティーチャー教職員4,000円）
梅席 4,000円
（スチューデント小～大学生1,500円）
※未就学児入場不可。全席指定

大濠公園能楽堂　萬狂言 福岡公演

チケット取扱い
大濠公園能楽堂　092-715-2155
オフィスミラソール　092-741-0204
ヨロズチケット　　0120-807-305（平日11:00 ～18:00）

株式会社萬狂言
03-6914-0322（平日11:00 ～18:00）

日 時 8月6日（土）
14:30 開演

問合せ

出店時間 10:00-17:00
 （出店日は不定期）
 HPにてご確認ください。
場　　所 舞鶴公園 三ノ丸広場、
 鴻臚館広場
お問合せ 舞鶴公園管理事務所
 092-781-2153

大濠公園能楽堂
（福岡市中央区大濠公園1-5）

場 所

7：00-21：00　
不定休
092-717-2880

ホームページ

スターバックスコーヒー福岡大濠公園店

営業時間
場   所
問 合 せ

公園の自然の中でコーヒーが楽しめる店舗として、
公園の景観維持に努めたデザインとなっています。
内外壁や家具には木材を多く使用し、大きな窓か
らは公園内の景色をお楽しみいただけます。

大濠公園を象徴する池の水の景観、また、公園の
緑の景観を眺めながら、ゆっくりとくつろげる空間
をご提供いたします！
（１階）カフェ「＆ＲＯＣＡＬＳ大濠公園」、着物レ
ンタル「Yamato Tsunagari gallery大濠公園店」
（２階）レンタルスペース　

場   所
問 合 せ

毎月第4土曜日

問 合 せ

 ～8月末まで
 ※月曜日、8月13日・14日・15日は店休日

 10:00-16:00

日 時


