
制作・発行：令和4年12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）

期 間 2023年1月5日（木）
　　 　　　　ー 2023年3月21日（火･祝）
 ※休館日＝月曜日
          （ただし、1月9日（月・祝）は開館）
　 　       

   9:30-17:30 　 
福岡市美術館　近現代美術室B 

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。

9:30-17:30
※入館は閉館の30分前まで

月曜日・年末年始(12月28日～1月4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
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福岡市美術館

2022
-23

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、園路を廻遊できます。
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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）。

冬

○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

企画展「第1回ホワイトウォールプロジェクト

3年に1度、気鋭のアーティスト1組に、壁面を
用いた新作を依頼し、あわせて隣接する展示
室（近現代美術室B）において、個展を開催し
ます。記念すべき第1回は、福岡の画家・田
中千智を取り上げます。

フラワーアレンジメント教室

日　時 12月10日(土)・2023年2月18日(土)
場　所 日本庭園茶会館　
料　金 ※詳細はHPでご確認ください

庭園デザイナー石原和幸氏を講師に迎え、クリスマスの
フラワーアレンジメントづくりに挑戦していただきます。
初心者も大歓迎！フラワーアレンジメントと冬の日本庭
園を満喫いただけます。 

お問合せ　大濠公園 日本庭園
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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）

場　所 日本庭園茶会館内

9:00-17:00（5-9月は9：00～18：00）

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
092-401-6611（FAX）
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

田中千智《地平線と道》2022 年

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！』

近現代美術室壁画は、2023年1月5日（木）～2025年12月末の3年間の展示となります。

田中千智展 地平線と道」

問 合 せ  福岡城むかし探訪館
 092-732-4801

受付場所 福岡城むかし探訪館
開催時間 スタート受付 10:00-15:00
 ゴール確認  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

料　  金 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。

ベトナム旧正月 テトイベント2023

日  時 2月11日（土祝）12日（日）
 10：00～16：00
場  所 舞鶴公園　梅園
問合せ 舞鶴公園管理事務所　
 092-781-2153

日  時 1月7日（土）8日（日）
 10：00～20：00(雨天決行)
場  所 鴻臚館広場
問合せ 092-260-9692

日本伝統芸能の猿まわし、乗
馬体験、植物を使ったワークシ
ョップなどのイベントを開催し、
少し早い春の訪れを、梅の開
花と共にお楽しみ頂けます。

旧正月テトを通じてベトナムの文化を体
験しよう｡

福岡城 梅まつり

日本伝統芸能 猿まわし

第一種取扱業登録証
株式会社二助企画/糸島市二丈吉井808-9/展示/第4060500008号/平成23年6月7日/
令和8年6月6日/大窪直樹

1000年続く伝統芸能「猿まわし」の
次世代猿enターテイメント！
お猿の”えん”はご縁の”えん”
出会った皆様と一緒に感動の公演を
作り上げます！
ご猿(縁)に感謝！

大濠公園池の観月橋から浮見堂までの欄干と公園入口付近の樹木をやさしい光で
装飾します。中の島のライトアップも合わさり、水面に映る幻想的な空間も魅力的
です。

大濠公園ウィンターイルミネーション
日  時 12月1日-25日
 17：00～21：00
場  所 福岡市中央区大濠公園1
問合せ 大濠・西公園管理事務所　
 092-741-2004
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梅の見頃は
2月上旬～2月中旬
早咲き～遅咲き約270本の
　紅梅・白梅が舞鶴公園の
　　梅園でご覧いただけます。

その他、下記のプラン
もございます。

福岡城 まゆの館
福岡のフォトジェニックな立地を生かし、散策着物レンタルか
らプロカメラマンによる和装撮影まで提案しています。2月に
は紅白の梅が咲き誇ります。絶好のロケーションを生かした
梅園や城内での和装撮影は1月からスタート！ご家族の思い
出や門出を記念に残します！ ホームページ

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！

 お野菜や果物、お菓子、お花に各種ワークショッ
プなど、こだわりの商品を幅広く展開しています。
　季節折々の舞鶴公園や生産者さんとの触れ合い
も楽しみながら、お買い物いただけます。 
現在、新しい仲間（出店者）も募集中です。
 facebookやインスタグラムでも情報発信中！ 

日本伝統文化の能楽を体験する、小中学生
を対象とした能楽教室です。今年で１４回目
の開催です。日常の作法も身につけながら
能の基本を学びます。今回は謡と仕舞に挑
戦してもらい、最終日には大濠公園能楽堂
の「ひのき舞台」で発表会です。          

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

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、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。

店休日、営業時間は、各店により異なります。
詳しくはHPをご覧ください。

梅園での和装撮影プラン【要予約】全プラン着付け付き

七五三撮影
￥29,800

着物Wedding撮影
￥35,000（平日）
￥40,000（土日祝）

卒業袴記念撮影
￥10,000

大濠公園能楽堂

日 時 12月26日（月）、12/27日（火） 10:00～15:00
 12月28日（水）発表会14:00～
場 所 大濠公園能楽堂（福岡市中央区大濠公園1-5）

問合せ 092-715-2155
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スターバックスコーヒー福岡大濠公園店
昼夜を問わずジョギングや散策などを楽しむ福岡
市民の憩いの場として皆様に愛されている県営大
濠公園内にあります。
福岡大濠公園店は、公園の景観の維持に努めた
デザイン、建設をし、環境に配
慮したグリーンストアとして生ま
れました。

大濠公園を象徴する水辺の景観、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　

開催
日時 年明けは3月からです。

10:00－14:00

※天候やその他の理由で中止となる場合があります

毎月第4土曜日

問合せ 092-406-4568

日 時 1月7日（土）－2月26日（日）10:00-16:00
 ※期間中の土・日・祝日対応(要予約）　※月曜日は店休日
問合せ 福岡城 まゆの館 092-707-3191　
  

黒田茶屋　炭火焼き芋販売

ワンヘルスパーク

※今春卒業する高校生
以下の学生

ご夫婦の記念日撮影
￥19,800

ねっとりと甘くて美味しい焼き芋を
販売しています。糸島市で農薬、化
学肥料を一切使わず育てた自慢の
安心安全な紅はるかや、美味しい
九州産サツマイモを炭火でじっくり
焼き上げました。サツマイモ作りの
様子はYouTubeで公開しています。

日 時 1月14日（土）－3月26日（日）
 毎週土・日曜日のみ販売
場 所 11:00-16:00
 

着付け後、プロのカメラマンが約50カット城内にてロケーション撮影。
写真データは後日メールまたはLINEでお渡しします。（CD-R納品の場合は別途
1,000円にて受付）

YouTubeインスタグラム

月曜日（祝日の場合は翌日）
福岡市中央区大濠公園1-9

7：00-21：00
不定休

場所 舞鶴公園　三ノ丸広場

問合せ  092-401-0275（1F & LOCALS）

問合せ  092-717-2880

28日の発表会鑑賞：無料　教室受講料(3日間)：6,000円

第30回 ふくおか県民文化祭2022　
大濠公園能楽堂 子ども能楽教室

2分の1成人式撮影
￥29,800

三ノ丸広場に、馬や犬とのふれあい
（アニマルセラピー）による健康づく
りや、ワンヘルスに関する体験型学
習教室を楽しむことができる「ワンヘ
ルスパーク」が2022年11月にオープ
ンしました 。
パーク内には、「馬術体験」、「ふれあ
いお世話体験」といった馬とのふれ
あいが出来る馬場や、ドッグランが
整備されています。

問合せ ワンヘルスパーク管理事務所
 092-600-4014
 (受付時間：9:00 ～ 17:00) 
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