♪イベントいっぱい︕ 天神の夏休み♪

夏休み期間中の天神は楽しいイベントが盛り沢山！
詳細は各イベントのURLからご確認ください＾＾
☆期間中は、西鉄バスのお子さま割引も！
お得な割引を使って、ぜひご家族で
天神へお越しください♪
※詳細は一覧表URLからご確認ください。

イベント一覧は随時更新していますので、見逃さずチェックを！
また、「天神でこんなイベントやってるよ！」などの情報はどんどんお知らせください♪
※イベント掲載などのお問い合わせは、We Love天神協議会事務局まで（tel:092-734-8750）
2022年8⽉1⽇現在
イベント名（仮称）

開催日

開催場所

内容

主催

詳細

階段ピアノ
on 大画面前

7/29（⾦）
〜9/11（⽇）

福岡（天神）駅
北⼝階段

踏むとピアノの音が鳴る鍵盤モチーフの装飾
を、ソラリア⼤画⾯前にしかけます︕健康とわ
くわくの⼀⽯⼆⿃︕いつもはエスカレーターで
も、この夏休みは階段を使ってみませんか︖

⻄⽇本鉄道㈱

https://www.nishitetsu.co.jp/r
elease/2022/22_039.pdf

ぬりえ体験会

8/6(土)、8/7(⽇)
13:00〜18:00

店頭にご来店のお客様(お子様)に 様々な
画材を使って自由にぬりえをお楽しみいただく
インキューブ天神店4階
イベントです。 塗り終わった用紙は、ぬりえコ
ンテストの作品として応募いただけます。

インキューブ

https://www.incubenews.
com/event/archives/358

ビンテージ ミニオンズ ストア

〜8/8
営業時間︓午前10時
〜午後6時
※最終⽇は午後5時閉
場

⼤丸福岡
天神店 本館8階

映画「ミニオンズ フィーバー」の公開記念とし
て、映画の世界観を感じながらイベント限定
商品やかわいいフォトスポットなどが楽しめるイ
ベントを開催︕

⼤丸福岡

https://vintage-minionsstore.com/

⼤丸福岡
天神店 本館8階

映画「ジュラシック・ワールド/新たなる支配
者」の公開記念として、恐⻯ARコーナー、映
画に登場する新旧の恐⻯紹介パネルから等
⾝⼤恐⻯スタチューのフォトスポットの設置な
ど、こどもから⼤人まで楽しめるイベントを開
催します︕

⼤丸福岡

https://dmdepart.jp/juras
sicworld_fukuoka/

福岡市⽴中央
児童会館 あいくる

おばけやしき、⽔鉄砲景品落とし、おもちゃす 福岡市⽴中央 https://www.jidoukaikanくいなど、あいくるの夏釣りを開催します︕時 児童会館 あいく aikuru.or.jp/event_detail.
間帯など詳細はURLより御確認ください︕
る
php?no=686

インキューブ天神店

ご来店のお客様(お子様限定)を対象にぬり
えのコンテストを実施します︕応募していただ ㈱インキューブ
https://www.incubenews.
いた方の中から10作品を表彰し、受賞作品 ㈱ブルーバニーカン
com/event/archives/358
はインキューブ(天神店)のショーウィンドウに
パニー
展⽰される他、賞品を贈呈いたします︕

〜8/8
営業時間︓午前10時
『ジュラシック・ワールド/新たな
〜午後6時
る支配者』POP UP
※最終⽇は午後5時閉
場

あいくるのなつまつり

インキューブ×JUMPING
ART PROJECT
ぬりえコンテスト

いわたやのなつやすみ

Tenjin SHOWTIME
in SUMMER

⻄鉄電⾞
沿線スタンプラリー

8/11

〜8/15
※応募期間

〜8/16

岩田屋本店本館6
なつやすみを満喫するためのアイテムが勢ぞろ
階、
い︕フロアを横断したコラボ企画として子供と
岩田屋本店 本・新館
⼀緒に楽しめるカルチャースクールも開催︕
各階

㈱岩田屋三越

https://www.iwatayamitsukoshi.mistore.jp/iwataya
/event_calendar/iwatayanonat
suyasumi.html

8/20-8/21

普段は使えない天神のいろいろな広場をス
天神の様々な広場にて
テージに⾒⽴て、歌やダンスを披露していただ
※会場詳細調整中
きます︕⼤道芸人によるパフォーマンスも実
リンク先より
施︕この夏の思い出作りに是非ご覧くださ
随時お知らせします︕
い︕

We Love
天神協議会

https://welovetenjin.com
/archives/post_news/202
20722

〜8/21

⻄鉄⼤牟田線沿線
（福岡駅〜新栄町
間）

映画「バズ・ライトイヤー」公開に合わせ、⻄
鉄⼤牟田線沿線をまわるスタンプラリーを開
催します︕
先着で特製ステッカーのプレゼントも︕

https://www.nishitetsu.jp
⻄⽇本鉄道㈱ /nishitetsu_news/post2077/

イベント名（仮称）

開催日

開催場所

内容

主催

詳細

アクロス福岡、
各高等学校

https://www.acros.or.jp/
news/2019.html

https://nightmarket.jp/

アクロス福岡
＃U18展

〜8/21

アクロス福岡2階
メッセージホワイエ

10代の創作・研究活動を応援し、その活動
で生まれた作品について自らのメッセージとと
もに紹介します︕2022年は福岡県内4校
の高校から選出。絵画、書道、研究など活
動の場も制限されてしまったコロナ禍の中で
生まれた作品たちからのメッセージを感じてく
ださい。

千年夜市
〜11日間の夏の思い出〜

8/11〜8/21

清流公園

2年間のお休みを経て、本年復活︕キャナル
シティ博多のすぐそば、清流公園で開催され
る今年で10年目のお祭りです︕

千年夜市
実⾏委員会

英会話KIDSワークショップ

8/21(⽇)
14︓40〜15:40
8/28(⽇)
14︓40〜15:40

ソラリアステージ５F
ECC外語学院

⼩学1〜3年生を対象として500円で参加
できる英語のワークショップを開催︕
外国人講師と⼀緒に地球環境をテーマに学
ぶAll Englishのイベントです。
※要予約※詳細はURLよりご確認下さい

ECC外語学院

オリジナル鉢植販売

8/20〜8/22

イオンショッパーズ福岡
お好きな植物と鉢を組み合わせ、その場で鉢 イオンショッパーズ
店
植えを実施︕
福岡店
無印良品店内

-

アップサイクルボトルを使った
プロダクト販売

8/26〜8/27

イオンショッパーズ福岡
本来は捨てられてしまう空き瓶を、キャンドル
店
ホルダー等のプロダクトとして販売します︕
無印良品店内

イオンショッパーズ
福岡店

-

朝はあいくるで
ラジオ体操︕

〜8/28

毎⽇朝10時より実施。ラジオ体操をして、
福岡市⽴中央児童会
元気に夏休みを過ごそう︕5回参加するとく
館あいくる
じを引くこともできます︕

https://www.jidoukaikan福岡市⽴中央
aikuru.or.jp/event_detail.
児童会館あいくる
php?no=684

廃材のセレクトショップ

8/28

イオンショッパーズ福岡
工場等で出る端材等を、「素材」として販売
店
します︕
無印良品店内

イオンショッパーズ
福岡店

カエル横丁

リアルおばけさがしクイズラリー

天神おでかけきっぷ

〜8/29

https://www.kids.ecc.jp/scho
ol/fukuoka/fukuokatenjin/

-

全国に先駆けて初開催。世界から⼤集結し
たカエル他22種類の生体をご紹介︕会場
https://art.parco.jp/parco
福岡PARCO本館3F
カエル横丁
内の物販コーナーでは、⻘柳総本家の『かえ
PARCO FACTORY
福岡実⾏委員会 factory/detail/?id=1011
る饅頭』をはじめ、全国から集めた盛りだくさ
んのカエルグッズを販売いたします︕

〜8/31(⽔)

福岡市内各所

映画「おばけずかん」の公開に合わせ、⻄鉄
バス沿線施設をまわるクイズラリーを実施︕
⻄鉄バスに乗って、おばけを探してみましょ
う︕

〜8/31(⽔)

九州島内18路線
(下関・⻑門含む)

高速バス往復分の乗⾞券とソラリアプラザ・ソ
ラリアステージで使える商品券のセット販売を
実施します︕移動とお買い物をあわせてお得
に活用してください︕

https://www.nishitetsu.jp
/nishitetsu-obakesagashi/

⻄⽇本鉄道㈱

https://www.nishitetsu.jp
⻄⽇本鉄道㈱ /bus/highwaybus/jousha/
tenjinodekake/

イベント名（仮称）

こども50円バス

ひのくに号こども500円

開催日

開催場所

内容

主催

詳細

〜8/31(⽔)

⼩学生を対象に、「こども50円バス」を実施
⻄鉄路線バス全線
します︕期間中、対象路線はどこまで乗って
※⼀部対象外路線あ
も1回50円︕⻄鉄バスをつかって天神へお
り
出かけください︕

https://www.nishitetsu.jp
⻄⽇本鉄道㈱ /bus/norikata/buschild50
yen/

〜8/10(⽔)

高速バス福岡〜熊本線（ひのくに号）の運
⾏開始60年を記念して、こども500円バス
を実施︕夏休みのこの機会にちょっと⾜をの
ばして、福岡・熊本で夏の思い出を作りませ
んか︖

https://www.nishitetsu.jp
⻄⽇本鉄道㈱ /bus/highwaybus/rosen/h
inokuni/hinokuni60/

高速バス
福岡〜熊本線

☆期間中はお子さま割引で、バスがお得にご利用いただけます︕ぜひ天神へお越しください♪

