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3.21  -26
open12:00 close20:00
@福岡市美術館（屋外広場）

■OFFICIAL WEB SITE： https://www.fukuoka-art-museum.jp
■お問い合わせ：千年夜市実行委員会 担当 /松岡 090-5489-5747
■協力：Artist Cafe Fukuoka/ 嘘無會

※雨天決行 /荒天中止

主催：福岡アートミュージアムパートナーズ
　　　千年夜市実行委員会

協賛：

最新情報はインスタグラムへ！
公式アカウント：sennenyoichi_nightmarket

祝 日
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美術館ダヨ！全員集合！

笑顔も芽吹く夜市へ!!



ゴミは各店舗へ
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畳で似顔絵
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縁日

国際友好の森

アーチ製作
「みんなでつくるビッグバン！」

笑顔も芽吹く

夜市へ!!

ART モニュメント

福岡の人気店の

うまいもんが集結！

生演奏にアーティスト、
パフォーマーなど！

射的やヨーヨーすくい

などの縁日エリア！

館内に飲食物は持ち込まないでネ！

大濠公園の風景を見ながら楽しむ！

写真は2019年開催の様子です。

場所

大濠池

なにかが起こる…？

ビューテラス

キッチンカー

飲食テーブル

作品にはお手を触れないでネ！

?



描生

OIL MOUNT PRINTERS

イモトサユリ

絆屋

Atelier Float

筑前津屋崎人形巧房

藍 森山

木工家具 MIZUO TOKI DESIGN

yuki.a

3/21

★ワークショップスケジュール（■出店日） ★お問い合わせ・ご予約は
　ワークショップ LINE で

★服装に関して

3/22 3/23 3/24 3/25 3/26

各回 3名

※ハサミを使用しますので、小さなお子様は保護者さまがサポートをお願いします。

イモトサユリ

「ぬり・ちょき・ぺたぺた」

アーティストによるワークショップ開催

日　　程 3/21（祝）・25（土）・26（日）
時　　間 12:00～17:00（1時間毎）
所要時間 1時間
料　　金 1,500 円

ギザギザ、もこもこ色んな形のパー
ツを好きに塗り、ぺたぺた貼りつけ
て、あなただけの動物や植物や模様
を生みだそう。額に入れてお渡しす
るので、お部屋に飾って楽しめます。

日　　程 3/21（祝）・26（日）
時　　間 13:00～/14:45～/16:15～
所要時間 45 分
料　　金 1,200 円 各回 4～6名

予約優先

予約優先 予約優先

予約優先

予約優先

予約優先

当日受付のみ

当日受付のみ

当日受付のみ

予約×

対象年齢／ 4歳以上

対象年齢／ 4歳以上

※絵の具を使いますので汚れてもいい格好でお越しください。

描生

「コラージュアートでお面づくり」

福岡を拠点にアーティスト活動をして
いる描生 ARTWORKS です。コラー
ジュ技法を用いたアートお面を一緒に
制作しましょう。

日　　程 3/21（祝）

日　　程 3/25（土）

時　　間 12:00～20:00
所要時間 10分
料　　金 1,500 円～（バッグの種類によります）

人数制限なし

対象年齢／ 1歳以上

※お子様の場合は保護者さま同伴でお願いします。

日　　程 3/21（祝）～ 3/26（日）

日　　程 3/21（祝）～ 3/26（日）

時　　間 12:00～18:00（日没ごろまで）
料　　金 800 円（1パーツ）

※中学生未満は保護者さま同伴でお願いします。
※パーツが無くなり次第終了となります。

OIL MOUNT PRINTERS

Toyameg

桑名亜子実

嘘無會

「シルクスクリーンワークショップ」

福岡の油山付近にシルクスクリーン印
刷スタジオを構える OIL MOUNT 
PRINTERS です。シルクスクリーン印
刷でアーティストの絵をバッグに印刷
してみよう！

福岡在住絵描き・イラストレーター。
国内外問わず制作・展示をするかた
わら、ミュージシャンやアパレルブラ
ンド等にイラストレーションを提供し
ている。Tシャツなどのグッズ販売も。

福岡の企画集団「嘘無會」による新
感覚の似顔絵企画！外だけど畳の上で
くつろぎながら似顔絵を描いてもら
えます！その他、催しと買い物が出来
る場所もあるよ～

ミックスメディアアーティスト「桑名
亜子実」による、福岡市美術館にみ
んなで色や絵を描いてゲートを完成
させていくワークショップ！全 6 日間、
みんなで大作を完成させよう！

日　　程 3/21（祝）・25（土）・26（日）
時　　間 13:00～20:00（1時間毎）
所要時間 20～30 分
料　　金 1,500 円

2～3名ずつ（1時間毎）※小学生未満の場合は保護者さま同伴でお願いします。

絆屋

「ランプシェードあんどんワークショップ」

プラスチック製の和紙を使い、行灯
（あんどん）風のランプシェードに好
きな絵を描いてみよう！

日　　程 3/25（土）・26（日）
時　　間 12:00～20:00
所要時間 1時間程度
料　　金 2,200 円～ 無くなり次第終了

※針、ハサミ使用の為、小さなお子様は保護者さまが
　サポートをお願い致します。

Atelier Float

「オリガミザイフ作り」

革だけで出来たサイフ。材料は、こ
ちらで用意した針と糸をお渡ししま
す。縫い方を一人一人、一緒に作業し
ます。

予約可能なワークショップは予
約の方優先となっております。
右の QR コードよりご予約くだ
さい。

作業の際には、絵の具や工具を使用するものも
あるので、汚れてもいい服装でご参加ください。

各サイズ 30セットほど

筑前津屋崎人形巧房

「津屋崎人形 モマ笛絵付け体験」

日　　程 3/21（祝）
時　　間 12:00～20:00(19:30 まで受付 )
所要時間 30分
料　　金 ( 小 )1000 円 ( 大 )2000 円

約２５０年の歴史をもつ津屋崎人形。
中でも人気の「モマ笛（フクロウの
笛）」にアクリル絵の具で好きな色を
塗って持ち帰ろう！

各回 2名

※電熱ペン ( ウッドバーニング専用の機械 ) を使用します。
　お子様は出来るだけ保護者様同伴でお願いします。

yuki.a 

「ウッドバーニングワークショップ」

日　　程 3/21（祝）・25（土）・26（日）
時　　間 12:00～20:00（1時間毎）
所要時間 50分
料　　金 600円～（グッズにより変わります）

あなたの好きな絵を自由に焼いて描
くオリジナルグッズ作り。あなただけ
のスプーンやコースター、キーホルダー
を作りませんか。

日　　程 3/25（土）・26（日）
時　　間 13:00～19:00
所要時間 10～15 分程度
料　　金 3,000 円

1日 5組限定

対象年齢／ 4歳以上

1日 10名程度（各回 2名）

対象年齢／ 6歳以上

対象年齢／小学生以上

対象年齢／小学生以上 対象年齢／小学生以上

対象年齢／小学生以上

藍 森山

「久留米絣 機織り体験」

藍森山は安政五年創業の久留米絣 / 藍染の
工房です。化学染料は使わずに手作業の工
程で織り上げられた絣は、繊細な柄と柔ら
かな風合いが特徴です。工房以外ではなか
なか見ることのできない機織り体験をさせて
いただきます。

日　　程 3/25（土）・26（日）
時　　間 12:00～（17:30 最終受付）
所要時間 1時間～1時間半
料　　金 3,000 円

※刃物を使用しますので、10 歳未満のお子様は
　保護者付添いでお願いします。

木工家具 MIZUO TOKI DESIGN
「バターナイフ作ってみらん？」

職人体験！小刀、のみ、ノコギリを使ってバ
ターナイフを作ってみよう！お店やお家の家
具をオーダーメイドでつくっている木工家具
工房です。道具の持ち方使い方、丁寧に教
えますのでどなたでも気軽に参加出来ます。

春の自由研究
世界で一つの芸術を

つくろう！

ライブペイント！

ART モニュメント！

畳で似顔絵！

（1日最大 16 名）

（久留米絣のコースター全員プレゼント）

「みんなで作るビッグバン！！」

「畳の上で似顔絵！？」

「人気イラストレーターのライブペイント」

WORK SHOP

SPECIAL.01

SPECIAL.02

SPECIAL.03


