
B2箱崎はしご酒

チケットを購入して参加店舗をはしご酒！各店舗
でお得なサービスを受けられ、個性豊かなお店を
まわって箱崎の魅力を体感していただける、おい
しい企画です。案内所は、Ag l i oO l i oです。

料 金｜前売 1DAY：2,000円（参加店にて販売）
場 所｜14店舗で開催（裏面地図に記載）

15:00～LAST
※時間は店舗により異なります

お問合せ｜AglioOlio 楢崎 092-633-6789 
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当日  1DAY：2,500円（案内所にて販売）

放生会MUSICウィーク vol.10

vol.3

12日19:00～  『九大フィル』
13日19:30～、14日15:00～、15日11:30～
『♪箱崎 Happy Music 2019♪』 
16日15:00～16:30 
『美しき木陰 ’19 声楽とピアノのコンサート』
10:30～12:00、17:30～18:00『南米音楽と北欧音楽』
17日・18日19:00～ 『九大JAZZ研究会』

料 金｜喫茶料金のみ（一部投げ銭ライブ）
場 所｜箱崎水族館喫茶室

※時間は日により異なります

お問合せ｜箱崎水族舘喫茶室 092-986-4134

箱崎の今が「写ルンです」2019
ハコトル×箱崎九大記憶保存会 9 木

「写ルンです」を使ってフイルム撮影に挑戦！箱崎
九大記憶保存会とハコトルが箱崎の町で刻々と変る
「今」をそれぞれの目線で切り取りました。懐かし
さや新たな発見がつまった作品を展示しますのでご
覧ください。

ハコフェスは､これまで様々なテーマを掲げプ
ログラムを開催し､16年目を迎えました。過去
の開催を振り返り､箱崎のまちを見渡せば､歴
史や国籍に富んだ人や空間が介在し､その多
様性がまちの文化をつくってきたことに気付
かされます｡また､「令和」という新元号にな
った本年、新しい時代に､より多様で新旧の
文化が入り混じるであろう箱崎のまちを､多
くの人と楽しむ時間になることを願って､今
年も個性豊かなプログラムをお届けします。

料 金｜無料
場 所｜筥崎宮 絵馬殿

18 水

お問合せ｜ハコトル hacotoru@gmail.com
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毎年恒例！秋のウォーキングを今年も放生会に合わ
せて開催。今年は博多駅をスタートして博多から箱
崎のまちを散策、放生会、ハコフェスを同時に楽し
める一石三鳥のお得な企画です。様々な特典もあり
ます。

9 水 13 金11 9 木 18 水12

9 木 18 水12町ハコマルシェ

古民家の中に6つ（珈琲箱・nai l  sty le Ｅ3・工房
野の花・なおす、つくる。・美粧花紋・ゆずの木）
の店舗が入っているshareSOHO町屋ハコザキ。放
生会期間中、それぞれの店舗が様々なイベントを開
催してます。

料 金｜入場無料
場 所｜shareSOHO 町屋ハコザキ

※時間は各店舗営業時間

お問合せ｜各店舗へお願いいたします

shareSOHO 町屋ハコザキ ゆずの木

バスフェスタINハコフェス

JR九州バスの中型ノンステップバスが今年も箱崎駅
東口にやって来ます。運転席に座って運転士さんや
ガイドさんの制服を着て「ハイ、チーズ」や車椅子
やベビーカーでのらくらく乗車体験、ミニカーや各
種バスグッズの販売など、1日バスと触れあえます。

料 金｜無料
場 所｜JR箱崎駅東口広場

11:00-17:00

お問合せ｜日本バス友の会 九州支部 平岡　090-1088-9370

9 土14

夢野久作がいざなう 

日本探偵小説三大奇書に数えられる「ドグラ・マグラ」。著
者、夢野久作（1889～1936）は怪奇幻想、精神科学、エログ
ロナンセンス作風で熱烈なファンを持ち、著書には箱崎がた
くさん出てきます。100 年前の箱崎の怪奇幻魔ゾーンをたぐ
る町めぐりをお楽しみください。 

特典：「夢Q」マーク店舗並びに施設で商品購入のレシート、
イベント参加の半券を3枚集めて箱崎水族舘喫茶室に持って行
くと「怪奇幻魔ップ」をプレゼント。

場 所｜「夢Q」マーク店舗、九州大学総合研究博物館
※時間は各店舗営業時間

お問合せ｜箱崎水族舘喫茶室 092-986-4134

筥崎宮から歩いてすぐ！ゆずの木の浴衣レンタルで
す。去年より大好評の浴衣レンタル＆着付けを今年
もやります！浴衣で放生会をはじめ箱崎散策をしま
せんか？博多で浴衣を着れる夏最後のイベント「放
生会」で、浴衣を楽しみましょう。

料 金｜通常3,000円→2,500円で！ ※事前に要予約
場 所｜ゆずの木（ shareSOHO町屋ハコザキ内）

13:00-20:00

お問合せ｜ゆずの木 今林

9 木 18 水12
「浴衣レンタル＆着付け」
浴衣を着て放生会を楽しみませんか？

050-6873-0116、keyakids2006@yahoo.co.jp

築年数は約140年、箱崎に残る博多町家「箱嶋家住
宅」にて、冷茶でおもてなしします。写真撮影も可
能です。ほっとしたなつかしさの中で、お一人で静
かに過ごしたい方、グループで楽しく過ごしたい方
どなたでもご利用できます。

料 金｜見学＆冷茶 300円（予約不要）
場 所｜国登録有形文化財「箱嶋家住宅」

10:00-18:00

お問合せ｜箱嶋 090-5043-2107

9 土 17 火14「江戸博多町家のベンガラ漆空間」で
ゆかた姿をインスタグラム！

ドグラ・マグラな箱崎町めぐり

協　力｜JR九州バス株式会社

ハコザキ★マルシェ

手仕事、手作り品が立ち並ぶマルシェ。博多織・陶
器・革製品のアクセサリーや、オリジナルペット用
品、各種体験コーナーもあります。地元ヒーローも
応援にきてくれるかも!?詳細はSNSにて掲載してい
ます。

料 金｜無料
場 所｜JR箱崎駅西口広場

お問合せ｜はかたび 1030454hal1000@gmail.com

お問合せ｜はかたび 1030454hal1000@gmail.com

11:00-16:00
9 土 16 月·祝14

気分は小旅行 ～ミニＳＬ～

石炭を焚いて実際に蒸気で走行するミニＳＬが皆さ
んの笑顔をけん引します！もちろん、大人の方も乗
って楽しめます。

※雨天中止
※蒸気機関車はメンテナンス等のため、電動車で対
　応させていただく場合も有ります。

料 金｜300円
場 所｜JR箱崎駅東口広場

お問合せ｜野田 string-machinist@ymobile.ne.jp

13:00-17:00
9 土 日1514

夢Q散歩～箱崎編～

夢野久作の小説ゆかりの土地を散策して、『小説の
朗読パフォーマンス』を楽しみながら、気になった
出来事を夢野久作の童話のように簡単な小説を書く
街歩きイベント

コンドルズの近藤良平氏によるハコザキオリジナルの
ダンス。誰でも踊れる楽しい盆踊りです。レッスン動
画はYouTubeにて「ハコのわダンス」で検索！初め
ての方もお気軽にご参加ください。キッチン道具を使
ったバンド「Ri tm ico」ともコラボ！　　 　　

料 金｜散歩参加者資料代：Q百円（900円・要ワンドリンクオーダー）
場 所｜箱崎散策と箱崎水族舘喫茶室

お申込み・お問合せ｜夢野久作劇場実行委員会
info.yume.q@gmail.com、050-5319-9109（劇団GIGA）

13:00-20:00

15:00-20:00
9 土

日15

14南無サンダーの演劇お化け屋敷

福岡市東区にあったとされる忘れられた踏切。
かんかんかんと忘却の音。かんかんかんと迷いの都。
かんかんかんと誘いの風。誰かを、何かを、風景をま
とい、あの踏切の奥の世界が時を刻む。この招かれた
異世界からあなたは出ていく事は出来るのだろうか？

料 金｜500円
場 所｜JR箱崎駅東口広場・特設お化け屋敷

お問合せ｜博多力派演劇南無サンダー 安部
090-8288-6302、namu3der@gmail.com

マリ男ファミリー

大島の塩爺の塩を使った塩キャラメルポップコーン。
カンボジア地雷撤去・子供食堂などマリ男ファミリー
が支援してます3団体への寄付になります。身近なと
ころから世界に広がるご協力お待ち致しております。

場 所｜JR箱崎駅西口広場
11:00-16:00
9 日15

お問合せ｜博多駅 092-431-0202

JR九州ウォーキング 9 日15

料 金｜無料（事前申込不要）

場 所｜スタート博多駅（博多口）､
　　　 ゴール箱崎駅（東口広場）

16:00-19:00
9 日15
※受付は15分前

主催：空間再生事業 劇団GIGA/夢野久作劇場実行委員会

②JR箱崎駅 東口広場
料 金｜無料

場 所｜①筥崎宮 絵馬殿特設舞台

はこらくご

第10回の記念に、春にお迎えしている江戸落語の新
星・立川志の八さん、秋にお迎えしている上方落語の
雄・笑福亭瓶二さんを同時にお迎えする「二八会」を
開催。打ち上げ･アフター落語（会費4,000円）も含め
歴史ある下町・箱崎での落語会をご堪能ください。　

料 金｜前売2,500円/当日3,000円（各回入替制）
昼夜通し券 前売4,000円/当日5,000円

定 員｜各回80名場 所｜勝楽寺

前売予約・お問合せ｜ハコと場をつくる 株式会社SAITO
event@sa-o.com、092-611-6745 [平日9:30-17:30]

9 土28第10回記念 「二八会」

日本バス友の会九州支部

ハコザキマルシェ

お問合せ｜ハコフェス事務局 [株式会社SAITO内]
               092-611-6745

ハコのわダンス ①11:30-12:30
②18:00-19:00

9 日15

ハコザキマルシェ

スタート受付 8：30～11：00
ゴール受付 ～15：00

2 3

4 5 6

8 9 10

9 木 18 水12

12 13 14 15

16 17 18
昼｜開場14:00 開演14:30～
夜｜開場17:30 開演18:00～

同時開催！

番外企画！

Theme of 2019｜レイワールド B2~3

B2 B2

A2 C3 C3

C3 C3 C3 C3

B2~3 C3 B2 C2 とはすかたり

本展は現代美術家・鈴木淳と九州大学で美術史を学ぶ学生たち
(ＡＱＡプロジェクト)のコラボによる美術展であり､教授たちのイ
ンタビュー映像や､「肖像」や「語り」をテーマにした鈴木の映像
作品やインスタレーションなどで構成されています。

料 金｜入場無料

場 所｜九州大学箱崎キャンパス跡地
旧工学部本館1階（旧同窓会事務室）

お問合せ｜aqaproject@gmail.com

19
同時開催！

D2

♪箱崎 Happy Music 2019♪

夏の終わりのひと時、箱崎で素敵な音楽を奏でます。
【出演予定】A for-Real、A8、Kumiko、MIOLI、RENA､
Shimako、ShoKo、あかたろ、安西彩矢、和泉ま
み、上野まな、小川エリ、オオイシマユ、季子、潮崎
ひろの、百音、みずきとあかり。、元山朋美、山口恵
里佳 他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

料 金｜喫茶料金と投げ銭ライブ
場 所｜①箱崎水族館喫茶室、②Cafeteria Iniesta

お問合せ｜大橋 ccm2000s@gmail.com

①
9/13(金)19:30～22:00頃
9/14(土)15:00～22:00頃
9/15(日)11:30～15:00
②
9/15(日)17:00～21:00
9/17(火)19:00～21:30
9/18(水)19:00～21:30

出演情報はTwitterをチェック！＠ccm2000s

7 B2 C2

箱崎アイドル&メンズ祭り

箱崎からエンタメを発信し続けてきたアイドルたち
が、今年もハコフェスに参戦！ライブ後1時間、箱
崎駅前にて物販も予定しています。

料 金｜観覧無料（撮影可能・動画NG）
※写真はアンダーショットなどは固くお断りいたします。

出演｜メンズ:SOUL9/アンビシャス/Pa:Ladin 
　　　アイドル：パピマシェ/パピロジェ/QunQun

場 所｜①JR箱崎駅東口広場、②筥崎宮絵馬殿特設舞台

お問合せ｜パピマシェ運営事務局 092-292-8824 

9 土

日159

1411 ①18:00-20:00

①11:00-13:00
②11:30-12:30

B2~3 C3

10:00-17:00
休館日9/21[土]､22[日]

28[土]､29[日]

9 土14 10 水9ー学舎の肖像ー

http://aqa.aikotoba.jp/

主催｜九州大学大学文書館･九州大学総合研究博物館・AQAプロジェクト
共催｜九州大学文学部　文学部歴史編纂室　

vol.9


