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筑紫野市文化会館開館35周年のロゴマーク。
本年度の公演情報に『35周年ロゴ』が付いて
いる公演は、35周年を記念して開催します。

©山岸 伸

● 森山良子コンサートツアー 2019～2020 
　　 ～Prime Songs～ アコースティックバージョン

● 第17回ちくしの人形劇まつり



チケット取り扱い
●筑紫野市文化会館
●ローソンチケット（Ｌコード81776）
●チケットぴあ（Ｐコード153-130）

好評販売中！

12/1
（日）

開場14:30 / 開演15:00  　　　　　　文化会館 大ホール

【全席指定】

一　　　般　2,000円（当日2,500円）
大学生以下　1,000円（当日1,500円）

出　演　 大倉安幸（指揮）
　　　　 舘野　泉（ピアノ）
　　　　 八尋祐子（コンサートミストレス）
　　　　 アンサンブル福岡（オーケストラ）

後　援 /西鉄バス二日市㈱　福岡吹奏楽連盟
協　賛 /筑前グループ〔筑紫ガス㈱、㈲前田商会、㈱一新工業他関連各社〕　㈲岡部三甲堂
　　　　

時 間

料 金

場 所

九州交響楽団メンバー中心によるアンサンブル福岡がクラシック界のレジェンド、奇跡の復帰を遂げた
“左手のピアニスト”舘野泉さんをゲストに迎え、響き豊かな演奏を披露します。お楽しみに！

この12月1日に筑紫野市文化会館で演奏するのをとても楽し
みにしています。
なんといっても熊本の作曲家・光永浩一郎のピアノ協奏曲＜泉
のコンセール＞を九州では初めて全曲演奏出来るのです。熊
本地震の翌年2月に益城町で初演されましたが、その時点では
完成していた第1、2楽章まででした。2017年9月に初めて全3
楽章の演奏をヘルシンキで行い、翌18年7月にはデュッセル
ドルフ、そして本年5月にフィンランドの室内管弦楽団ラ・テン
ペスタと福山、南相馬、東京、札幌、函館の5公演を大成功で行
うことが出来ました。今回は、大倉安幸指揮&アンサンブル福
岡の共演で、アルゼンチンの作曲家パブロ・エスカンデの名作
＜ANTIPODAS＞とともに、2つのピアノ協奏曲を筑紫野市の
皆様に聴いて頂けるのは最高の喜びです。

筑紫野市文化会館開館35周年記念公演

左手が織り成す命の音楽
“奇跡のピアニスト” 舘野 泉

舘野　泉

～ メッセージ～

©満田聡

舘野 泉
（ピアノ）

1960年、東京藝術大学首席卒業。64年よりヘルシンキ在住。
日本とフィンランドを拠点に国際的活動を展開している。
2002年、脳出血により右半身不随となるも04年「左手のピアニスト」
として復帰。
NHK大河ドラマ「平清盛」のテーマ曲ソリスト。
舘野泉オフィシャル・ホームページ　https://izumi-tateno.com/

大倉安幸 アンサンブル福岡

第35回記念名曲コンサート ～アスリートたちに捧ぐ歓喜の歌～
来年、35回を迎える「名曲コンサート」は、2020年7月～9月に開催される東京オリンピック・パラリンピックを盛り上げようと6月に開催し、
ベートーベンの第九交響曲第4楽章「歓喜の歌」に挑戦することが決定しました。

2020年6月21日（日） 

筑紫野市文化会館 大ホール

日 時 曲 目 出 演ベートーベン/
交響曲第9番ニ短調 「第4楽章・合唱付」
ロッシーニ/
歌劇「セリビアの理髪師」より 私は町の何でも屋

大友直人（指揮）、アンサンブル福岡（オーケストラ）
吉原圭子（ソプラノ）、八巻啓子（アルト）
青栁素晴（テノール）、原　尚志（バリトン）

会 場

速報!

第３４回名曲コンサート

※未就学児は入場できません
※前売チケット完売の場合、当日券の販売はありません
※車椅子席（3席）は、文化会館のみ販売

ほか

医療法人せいわ会〔聖和記念病院、ハーモニー聖和、グループホームおもやい〕

プログラム
第１部　♪ 「リュートのための古代舞曲とアリア第３組曲」より 
　　　　　   シチリアーナ（オーケストラ）
　　　　♪ １枚の紙と５本のペン（ピアノソロ）
　　　　♪ 泉のコンセール（ピアノ協奏曲）
第２部　♪ サムライ（ピアノソロ）
　　　　♪ アンティポダス（ピアノ協奏曲）



“つくし”お隣さん情報
●掲載金額は前売料金と開演時間です。当日料金・詳細については各館にお問合せください。　　9月4日現在  

太宰府市五条３丁目1番１号
TEL 092（920）7070

ミリカローデン那珂川 TEL 092（954）2211

（公財)太宰府市文化スポーツ振興財団

春日市ふれあい文化センター 春日市大谷6丁目24番地
TEL 092（584）3366

那珂川市仲2丁目5番1号

10/6
（日）

10/19
（土）

九州シティフィルハーモニー室内合奏団

第2回定期演奏会
● 一般　2,000円  /  学生　1,000円  /  小・中学生　500円　
● 14：00　※未就学児入場不可　※託児あり

● 入場無料（親子鑑賞劇は要入場料）　　●  10：00～14：00

虹のかけら ～もうひとりのジュディ

立川談春 独演会2019

● 構成・演出：三谷 幸喜　出演：戸田 恵子 ほか　　
● 一般　6,000円　　● 19：00　

場所：文化ふれあい館　電話：928-0800
● 入場無料　　● 9：00～17：00 　※毎週月曜休館・祝日の場合翌平日

10/20
（日）

10/6
(日)

12/1
(日)

開催中～
11/3(日・祝)

11/12(火)～
12/8(日)

● 一般　4,000円　　● 14：00

● 施設利用料　1枚300円　※3才以上有料　　● ①10：00　②14：00

12/6
（金）

ふれぶんシネマ倶楽部
「オケ老人」

大野城まどかぴあ 大野城市曙町２丁目３番１号
TEL 092（586）4000

11/23
（土・祝）

10/27
（日）

八代亜紀 プレミアムJAZZコンサート

まどかぴあ市民大学　おとなの楽校3時間目
優しい社会をつくる。優しい人を育てる。ユニバーサルデザインのお話

ヒット曲からジャズナンバーまで生バンドでおくるスペシャルプログラム！
● 一般　6,000円　※未就学児入場不可　● ①13：00　②17：00

● 講師：定村 俊満（株式会社ソーシャルデザインネットワークス 代表取締役社長）
● 500円　※未就学児入場不可　● 14：00

● 一般　6,000円 ほか　● 14：00
● 出演：中尾ミエ、尾藤イサオ、光枝明彦 ほか　※未就学児入場不可

11/24
（日）

オリジナルミュージカル
ザ・デイサービス・ショウ2019 ～It’s Only Rock’n Roll～

まるごと太宰府歴史展2019

場所：文化ふれあい館　電話：928-0800
● 入場無料　　● 9：00～17：00 　※毎週月曜休館・祝日の場合翌平日

第50回 筑紫美術協会展

第8回　ミリカ・こども館

子育て応援フェスタ

● 500円　　● 14：00
那珂川吹奏楽団　第23回定期演奏会

幼児から熟年までの歌好きが出演する合唱祭。今年は15回の節目に当たり
スペシャルゲストとして、プロの声楽家・原尚志さんと九州大学男声合唱団
コールアカデミーをお招きします。 力強い歌声をぜひお聴きください！

森山 良子

～ メッセージ～

チケット取り扱い

●筑紫野市文化会館
●ローソンチケット（Ｌコード83700）
●チケットぴあ（Ｐコード155-607）

※お一人様6枚まで
※前売チケット完売の場合、
　当日券の販売はありません

チケット取り扱い

●筑紫野市文化会館

開場15:00

開演15:30 

文化会館 大ホール

【全席指定】 
一般　4,000円
（当日4,500円）

時 間

料 金

場 所

開場13:00

開演13:30 

文化会館 大ホール

【全席自由】 

一般　300円（前売・当日同額）

高校生以下無料

時 間

料 金

場 所

※開館35周年記念の特別料金です
※未就学児は入場できません
※車椅子席は文化会館で販売します
　お問い合わせ下さい
　
企画制作/エンジェルソング　後援/ドリーミュージック　企画協力/SKIYAKI LIVE PRODUCTION

筑紫野市生涯学習フェスティバル☆文化会館フェスタ

～残したい歌 未来につなぎたい歌～

第15回 
ハーモニーフェスタ in ちくしの

♪カメラ・ビデオ等の撮影や録音はホール後方の指定エリア内のみです。
♪途中の入退については、係員が誘導いたします。【お願い】

11/9
（土）

筑紫野市文化会館開館35周年記念公演

5年前にお誕生日をしていただいて、
皆様のあたたかいホスピタリティがとっても嬉しく、

歳をとることもそんなに悪くない！と思い出に残っています。
私はいま、いくつになったんだろう？？？(笑）
またお会いできることを楽しみにしております。

10/27
（日）

好評販売中！

好評販売中！

＜出演/演奏曲＞

全体合唱曲
♪ベートーベン　交響曲第九番ニ短調より 第4楽章『歓喜の歌』
♪市民劇「筑紫野ロマン飛行」より テーマ曲『紫いろのふるさと』

●さくら保育園 / 小さな世界
●天拝中学校 / 大地讃頌
●天拝坂混声合唱団 / 春がきた
●ラ ベル コリーヌ / きみ歌えよ
●筑紫野女声コーラス / 希望の轍
●筑紫野市ちくしの少年少女合唱団 / 天使と羊飼い

●トライアングルズ / ドレミの歌
●コール フリージア / ロンドンデリ―・エア
●メール・クワイア筑紫 / ゴンドラの唄
●ちくしのケロケロくらぶ / 心の瞳
●ちくしの混声合唱団 / アニー・ローリー

順不同

曲目は都合により変更する場合がございます

東京藝術大学音楽学部声楽科卒業。同大学院音楽研
究科修士課程オペラ専攻修了。「ドン・ジョヴァンニ」
「椿姫」など多数のオペラに出演。
ベートーベン「第九」などの演奏で好評を博す。

＜ゲスト＞
★原　尚志（声楽家バリトン、福岡教育大学准教授）

 
　　　　　  ピアノ 篠原友里（福岡教育大学助教)

★九州大学男声合唱団コールアカデミー



　筑紫野市文化会館では、大ホール天井耐震化の改修工事を予定しています。工事期間中は、大ホールの
利用が出来ませんので、ご理解とご協力をお願いします。　詳細はお問い合わせください。

　消費税法の改正により、令和元年10月1日以降
の施設使用料、冷暖房使用料及び器具使用料が
変わります。詳細はお問い合わせください。
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●私は、落語が大好きで、柳家さん
光さんの落語を聞いてから、
もっと落語が好きになりました。
めっちゃおもしろかったし、まさ
か目の前で観れるとは思っても
なくて一生に一度だけのチャンスだと思って聞いていました。とっても
笑わせてくれてありがとう。
●私が一番「そうなんだ」と思ったことは、落語には、オチがあるという事
です。私は、何人かの人物になりきって話すのが落語だと思っていまし
た。また、落語家になるには、「最初は弟子にならないといけない」な
ど、たくさんの事が知れました。さん光さんのおかげで落語がとても魅
力的に感じました。他の噺も聴いてみたいです。
●落語を生で聴けたのでとても楽しかったです。そばを食べるときの音
を、みんなでしてみたけど、とても難しかったです。なので、落語家さん
は「すごいな～」と思いました（いろいろな仕草が）。噺がとてもおもしろ
かったので、また落語を聴いてみたいなと思いました。
●こんなに落語がおもしろいとは知り
ませんでした。落語の楽しさがこんな
に知れたのは、さん光さんのおかげ
です。こんなに楽しい授業をどうもあ
りがとうございました。落語が終わっ
た後、みんなで落語の話で盛り上が
りました。ぼくもあの後、そばを食べ
る音の練習をしてみました。だけど、
どうしてもなりませんでした。さん光
さんは、さすがプロですね。

●テレビで観た事がありますが、あま
り興味を持ちませんでした。でも、
立川さんの落語を聴いて、あまり声
を変えずに一人一人の役が分かる
ようにしていたり、たくさんの笑い

所があって、「落語って人を楽しませるものなんだな」と思い興味を持ちま
した。また話の中で落語のことが良くわかって、聴けて良かったと思いまし
た。自分でも調べてしたいです。ありがとうございました。

●落語はおじいさんやおばあさんのような人達が見るものと思っていて、子
どもが観てもおもしろくないと思っていたけど、芸人の人みたいで、すごく
おもしろいネタがたくさんあって楽しかったです。最後の「引き出しをたく
さん増やしてください」と言っていたのも、すごく心に残ったので大人にな
るまでに、たくさん増やしていこうと思いました。ありがとうございました。

●私は落語を聴くのが初めてだったので、今までは「笑点」のイメージしかな
かったけど、今日、立川生志さんの落語を聴いて落語はどういうものなの
かを知ることができました。立川生志さんは、落語を実際にやってみせる

前に、おもしろおかしく「笑点」メンバー
の方の話をしてくださったり、帯の結び
方などを実際に見せながら教えてくだ
さったり、私たちに興味を持ってもらえ
るように楽しくしてくださったことが、
とても心に残っているし、「お菊さん」の
噺（はなし）も楽しめるように噺を工夫
してくださっていたので興味が持てま
した。ありがとうございました。

立川 生志立川 生志
やなぎ や　  さ　ん　こうやなぎ や　  さ　ん　こうたて　かわ　 しょう　したて　かわ　 しょう　し

7/8（月）
開催しました。
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柳家 さん光柳家 さん光

7/3（水）
開催しました。

7/27（土） 第十五回ちくしの寄席「立川生志“ふるさと応援”落語会」を開催しました。

●利用停止期間（予定）  　令和2年７月１日(水)～11月30日(月)

◆問い合わせ先　筑紫野市文化会館 　TEL:092-925-4321

●利用停止箇所  筑紫野市文化会館大ホール
　

①大ホール利用停止 ②消費税増税に伴う使用料改定

筑紫野市文化会館からのお知らせ　

♪歌劇「ニュルンベルグのマイスタージンガー」より
♪野口雨情メドレー　♪川の流れのように　　ほか

演奏予定曲目
坂本文郎

指　揮

主催/筑紫野市吹奏楽団　共催/（公財）筑紫野市文化振興財団
問合せ/筑紫野市吹奏楽団事務局　050-5891-2465（18～21時）

※曲目は変更することがあります。
（筑紫野市吹奏楽団音楽監督）

11/24
（日）

チケット取り扱い
●筑紫野市吹奏楽団
　楽団ホームページにチケット取り置きサービスがあります。
　http://chikushinowind.web.fc2.com/
●筑紫野市文化会館

筑紫野市吹奏楽団　第40回定期演奏会
　今回の筑紫野市吹奏楽団定期演奏会は、ちょっと違う！？
過去演奏した曲目で好評だった曲、団員の思い入れがある曲など、
いつもの演奏会とは焦点を変えてお送りいたします。
　また、ファミリーコンサートで大好評の『指揮者体験』が

『 指揮者体験』として、登場します。お楽しみに！

10月14日（月・祝）販売開始 チケット前売り

●筑紫野市民図書館　エントランス

11月2日（土）11:00～16:30
売り切れ次第 終了

料 金

会 場 文化会館　大ホール

時 間 開場13:30　開演14:00　終演予定16:00

一　般　500円（前売・当日同額）
ペア券　2枚で800円
小学生以下　無料※3歳以下のお子様はご入場できません

12/15
（日）

主催・お問合せ/「ちくしの人形劇まつり実行委員会」事務局
TEL 092-928-4943(筑紫野市民図書館内)

ジャックとふしぎな豆のつる

トッドとミミー

演 目
『ジャックとふしぎな豆のつる』
『トッドとミミー』

時 間 10:00～15:00（予定）

●プロ公演観劇券（1回券）
　高校生以上　700円　　3歳以上100円

●アマチュア公演観劇券（フリーパス)
　高校生以上　500円　　3歳以上100円

プロ劇団　人形劇団クスクス　

アマチュア劇団　9劇団

第17回

ちくしの人形劇まつりちくしの人形劇まつり
どきどきわくわく、文化会館が「人形劇の館」になります！
プロ劇団やプロ顔負けのアマチュア劇団が出演します。
いろんな人形劇を一日楽しんでください！

大人の

ための

筑紫東小学校　6年生の感想 天拝小学校　6年生の感想　

※第１会議室、研修室及び研修棟各室は利用出来ます。ただし、工事の音が聞こえる場合がありますのでご了承ください。


