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with

ちくしのミュージックフェスタ
CHIKUSHINO MUSIC FESTA

3

Vol.

宇宙映像：UNIVIEW／SCISS／オリハルコンテクノロジーズ

● あなたもピアニスト！
● イベント広報応援団

ちくしの混声合唱団 第3回定期演奏会
ちくしのミュージックフェスタwith DA・N・KA・I vol.3
スローライフ〜まつり筑紫野 星あそび〜
海上自衛隊佐世保音楽隊ふれあいコンサート in 筑紫野

ー
トす
だ
る心 が 動き

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。

す

●
●
●
●

ア

募集
〜

8,9 月のイベント

〜

今年度のテーマ

9/8

（日）

with

ちくしのミュージックフェスタ
CHIKUSHINO MUSIC FESTA

3

Vol.

毎年恒例の秋の名物イベント。福岡で活動する団塊世代の おやじバンド と若いグループが
1950〜70年代の懐かしのヒット曲を中心に演奏。パワー全開、熱いステージをお贈りします。
お聴き逃しなく！！

時間

開場11:30 / 開演12:00

場所

文化会館 大ホール

出演グループ名
（音楽のジャンル） ♪演奏予定曲

料 金 【全席自由】

一
般
高校生以下

1,000円（当日1,300円）
無料

チケット取り扱い

好評販売中！

筑紫野市文化会館（電話予約可・火曜日休館）
TEL092 925 4321 予約受付時間9:00〜17:00
※ご予約後、約2週間以内にご購入ください。
主催：ちくしのミュージックフェスタ with DA・N・KA・I 実行委員会
（公財）
筑紫野市文化振興財団 筑紫野市文化会館

9/29

（日）

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧

12:00 虹色サイダーNeo with 山口まりの
（昭和歌謡） ♪やさしい悪魔
12:28 長谷川万大
（昭和歌謡） ♪マイ・ウェイ
12:58 B.J BAND
（フォーク） ♪勝手にしやがれ
13:28 泥棒貴族
（グループサウンズ） ♪エメラルドの伝説
13:58 スイートポテト
（フォーク） ♪チャンピオン
14:43 May Music Factory
（ゴスペル） ♪Dancin' Queen
15:13 福岡浪漫倶楽部
（昭和歌謡） ♪ぼくの妹に
15:38 サッチモファミリーバンド ♪あの素晴らしい愛をもう一度
〜会場のお客様と一緒に歌うコーナーです〜
⑨ 16:08 J・パーカーズ
（サイモン＆ガーファンクル） ♪サウンド・オブ・サイレンス
⑩ 16:38 Nutty
（エレキ・インストゥルメンタル） ♪エル・チョクロ

※演奏開始時間やプログラム順は都合により変更する場合がございます。ご了承ください。

海上自衛隊佐世保音楽隊 ふれあいコンサート in 筑紫野

「海上自衛隊佐世保音楽隊」による演奏会を筑紫野市で開催 !! ダイナミックかつ繊細なメロディを是非、
ご鑑賞ください。
時間

開場14:00/開演14:30
終演（予定）16:30
場所

文化会館

大ホール

ご入場について

要入場券【全席自由】※未就学児入場不可

佐世保音楽隊プロフィール
佐世保音楽隊は、昭和30年に長崎県佐世保市に創設され、昭和51年には佐世保地方総監直轄の音楽演奏を専門とする部隊として正式に編成が認められま
した。担当区域は山口県の西側から九州全域及び沖縄県で、
「士気高揚のための音楽演奏」
「儀式における音楽演奏」
「広報のための音楽演奏」を主たる任務
として、年間約100回の演奏を行っています。佐世保音楽隊独自の活動方針としては、
「皆様に愛され親しまれる音楽隊」を掲げ、小・中・高生に対する音楽教
室や地域行事への参加・協力などを通じて、出会いやふれあいを大切に日々活動しています。

往復はがきの書き方

託児

係

対象/満２歳〜小学校入学前のお子様
・定員15人
料金/一人につき800円
申し込み方法/9月19日
（木）
までに文化会館へ
お電話ください。

抽選結果を
返信いたします。

返信

ご自分のご住所

当日消印有効

何も書かないで
ください。

お名前

8月26日（月）〜9月9日（月）

筑紫野市上古賀一丁目5番1号
筑紫野市文化会館

往信

応募期間

郵便番号

818-0041

ふれあいコンサート

※往復はがきでご応募ください。
※応募多数の場合は、抽選。
当選者には返信用はがきに入場券を
印刷してお送りします。
※落選者には、落選通知をお送りします。
※往復はがき１通で２名様までご応募できます。
※お一人様１通のみ有効

１.ご住所
２.お名前
３.年齢
４.電話番号
５.希望人数
（１名または２名）
６.車いす席
ご利用の有無

※個人情報については、当該コンサートのみ使用するものとし、それ以外の目的に使用することはありません。

ちくしの混声合唱団
第3回定期演奏会

8/24

（土）

10/27
（日）

会場

開場13:30
開演14:00
文化会館 大ホール

料 金 【全席自由】
500円（前売・当日同額）
※小学生以下は無料
チケット取り扱い
●ちくしの混声合唱団

（指揮）横田 諭
演奏予定曲
♪紅いサラファン
♪モスクワ郊外の夕べ
♪フィンランディア
♪野苺
♪Haidenröslein
♪Gebet ほか

時間

開場13:00
開演13:30

会場

文化会館

好評販売中！
●筑紫野市文化会館

筑紫野市生まれで米国･シカゴ交響楽団のヴァイオリニストとして世界で活躍する野
田愛子さんの2年ぶりの 里帰り コンサート。今年はチェリストの妹・野田悠子さん、
ポーランド人ピアニストのリシェツキさんとの3人の演奏会を企画しましたが、残念なこ
とに悠子さんが体調不良により出演を断念。代わって、元九州交響楽団首席チェリスト
の原田哲男さんが出演されました。3人の精神性の高い美し
い調べに
「毎回聴いていますが、今日は格別に素晴らしかっ
た」
「 質の高い演奏会に驚いた」などの感想をいただきまし
た。
また、出演者がそれぞれの楽器や楽曲について解説する
場面では会場から笑いもおこり
「話も楽しかった」
「親しみの
あるコンサートでした」
との声もありました。

陶製の笛・オカリナの第一人者として活躍する宗次郎が筑紫野市では４年ぶりとな
るコンサートを開催。全国各地からファンが駆けつ
け、オリジナル曲「大黄河」
「 昔むかしの物語（はな
し）
を聴かせてよ」や「コンドルは飛んでいく」などを
演奏。地元のオカリナ教室2団体とも共演し
「アメイ
ジング・グレイス」
「故郷の原風景」の2曲を披露し
ました。澄み渡るオカリナの響きに酔いしれたお客
様からは
「素敵な音色にとても癒され、心地よい時
間でした」
「とても感激しました。オカリナの力は凄
いです」
などの感想が寄せられました。

つくし お隣さん情報

ゲスト/原尚志(バリトン）
九州大学男声合唱団コールアカデミー
順不同

日時

あなたもピアニスト！
大きなホールでグランドピアノを弾いてみませんか？
日頃からピアノを弾いている方が対象です。

10月2日
（水）
、
6日
（日）11:00〜12:00、13:00〜19:00（予定）
※多目的ホールは10月6日のみです。

会場
対象

文化会館

大ホール
（ヤマハＣＦ）、多目的ホール（ヤマハＣ５）

中学生以上でピアノを習っている方、ピアノ経験者など
※ピアノの弾き込みのためのイベントにつき、
付き添いの方や
小学生以下のお子様のピアノ演奏はご遠慮ください。

利用時間 お1人様1時間まで
料金

大ホール

500円、多目的ホール

200円

太宰府市五条３丁目1番１号

（公財)太宰府市文化スポーツ振興財団

TEL 092（920）7070

申し込み・お問い合わせ：筑紫野市文化会館 ＴＥＬ092 925 4321

まるごと太宰府歴史展2019

光のオブジェ
（灯りの作品）
展※「古都の光」関連事業
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

大野城市曙町２丁目３番１号

TEL 092（586）4000

8/4
(日)

TEL 092（954）2211

九州シティフィルハーモニー室内合奏団

ファミリーコンサート

● 全席自由 一般 1,500円 / 学生 1,000円 / 0才〜中学生 500円

● 14：00

● 施設利用券 1枚 300円 4枚回数券 1,000円
● ①10：00 ②15：00 ①のみ日本語字幕付き

8/11
（日・祝） 「ボヘミアン・ラプソディ」
● 全席自由

8/24
(土)

ペア 500円 / 一般

300円

● ①14：00

②17：00

那珂川市少年少女合唱団サマーコンサート
● 入場無料

● 13：00

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

ふれぶんシネマ倶楽部

〈日本語吹替版〉
キッズシネマ
「ペット」
※3歳以上入場可

8/10
とびだせ！友情の大冒険」
（土） 「きかんしゃトーマス
● 施設利用料 1枚300円 ※3才以上有料
● ①10：00 ②14：00
第20回弥生の里音楽祭

ティータイムスペシャルコンサートVol.16

金管五重奏で贈るスペシャルプログラム
①
「子どもと楽しむドレミファソ♪」 ②
「おとなのための名曲コンサート」
● ①800円 ほか ※3歳以上入場可 ②800円 ※未就学児入場不可 ● ①13：00 ②16：00

まどかぴあ市民大学

那珂川市仲2丁目5番1号

ミリカシアター

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

大野城まどかぴあ

その他
・ご利用にあわせての調律は行いません。
・空調は入りません。
・発表会には利用できません。
・他の楽器の持ち込みも可能です。
※電気を必要とする楽器は要相談。
・付き添いは5人までです。

ミリカローデン那珂川

●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。 7月4日現在

9/21
（土）

さくら保育園、天拝中学校
筑紫野市ちくしの少年少女合唱団
女声コーラス トライアングルズ、天拝坂混声合唱団
ラ ベル コリーヌ、コール・フリージア
筑紫野女声コーラス、メールクワイア筑紫
ちくしのケロケロくらぶ、ちくしの混声合唱団

申込方法 9月1日（日）9:00から電話で受け付けます。
①希望日 ②利用時間 ③お名前
④電話番号をお知らせください。
定員になり次第、締め切ります。

6/9（日）
開催しました。

9/15
（日）

大ホール

募集

5/26（日）
開催しました。

8/10
（土）

出演団体名

チケット取り扱い 9月1日(日）販売開始 ●筑紫野市文化会館

Report

9/3(火)〜
23(月・祝)

〜残したい歌 未来につなぎたい歌〜

料 金 【全席自由】
一般300円（前売・当日同額）
高校生以下無料

主催・お問い合わせ/ちくしの混声合唱団 TEL090 3732 4804
（廣澤）
共催/
（公財）
筑紫野市文化振興財団 筑紫野市文化会館
後援/筑紫野市、
筑紫野市教育委員会、
福岡県合唱連盟

6/2(土)〜
11/3(月・祝)

第15回ハーモニーフェスタinちくしの

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

平成27年に発足し、29年に
初の定期演奏会を開きました。
今回も四声のアカペラで
Beautiful Harmonyを
お届けいたします。
ぜひ聴きにお出でください。

時間

筑紫野市生涯学習フェスティバル☆文化会館フェスタ

おとなの楽校2時間目

言葉の力を最大化する文字作り―筑紫書体（フォント）の開発デザイン
● 講師：藤田 重信
（書体デザイナー） ● 500円 ※未就学児入場不可

● 14：00

8/17
（土）
9/28
（土）

Concert for KIDS 〜0才からのクラシック®〜

● 出演：鵜木 絵里（ソプラノ）、礒 絵里子（ヴァイオリン）、加藤 直明（トロンボーン）、新居 由佳梨（ピアノ）
● おとな 1,500円 / 子ども 500円 / 親子ペア 1,500円 ※子ども券は0歳〜小学生対象
● 11：00

きかんしゃトーマスファミリーミュージカル「ソドー島のたからもの」
● 一般 2,800円 / 親子ペア 5,000円 ※2歳以上有料
● ①10:30 ②13:00 ③15：30

11/9

（土）

筑紫野市文化会館開館35周年記念公演

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

12/1

（日）

筑紫野市文化会館開館35周年記念公演

第３４回名曲コンサート
奇跡の復帰を遂げた“左手のピアニスト”

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！

©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/

プログラム

大倉安幸

時間

開場15:00 / 開演15:30

場所

文化会館 大ホール

料 金 【全席指定】一般4,000円（当日4,500円）※35周年記念特別料金
チケット取り扱い

8月31日（土）販売開始 ※小学生以上の方はご入場

●筑紫野市文化会館
（午前9時から）
●チケットぴあ
（Pコード155 607）
●ローソンチケット
（Lコード83700）
※お一人様6枚まで

できます。
※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
のみ販売します。

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 主催 （
/ 公財）筑紫野市文化振興財団 筑紫野市文化会館

イベント広報応援団

募集

筑紫野市文化会館では、事業所や個人の方が管理している敷地内に、ポスターの掲示
やチラシの配布等の支援をしてくださる イベント広報応援団 を募集しています。

〜 3特典 〜
１．2,000円以上の有料公演に、応援団の登録者名を記載しチラシを配ります。
２．年に1回、本誌「Topic」
（43,000部発行）に応援団の登録者名を掲載します。
３．文化会館主催事業で使用できる「サンクスカード」
1,000円分を進呈します。
令和元年度は、下記の皆様にご賛同頂いております（5月現在）。引き続き新規のお申込みも
随時お待ちしております。
【湯
町】鳥飼澄子 様
【二日市中央】ひさや食堂 様、
つるや薬局 様、永田商店 様、ほっと二日市 様、
お好み酒蔵 晩彩 様、ホンダウィング岡部 様
【二 日 市 西】居酒屋ばんばん 様
【二 日 市 南】
フレミッシュ ハートフルスタジオ・ミッキー 様
【俗 明 院】
つくしの交通グループ 様
【針 摺 中 央】高木商店 様
【針 摺 西】御菓子司「筑紫野 松庵」様
【美しが丘南】名切宏行 様

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）

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
♪ １枚の紙と５本のペン
♪ 泉のコンセール
第２部 ♪ サムライ
♪ アンティポダス
※曲目は都合により変更する場合があります。
ご了承ください。

時間

場 所 文化会館 大ホール
開場14:30 / 開演15:00
料 金 【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）
チケット取り扱い

9月7日（土）販売開始

※未就学児は入場できません

●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）

筑紫野市文化会館大ホール
利用停止のお知らせ
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。

●利用停止期間（予定） 令和2年７月１日(水)〜11月30日(月)
●利用停止箇所 筑紫野市文化会館大ホール
※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。

●問い合わせ先 筑紫野市文化会館 TEL:092-925-4321

