
2, 3 月のイベント

● 夢野久作と杉山三代研究会 第8回研究大会

● ちくしのブラスフェスタvol.4

● 筑紫野市ちくしの少年少女合唱団 第4回定期演奏会
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● 平田オリザ講演会「なぜ、コミュニケーション教育なのか？ー新しい学力、新しい学びー」

● スローライフ2020～まつり筑紫野 星あそび～ partⅡ

● 筑紫野市文化協会創立35周年記念事業 第35回ちくしの芸術祭2020





3/22
（日）

3/5
（木）

3/8
（日）

3/29
（日）

3/14
（土）

6/21
（日）

時 間

　

会 場　

料 金　

開場12:00／開演12:30
終演16：00（予定）
文化会館 大ホール
【全席自由】無料

時 間

会 場　

料 金　

開場14:30／開演15:00
文化会館 大ホール
【全席指定】一　　　般　3,000円（当日3,500円）
　　　　　大学生以下　1,000円（当日1,500円）

時 間

会 場　

料 金　

開場13:30／開演14:00
文化会館 大ホール
【全席自由】　
小学生以上 300円（当日500円）

※未就学児も入場できます。
※満席の場合は、ご入場を
　お断りすることがございます。

※未就学児も入場できます。
※満席の場合は、ご入場を
　お断りすることがございます。

※未就学児無料※未就学児無料

クラシックやポピュラーなどバラエティに富んだラインナップ♪
　　　　各団体の演奏と中学校、高校、筑紫野市吹奏楽団の代表メンバーによる合同演奏をお楽しみください。

ぜひ聴きにきてください！！

・筑山中学校吹奏楽部
・筑紫野中学校吹奏楽部
・筑紫野南中学校吹奏楽部　

・天拝中学校吹奏楽部
・二日市中学校吹奏楽部
・九州産業高等学校吹奏楽部

・筑紫高等学校吹奏楽部
・武蔵台高等学校吹奏楽部
・筑紫野市吹奏楽団

♪ ヨークシャー行進曲　
♪ プラトンの洞窟からの脱出
♪ offcial髭男dismメドレー
♪ おもちゃ箱のファンタジー
♪ 情熱大陸コレクション
♪ Jubilee Overture
♪ とこしえの声
♪ ミュージカル「ミス・サイゴン」より
♪ 歌劇「アイーダ」より第2幕 凱旋の場
♪ ライオンキングメドレー
♪ ディープパープルメドレー　ほか

大友直人（指揮） / 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）
アンサンブル福岡（オーケストラ）/ 八尋祐子（コンサートミストレス）
ちくしの第九合唱団 2020（合唱） 

第１部　♪ 炎のランナー　　　　　　 
　　　　♪ 歌劇「トゥーランドット」より 誰も寝てはならぬ
　　　　♪ 歌劇「カルメン」より ハバネラ
　　　　♪ 歌劇「椿姫」より 乾杯の歌　ほか
第２部　♪ 交響曲第 9番ニ短調第 4楽章「歓喜の歌」

プログラム

プログラム

※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。

プログラム

ちくしのブラスフェスタ Vo l . 4

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～

筑紫野市ちくしの少年少女合唱団
第4回定期演奏会

夢野久作と杉山三代研究会 第8回研究大会

今年、35回を迎える「名曲コンサート」は、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、ベートーベンの第九交響曲
第4楽章「歓喜の歌」に挑戦します。指揮は世界でも活躍する大友直人氏、演奏は九州交響楽団メンバー中心によるアンサンブル福岡に実力のあ
る4名のソリスト、約100名で結成された「ちくしの第九合唱団2020」がお贈りいたします。お聴き逃しなく！

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83157）
チケットぴあ（Ｐコード174―134）

４月５日（日）販売開始

チケット取り扱い
1月25日（土）販売開始

※未就学児は入場できません

「夢野久作と杉山三代研究会」第8回研究大会は、3年ぶりに筑紫野市で開催いたします。
基調講演や研究発表、杉山三代にかかわる展示などを予定しています。
全国から研究者や関心のある人たちが駆けつけます。興味のある方は是非、ご参加ください。

ミュージカル「アラジン」やお客様と一緒に楽しめる曲を歌います！

主催･問合せ／
筑紫野市ちくしの少年少女合唱団　
TEL092-921-2303(広沢)
共催／(公財)筑紫野市文化振興財団

※昨年度の演奏の様子

出演

出　演

時 間

会 場 筑紫野市生涯学習センター3階　視聴覚室（筑紫野市二日市南1-9-3）

主催/夢野久作と杉山三代研究会、（公財）筑紫野市文化振興財団 筑紫野市文化会館

12:00～16:30　基調講演、研究発表
料 金

基調講演

1,000円

「杉山龍丸氏を想う」
　　文化人類学者・上田 将

※研究会会員は会費5,000円

申込み・問合せ / 夢野久作と杉山三代研究会（筑紫野市文化会館内）
　　　　　　　  TEL092-925-4321

第35回 ちくしの芸術祭2020第35回 ちくしの芸術祭2020
筑紫野市文化協会創立35周年記念事業

●美術・文芸・工芸・華道展
 【特別展示】
　・MOA美術館福岡児童作品展　筑紫野市受賞作品
　・NPO法人コミュニケーション・アート 作品
●レジンアクセサリーワークショップ（5日・6日/有料）

5日（木）～8日（日）　10：00～16：00

●芸能・音楽部門ステージ発表（開場9：30　開演10：00）
 【オープニング】筑紫高等学校 吹奏楽部
 【特別出演】おやじバンド「Nutty」
●お茶席（10：00～15：30／席料300円）
●ゴスペル無料体験（11：00～12：00／定員30人・要予約）

7日（土）

●芸能・音楽部門ステージ発表（開場10：00　開演10：30）
 【特別出演】中国秘技「變面（へんめん）＆マジック」
●お茶席（10：00～15：30／席料300円）
●フラダンス無料体験（11：00～12：00／定員30人・要予約）

8日（日）

主催･申込み･問合せ /筑紫野市文化協会（TEL090-8765-8090〈井上〉）
共催 /（公財）筑紫野市文化振興財団 筑紫野市文化会館

会場/筑紫野市文化会館

～

♪動物シリーズ
♪クイーンメドレー
♪オブラディ オブラダ
♪ミュージカル「アラジン」　ほか

●筑紫野市
　ちくしの少年少女合唱団
●筑紫野市文化会館



主催/（公財）筑紫野市文化振興財団 筑紫野市文化会館　筑紫野市教育委員会　共催/ふくおか教育を考える会協議会主催/（公財）筑紫野市文化振興財団 筑紫野市文化会館　筑紫野市教育委員会　共催/ふくおか教育を考える会協議会

“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。　 1月6日現在

ミリカローデン那珂川 TEL 092（954）2211
那珂川市仲2丁目5番1号

令和元年度福岡県立美術館所蔵品巡回展「移動美術館展」

『出会おう！ミリカでアート』
● 一般 210円　65歳以上・高校生以下　無料　その他割引あり。
● 10:00～18：00　※入場は17：30まで

● 参加費(資料代)　各回100円　　●  10:00～12:00

2/23
（日・祝）

～2/6
（木）

開催中

3/15
(日)

那珂川市少年少女合唱団第7回定期演奏会

令和元年度歴史講座　「ちくし見聞録」

第5回　弥生時代の「ちくしの」

● 全席自由 500円　　● 14：00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

2/29
（土）

2/11
（火・祝）

シネマランド「春、出発～たびだち～特集」
① ③「ワンダー　君は太陽」　②「初恋のきた道」

能舞音楽劇「義経記」

● 施設利用券　1枚 300円　4枚回数券 1,000円　※未就学児入場不可　
● ①10：00　②14：00　③18：00

● 一般 5,000円 ほか　※未就学児入場不可
● 出演：デーモン閣下（朗読・歌）、上妻宏光（津軽三味線）、山井綱雄（能舞）、高橋忍（地謡）　　
● 17：00

● 一般 1,500円　※未就学児入場不可
● 14：00

3/7
（土）

リリー・フランキー トークイベント

ぎ  けい  き

太宰府市五条３丁目1番１号
TEL 092（920）7070（公財)太宰府市文化スポーツ振興財団

2/15（土）
16（日）

～3/15
（日）

開催中
場所：文化ふれあい館　　電話：092-928-0800
● 入場無料　　● 9：00～17：00

第24回　くらしのうつりかわり展

● 場所：プラム・カルコア太宰府　市民ホール　※未就学児入場不可
● 全席指定 1,000円　　● 15日/17：00　16日/14：00

史跡のまちの“生”歴史ドラマVol.4

旅人 ～たびと～
令和ゆかりの人物を題材にした物語の演劇公演

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

2/22
（土）

3/20
（金・祝）

Series 若い才能との出会い vol.2　

野田あすか ピアノ・リサイタル2020

ふれぶんシネマ倶楽部

「ねことじいちゃん」

● 一般 3,000円　大学生以下 1,000円　※未就学児入場不可　　● 14：00

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

● 一般 2,000円　友の会 1,800円　※未就学児入場不可　　● 15：00

3/21
（土）

クロマチックハーモニカ 南里沙 コンサート

監督：岩合 光昭　　出演：立川 志の輔、柴咲 コウ ほか

　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。

3 

●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　

筑紫野市文化会館からの
お知らせ

※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。

Report

　オープニングの「この広い野原
いっぱい」を観客と歌い、会場は一気
に森山ワールド！ 「さとうきび畑」「涙
そうそう」などのヒット曲から、「ほろ
酔いの歌」「Ale Ale Ale」まで14曲
を熱唱。年齢を感じさせない豊かな
歌声に感激したり、ウィットに富んだ
おしゃべりに爆笑したり、舞台と客席
がひとつになるライブならではの公
演となりました。

11/9（土）
開催しました。

　昨年度、国内外で活躍する劇作家の平田オリザさんを招いて「平田
オリザさんと“楽しい”をつくる　小学生＆中学生のための表現活動
ワークショップ」を「ふくおか教育を考える会協議会」と共催で実施
しました。今年度も同事業を継承し、山口小学校の協力を得て〈文化
活動アウトリーチ事業〉と〈講演会〉を開催します。
　山口小学校は2019年７月、文化庁の「芸術家の派遣事業」として
ＮＰＯ法人ＰＡＶＬＩＣ（パブリック）を招き、６年生２クラスを対象に演劇
的手法を取り入れた“アクティブ・ラーニング”（主体的、対話的で深い
学び）の授業を２回、開催されました。この成果をより確実なものとす
るため、2020年２月にも当会館の主催でオリザさんの授業を同小
で行ってもらい、併せて市内の教職員や一般市民を対象としたオリ
ザさんの講演会「なぜ、コミュニケーション教育なのか？－新しい学
力、新しい学び－」を開催します。

小学生のための表現活動ワークショップ＆平田オリザ講演会

2014年、本市初の公演の
熱気が蘇る！　待望の第2弾！！

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

受付開始15:00　　
開会15:10　閉会16:45（予定）

時 間

文化会館 大ホール会 場

平田オリザ講演会 
「なぜ、コミュニケーション教育なのか？
  －新しい学力、新しい学び－」

ⓒＴ.Ａｏｋｉ

　今年は「左手が織り成す命の音楽“奇跡のピアニスト”舘野 
泉」と銘打って開催しました。第1部はアンサンブル福岡による
「シチリアーナ」で華やかに幕開け。舘野泉さんが光永浩一郎
作曲の左手のピアノ曲「サムライ」とピアノ協奏曲「泉のコンセー
ル」を披露し、聴衆を魅了しました。第2部は、池辺晋一郎作曲
のピアノソロ「１枚の紙と5本
のペン」、パブロ・エスカンデ
作曲のピアノ協奏曲「アンティ
ポダス」を演奏。満員のお客
様は、舘野さんの力強く、包み
込むような優しい音色に聴き
入り、会場は熱い拍手の渦に
包まれました。

12/1（日）
開催しました。 第３４回 名曲コンサート

劇作家・演出家、劇団青年団主宰、大阪大学COデザイン
センター教授。2002年度以降中学校の国語教科書で、
11年度以降には小学校の国語教科書で平田氏のワーク
ショップの方法論に基づいた教材が採用され、多くの子ど
もたちが教室で演劇を創作する体験を行っている。

【プロフィール】

平田オリザ 氏

入場料
無　料
申し込み不要

2/12
（水）


