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● 音楽の楽しみ方講座Vol.4
　 X’maStrings！～弦の響で贈るクリスマスキャロル～
● ちくしのミュージックフェスタ withDA･N･KA･I Vol.4
● 九州シティフィルが贈る2大Bコンサート
　～ベートーヴェン生誕250年 ジョン・レノン生誕80年に寄せて～
● 第十六回ちくしの寄席

募集
● 広報応援団

リモート配信をめざす
パフォーマー支援事業



開演/13:00(開場/12:00)　終演予定/16:06

大ホール

（当日1,300円）

（当日同額）
※幼児の膝上鑑賞は無料。座席が必要な場合は500円。
※チケットの販売状況は当会館ホームページや電話でご確認ください。

一般1,000円（当日1,300円）
高校生以下500円（当日同額）
※幼児の膝上鑑賞は無料。座席が必要な場合は500円。
※チケットの販売状況は当会館ホームページや電話でご確認ください。

時　間

会　場

料　金

12/20
（日）

【全席指定】※前売券完売の場合は当日券の販売はありません。

　今年は12月に開催！ 団塊世代
の「おやじバンド」や地元で活動
する若いグループが様々なジャ
ンルの懐かしのヒット曲を中心
に熱いステージをお贈りします。

チケット取り扱い
●筑紫野市文化会館（火曜日休館）
※お一人様6枚まで　※電話でのご予約はできません

残席わずか！

長谷川万大（昭和歌謡）　
♪ファイト！
泥棒貴族（グループサウンズ）　
♪あの時君は若かった
ニッチモサッチモ（唱歌）　
♪風に吹かれて

B.J BAND（フォーク）　
♪何も言えなくて…winter version
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
Nutty（エレキ・インストゥルメンタル）　
♪ルージュの伝言

※今回は「みんなで歌おうコーナー」はありません。
※プログラムの演奏開始時間、出演順、演奏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。
※録音・録画はご遠慮ください。

※今回はCD、パン等の販売はありません。
主催・問合せ／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
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL 092-925-4321

出演グループ（音楽ジャンル）　♪演奏予定曲

～休憩（15分）～

①13:01

②13:31

③14:01

④14:41

⑤15:11

⑥15:41

〔其の壱〕チケット取り扱い

筑紫野市文化会館 チケットぴあ（Ｐコード500̶697）
ローソンチケット（Ｌコード82805）

11月29日（日）販売開始

〔其の弐〕チケット取り扱い

筑紫野市文化会館 チケットぴあ（Ｐコード500̶698）
ローソンチケット（Ｌコード82820）

11月29日（日）販売開始

1/30
（土）

2021年

（当日1,500円）

（当日500円）
　　　　　　　※小学生から入場できます。

開演/11:00（開場/10：30）　終演予定/12:30
【全席指定】一般1,000円（当日1,500円）
　　　　　小学～高校生300円（当日500円）
　　　　　　　※小学生から入場できます。

落語についての疑問、質問をハガキ、メール、FAXで下記の必要
事項を記入のうえ、お寄せください。また、応募の中から、5名の
方に〔其の壱〕「落語の楽しみ方講座」のペアチケットをプレゼ
ントいたします。
①氏名　②年齢　③住所　④電話番号　⑤質問・疑問
申込先／〒818-0041筑紫野市上古賀1-5-1
　　　　筑紫野市文化会館「落語講座」係
　　　　FAX 092-925-4322
　　　　E-mail：bunkakaikan@city.chikushino.fukuoka.jp

今年は
二公演！

時　間

料　金

講　師

◆あなたの「何コレ？」をスッキリさせましょう。

立川生志、柳家さん光

（当日3,000円）

（当日1,300円）
　　　　　　　※中学生から入場できます。

開演/15:00（開場/14:30）　終演予定/17:00
【全席指定】一般2,500円（当日3,000円）
　　　　　中学～高校生1,000円（当日1,300円）
　　　　　　　※中学生から入場できます。

時　間

料　金

お囃子／九州寄席囃子の会小きぬ社中

協賛／筑紫野経済同友会、福岡県はかた地どり推進協議会

柳家さん光 /やなぎや　さんこう
　筑紫野中学校卒業。2009年、柳家権太楼に入門。柳家おじさんを拝命。13年、
二つ目に昇進。「さん光」へ改名。名前のごとく古典落語を中心に明るく光輝く高座
をめざし精進中。

立川生志 /たてかわ しょうし
　1988年立川談志に入門、立川笑志となる。師匠 談志も認める陽気な高座は
前座時代から「賞ハンター」の異名を持ち、若手落語家の登竜門と言われる
「NHK新人演芸大賞」「にっかん飛切落語会」の各賞を何度も受賞。2008年4月、
落語立川流真打に昇進。名を立川生志と改める。真打昇進後に始めた独演会「ひ
とりブタ」は全国各地で好評を博し、近年では欧州や米国での公演も意欲的に
行っている。談志DNAを継ぐ、落語立川流の実力派真打のひとり。08年「彩の国
落語大賞」、09年「横浜文化賞 文化・芸術奨励賞」、16年「福岡市文化賞」を受賞。17
年から志の輔、談春、雲水とともに、新しい落語会「傳志会」を立ち上げ注目を集
めている。現在、FBS福岡放送「めんたいワイド」、RKBテレビ「サンデーウォッチ」
にコメンテーターとして出演。ー筑紫野市ふるさと親善大使ー

出
演
者

第十六回 ちくしの寄席 筑紫野市生涯学習センター
さんあいホール (140席)
筑紫野市生涯学習センター
さんあいホール (140席)

会場  

ちくしのミュージックフェスタwith CHIKUSHINO MUSIC FESTA

Vol.4

※今年度の「ちくしのミュージック
フェスタwith DA・N・KA・I」は、
いつもと内容が異なる点がござ
います。ご確認ください。

12/25（金）
必 着

(限定380席)

「落語に興味があるけど、昔の言葉や習慣が分からない」なんて

思っていませんか？　この講座は、身振り手振りと約束事など「落

語の何コレ？」や「落語あるある」のお話、そして出囃子の生演奏

もありの楽しい企画です。

落語の楽しみ方講座〔其の壱〕

立川生志“ふるさと応援”落語会
〔其の弐〕初

心
者
の
方
向
け
企
画
！

ご存知 筑紫野市出身の立川生志、柳家さん光が落語で新春初笑い。



♪座席と座席の間は ゆとりを持ってお座りいただきます。
♪舞台転換、休憩時には扉を開けて換気を行います。
♪マスクの着用をお願いします。マスクは各自でご準備ください。
♪咳、発熱など体調がすぐれない方は、来館を控えてください。

お客様へ　大切なお知らせとお願いです
○新型コロナウイルスの感染防止対策をとって開催いたします。
　感染拡大の状況によっては、直前に中止または延期になる場合もあります。
　当会館のホームページや電話で確認をお願いします。

♪時間、会場、料金、
　チケット販売所は
　Vol.4と同じです。

Report

　「麗しきプリマが奏でるアルパとコントラバスの世界」と題し、ナビゲー
ターの大倉安幸さんのお話で和やかな雰囲気の中、開幕しました。第1
部は小林知加さんのアルパ演奏。誰もが聴いたことがあるアルパの代表
曲「コーヒールンバ」やＪポップの名曲「糸」「ハナミズキ」が華やかに披露
されました。第2部はコントラバス奏者の伊藤珠里さんが登場。チェロの
名曲「コル・ニドライ」や超絶技巧を要するクーセヴィツキー作曲「コント
ラバス協奏曲」の第2・３楽章を演奏していただきました。
　お客様からは「コロナ禍の中、思いがけず心豊かになれる時間を過ご
すことができました」「身体にも心にも響くナマの弦の音を感じることがで
きて大変感動しました」などのお声をいただきました。

10/10（土）
開催しました。

麗しきプリマが奏でる
アルパとコントラバスの世界

2/13
(土)

vol.5

バレンタインコンサート
～チェロの薫りにつつまれて～

チケット取り扱い

1月9日（土）販売開始

2021

原田哲男（チェロ）、中川淳一（ピアノ）
※小学生から入場できます。

トロイメライ／シューマン
初恋／越谷達之助
親愛なる言葉／カサド
モーツアルト《魔笛》より
「恋を知る男たちは」の主題による
7つの変奏曲／ベートーヴェン　ほか

曲目

出演

　愛を語り掛けるのは…恋人、友人、先生、我が子？ 作曲
家が音符に託した優しく、時には情熱的な愛のメッセージ
をチェロとピアノの美しい調べでお贈りします。

vol.4

X’maStrings！
～弦の響で贈るクリスマスキャロル～

　クリスマスに耳にするクラシック音楽、そしてクリスマ
スキャロルやクリスマスの名曲の数々を、楽しいお話と共
に弦楽器とピアノの響きでお贈りします。

vol.2

気軽に身近で、クラシックのナマ演奏を楽しんでほしい！
そんな思いから取り組んでいる「音楽の楽しみ方講座」。今年度は舞台を50席限定の多目的ホールに移して、
5回の連続コンサートを企画しました。全5回のうち3回は無事終了し、ご好評いただいております♪　

アフタヌーンコンサートであなたの心をリフレッシュしませんか？

12/12
(土)

※エレベーター等の設備はございません。

（当日1,500円）
（当日800円）

　　　　　　　 ※4歳以上から入場できます。
　　　　　　　 ※前売券が完売しましたら
　　　　　　　　　当会館ホームページでお知らせします。
　　　　　　　 ※前売券完売の場合は当日券は販売しません。

開演/14:00（開場/13：30）終演予定/15:15
２階 多目的ホール(50人)
※エレベーター等の設備はございません。

【全席指定】一般1,000円（当日1,500円）
　　　　　大学生以下500円（当日800円）
　　　　　　　 ※4歳以上から入場できます。
　　　　　　　 ※前売券が完売しましたら
　　　　　　　　　当会館ホームページでお知らせします。
　　　　　　　 ※前売券完売の場合は当日券は販売しません。

G線上のアリア／バッハ
We wish you a merry X’mas
ラストクリスマス　　　　　　　ほか

G線上のアリア／バッハ
We wish you a merry X’mas
ラストクリスマス　　　　　　　ほか

時　間
会　場

料　金

曲　目

森田良平(コントラバス・ナビゲーター)
武内麻美(ヴァイオリン)
室屋麗華(ピアノ)

森田良平(コントラバス・ナビゲーター)
武内麻美(ヴァイオリン)
室屋麗華(ピアノ)

出演者

　鹿児島市出身。平成音楽大学卒業。京都
市立芸術大学大学院修士課程を修了。
2015 年より日本ツアーの他に香港、ハノ
イ、バンコク等でリサイタルやマスタークラ
スを開催。17 年、マイアミでイチロー選手
3000 本安打記念セレモニーにて MLB 公
式戦史上初となる日本国歌を独奏。19 年、
コントラバスの巨匠ゲイリー・カーと共演。
CD「SatsumaBassism」「低音維新」をリ
リース。竹田市総合文化ホールグランツた
けた音楽企画制作ディレクター。（一社）九
州シティフィルハーモニー協会代表理事。

森田　良平
（コントラバス・ナビゲーター）

チケット取り扱い ●筑紫野市文化会館残席わずか！

もりた

写真はアンコールのアルパとコントラバスの競演で「赤とんぼ」の演奏風景

　りょうへい

　北九州市出身。福岡教育大学芸術コース
ヴァイオリン専攻卒業。イタリア・ペルー
ジャ国際音楽祭に参加、ディプロマ取得。響
シリーズ・響ホール室内合奏団演奏会で
ジェミニアーニ／合奏協奏曲≪ラ・フォリ
ア≫、日韓交流演奏会でヴィヴァルディ／
「四季」、コジマ録音より発売の CD「Love，
love，love，that is the soul of genius」
等、ソリストも務める。現在、福岡を拠点に
ソロ、オーケストラ、室内楽、後進の指導等、
幅広く活動を展開する。

武内　麻美
（ヴァイオリン）

たけうち 　あさみ

　鹿児島市出身。鹿児島大学教育学部音楽
専修卒業。第 31 回霧島国際音楽祭でクシ
シュトフ・ヤブウォンスキ氏のマスタークラ
ス修了。2019 年、マカオ政府・在香港日本
国総領事館主催「アートマカオ2019」で演
奏。現在、鹿児島を拠点にコンサート企画、
レコーディングピアニスト、作曲アレンジ
等、幅広い演奏活動を行っている。森田良
平氏のＣＤのほか、覚和歌子作詞・谷川賢
作作曲の合唱曲集「うたはいつもそこにい
て」に参加。

室屋　麗華
（ピアノ）

むろや 　れいか



音楽の楽しみ方講座スペシャル

九州シティフィルが贈る2大Ｂコンサート
～ベートーヴェン生誕250年　ジョン・レノン生誕80年に寄せて～

チケット取り扱い
チケットぴあ（Ｐコード187‒972）
ローソンチケット（Ｌコード81636）
筑紫野市文化会館

好評販売中!

九州シティフィルハーモニー室内合奏団九州シティフィルハーモニー室内合奏団
◆プロフィール
　2018年結成。同年11月より福岡県那珂川
市と連携協定を締結。’19～’20のシーズン
は「ミリカローデン那珂川」にて定期演奏会、
ファミリーコンサート、教育機関での公演や
室内楽公演などを展開するとともに、海外に
おいてもベトナム国立交響楽団への楽員派
遣や「Art マカオ 2019」への招聘など、九州
を拠点にグローバルな活動を展開している。

◆プロフィール
　2018年結成。同年11月より福岡県那珂川
市と連携協定を締結。’19～’20のシーズン
は「ミリカローデン那珂川」にて定期演奏会、
ファミリーコンサート、教育機関での公演や
室内楽公演などを展開するとともに、海外に
おいてもベトナム国立交響楽団への楽員派
遣や「Art マカオ 2019」への招聘など、九州
を拠点にグローバルな活動を展開している。

出 演 者

プログラム

　2020年に生誕250年を迎えるベートーヴェンと生誕80年を迎えるビートルズのジョン・レノン。歴史に名を残した
ジャンルの異なる偉大な作曲家2人の作品を九州シティフィルハーモニー室内合奏団の音色でお楽しみください。

開場/13：30　開演/14：00時 間

【全席指定】 一般2,000円（当日2,500円）
　　　　 　高校生以下1,000円（当日1,500円）

料 金

大ホール会 場

※小学生から入場できます。
※前売チケット完売の場合、当日券の販売はありません。
※小学生から入場できます。
※前売チケット完売の場合、当日券の販売はありません。

主催・問合せ　九州シティフィルハーモニー室内合奏団　TEL 092-558-2768(九州シティフィル事務局)　E-mail:kyushucityphilharmonic2018@gmail.com
共催　　　　 （公財）筑紫野市文化振興財団 筑紫野市文化会館
主催・問合せ　九州シティフィルハーモニー室内合奏団　TEL 092-558-2768(九州シティフィル事務局)　E-mail:kyushucityphilharmonic2018@gmail.com
共催　　　　 （公財）筑紫野市文化振興財団 筑紫野市文化会館

【一部】ベートーヴェン「七重奏曲 変ホ長調 作品20」
【二部】ビートルズ、ジョン・レノンの名曲を室内楽編成でお楽しみください。
　　　（編曲:末松誠一郎）

【一部】ベートーヴェン「七重奏曲 変ホ長調 作品20」
【二部】ビートルズ、ジョン・レノンの名曲を室内楽編成でお楽しみください。
　　　（編曲:末松誠一郎）

ちくしの
時　人遊 vol.68

12/27
（日）

※今回は感染症対策に対応した観客席になり、チケット
の種類や料金が変わっています。詳しくは、12月中旬
以降に配布されるチラシ、筑紫野市ホームページ（12
月中旬更新予定）、広報「ちくしの」1月1日号をご確認
ください。

チケット取り扱い
筑紫野市民図書館内ホワイエ

1月31日（日）11:00～売り切れ次第終了

主催・問合せ／「ちくしの人形劇まつり実行委員会」事務局
　　　　　　　　TEL092-928-4943（筑紫野市民図書館内）

10:40～14:45（予定）
筑紫野市文化会館
プロ劇団　人形芝居 燕屋（長野県松本市）　「ねずみのすもう」
アマチュア劇団　5劇団　「おまえうまそうだな」　ほか

時　間

会　場

演　目

　新型コロナウイルスの感染拡大により、私たちが慣れ親しんで来た〝当たり前の世界〟は今、大きな変容を迫ら
れています。文化芸術に親しむことは「不要不急」の行いだとされ、各文化施設は長期休館となり、多くの文化活
動が中止あるいは延期、縮小を余儀なくされています。
　「Withコロナ」の新しい日常の中で改めて思うことは、文化芸術は人間が生きて行く上で欠かせない大切な
栄養であり、心のビタミンだということです。
　コロナ禍がいつまで続くか分かりませんが、こんな時だからこそ、市民の皆様とのつながりを大切にし、少しで
も文化の風を吹かせたい！　そんな思いから、今号の時遊人インタビューは、当会館に関わりのある方々から寄
せられた「コロナに負けるな！」ひと言メッセージを特集しました。また、発表の機会を奪われたパフォーマーの
力に少しでもなれればと急きょ、新規事業「リモート配信をめざすパフォーマー支援事業」を企画しました。みん
なが「文化の力」を再認識し、明日に向かって元気に一歩を踏み出せることを心から願っています。

　文化会館は、新型コロナウイルスの感染拡大により、文化活動が制限されているパフォーマーを支援するため、この事業に
取り組みます。リモート配信のための収録会場を無料で提供し、収録や配信のお手伝いをします。“文化”の担い手として共に
この難局を乗り越えましょう！

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、当たり前だったことが当たり前でなくなった“新しい日常”
の中で、人と人のつながりの大切さをひしひしと感じるこの頃です。
そこで、今回のちくしの時遊人インタビューvol.68は、当会館とのつながりが深い文化団体や関係者
の方々に近況報告と「コロナに負けない！」という気持ちを込めたメッセージを寄せていただきました！

〔応募資格〕
①これまで文化活動（音楽、演劇、ダンス、美術、その他）を行ってい
た者で、その活動を映像で収録しリモート配信 ( ライブ・録画 )
を計画している高校生以上の個人またはグループ。 
　プロ・アマを問いません。
②未成年者が代表者の場合は、成人の代表者と併せて２者連名で応
募してください。
③政治、宗教、営利活動、反社会的活動が主たる目的の個人またはグ
ループ、団体の応募はできません。

〔応募条件〕
①筑紫野市文化会館で収録可能であり、その内容が公序良俗にそっ
た作品であることが前提となります。
②採択された応募者が主催者となります。当会館は共催者となります。
③収録日は関係者のみで、お客様は入場できません。
④収録に必要な専門的な機材や当会館には無い機材、また配信に
ついては応募者自身で手配、負担してください。
⑤採択された作品の告知・配信時には、共催者名を表記してください。
⑥採択決定後の打合せの様子から収録が終了し、映像データの確認
日までの様子について、当会館が撮影した写真・映像を当会館
ホームページ、Facebook、本紙等で配信・掲載させていただき
ます。また、完成したデータの一部を同様に配信・掲載させてい
ただきます。
⑦収録した映像データは公開前に当会館で確認させていただきま
す。また、この映像データを当会館の記録・報告用として１部提出
いただきます。

〔収録日〕
2021年１月２1日（木）～同年1月25日（月）の期間で1日のみ
※利用時間は、各日 /9:00 ～21:30
※収録は関係者のみでお客様は入場できません。

〔経費負担〕
■文化会館
　①制作日１日と収録日１日の計２日間の施設使用料（大ホール又は
多目的ホール）暖房使用料、付帯設備の器具使用料を負担します。

　②制作日1日と収録日には舞台スタッフの立ち会いが必要ですが、
この要員の手配と人件費を負担します。
■申請者
　①制作に２日以上必要で、当会館を利用する場合の施設使用料、暖
房使用料、付帯設備の器具使用料、舞台スタッフ人件費。
②その他、主催者が必要とする全ての経費（著作権使用料含む）。

〔応募方法〕
・「応募用紙」に記入の上、筑
紫野市文化会館に郵送また
は持参ください。参考資料
などがあれば添付してくだ
さい。提出された資料は原
則返却いたしませんので、ご
了承ください。

※「応募用紙」は、当会館ホー
ムページからダウンロード
できます。

　http://chikushinoshi-bunka.fukuoka.jp

〔応募期間〕
・2020 年12 月２日 (水 ) ～同年12 月18日 ( 金 )9 時～17 時
　(12/8、12/15は休館日のため受付できません)

〔審査・結果〕
 ・当会館職員と当会館所属のサポーターズバンク会員が審査し、最
大で３件を採択します。
 ・審査結果は、2020 年12 月23日（水）に代表者宛に電話連絡し
ます。

新型コロナウイルスの感染拡大防止にともなう
公演の中止または延期のお知らせ

延　期
第16回ハーモニーフェスタinちくしの ＊2021年度以降に延期
ちくしのブラスフェスタ　Vol.4 ＊2021年度以降に延期
筑紫野市吹奏楽団 第４１回定期演奏会 ＊2021年度以降に延期
筑紫野市ちくしの少年少女合唱団 第４回定期演奏会 ＊2021年3月28日（日）

中　止
航空自衛隊春日基地ふれあいコンサートin筑紫野

2/21
（日）

2021年

第18回ちくしの人形劇まつり
子どもたちの文化体験は、大人の務め！

こんな時だからこそ人形劇を楽しみましょう！

筑紫野市文化会館 館長　　手島　博

「リモート配信をめざす
　パフォーマー支援事業2020」

“文化”の風よ、吹け！

主催・問い合わせ／
(公財 )筑紫野市文化振興財団　筑紫野市文化会館
TEL 092－925－4321

2020年
12/  2(水)　
12/  3(木)　
　　　　　　  

12/18(金)　
12/21(月)　
12/23(水)　

2021年
  1/  6(水)　
  1/21(木)　 
  　 
  1/25(月)

募集開始
現地確認・質疑応答
（要申込み）
①14:00開始　②19:00開始
募集締切
審査（最大３件採択）
審査結果通知

採択団体打合せ

収録

【スケジュール】

文化芸能活動が
全面的に中止と
なっていますが、
仲間のみんなと心
通わせて安心して
皆で集い楽しめる
日を待ちましょう。

河津政雄様

筑紫野市
文化協会会長

子ども時代はかけがえのないもの。
「あそぶ・感じる・体験する」ことの大切さを
これからも発信していきます。

特定非営利活動法人 ちくしの子ども劇場様

来年３月の定期演奏会で皆様と会える
日を待ちながら、元気に楽しく練習し
ています！　コロナに負けるな！

武藤百々葉団長 (後列右から２番目 )と団員の皆様
筑紫野市ちくしの少年少女合唱団

津嘉山正和様、遠山俊憲様 (左から )
サポーターズバンク

仲信様、日高様、中村様、室屋様、野田様 (左から )
ケーブルステーション福岡

外出しづらい日々が
続いていますが、心が
ほっと一息つける様な
お菓子を、お届けする
ため毎日励んでいます！

コロナ禍の中で
もおかげ様で作
業の依頼をいた
だいています。今
後も感染に留意
し頑張っていき
ます。

筑紫野 松庵様
広報応援団 御菓子司

天心園
中村政孝様

植栽管理で
お世話になっています

なかなか活動ができないけど……。
だからこそ、できる練習をしながら、みんなで
乗り越えていきましょう！

筑紫野市吹奏楽団の皆様
日吉ななみ様、藤野彩芭様、大野つぼみ様、古賀実花様（左から）

筑紫野市文化協会所属　のぞみじむなすてぃっく
二日市東コミセンクラスの 6年生

私たちはダンスを楽しん
でいます。練習前の検温・
消毒、マスク着用で活動し
ています。
今は力をためる時。再び舞
台で輝けるよう頑張って
います。

乳幼児部（０～３才のための鑑賞会）

コロナに負けるな！
新しい生活スタイルの中で再開し始めた日常……。
皆さんの活動を取材して応援します！

今は活動自粛中で
すが、私達サポー
ターも、コロナの収
束を願い、各種イベ
ントの早期再開を
待ち望んでいます。

コロナに負けるな！
メッセージ

　当会館では新型コロナウイルス感染拡大の状況を考慮し、 当会館が主
催または共催をしていた12月以降の下記の公演につきまして中止また
は延期をさせていただくことになりました。 公演を楽しみにしていただい
ていた市民の皆様には誠に申し訳ございませんが、何卒ご理解を賜りま
すよう、よろしくお願いいたします。

普通であること
の尊さを痛切に
感じる日々、音楽
でまた皆様とつ
ながることが出
来る日を心待ち
にしています。

ピアニスト 岡本えり様

当会館主催事業・名曲コンサートで
お世話になっております

～ ｝



“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。　　　令和2年11月2日現在  

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

12/13
（日）

12/12
（土）

まどかぴあ市民大学　おとなの楽校 4時間目 

「日本絵画の旅、海外との往還」※入場制限あり（定員120名程度）
講師：山下 善也（九州国立博物館客員研究員）
● 全席指定　500円※未就学児入場不可　　● 14：00

ティータイムスペシャルコンサートVol.21　Rue de Valseの冬の贈り物

①親子で一緒に！5つの楽器に心弾ませて♪
②アコーディオンが誘うワルツ通り
出演：Rue de Valse（ルードバルス）※5人編成
● 全席指定　1,000円ほか　①3歳未満入場不可　②未就学児入場不可
● ①11:00　②14:00　※入場制限あり（各回定員180名程度）

1/16
（土）

● 施設利用券　300円　4枚回数券　1,000円 ※未就学児入場不可
● ①10：00（日本語字幕付）　　②15：00

シネマランド 「もみの家」 
出演：南 沙良、緒方 直人、田中 美里 他　※入場制限あり

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

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

くらしのうつりかわり展

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

● 全席自由　500円　※未就学児入場不可　 ● 18：00　終演20：30

12/11
(金)

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

1/5（火）～  
3/14（日）

開催中～  
12/20（日）

会場：スプリングホール（入場制限あり）
● 施設利用料　1枚300円※要電話予約　● ①10：00　　②14：00

ふれぶんシネマ倶楽部 「最強のふたり」12/19
（土）

● 全席指定　2,500円　※未就学児入場不可　● 14：00

春日市ふれあい文化センター開館25周年記念 
林家たい平 独演会2/26

（金）

● 全席指定　5,000円　※未就学児入場不可　● 17：30

春日市ふれあい文化センター開館25周年記念 
大野雄二＆ルパンティックシックス ルパンジャズライブ3/14

（日）

1/23
（土）

講師：藤崎真二（西日本新聞社論説委員）
場所：男女共同参画推進センタールミナス　　電話：925-5404
● 入場無料（要電話申込）　● 10：00～12：00

男女共同参画セミナー③ 「オトコの介護と働く環境」

年忘れ大爆笑！ミリカ寄席
第9回おもしろアマ落語家競演会

● 入場無料　 ● 10:00～18:00　※会期中の金・土曜日は20:00まで

那珂川黎明2020文化財展示会
会場：松口月城記念館（ミリカローデン那珂川内）

 大ホール天井耐震化の改修工事は終了しました。工事中はお客様
ならびに近隣の皆様には何かとご不便をおかけしましたこと、深く
お詫び申し上げます。皆様にはご理解とご協力をいただきまして、
誠にありがとうございました。
　大ホールの利用は12月2日(水)から再開いたします。

 「３密」（密閉、密集、密接）を避ける工夫をお願いします。
　①咳、発熱など体調がすぐれない方は、来館を控えてください。
　②館内ではマスクを着用してください。
　　※マスクを忘れた方のために主催者でマスクの予備をご準備ください。
　③入館の際は出入口に備え付けのアルコールで手指消毒を済ませ
　　てお入りください。
　④ご利用中は30分に1回以上、部屋の窓等を開けて換気をしてくだ
　　さい。
　⑤人との間隔を1～２ｍあけ、密集しないようにしてください。

その他、変更や新しくできた利用内容もあります。
詳しくは当会館ホームページやお電話でご確認
ください。

文化会館からのお知らせ
◆大ホール天井の改修工事が
　終了しました

◆ご利用についてのお願い

◆Facebookでも
　最新情報お届け中です

1 
イベント広報応援団　募集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。

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」（44,000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。

～ 3特典 ～～ 3特典 ～

令和2年度は、下記のみなさまにご賛同頂いております（11月現在）。
引き続き新規のお申し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


