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イイヅカコスモスコモン

秋桜散歩道Cosmos sampo-michi

Vol.357　January  2022

イイヅカコスモスコモン　今月の休館日
1日（土）・2日（日）・3日（月）・11日（火）・17日（月）・24日（月）・31日（月）

1月号

主催：（公財）飯塚市教育文化振興事業団　共催：飯塚市教育委員会

全席
自由

入場券

水２月９日２月９日
展示ホール

イイヅカコスモスコモン  0948-21-0505
ユメニティのおがた　　　0949-25-1007

入場券取り扱い お問い合わせ
イイヅカコスモスコモン  
0948-21-0505

開　場 １８：００１８：００
１８：３０１８：３０開　演

好評
発売中

好評
発売中

好評
発売中

"やさしさ

"

ってなんだろう？

  わくわくどきどきの

  オペラ初体験はいかが？
はつ たい けん

土3月19日3月19日
中ホール

なかしま拓 繋ぐ～幸せを運ぶ手の音色～

2nd

開　場 １３：１５　１３：１５　
14：0014：00開　演

全席
指定

親子券（子ども＋大人）２,０００円
大　人           　  １，８００円
子ども（３歳～小学生） 　 ５００円

親子券（子ども＋大人）２,０００円
大　人           　  １，８００円
子ども（３歳～小学生） 　 ５００円

※０歳から入場可（席が必要な場合は要入場券）※当日各５００円増
※本公演は、（一財）福岡県退職教職員協会の公益目的事業の一環として行われ、
　入場料金の一部を補填しています。

※０歳から入場可（席が必要な場合は要入場券）※当日各５００円増
※本公演は、（一財）福岡県退職教職員協会の公益目的事業の一環として行われ、
　入場料金の一部を補填しています。

入場料

主催：（公財）飯塚市教育文化振興事業団
共催：（一財）福岡県退職教職員協会　飯塚市教育委員会
主催：（公財）飯塚市教育文化振興事業団
共催：（一財）福岡県退職教職員協会　飯塚市教育委員会

イイヅカコスモスコモン　0948-21-0505
ユメニティのおがた　　　0949-25-1007

入場券取扱い

イイヅカコスモスコモン及び各出演団体
入場券取り扱い

【指　　揮】大川修司
【演　　出】唐谷裕子
【出　　演】西日本オペラ協会
 　　　　　「コンセル・ピエール」
　　　　　 赤おに　　：上田浩平
　　　　　 青おに　　：萩原次己 (客演 )
　　　　　 娘　　　　：永渕くにか
　　　　　 女房　　　：坂井里衣
　　　　　 百姓　　　：江越正嘉
　　　　　 木こり　　：久世安俊
　　　　　 ナレーター：中野亮子
　　　　　 鳥使い　　：柳瀬史子
【ピ ア ノ 】大森美樹、山本由加子
【打 楽 器 】小野香織

親子券（子ども＋大人）２,０００円
大　人           　  １，８００円
子ども（３歳～小学生） 　 ５００円

親子券（子ども＋大人）２,０００円
大　人           　  １，８００円
子ども（３歳～小学生） 　 ５００円
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JAふくおか嘉穂は更なる
JA自己改革を実践し
食と農・地域を
未来に繋ぎます。

JAふくおか嘉穂は更なる
JA自己改革を実践し
食と農・地域を
未来に繋ぎます。

〒820-0089　飯塚市小正319-1
TEL：0948-24-7060　FAX ： 0948-29-5387
〒820-0089　飯塚市小正319-1
TEL：0948-24-7060　FAX ： 0948-29-5387

筑豊B1ミュージック
フェスティバル2021

公演
決定！

中止となった2021年9月19日の再演です。

2月発売予定 詳細については、次号でお知らせします。　

500円（税込）

「おうちで .com」（https://o-uchi-de.com/）
サイト内にて販売
※「おうちで .com」でのお支払いはクレジットカードのみとなります。

販売期間

購入方法

２nd: 2月8日●17：00まで火
２月９日水２nd配  信  日 視  聴  券ラ

イ
ブ
配
信

コスモス
サロン
コンサート
VOL.9

一   般　　　　2,000円
学生(高校生以下) 1,000円
一   般　　　　2,000円
学生(高校生以下) 1,000円
※当日各500円増
※未就学児の入場はご遠慮ください。
※当日各500円増
※未就学児の入場はご遠慮ください。

入場料

全席
自由
５００円５００円
※小学生以下無料
　（要無料券）
※小学生以下無料
　（要無料券）

主催：飯塚市教育委員会、（公財）飯塚市教育文化振興事業団
後援：飯塚市小中学校PTA連合会、飯塚市子ども会指導者連絡協議会 企画： e -ZUKAどんどこKids プロジェクト

出演団体
・飯塚本町宿場太鼓   「龍王」
・志ら川太鼓
・高田っ子太鼓（高田小学校）

・飯塚本町宿場太鼓   「龍王」
・志ら川太鼓
・高田っ子太鼓（高田小学校）

・和太鼓と洋楽器のコラボレーション
 「WADAIKO de Swing」
　和楽器：チームDonDoco
　洋楽器：SMITH swing band

・和太鼓と洋楽器のコラボレーション
 「WADAIKO de Swing」
　和楽器：チームDonDoco
　洋楽器：SMITH swing band

ゲスト

舞台鑑賞

・飯塚聖母幼稚園
・八木山小学校 獅子舞
・飯塚聖母幼稚園
・八木山小学校 獅子舞

日2月20日2月20日
大ホール

開　場 9：309：30
10：0010：00開　演 4月30日4月30日

中ホール

13：00～13：00～13：00～13：00～13：00～4月30日4月30日土

日2月20日2月20日
大ホール

開　場 9：309：30
10：0010：00開　演

一   般　　　　2,000円
学生(高校生以下) 1,000円
一   般　　　　2,000円
学生(高校生以下) 1,000円
※当日各500円増
※未就学児の入場はご遠慮ください。
※当日各500円増
※未就学児の入場はご遠慮ください。

※出演する団体が変更になる場合も
　ございます。
※出演する団体が変更になる場合も
　ございます。 入場券

・ 青春の影（財津和夫）
・ The Rose（ベット・ミドラー）
・ 青春の影（財津和夫）
・ The Rose（ベット・ミドラー）

・ My Heart Will Go On
  （セリーヌ・ディオン）　  他
・ My Heart Will Go On
  （セリーヌ・ディオン）　  他

〈出演者〉〈出演者〉 〈ゲスト〉〈ゲスト〉
なかしま　拓　　手 笛
冨永　 隆治　　　ピアノ
なかしま　拓　　手 笛
冨永　 隆治　　　ピアノ

なかしま　拓なかしま　拓 冨永　隆治冨永　隆治 ColorhythmRisa (カラリズムリサ)ColorhythmRisa (カラリズムリサ)

ColorhythmRisa (カラリズムリサ)
大きなキャンバスに短時間で絵を変化
させながら物語を舞い描くパフォーマー。〈SETLIST〉開　場 13：0013：00

13：3013：30開　演

入場
無料
要申込

ＮＨＫ福岡放送局 092-724-2266
     （平日10:00～18:00）
     ※12月29日～1月3日を除く。

イイヅカコスモスコモン 0948-21-0505
       （火曜～日曜9:00～19:00）
　※12月29日～1月3日、１月１１日を除く。

お問い合わせ

ＮＨＫ北九州放送局と飯塚市では、飯塚市文化会館開館３０周年とＮＨＫ北九州
放送局開局９０年を記念して「ラジオ深夜便のつどい」を実施します。
深夜に安らぎや楽しさをお届けする「ラジオ深夜便」のアンカートークと講演会
をお楽しみください。観覧をご希望の方は、次の要領でお申し込みください。

ＮＨＫ北九州放送局と飯塚市では、飯塚市文化会館開館３０周年とＮＨＫ北九州
放送局開局９０年を記念して「ラジオ深夜便のつどい」を実施します。
深夜に安らぎや楽しさをお届けする「ラジオ深夜便」のアンカートークと講演会
をお楽しみください。観覧をご希望の方は、次の要領でお申し込みください。

「明日へのことば　講演会」
講　 師：工藤　良
　　　   （更生保護施設「田川ふれ愛義塾」施設長）

司　  会：藤重　博貴アナウンサー
             （ＮＨＫ北九州放送局）

主催： ＮＨＫ北九州放送局、飯塚市、（公財）飯塚市教育文化振興事業団、
　　　ＮＨＫサービスセンター

※応募多数の場合は、抽選のうえ、当選の方には希望人数（2人まで/１歳以上のお子様から人数に含む）でご入場いただけ
　る入場整理券を、落選の方には落選通知をはがきで２月１０日（木）頃に発送します。 なお、新型コロナウイルス感染拡
　大防止のため、お客様同士の間隔をとった座席を、入場整理券で事前に指定させていただきます。
※インターネット等での入場整理券の売買は固くお断りします。 転売を目的としたお申し込みであると判明した場合は
　抽選対象外とします。 また、売買が確認された場合は入場をお断りします。 
※インターネット売買サイトやＳＮＳ等において、入場整理券の偽造および架空出品にともなうトラブルが発生しており
　ますので、くれぐれもご注意ください。
※ご応募の際にいただいた情報は、抽選結果のご連絡のほか、NHKでは受信契約者情報との照合、受信料のお願いに使用
　させていただくことがあります。
※新型コロナウイルスの感染状況、荒天などの影響により公演を中止する場合があります。その場合、他の公演への振替はご
　ざいませんので何卒ご理解のほど宜しくお願い申し上げます。また、事情により出演者など番組内容を変更する場合があ
　ります。その他、感染状況により、観覧いただける方の地域を一部制限する場合があります。あらかじめご了承ください。
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、保健所などの公的機関へお客様の情報を提供する場合があります。その場合、
　当日ご来場いただいた方のお名前など詳細をお聞きすることがあります。ご協力のほど宜しくお願いいたします。

締め切り　２月１日（火）＜必着＞
あ て 先　 〒８２０－００４１　飯塚市飯塚１４－６６　
             飯塚市文化会館（イイヅカコスモスコモン）　「ラジオ深夜便のつどい」　係

土2月26日2月26日
大ホール

「ラジオ深夜便」
３月２１日（月）午後１１時５分～翌日午前５時<ラジオ第1・国際>
３月２２日（火）午前１時５分～午前５時 <ＦＭ>

放送
予定

飯塚市文化会館開館３０周年　ＮＨＫ北九州放送局開局９０年

郵便往復はがき (私製を除く )に以下を記入してお申し込みください。観 覧 申 込
・往信用裏面  ❶ 郵便番号　❷ 住所　❸ 名前　❹ 電話番号　❺ 観覧希望人数（２人まで）
・返信用表面  ❶ 郵便番号　❷ 住所　❸ 名前

第
１
部

第
２
部

「アンカーを囲むつどい」
 アンカー：迎　康子、山下　信



Cosmos Cinema コスモスシネマ 

※当日券は対象外となりますのでご注意ください。（イイヅカコスモスコモン地下駐車場・立体駐車場に限ります。）

飯塚市文化会館からのお知らせNewYearConcert
IIZUKA COSMOSCOMMON

弦楽合奏団
ムジカ・ダルキ

12人で贈る新時代の
珠玉の弦楽アンサンブル

土1月15日1月15日
中ホール

全席
指定

一   般　　　　 　　2,500円一   般　　　　 　　2,500円
学   生（高校生以下）　　  500円学   生（高校生以下）　　  500円
シニア（65歳以上） 　　1,500円シニア（65歳以上） 　　1,500円

※当日各500円増　※未就学児の入場はご遠慮ください。
※本公演は、（一財）福岡県退職教職員協会の公益目的事業の
　一環として行われ、入場料金の一部を補填しています。

※当日各500円増　※未就学児の入場はご遠慮ください。
※本公演は、（一財）福岡県退職教職員協会の公益目的事業の
　一環として行われ、入場料金の一部を補填しています。

入場料

チケットぴあ　　 Pコード　204-662（https://t.pia.jp/）
ローソンチケット　L コード　84055（https://l-tike.com/）

イイヅカコスモスコモン 0948-21-0505
ユメニティのおがた　　 0949-25-1007

入場券取扱い

開　場 13：30　　　13：30　　　
14：0014：00開　演

モーツァルト：アイネ・クライネ・ナハトムジーク　K.525
メンデルスゾーン　：弦楽のための交響曲　第6番　変ホ長調
チャイコフスキー：弦楽セレナード　ハ長調　Op.48        ほか
※演奏曲及び演奏者が、やむを得ず変更になる場合がございます。

図書館HP図書館HP 飯塚市立図書館
ぼたぼん

飯塚市立図書館
ぼたぼん

入場券をイイヅカコスモスコモンでご購入の際は駐車券を窓口までお持ちください、60分の無料サービスをいたします。

入場券発売初日の受付開始時間は会員・一般共に 窓口 午前9時 電話 午前10時です。

 1 月イベントのご案内
Event Information

https://www.facebook.com/cosmoscommon/情に

https://www.cosmoscommon.net/公式
HP

料金 主催者 お問い合わせ 2 月イベントのご案内

イイヅカコスモスコモン　電 話 0948-21-0505
お申し込み・お問い合わせ

イイヅカコスモスコモン　電 話 0948-21-0505
お問い合わせ

イイヅカコスモスコモン　電 話 0948-21-0505
お問い合わせ

イイヅカコスモスコモン　電 話 0948-21-0505
お申し込み・お問い合わせ

ご来場のお客様へ
のお願い

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、ご来場の際はマスクの着用、手指の消毒、お客様同士のフィジカル・ディスタン
ス確保など、感染防止対策へのご協力をお願いいたします。状況によってはイベントの中止や延期が生じる場合がございま
す。予め、ご了承ください。イベントのお問い合わせは、各主催者までお願いいたします。

10：00～12：0010：00～12：00時　間

10：30～12：0010：30～12：00時　間

開　場 13:3013:30
14:0014:00開　演

中ホール 会員優先入場あり

中ホール

飯塚市立図書館
図書館からのお知らせ

（代）TEL 0948-22-5552

好評
発売中

展示ホール

展示ホール

土1月22日1月22日
休憩室

土2月12日2月12日
リハーサル室

受　講　料：600円（飲み物付き）
コーディネイター：城　佳世（九州女子大学人間科学部　准教授）
募 集 定 員：6名　・定員になり次第、締め切り。

※事前に、曲名・作曲者をお聴きします。当日、CDなどお持ちください。音響機器はCDデッ 
　キのみです。iPad、スマホなどの音源をお持込　みの場合は、スピーカー等ご持参ください。

受　講　料：500円
講　 　　師：水戸　博之（指揮者）
※５名以上で開講になります。

「サロン・ドゥ・クラシック」1st

「指揮者の目線」2nd

ユメニティのおがた     0949-25-1007
イイヅカコスモスコモン 0948-21-0505

入場券取り扱い

大ホール

13(日)
筑豊フィルハーモニー管弦楽団 090-5938-6981

筑豊フィルハーモニー管弦楽団オーケストラ！
バレンタインコンサートin飯塚大ホール

(有)鳳山堂 083-929-1114

一枚板家具展

一般財団法人福岡県浄化槽協会 092-947-1800

令和3年度指定採水員指定講習会・
福岡県浄化槽管理士研修

3 (木)

近畿大学九州短期大学保育科 0948-22-5726

近畿大学九州短期大学保育科 
総合発表会

5 (土)

飯塚市、飯塚市教育委員会、飯塚市成人式実行委員会 0948-22-3274

飯塚市成人式9 (日)
大ホール

大ホール

中ホール

中ホール

中ホール

中ホール

飯塚吹奏楽団 090-5299-1174（原）

飯塚吹奏楽団　第48回定期演奏会16(日)

飯塚市老人クラブ連合会 0948-22-5500

飯塚市老人クラブ連合会 新春カラオケ大会28(金)

愛宕幼稚園 0948-24-4635

生活発表会29(土)

大ホール

大ホール

大ホール

飯塚市役所　環境整備課 0948-22-5500（内線1655）

エコスタ ＳＤＧsシンポジウム23(日)

イイヅカコスモスコモン
14：00（13：30）～ 16：00

15日 ①13：00～16：00
　　  ②18：00～19：30

16日 ①10：00～12：00
　　　②13：30～15：30
　　　③17：00～18：30

13：00（12：00）～14：00

0948-21-0505

15 (土) イイヅカコスモスコモン ニューイヤーコンサート
弦楽合奏団ムジカ・ダルキ
～12人で贈る新時代の珠玉の弦楽アンサンブル～

一　般　 　　　　 2,500円
シニア（65歳以上）1,500円
学　生（高校生以下）  500円
※当日各500円増

関係者のみ

大　人 2,000円
子ども 1,000円
15日①のみ見学料1,000円

14：00（13：00）～ 16：00
中学生以上 1,000円（前売、当日共通）

19日　18：35（18：00）～20：05
20日　13：35（13：00）～15：05
会員

13：30（12：00）～
無料

10：00～18：00
無料

12：30（11：30）～15：00
無料

9：20（9：00）～13：40
無料

年少　10：10～11：00
年中　11：30～12：30
年長　13：10～14：10
無料

9：50（9：20）～12：00
無料

展示ホール

展示ホール

＆.mosaiques　インプロフェス15（土）
▼

16（日）
NPO法人こどもと文化のひろば
わいわいキッズいいづか
＆.mosaiques

0948-28-7319
（こどもと文化のひろばわいわいキッズいいづか）
090-2718-8972（キリュウ）

飯塚市民劇場例会 無名塾公演「左の腕」19（水）
▼

20（木）
飯塚市民劇場 0948-22-9370

決算セール27（木）
▼

30（日） ㈱エトウ時計店 0948-22-0480

いぎすれんげ幼稚園 0948-28-8177

楽しい発表会29(土)

飯塚市小中学校PTA連合会 0948-22-2924

令和3年度 飯塚市小中学校PTA連合会教育講演会30(日)

・飯塚市内で公演活動が可能な 20歳以上  
  （団体の場合は代表者が成人であること）
・社会貢献をしたい、文化芸術をひろめたいとい
　う気持ちのある方

飯塚市内で依頼のあった施設（小中学校、公営
施設、福祉施設等）へ出向き、演奏会や講演会、
ワークショップなどを行います。（1公演45 分～
90分程度）

対 象 者

内　　容

音楽、落語、ダンス、パフォーマンス、講演な
ど幅広く募集します。

ジャンル

2022年4月1日～2023年6月30日（再登録あり）

登録期間

応募用紙と活動内容が把握できる資料（音源
（CD等）や動画（DVD 等））を提出ください。用
紙は窓口またはHPからダウンロードできます。

応募方法

令和 4年 3月 15日（火）

応募締切

財団規定の出演料に準じてお支払いいたします。

謝　　金

アンサンブルでの応募も可能です。（応募用紙に
それぞれ記入しまとめて提出をお願いします。）
他の方と共演していただく場合もあります。

そ の 他

演
奏
者

演
奏
曲

【主　催】　（公財）飯塚市教育文化振興事業団 　【共　催】　（一財）福岡県退職教職員協会　  【後　援】　飯塚市教育委員会　飯塚文化連盟

全席自由入場料

500円500円

【主演】貫地谷　しほり
            竹　中　直　人
【主演】貫地谷　しほり
            竹　中　直　人

(C)2013「くちづけ」製作委員会(C)2013「くちづけ」製作委員会

活動の幅を広げたいと思っている方、自分の持っている得意分野で社会貢献したいと思っ
ている方、その気持ちを実現しませんか。演奏場所・活動場所を探しているアーティストと、
教育施設、医療・介護施設などでの地域イベントで、出演者を探している方とをマッチン
グいたします！

登録アーティスト募集 登録アーティスト募集 

時代の転換点に現れた異才・音楽を芸術にした男
～弦楽四重奏とともに、人間ベートーヴェンに迫る～

【演奏曲目】
ベートーヴェン：
弦楽四重奏曲　第１番　ヘ長調　
作品１８－１

助成： 文化庁文化芸術振興費補助金（劇場・音楽堂等機能強化推進事業）
独立行政法人日本芸術文化振興会
文化庁文化芸術振興費補助金（劇場・音楽堂等機能強化推進事業）
独立行政法人日本芸術文化振興会

主催：（公財）アクロス福岡 （公財）飯塚市教育文化振興事業団

景山誠治 C Masashige Ogata; 田中茜小牧麻唯果中村雅子 田中雅弘C 堀田力丸

受講
無料
要申込

入場無料
要電話予約

　講師：中村　雅子（音楽ライター）
　演奏：景山　誠治（ヴァイオリン）桐朋学園大学教授
　　　　小牧麻唯果（ヴァイオリン）ヴァイオリン奏者
　　　　田中　　茜（ヴィオラ）エリザベト音楽大学非常勤講師
　　　　田中　雅弘（チェロ）チェロ奏者（元東京都交響楽団首席奏者）

　講師：中村　雅子（音楽ライター）
　演奏：景山　誠治（ヴァイオリン）桐朋学園大学教授
　　　　小牧麻唯果（ヴァイオリン）ヴァイオリン奏者
　　　　田中　　茜（ヴィオラ）エリザベト音楽大学非常勤講師
　　　　田中　雅弘（チェロ）チェロ奏者（元東京都交響楽団首席奏者）

※定員７０名
※未就学児のご入場はご遠慮ください。
※当日は資料を配布しますので、
　ご入用の場合は筆記具をお持ちください。

生演奏で贈る 音楽講座

２５１年目の
ベートーヴェン

展示ホール

月3月21日3月21日

展示ホール

土2月19日2月19日

開　場 １３：３０１３：３０
１４：００１４：００開　演

14：00（13：30）～15：3014：00（13：30）～15：30時　間

【申込開始】１月14日●

【申込方法】お電話（0948-21-0505）で

金
※定員（70名）に達し次第申込受付を
　終了します。

【出演】

9 (水)

イイヅカコスモスコモン
0948-21-0505

コスモスサロンコンサートvol.9 
2nd なかしま拓
繋ぐ～幸せを運ぶ手の音色～
18：30（18：00）～20：20
一般　　             2,000円
学生（高校生以下）1,000円
※当日各500円増

展示ホール

展示ホール

15 (火)
イイヅカコスモスコモン 0948-21-0505

CosmosCinema　くちづけ
14：00（13：30）～16：03
500円

展示ホール

12（土）
▼

13（日）

13(日)
近畿大学産業理工学部学術文化会吹奏楽部 080-8552-1167

第8回定期演奏会
中ホール

19(土)
あじさい保育園 0948-25-0151

あじさい保育園　生活発表会

大ホール

19(土)
イイヅカコスモスコモン 0948-21-0505

食のセミナー
「ポジティブエイジングな食べ方 vol.12」

14：00（13：30）～15：30
無料（要予約）

20(日)
イイヅカコスモスコモン

0948-21-0505

e-ZUKAどんどこKids Vol.9
10：00（9：30）～12：30

500円［小学生以下無料（要無料券）］

大ホール

26(土)

ＮＨＫ北九州放送局、飯塚市、ＮＨＫサービスセンター
（公財）飯塚市教育文化振興事業団
092-724-2266(NHK福岡放送局)
0948-21-0505(イイヅカコスモスコモン)

飯塚市文化会館開館30周年 ＮＨＫ北九州放送局開局90年

ラジオ深夜便のつどい
13:30（13:00）～16:00

無料（要申込）

中ホール

27(日)
NPO法人 人権ネットいいづか・飯塚市 0948-24-7582

川口泰司 人権同和問題講演会
中ホール

27(日)
村上ふみ 080-1728-7122

大人も子供も習い事フェア
（バイオリン・ピアノ）展示ホール

食のセミナー 
ポジティブ・エイジングな食べ方vol.12

食のセミナー 
ポジティブ・エイジングな食べ方vol.12

食のセミナー 
ポジティブ・エイジングな食べ方vol.12

食のセミナー 
ポジティブ・エイジングな食べ方vol.12
ココロを元気に！～ココロの栄養＆ココロの持ちよう～

講　師
五十嵐 和恵

（健康管理士一般指導員）

講　師
五十嵐 和恵

（健康管理士一般指導員）

私たちはもう約二年も先の見えない不安の中で日々がんばっ
ています。「よくがんばっているね！えらいよ！」自分に労わ
りの声をかけていますか？
必要なのは、何があってもポジティブに未来を信じて生きる
力。その力のためには、ココロを元気に保つことが大切です。
今回のテーマは「ココロ」。ココロを元気にするための食べ方、
栄養、そしてココロの持ちようなど、日々ご機嫌に暮らすた
めのヒントをお伝えします。２月４日は立春。ココロ軽やか
な春にしませんか？

・持ってくるもの：筆記用具

定員
３０名

１月４日●より
受付開始 

火

時代の転換点に現れた異才・音楽を芸術にした男
～弦楽四重奏とともに、人間ベートーヴェンに迫る～

展示ホール

月3月21日3月21日 開　場 １３：３０１３：３０
１４：００１４：００開　演

火2月15日2月15日
好評
発売中

窓口もしくはお電話でお申し込みくださ
い。お電話の場合、7 日以内に受講料のお
支払いをお願いします。

お申込み方法

オーケストラの総監督“指揮者”。いろんなパフォーマンスを見せてくれる指揮者で
すが、その目線のさきにあるものは、一体何でしょうか！？

1月11日　～31日
いたします全館休館

図書館システム入れ替えおよび蔵書点検に伴い、
火 月 ご不便を

おかけしますが、
何卒ご了承
ください

ヴァイオリン：田島高宏/竹原奈津/山中恵理子/菅谷　史
　　　　　　　二上りか子/砂原千聡/湯原佑衣
ヴ ィ オ ラ：石田紗樹/金田滉司
チ ェ ロ：長瀬夏嵐/山本　大
コントラバス：森武大和

全館休館期間中は、会館すべての施設の利用が出来ません。 飯塚市文化会館をご利用の皆様に
は、大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

令和4年6月13日 　～令和5年5月1日　月 月全館休館
期　　間

飯塚市文化会館大規模改修工事に伴う全館休館の案内について
ま
で

区　　分
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月

令和4年 令和5年

全館休館期間


