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イイヅカコスモスコモン

秋桜散歩道Cosmos sampo-michi

Vol.358　February  2022

イイヅカコスモスコモン　今月の休館日
7日（月）・14日（月）・21日（月）・28日（月）

2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

入場料

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

"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

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

※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。

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

お問い合わせ先：JAふくおか嘉穂　金融課 TEL ： 0948-24-0420お問い合わせ先：JAふくおか嘉穂　金融課 TEL ： 0948-24-0420

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

2月8日●17：00まで火
２月９日水配  信  日 視  聴  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）

・和楽器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

・和楽器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

2月20日2月20日

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。

1.8% 固定
金利

保証料別

1.3% 固定
金利

保証料別

年

年

基準金利

適応金利

JA指定の条件を
満たされた方は
金利引下げ

令和3年10月1日●～令和４年3月31日●金 木適用
期間
インターネットでJAローンのご利用（仮審査）申込みができます。
右のQRコードからアクセスして下さい。

・地球星歌  ・世界がひとつになるまで  ほか

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

スプリングコンサート

ライブ配信

コスモス
サロン
コンサート
VOL.9

9：309：30開　場 9：309：30
10：0010：00

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）

※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。

全席
指定

入場料

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

※当日各200円増　※未就学児の入場可※当日各200円増　※未就学児の入場可

全席
自由

入場料

一　般　　　　　 1,０００円
学　生（高校生以下） ５００円
一　般　　　　　 1,０００円
学　生（高校生以下） ５００円

【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

2022年度

古代史連続講座
開催決定!!古代から未来のトビラを拓く

お待たせいたしました。コロナ禍の影響で延期しておりました
「古代史連続講座」ですが2022年度の開催が決定いたしました。

イイヅカ発　古代史情報最前線
～遠賀川の古代文化と邪馬台国～

詳細は次号でご案内いたします。

飯塚
コスモスコモン
少年少女合唱団

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

主催：（公財）飯塚市教育文化振興事業団　筑豊Ｂ1ミュージックフェスティバル実行委員会

※50音順での掲載。出演順ではありません。  ※出演バンドが、変更になる場合もございます。※50音順での掲載。出演順ではありません。  ※出演バンドが、変更になる場合もございます。

プログラム

・僕らの声は旅をする  ・僕たちのラブソング  ほか 

・風になる  ・となりのトトロ  ほか

指　　揮 : 井上　天衣
ピ ア ノ : 大谷　夏子

特別指導 : 長野　公宣

10：0010：00開　演
日2月20日2月20日

大ホール

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）

飯塚
コスモスコモン
少年少女合唱団

飯塚
コスモスコモン
少年少女合唱団

S P R I N G  C O N C E R T

「僕らのお気に入り」

「僕らの声は旅をする」

「僕らは風になる」

愛唄歌ステージ1部

合唱曲集２部

ちょこっと音楽劇３部

歌うのが好きなお友だち、
ぜひコンサートを見にきてね♪
詳しくはＨＰをご覧ください。

合唱団員
募集中！！

主催：（公財）飯塚市教育文化振興事業団　筑豊Ｂ1ミュージックフェスティバル実行委員会　　後援：飯塚市教育委員会　筑豊吹奏楽連盟　西日本新聞社

12：0012：00 13：０013：０0

・ 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

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 12：0012：00 13：０013：０0開　演

入場
無料

ColorhythmRisa 
(カラリズムリサ)
ColorhythmRisa 
(カラリズムリサ)
ColorhythmRisa 
(カラリズムリサ)
ColorhythmRisa 
(カラリズムリサ)

冨永　隆治冨永　隆治冨永　隆治冨永　隆治

なかしま　拓なかしま　拓なかしま　拓なかしま　拓

発売日 2月8日 火 ※発売初日の受付は、※発売初日の受付は、
窓口  午前 9時から
電話  午前10時から
窓口  午前 9時から
電話  午前10時から

あいけん / 一六荘 / 音楽アートPEANUTS / かぐやのおやじ
梶原香織 / Candy / きらきら星 / 喜恋雀 / Quattro / THIME LINE
ブルーバード / BLUE ROSE / POPOLO / RED COATS

あいけん / 一六荘 / 音楽アートPEANUTS / かぐやのおやじ
梶原香織 / Candy / きらきら星 / 喜恋雀 / Quattro / THIME LINE
ブルーバード / BLUE ROSE / POPOLO / RED COATS

開　場 13：３013：３0 1４：０01４：０0開　演

土4月30日4月30日
中ホール

日4月24日4月24日
中ホール

4月30日4月30日

4月24日4月24日



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。）

イイヅカ☆ブラスフェスティバル２０２２
～須川展也の吹奏楽の旅～

ミュージックディレクター：須川展也（サクソフォン・指揮）ミュージックディレクター：須川展也（サクソフォン・指揮）

詳細についてはイイヅカコスモスコモンＨＰ
および来月号でご案内します。

　　　　　　　　出演団体：飯塚市・嘉麻市
　　　　　　　　　　　　  各中学校・高等学校吹奏楽部／
　　　　　　　　　　　　  一般吹奏楽団

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。

 2 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 3 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

イイヅカコスモスコモン　　電 話 0948-21-0505
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。

開　場 13:3013:30
14:0014:00開　演

中ホール 会員優先入場あり

飯塚市立飯塚図書館
イベントのお知らせ

TEL 0948-22-5552

展示ホール

展示ホール

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

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・令和3年度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)

学校法人 嶋田学園 飯塚高等学校 0948-22-6571

第58回飯塚高等学校・
第15回飯塚高等学校専攻科 卒業証書授与式　

2 (水)
大ホール9：30（9：00）～17：00

・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

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 

【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

受講
無料
要申込 入場無料

要電話予約

※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

土2月19日2月19日
14：00（13：30）～15：3014：00（13：30）～15：30
時　間

※定員（70名）に達し次第申込受付を終了します。

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（当日 2,500円）
学生（高校生以下）1,000円（当日 1,500円）

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

中ホール

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）】

20(日)
中村学園大学短期大学部合同和太鼓部 輝来響楽座 中村学園大学キラキラ座HP

第13回 星祭り～陽～
13：30（13：00）～16：30

無料（要予約）

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　講演会「ネット人権侵害と部落差別の現実」
中ホール

27(日)
村上ふみ 080-1728-7122

バイオリンとピアノ習い事フェア
展示ホール

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

火2月15日2月15日
好評
発売中

申込
受付中

申込
受付中【申込方法】お電話（0948-21-0505）で

中村　雅子（音楽ライター）
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）

中村　雅子（音楽ライター）
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：

演奏：

【出演】

展示ホール

月3月21日3月21日
開　場 １３：３０１３：３０

１４：００１４：００開　演

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～
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～

ポジティブ・エイジングな食べ方
vol.12
ポジティブ・エイジングな食べ方
vol.12
ポジティブ・エイジングな食べ方
vol.12
ポジティブ・エイジングな食べ方
vol.12 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）

無料

音 楽 会 11：00～11：30
オペレッタ 13：00～14：30

無観客

大ホール
飯塚市教育委員会 0948-22-5500（内線1629）

令和3年度飯塚市学力向上フォーラム11(金)
13：50（13：20）～16：40
無料

9：00～17：00
無料

14：00（13：00）～16：00
一般 　1,500円（当日2,000円）
学生 　1,000円（当日1,500円）

14：00～15：30
無料

10：00（9：30）～12：00
無料

10：00～16：00
無料

オーケストラ！バレンタインコンサート2022in飯塚

会員優先
入場あり

飯塚市教育委員会 0948-22-3274

令和3年度飯塚市小学校児童画展

展示ホール

展示ホール

展示ホール

5（土）
▼

6（日）

飯塚高等学校吹奏楽部 0948-22-6571

嶋田学園 飯塚高等学校吹奏楽部 第15回定期演奏会6 (日)
大ホール

大ホール

大ホール

Shining Start 山本美穂 090-3416-6418

MUSIC FESTIVAL in FUKUOKA Vol.26 (日)
中ホール

中ホール

中ホール

中ホール

民主音楽協会 0948-25-5085

演歌女子8 (火)

飯塚民主商工会 0948-22-8500

3.13重税反対全国統一行動嘉飯地区集会9 (水)

14：00（13：15）～15：30

イイヅカ☆ブラスフェスティバル２０２２
～須川展也の吹奏楽の旅～

13（日）
イイヅカコスモスコモン 0948-21-0505

親子券（子ども+大人）2,000円（当日2,500円）
大　 人　　　　　　　 1,800円（当日2,300円）
子ども（3歳～小学生）   500円（当日1,000円）

イイヅカコスモスコモン 0948-21-0505

筑豊愛蘭会 春季 春蘭展示会16（水）
▼

17（木） 筑豊愛蘭会 0948-25-7779

飯塚市民劇場例会　文学座公演「一銭陶貨」20（日）
▼

21（月） 飯塚市民劇場 0948-22-9370

嘉穂高等学校楽友会 090-5938-6981

嘉穂高等学校楽友会 第47回定期演奏会20(日)
大ホール

嘉穂高等学校吹奏楽部、吹奏楽部保護者会、嘉穂高等学校楽友会

0948-22-0231

福岡県立嘉穂高等学校創立120周年記念
吹奏楽部第55回定期演奏会

23(水)
大ホール

アクロス・ちびっこコンサート2021
こどものためのオペラ　泣いた赤鬼

19(土)

14：00（13：30）～15：30

無料（要申込） イイヅカコスモスコモン 0948-21-0505

生演奏で贈る 音楽講座 251年目のベートーヴェン21(月)

展示ホール ①13：00（12：40）～15：00
②16：00（15：40）～18：00
大  人　1,200円
子ども     600円

飯塚子どものためのドラマスクール

0948-28-7319

第26期 子どものためのドラマスクール 発表会27(日)
九州・山口音楽協会 080-3978-1964

岡田将と上位入賞者による記念演奏会27(日)

中ホール

中ホール

ドリカム・ピアノコンクール本選29（火）
▼

31（木） 九州・山口音楽協会 090-8406-9755

こすもす寄席

林
家
た
い
平

桃
月
庵
白
酒

詳細についてはイイヅカコスモスコモンＨＰ
および来月号でご案内します。

林家たい平・桃月庵白酒  二人会林家たい平・桃月庵白酒  二人会

定員
３０名

5月8日5月8日
中ホール

日5月8日5月8日

3月13日3月13日

13:3013:30
14:0014:00開　場
13:3013:30
14:0014:00

開　演

日3月13日3月13日

3月6日●14時～日

バリアフリー映画上映会
一緒に映画を楽しみましょう

<整理券配布開始：２月９日（水）９時半～><整理券配布開始：２月９日（水）９時半～>
主催：（公財）飯塚市教育文化振興事業団
　　　イイヅカ☆ブラスフェスティバル2022実行委員会
共催：嘉麻市教育委員会・筑豊吹奏楽連盟・西日本新聞社

主催：（公財）飯塚市教育文化振興事業団
　　　イイヅカ☆ブラスフェスティバル2022実行委員会
共催：嘉麻市教育委員会・筑豊吹奏楽連盟・西日本新聞社


