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Vol.359　March  2022

イイヅカコスモスコモン　今月の休館日
7日（月）・14日（月）・22日（火）・28日（月）

3月号

開　場 13:3013:30
14:0014:00開　演

中ホール

会員優先入場あり 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

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

各500円各500円

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下さい。

2022年度

古代史連続講座
古代から未来のトビラを拓く

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～

JAマイカー
ローン

ＪＡ指定の条件を
満たされた方は
金利引下げ

基準金利

適用金利

1.8% 固定
金利

固定
金利

年

1.3%年

保証料別

保証料別

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

飯塚市立図書館
図書館からのお知らせ
TEL 0948-22-5552

おうちで本を読んで
家族と本について話してみよう！

おうちでどくしょ
飯塚市立図書館は
家読(うちどく)を
応援しています

二人会
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TOUGETSUAN-HAKUSYU HAYASHIYA-TAIHEI

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
チケットぴあ　　 　　　 Pコード　510-635（https://t.pia.jp/）
ローソンチケット　　　　 L コード　81849（https://l-tike.com/）

入場券取扱い

イイヅカコスモスコモン　電 話 0948-21-0505
お問い合わせ

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

※会員・一般ともに発売初日の受付は
　窓口  午前 9時から
　電話  午前10時から

※会員・一般ともに発売初日の受付は
　窓口  午前 9時から
　電話  午前10時から

発売日

３月 ５日●土会員

３月12日●土一般

※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。

全席
指定

一　般         　　　　３,０００円
学　生（高校生以下） 　２，０００円
シニア（65歳以上） 　　２，５００円

一　般         　　　　３,０００円
学　生（高校生以下） 　２，０００円
シニア（65歳以上） 　　２，５００円

入場料

TOUGETSUAN-HAKUSYU HAYASHIYA-TAIHEI

ⓒ2021
   「漁港の肉子ちゃん」製作委員会

金4月15日4月15日

ⓒ2018
  「日日是好日」製作委員会

【主演】明石家さんまプロデュース
  　　　 声：大竹しのぶ
     　　　　 花江夏樹
 　　 　　　 Cocomi　ほか

【主演】明石家さんまプロデュース
  　　　 声：大竹しのぶ
     　　　　 花江夏樹
 　　 　　　 Cocomi　ほか

土4月16日4月16日

スケジュール

会　場：イイヅカコスモスコモン中ホールまたは
　　　　イイヅカコミュニティセンター学習室 401

親と子の親と子の親と子の親と子の
ファミリー

コンサート
ファミリー
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※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。
※３歳未満ひざ上鑑賞無料。ただし、座席を利用される際は要入場券。

※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。
※３歳未満ひざ上鑑賞無料。ただし、座席を利用される際は要入場券。

全席
指定

親子券       　　　　1,５００円
おとな（高校生以上）  １，０００円
こども（３歳～中学生） 　 ８００円

親子券       　　　　1,５００円
おとな（高校生以上）  １，０００円
こども（３歳～中学生） 　 ８００円

入場料

発売日

３月 4日●金会員

３月11日●金一般 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
電 話 0948-21-0505

お問い合わせ

出　  演：九州管楽合奏団
指　  揮：吉浦 勝喜
歌＆MC：うつのみやなおたか
　　　　   さえきまゆこ
ダ ン ス：いとうまゆ

出　  演：九州管楽合奏団
指　  揮：吉浦 勝喜
歌＆MC：うつのみやなおたか
　　　　   さえきまゆこ
ダ ン ス：いとうまゆ

歌のおねえさん
さえきまゆこ

歌のおにいさん
うつのみやなおたか

指揮者
吉浦　勝喜

ダンスのおねえさん
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なおたかお
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※プログラムは変更になる場合がございます。※会員・一般ともに発売初日の受付は※会員・一般ともに発売初日の受付は

こすもす寄席こすもす寄席
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

①「美女と野獣」メドレー
②「ライオンキング」
③「ぼよよん行進曲」
〇ダンスコーナー　　ほか

全席自由
入場料

【主演】黒木華
  　　 　多部未華子
  　　　 樹木希林  ほか

【主演】黒木華
  　　 　多部未華子
  　　　 樹木希林  ほか

プログラム

日日是好日

好評
発売中

漁港の肉子ちゃん　

日 中ホール5月8日5月8日

監修・コメンテーター： 高島　忠平 氏
・考古学者「ミスター吉野ケ里」
・日本考古学協会員、日本遺跡学会員役員
・佐賀女子短期大学名誉教授

主催 ：（公財）飯塚市教育文化振興事業団、遠賀川古代史事業推進実行委員会
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講演者テーマ

高島　忠平
嶋田　光一
松浦　宇哲

 ５月２９日● 
  ６月２５日● 
  ７月２３日●
  ９月２４日● 
１０月２２日●
１１月１２日●
１２月１０日●

  １月２１日●

  ２月１１日●

土

土

日

土

土

土

土

土

土

邪馬台国は九州

不彌国と金印国家群

立岩王墓と弥生社会

弥生時代の山陰

王塚・岩戸山古墳に見る東アジア世界

鹿毛馬神籠石と古代国家

邪馬台国と遠賀川の古代

磐井の乱と古代国家生成

遠賀川式土器と日本稲作の起源

安本　美典

高倉　洋彰

禰冝田佳男

藤尾慎一郎

濱田　竜彦

辻田淳一郎

仁藤　敦史

赤司　善彦

回 開催日

2023年

2023年

※開催日、講演者などが変更になる場合がございます。予めご了承ください。

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

窓　   口：

TEL/FAX：

イイヅカコスモスコモン事務室
（月曜休館）でお申込みください。
お電話（0948-21-0505）または、
住所・氏名（ふりがな）・電話番号・
お支払い方法を記入し FAX
(0948-21-0606)でお申込みく
ださい。

パスポートは第１回講演会当日に会場入
口でお渡しします。

年間パスポート（全9回受講可能）年間パスポート（全9回受講可能）

お申込み方法 お支払い方法

お受取り

郵便振替
郵便局で次の口座に郵便振替で送金してください。
記号・番号 01750-2-84576 
加入者名 飯塚コスモスコモン
※通信欄に「年間パスポート」とご記入ください。
※振込手数料はお客様にてご負担願います。

【注意点】お支払い後のキャンセルはいかなる理由があってもお受けできません。

開　場 開　演13：３013：３0 1４：０01４：０0

開　場 開　演13：0013：00 13：3013：30 終　演 16：0016：00

開　場 開　演13：1513：15 1４：０01４：０0

参加費 各回2,000 円（資料代含む）各回2,000 円（資料代含む） お申込みは開催日の１ヶ月前より
電話、FAXにて受付

お得！

イイヅカコスモスコモン窓口（月曜休館）
1週間以内にイイヅカコスモスコモン事務室で
お支払いください。

土5月7日5月7日5月7日5月7日
中ホール

先着100名／10,000円
申込開始日

３月20日●日



※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。）

               

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。

 3 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

4 月イベントのご案内

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。

好評
発売中

好評
発売中

中ホール

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

大ホール

17(日)
ピアノ教室チッペンデール 090-9580-8984

高取和生 090-1513-6396

ハワイアン演奏とフラダンス2 (土)

夢舞台プロジェクト 0948-30-1088

GOLDEN GOD AWARD 2022 in イイヅカ3 (日)

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 (土)
男女共同参画推進センター「サンクス」 0948-22-7058

レッド隊長講演会  問題行動の根っこ

中ホール

中ホール

23(土)
飯塚市役所 人権・同和政策課 0948-26-1178

第50回飯塚市部落解放研究集会
～人権フェスティバル～

24(日)

イイヅカコスモスコモン 0948-21-0505

飯塚コスモスコモン少年少女合唱団
スプリングコンサート

29(金)
ブラスラボ2022 0948-22-6571

ブラバンチャレンジ2022

大ホール

大ホール

30(土)
イイヅカコスモスコモン
0948-21-0505

筑豊B１ミュージックフェスティバル2021
13：00（12：00）～19：00
一般　1,000円（当日1,200円）
学生　   500円（当日   700円）
未就学児無料

14：00（13：30）～15：40

500円

14：00（13：30）～15：30
無料

好評
発売中

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

※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

ピアノ発表会
9 (土)

RIANNY 080-1700-8833

FAIRY WORD LIVE vol.3 ～蘭～
中ホール

中ホール

中ホール

中ホール

中ホール

中ホール

中ホール

大ホール 令和ミュージックオフィス 090-2852-9032

優れ者の晴れ舞台 in 嘉穂劇場10 (日)

ゴスペルスマイル 0948-23-2255

第2回ゴスペルスマイルコンサート10 (日)

㈱エトウ時計店 0948-22-0480

大創業祭

展示ホール

21（木）
▼

24（日）

15(金) CosmosCinema 「日日是好日」
イイヅカコスモスコモン 0948-21-0505

飯塚市教育委員会文化課 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。すごかコンサート8 (火)

第53回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

飯塚市立庄内中学校 0948-82-1201

飯塚市立庄内中学校吹奏楽部　定期演奏会26(土)

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

18：00（17：30）～20：00

10：00～13：00

定員となりました 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

昼公演 13：00（12：40）～15：00
夜公演 16：00（15：40）～18：00

15：00（14：30）～17：00

おとな　            1,200円
こども（4～18歳）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　発表公演

27(日)

中ホール

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

入場券取扱い

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

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！！

一般 　　　　800円
学生　　　   600円
ライブ配信　500円

永恒企画 090-1425-3208

映画上映（信さん・炭坑町のセレナーデ）と
トークショー

26(土)
大ホール

①10：00（　9：30）～13：00
②14：00（13：30）～16：30

一般　2,000円
学生　1,500円

20日　18：35（18：00）～21：05
21日　13：35（13：00）～16：05

会員

優先席　2,999円
通常席　2,500円

展示ホール 10：00～16：00

無料 ㈱ユキ 0120-20-3020

ウィッグ（かつら）展示即売会31(木)

関係者

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

イイヅカコスモスコモン　0948-21-0505
( 特 )こどもと文化の広場わいわいキッズいいづか事務局　　0948-28-7319

入場券取扱い

・前売券のみ。当日券はありません。・前売券のみ。当日券はありません。

全席
自由

入場料
おとな 　　　1,２００円
こども（4～18歳） ６００円
ネット配信　       ６００円

おとな 　　　1,２００円
こども（4～18歳） ６００円
ネット配信　       ６００円

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

・風になる  ・となりのトトロ  ほか

・地球星歌  ・世界がひとつになるまで  ほか ・僕らの声は旅をする  
・僕たちのラブソング  ほか 

「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

プログラム

指　　揮 : 井上　天衣
特別指導 : 長野　公宣
ピ ア ノ : 大谷　夏子

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

ネット配信＆
最新情報は
ドラマスクール
facebookから!

ネット配信＆
最新情報は
ドラマスクール
facebookから!

関係者

愛宕幼稚園 0948-24-4635

愛宕幼稚園　生活発表会5 (土)
9：30（9：00）～14：00

10：30（10：00）～21：00

関係者

A席　5,800円
B席　5,300円

19：00（18：30）～21：00

14：00（13：30）～17：00

5日　9：00～19：00
6日　9：00～17：00

関係者

無料

一般　　　　　　 800円（当日900円）
学生（中学生以下）500円（当日600円）

飯塚民主商工会 0948-22-8500
13：30（12：30）～15：00
無料

中ホール

飯塚市老人クラブ連合会　カラオケ大会16 (水)

飯塚市老人クラブ連合会 0948-22-5500（内線1146）
12：30（11：30）～15：00

10：00～15：00

無料

無料

中ホール

"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

ご来場のお客様へのお願い

【指　揮】大川修司
【演　出】唐谷裕子
【出　演】西日本オペラ協会

【指　揮】大川修司
【演　出】唐谷裕子
【出　演】西日本オペラ協会

【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

【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

会員優先
入場あり

会員優先
入場あり

14：00（13：30）～15：37
500円

16(土) CosmosCinema 「漁港の肉子ちゃん」
イイヅカコスモスコモン 0948-21-0505

4月24日4月24日

※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

開　場 12：0012：00 13：０013：０0開　演

入場
無料

開　場 13：３013：３0 1４：０01４：０0開　演

土 中ホール4月30日4月30日

日
中ホール

4月24日4月24日

日 展示ホール3月27日3月27日

主催：飯塚子どものためのドラマスクール　共催：飯塚市教育委員会
協力：(特)こどもと文化の広場わいわいキッズいいづか、ドラマスクールを支える会

開　場
開　演

12：4012：40
13：０013：０0昼公演　

開　場
開　演

15：4015：40
16：０016：０0

夕公演　

※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。

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

出演バンド

土3月19日3月19日

第26期
子どものための
ドラマスクール
発表公演

大ホール日3月13日3月13日

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

コロナウイルス感染拡大防止のため、 出演者・関係者のみの
演奏会となり一般公開はいたしません。
楽しみにお待ちいただいたお客様には誠に申し訳ありませんが、
ご理解いただきますようお願い申し上げます。

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～


