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イイヅカコスモスコモン　今月の休館日
4日（月）・11日（月）・18日（月）・25日（月）

4月号

2022年度

古代史連続講座
古代から未来のトビラを拓く

～遠賀川の古代文化と邪馬台国～

図書館HP図書館HP

飯塚市立図書館
イベントのお知らせ
TEL 0948-22-5552

二人会

林
家
た
い
平

桃
月
庵
白
酒 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

T O U G E T S U A N - H A K U S Y U H A Y A S H I Y A - T A I H E I

スケジュール

会　場  ① イイヅカコスモスコモン中ホール
　　　　② イイヅカコミュニティセンター学習室 401

JAふくおか嘉穂
公式SNSのお願い

アカウント名
ja_fukuokakaho

アカウント名
JAふくおか嘉穂

アカウント名
JAふくおか嘉穂
「ふれあい市」直売所

様々な行事やお得な情報を発信しております。
アカウントのフォローお願いします。

怪盗B怪盗B

子ども読書クイズ大会子ども読書クイズ大会

～お宝を手に入れろ！～～お宝を手に入れろ！～ きみにわたしのクイズがとけるかな？

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

※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

好評
発売中

歌のおにいさん

うつのみやなおたか

歌のおねえさん

さえきまゆこ

ダンスのおねえさん
いとうまゆ

※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

指揮者

吉浦　勝喜

出演：九州管楽合奏団出演：九州管楽合奏団

なおたかお兄さん＆まゆこお姉さんとレッツ・シング♪
まゆお姉さんとレッツ・ダンス♪ミュージカルの名曲からキッズソングまで、

ウィンド・オーケストラの魅力もたっぷり！

なおたかお兄さん＆まゆこお姉さんとレッツ・シング♪
まゆお姉さんとレッツ・ダンス♪ミュージカルの名曲からキッズソングまで、

ウィンド・オーケストラの魅力もたっぷり！

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

好評
発売中

九州
管楽合奏団
が贈る

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 ※プログラムは変更になる場合がございます。

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

プログラム

イイヅカコスモスコモン
電 話 0948-21-0505

お問い合わせ

イイヅカ発 　古代史情報最前線 
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受講生募集

2022年度

古代史連続講座

こ
す
も
す
寄
席

こ
す
も
す
寄
席

7月～12月  第2、第4土曜日  計12回

10：00 ～ 12：00
イイヅカコミュニティセンター工芸工作室
小学校1年生～ 6年生
20名（定員になり次第締め切ります。）
安武聡太
3,500円/12回 （材料費含）
4月23日●～ 5月28日●
窓口にて、申込用紙に必要事項をご記入のうえ、受講料を添えてお申
し込みください。電話、FAXの方は、7日以内にお支払いください。

開 講 日

時　　間
会　　場
募集対象
定　　員
講　　師
受 講 費
募集期間
申込方法

受講生募集

土 土

4月15日●～5月13日●4月15日●～5月13日●金 金

7月
8月
9月
10月
11月
12月

  9日●、 23日●
13日●、 27日●
10日●、 24日●
  8日●、 22日●
12日●、 26日●
10日●、 24日●

土

土

土

土

土

土

土

土

土

土

土

土

音楽イメージ
絵画教室
音楽イメージ
絵画教室

・コロナなどの状況により、中止せざるを得
　なかった場合、代替日はありません。
・会館及び講師の都合により、日程が変わ
　る場合がございます。

監修・コメンテーター

・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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

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①

②

②

②

②

②

②

②

②

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

濵田　竜彦

辻田淳一郎

仁藤　敦史

赤司　善彦

回 開催日 会場

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。

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

【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13：0013：00 13：3013：30 終　演 16：0016：00

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。

先着100名／10,000円

日
中ホール5月8日5月8日

開　場 開　演13：３013：３0 1４：０01４：０0

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

開　場 開　演13：1513：15 1４：０01４：０0

土5月7日5月7日5月7日5月7日
中ホール

申込受付中

※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。

高島　忠平 氏

特設サイト



※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。）

Cosmos Cinema コスモスシネマ 4 月イベントのご案内

5 月イベントのご案内

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。

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

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

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

髙取和生 090-1513-6396

ハワイアン演奏とフラダンス2 (土)

各500円各500円

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

展示ホール

展示ホール

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
～被害者にも加害者にもしないための多機能連携～

9 (土)

大ホール

大ホール

大ホール

優れ者の晴れ舞台 in 嘉穂劇場10 (日)

令和ミュージックオフィス 090-2852-9032

大創業祭21（木）
▼

24（日） ㈱エトウ時計店 0948-22-0480

13：00（12：00）～15：30

イイヅカコスモスコモン　0948-21-0505
Twinkle・Cats（古賀）  0948-53-3337

お問い合わせ

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

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

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

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

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

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

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！！

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

ⓒ2021「漁港の肉子ちゃん」製作委員会

無料

夢舞台プロジェクト 0948-30-1088

GOLDEN GOD AWARD 2022 in イイヅカ3 (日)
11：00（10：45）～17：00

第2回ゴスペルスマイルコンサート10 (日)

ゴスペルスマイル 0948-23-2255

10：00（9：30）～11：30

無料

関係者

無料

無料（要申込）

中ホール

中ホール

ピアノ発表会17 (日)

ピアノ教室チッペンデール 090-9580-8984

13：00（12：30）～17：00

10：00～18：00

関係者

第50回飯塚市部落解放研究集会 
～人権フェスティバル～

23(土)

飯塚市役所 人権・同和政策課 0948-26-1178

10：00（9：00）～12：10

無料

無料

第41回飯塚新人音楽コンクール(予選）3（火）
▼

5（木） 飯塚文化連盟・飯塚市教育委員会 0948-22-3274

田中沙千子 080-1750-3816

NPO法人 人権ネットいいづか・飯塚市
0948-24-7582

※映像審査の為、無観客で実施

第5回 筑豊住建 
住まいのリフォームフェア

14（土）
▼

15（日）
㈱筑豊住建 0948-25-3323

中ホール

イイヅカコスモスコモン 0948-21-0505

九州管楽合奏団が贈る
親と子のファミリーコンサート
～ウィンド・オーケストラによるソング＆ダンス～

7 (土)

14：00（13：15）～15：40

14：00（13：30）～16：00

親子券                   1,500円（当日 2,000円）
おとな（高校生以上）1,000円（当日 1,500円）
こども（3歳～中学生） 800円（当日 1,300円）

イイヅカコスモスコモン 0948-21-0505

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

13：30（13：00）～16：00

イイヅカコスモスコモン 0948-21-0505
2,000円（資料代含む）（要申込）

18：30（18：00）～20：30

0948-21-0505
無料（要整理券）

中ホール

中ホール

中ホール

中ホール

マルシェ7 (土)

中ホール

RIANNY 080-1700-8833

FAIRY WORLD LIVE vol.3～蘭～9 (土)
14：00（13：30）～16：00

9：30（9：10）～18：30

14：00（13：30）～16：00

14：00（13：30）～15：40

VIP   2,999円
一般　2,500円
※当日券をご利用ください

中ホール

中ホール

金4月15日4月15日

ⓒ2018 「日日是好日」製作委員会

ご来場のお客様へのお願い

全席自由
入場料

会員優先
入場あり

好評
発売中

Cosmos Cinema「日日是好日」15 (金)

イイヅカコスモスコモン500円 0948-21-0505

中ホール

14：00（13：30）～15：37

会員優先
入場あり

Cosmos Cinema「漁港の肉子ちゃん」16 (土)

イイヅカコスモスコモン500円 0948-21-0505

中ホール

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

24 (日)

中ホール

筑豊B１ミュージックフェスティバル202130(土)

イイヅカコスモスコモン 0948-21-0505

14：00（13：30）～15：30

13：00（12：00）～19：00

無料

ウィッグ（かつら）展示即売会28(木)
（株）ユキ 0120-20-3020

10：00～16：00

無料

大ホール

ブラバンチャレンジ202229(金)
ブラスラボ2022
090-4489-4282（橋川）

13：00（12：30）～17：00

イイヅカコスモスコモン
0948-21-0505

一般　1,000円（当日1,200円）
学生　   500円（当日   700円）
未就学児無料

一般（高校生以上）800円（当日900円）
学生　　　　　　　500円（当日600円）

土4月16日4月16日
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

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】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

日日是好日
にち    にち     これ    こう    じつ 漁港の

肉子ちゃん　

広　場

広　場

展示ホール

展示ホール

展示ホール

19（木）
▼

22（日）
展示ホール

展示ホール

ニューひまわり 0948-23-1590

NPO法人こどもと文化のひろば
わいわいキッズいいづか

0948-28-7319

第２回ニューひまわりコンサート8 (日)
大ホール

大ホール

大ホール

こすもす寄席 
～林家たい平・桃月庵白酒　二人会～

8 (日)

中ホール

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～

29(日)

人形劇「今夜は食べほうだい！
～おおかみゴンノスケの腹ペコ日記～」公演

12(木)

前川喜平講演会13(金)

chikuhou住まい博 実行委員会 0948-52-3244大ホール

大ホール

第5回chikuhou住まい博14(土)

JAふくおか嘉穂 0948-24-7060

イイヅカコスモスコモン

混声合唱団コーロ・サンガ 0948-22-6218

大ホール

大ホール

JAふくおか嘉穂合併25周年
記念コンサート

21(土)

第19回 心のバリアフリー
愛いっぱいコンサート

20(金)

45周年記念演奏会22(日)

竹の森楽宴 0948-23-1590

竹の森楽宴・楽宴祭15(日)

コスモス絵画連 0948-21-4580

コスモス絵画連 水彩画展

26（木）
▼

27（金）
飯塚市民劇場 0948-22-9370

092-722-6199

飯塚市民劇場例会
劇団民藝公演「グレイクリスマス」

中ホール

中ホール

中井音楽事務所 090-2859-8524

飯塚歌謡選手権22(日)

中ホール

0948-24-8881

中ホール いぎすれんげ幼稚園 0948-28-8177

楽しい発表会31(火)

飯塚労働基準協会

定期大会及び全国安全週間推進大会25(水)

福岡県人権擁護委員連合会

福岡県人権擁護委員連合会 総会27(金)

大ホール 090-7394-2416としとらーズ

第10回としとらーズコンサート29(日)

イイヅカコスモスコモン　電 話 0948-21-0505
お問い合わせ

第１９回
心のバリアフリー
愛いっぱいコンサート
心のバリアフリー
愛いっぱいコンサート
心のバリアフリー
愛いっぱいコンサート
心のバリアフリー
愛いっぱいコンサート
心のバリアフリー
愛いっぱいコンサート
心のバリアフリー
愛いっぱいコンサート

第１部

第2部

第3部

♪アンサンブル
　1. Twinkle・Cats
　 　のテーマ
　2. 日本の歌
　3. ドレミの歌

♪ピアノ演奏
　堺　　由佳
　江嶋　優花

♪お楽しみ劇場　　
　ジブリの館の音楽会
　1. 崖の上のポニョ　
　2. 千と千尋の神隠し
　　 ‥‥「いつも何度でも」　
　3. 魔女の宅急便
　    ‥‥「海の見える町」
　4. ハウルの動く城
　　 ‥‥「世界の約束」
　5. となりのトトロ
　　 ‥‥「となりのトトロ」

やかた

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

好評
発売中

※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

土 中ホール4月30日4月30日

入場
無料

開　場 13：３013：３0 1４：０01４：０0開　演

開　場 18：0018：00
18：3018：30開　演4月24日4月24日日

中ホール4月24日4月24日

金
中ホール

5月20日5月20日

飯塚市文化会館大規模改修工事に伴い、下記の期間は全館休館となります。全館休館期間中は、会館のすべての施設の利用は出来ません。
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。

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
※約11か月

4年6月13日● ～  5年5月1日●月 月ま
で

令
和

令
和

全館
休館期間

入場
無料
要整理券

（整理券の配布につい
ては、決まり次第コス
モスコモンのホーム
ページでお知らせしま
す。）

飯塚市文化会館全館休館の案内について

14：０014：０0開　演

場所：ヲソラホンマチ（旧井筒屋跡地）

観覧
無料
雨天中止

・色んなジャンルの5バンドが演奏します。

4月3日4月3日4月3日4月3日日


