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イイヅカコスモスコモン

秋桜散歩道Cosmos sampo-michi

Vol.350　June  2021

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）

6月号

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。
※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。

音楽イメージ絵画教室音楽イメージ絵画教室音楽イメージ絵画教室音楽イメージ絵画教室
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18 日　、25 日日 日

14 日日

5  日日

12 日   、26 日日 日

23 日　 、29 日日 土

2 日    、23 日　 、31 日土 土 日

15 日日

6 月 12 日　まで土

図書館HP

ソロ
連弾 ４手 ８手

イイヅカコスモスコモン　
電話：0948-21-0505
Fax：0948-21-0606

お申し込み／お問い合わせ

イイヅカコスモスコモン

募集定員

募集期間
使用ピアノ
演奏時間
参 加 費
記 念 品
申込方法

70組 (先着順：定員になり次第締切 )
飯塚市内外・出演回数は関係ありません

6月2日（水）9：00～6月20日（日）19：00
スタインウェイ　2台
5分／1組 (入退場含む)
1名につき1,140円（参加費1,000円＋送料140円）
演奏CD、写真 (各人数分) ※後日送付いたします。
申込書に必要事項をすべて記入のうえ、
窓口：参加費と一緒にお渡しください。
郵送：申込書と参加費を一緒にお送りください。
FAX：７日以内に参加費をお支払いください。

そ の 他 ・新型コロナ感染拡大予防にご協力をお願いします。
・歌、エレキ楽器との共演はできません。
・ご本人、ご家族のみのお申込み受付となります。
 （ピアノ教室でのお申込み不可）
・出演は、1人1回です。
・時間、順番などのご希望には、添いかねます。

【募集要項】

※間違いを回避するため、お電話での受付は致しません。
※申込書と参加費がそろった方から優先となります。
※申込書は、募集チラシの裏・ホームページに掲載しております。

※間違いを回避するため、お電話での受付は致しません。
※申込書と参加費がそろった方から優先となります。
※申込書は、募集チラシの裏・ホームページに掲載しております。

小森輝彦の
歌の力 生きる力
UP講座 vol.4 開　場 14：0014：00

14：3014：30開　演

開　場 １３：１５　１３：１５　
14：0014：00開　演

全席
指定

全席
指定

一般　　　　1,000円
学生（高校生以下）500円

※当日各200円増　※未就学児の入場はご遠慮ください

イイヅカコスモスコモン
ユメニティのおがた
ローソンチケット
チケットぴあ

0948-21-0505
0949-25-1007
Lコード　 81994    https://l-tike.com/
Pコード　197-663 https://t.pia.jp/

入
場
券
取
扱
い

出演者
募集ピアノEKIDENコンサート2021 ピアノEKIDENコンサート2021 ピアノEKIDENコンサート2021 

8月8日8月8日 13：00～18：0013：00～18：00日 大ホール 予
定8月8日8月8日

※新型コロナ感染の状況を見ながら、開催します。時間の短縮や出演者数の減数などを余儀なくされた場合は、抽選になります。
（兄弟、知人など特段の考慮はいたしません）連弾、8手についても、できなくなる場合がございます。入場制限を行う場合もあ
ります。何卒、ご理解とご協力をお願いいたします。変更などがあった場合は、ホームページ等でお知らせいたします。

3,500円 /12 回

吉 田　江 里

第２会議室

10:00～ 12:00

小学１年生～６年生

20名予定

受講費

人　数

日　程

講　師

お申込み期間

会　場

お申込み方法

時　間

対　象

※定員になり次第締切
※状況により人数を少なくして開催する場合
　もあります。その場合、抽選とさせていた
　だきます。

窓口で、申込書に必要事項をご記
入のうえ、受講費を添えてお申し
込みください。お電話の場合は、
7日以内に受講費のお支払いをお
願いいたします。

　囲碁は面白そうだけど、むず
かしくて覚えられない。そんな
ふうに思っている方は多いので
は？囲碁ほど簡単で親しみやす
いゲームはありません。
　囲碁をまったく知らなくて
も、９路盤（マス目：横９×縦９）
で先生がわかりやすく教えてく
れます。
　対局した人どうしがすぐ仲良
くなれるとても優れたコミュニ
ケーションツールです！まずは
チャレンジしてみませんか。

ふれあい市

地元の安全・安心な農畜産物販売

会員登録

飯塚市立図書館 イベントのお知らせ

一日図書館職員体験
TEL 0948-22-5552

イイヅカコスモスコモン
ユメニティのおがた
イイヅカコスモスコモン
ユメニティのおがた

0948-21-0505
0949-25-1007
0948-21-0505
0949-25-1007

木・祝    9月23日

日9月26日

～うた、声と、教育の素敵な関係について～
生きる力Up、生命力、人間力の向上には、自分の特性、持っている力を引き出すことが必須になってきます。
自分を知り、長所を伸ばし、弱点も克服していく。これは「教育」の役割です。
今までの三回で話してきた「メンタリティーギャップ」「呼吸」「役になりきること」は、どれも自己教育のツー
ルとして非常に有効ですが、今回はこの要素を先に進めます。
東京音楽大学付属高等学校の校長として若いクリエイティブの教育に取り組む立場、そして声の専門家と
しての両方の立場から、教育と声、歌の関係について、
皆さんと一緒に考えてみたいと思います。

生きる力Up、生命力、人間力の向上には、自分の特性、持っている力を引き出すことが必須になってきます。
自分を知り、長所を伸ばし、弱点も克服していく。これは「教育」の役割です。
今までの三回で話してきた「メンタリティーギャップ」「呼吸」「役になりきること」は、どれも自己教育のツー
ルとして非常に有効ですが、今回はこの要素を先に進めます。
東京音楽大学付属高等学校の校長として若いクリエイティブの教育に取り組む立場、そして声の専門家と
しての両方の立場から、教育と声、歌の関係について、
皆さんと一緒に考えてみたいと思います。

～うた、声と、教育の素敵な関係について～

【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」
【ピアノ】大森美樹・榎元圭
【打楽器】岩崎雅子・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

※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

入場料

発売日

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

“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

入場券取扱い

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／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

主催：（公財）飯塚市教育文化振興事業団　　　後援：福岡県合唱連盟／福岡県合唱連盟筑豊支部／飯塚文化連盟／飯塚市教育委員会主催：（公財）飯塚市教育文化振興事業団　　　後援：福岡県合唱連盟／福岡県合唱連盟筑豊支部／飯塚文化連盟／飯塚市教育委員会

募集中！

初級クラス
募集！

初級クラス
募集！

【日　　　　時】

【会　　　　場】
【講　　　　師】

【参　加　費】
【対　象　者】
【持参するもの】
【申 込 方 法】
【申 込 期 間】

１０：００～１２：００（受付９：４５～）

第２会議室
遊びの中に囲碁を取り入れた、元庄内幼稚園でプロ囲碁棋士
(故 )安田泰敏九段と活動していた教諭の皆様
５００円 (テキスト代として )　※９路盤プレゼント
５歳～１２歳まで (保護者の付き添い可 )
筆記具
お電話、またはイイヅカコスモスコモンの事務室まで
６月２日 (水 )１０：００ ～ ６月３０日 (水 )１７：００
※５名以上のお申込みで開講となります。

① ７月１１日　　② ７月１７日　　③ ７月２４日
④ ８月７日

日 土

土

土

でセール情報や旬な食材情報など
お得な情報を配信！！

詳細は図書館HPを
ご覧ください！

会　員　 ６月２７日
一　般　 ７月   ４日

発売日

小森輝彦 (バリトン )

小学3年生のみなさん！

してみませんか？

小森輝彦の
歌の力 生きる力
UP講座 vol.4

日

日

会　員　６月２４日
一　般　７月   １日

木

木

大ホール

大ホール

生きる力Up、生命力、人間力の向上には、自分の特性、持っている力を引き出すことが必須になってきます。
自分を知り、長所を伸ばし、弱点も克服していく。これは「教育」の役割です。
今までの三回で話してきた「メンタリティーギャップ」「呼吸」「役になりきること」は、どれも自己教育のツー
ルとして非常に有効ですが、今回はこの要素を先に進めます。
東京音楽大学付属高等学校の校長として若いクリエイティブの教育に取り組む立場、そして声の専門家と
しての両方の立場から、教育と声、歌の関係について、
皆さんと一緒に考えてみたいと思います。

生きる力Up、生命力、人間力の向上には、自分の特性、持っている力を引き出すことが必須になってきます。
自分を知り、長所を伸ばし、弱点も克服していく。これは「教育」の役割です。
今までの三回で話してきた「メンタリティーギャップ」「呼吸」「役になりきること」は、どれも自己教育のツー
ルとして非常に有効ですが、今回はこの要素を先に進めます。
東京音楽大学付属高等学校の校長として若いクリエイティブの教育に取り組む立場、そして声の専門家と
しての両方の立場から、教育と声、歌の関係について、
皆さんと一緒に考えてみたいと思います。



 6 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  7  月イベントのご案内

≪ご来場のお客様へのお願い≫

14：00（13：30）～15：24
　500円
　イイヅカコスモスコモン
　0948-21-0505

CosmosCinema「ガス燈」

展示ホール

展示ホール

展示ホール

展示ホール

12 (土)

13 (日)

▼

大ホール

大ホール

中ホール

中ホール

10：00～16：00
　無料　　　　　　　　　　　　　　　
　㈱ユキ
　0120-20-3020

ウィッグ（かつら）展示即売会3(木)

12日　10：00（ 9：30）～18：00
13日　10：00（ 9：30）～17：00
　一般 1,000円（当日1,200円）
　学生    800円（当日1,000円）
　筑豊吹奏楽連盟・福岡県高等学校吹奏楽連盟・福岡県中学校吹奏楽連盟
　080-1716-4864

第63回筑豊吹奏楽祭

15 (火)
中ホール

19(土)
中ホール

14：00（13：30）～15：30
一般　　  2,000円（当日2,500円）
20歳未満　 500円
未就学児 　    無料
いいづか音友だま実行委員会
090-2156-7772（井上）
090-4982-6679（須山）

いいづか音友だまコンサートvol.1
♪今だからこそ♪

20(日)

中ホール

中ホール

11：30～15：00
無料
福岡県70歳現役応援センター飯塚オフィス
0948-21-6032

高齢者のための
しごと・ボランティア合同説明会

23(水)

9：45（9：15）～20：30
無料
ピティナ田川支部
0947-44-2923

ピティナピアノコンペティション筑豊地区予選

ニューひまわり
0948-23-1590

ニューひまわり発表会

田中沙千子
080-1750-3816

マルシェ

展示ホール

8（木）
▼

11（日） アールビバン㈱
03-5783-7302

ファンタジーアート展＆
ドリームアートワールド

㈱ヤマハミュージックリテイリング
飯塚センター
0948-22-4485

ヤマハレパートリーコンサート11(日)

18 (日)

22（木）
▼

25（日）

展示ホール

福岡県書店商業組合筑豊支部
0948-22-0048

児童書店・優良図書展示会

展示ホール

1（木）
▼

2（金）

31（土）
▼

８/1（日）

周年祭

中井音楽事務所（カトレア歌謡祭）

【主演】【主演】

海 の 日： 7月19日（月）→7月22日（木）
山 の 日： 8月11日（水）→8月 8日（日）

スポーツの日：10月11日（月）→7月23日（金）

東京オリンピックの延期に伴い祝日（海の日、山の日、スポーツの日）
の変更が令和2年11月27日（金）に閣議決定されました。

祝日の変更時点において、すでに貸館の受付を行っていることから、
祝日の変更に関連する週の休館日は以下の通りとなります。

  7月第3週の休館日 ▶  7月20日（火）
  8月第2週の休館日 ▶  8月 9日（月・祝）
10月第2週の休館日 ▶  10月12日（火）

【8月9日（月）は振替休日】

Cosmos Cinema 好評
発売中

会員優先
入場あり

全館休館期間：令和4 年6 月13 日（月）～令和5 年5 月1 日（月）まで【約11 か月】

　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。

なお、毎月1 日に実施しております申込開始日（1 年前又は半年前）抽選会については、

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

展示ホール

13：00（12：45）～15：30
　無料
　六谷伸子
　090-2851-1140

ピアノ・エレクトーン発表会

4(日)

3(土)

ニューオーリンズニューオーリンズ

【主演】
　アルトゥーロ・デ・コルドヴァ
【主演】
　アルトゥーロ・デ・コルドヴァ

(C)2015 川崎フーフ・小学館／
　「夫婦フーフー日記」製作委員会
(C)2015 川崎フーフ・小学館／
　「夫婦フーフー日記」製作委員会

くちづけくちづけ
【主演】
　貫地谷 しほり
　竹中 直人

【主演】
　貫地谷 しほり
　竹中 直人

関係者
佐伯　佳代
0940-35-0443

リトルコンサート27(日)
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。

※無観客で実施
第40回飯塚新人音楽コンクール（本選）

大ホール

大ホール

大ホール

20(日)

中ホール／ピアノ部門　9：55（ 9：30）～
大ホール／声楽部門　 11：55（11：30）～
　飯塚文化連盟・飯塚市教育委員会
　0948-22-3274

6(日)
中ホール

　中井音楽事務所
090-9400-3614

18 (日) 第31回鉄板早撃ち九州スチール
　鉄板早撃ち九州スチール
090-3737-6914

0948-22-0480
㈱エトウ時計店

29(木)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

一般財団法人 福岡県浄化槽協会
092-947-1800

第66回
九州吹奏楽コンクール筑豊支部予選・
令和3年度筑豊吹奏楽コンクール

筑豊吹奏楽連盟
福岡県高等学校吹奏楽連盟
福岡県中学校吹奏楽連盟
080-1716-4864

コスモスシネマ 

開　場 13:30
14:00開　演

中ホール

500円
全席自由入場料

入場券取り扱い

イイヅカコスモスコモン

会員優先入場あり

0948-21-0505
ユメニティのおがた
0949-25-1007

ガス燈ガス燈6月15 日火

イングリット・
バーグマン
イングリット・
バーグマン

8月 17  日火

2月 15  日火
12月 15  日水

10月13  日水

ＪＡＺＺ
爺ＭＥＮ
ＪＡＺＺ
爺ＭＥＮ
【主演】
井上 順
【主演】【主演】【主演】
井上 順井上 順井上 順

(C)2011本庄拠点地域映画製作委員会(C)2011本庄拠点地域映画製作委員会

夫婦フーフー
日記
夫婦フーフー
日記
【主演】
　佐々木 蔵之介　
   永作 博美

【主演】
　佐々木 蔵之介　
   永作 博美

2022年

(C)2013「くちづけ」製作委員会(C)2013「くちづけ」製作委員会

飯塚市文化会館からのお知らせ

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 令和3年度祝日の変更に伴う休館日の取扱いについて

大ホール・中ホール・展示ホール

リハーサル室・練習室・会議室・
和室・広場

それぞれ中止となります。
　ただし、この期間中においても令和4 年5 月までの貸館の受付は随時行います。

令和3 年 6 月から令和4 年 4 月まで

令和3 年12 月から令和4 年10 月まで

中ホール8月27   日金

開　場 １７：00
１８：００開　演

いっぱい
コンサート
いっぱい
コンサート愛愛

【お問い合わせ】 イイヅカコスモスコモン：0948－21－0505 　　Twinkle・Cats （古賀）：0948－53－3337

入場無料 ※整理券発行予定

（詳細については、決まり次第お知らせします）

第１８
回

心の
バリアフリー

心の
バリアフリー

プログラム

♪お楽しみ劇場！
 みんなの大好きなアニメから

〈第１部〉〈第１部〉
♪語りつがれた各時代の音楽を
　ピアノと器楽アンサンブルで演奏

かごめかごめ／あんたがたどこさ／　
にらめっこ／むすんでひらいて／ちょうちょう

七つの子／シャボン玉

おもちゃのチャチャチャ／
赤とんぼ～とんぼのめがね／上を向いて歩こう

世界に一つだけの花

パプリカ

革命(映画　新解釈・三国志主題歌)
情熱大陸

明治

大正

昭和

平成

令和

〈第２部〉〈第２部〉 ♪ピアノ演奏 〈第３部〉〈第３部〉

★宇宙戦艦ヤマト
★アルプスの少女ハイジ
★名探偵コナン
★鬼滅の刃

広　場


