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第29回 飯塚新人音楽
コンクール第2位

◆飯塚市文化会館リニューアルオープンにあたり

インターネット予約のご案内

　永年、飯塚市文化会館をご利用いただいていた方々には、昨年6月から約11ヶ月間に及ぶ休館期間中は、大変ご迷惑をお
かけしたことと思います。
　飯塚市文化会館は、天井の耐震化や電気・消防・空調等の設備機器の更新、トイレの全面改修等の大規模改修工事が4月末
に完了し、令和5年5月2日より皆様が安心してより快適に利用できる施設として再開いたします。
文化会館の指定管理者として、リニューアルされた会館の魅力を大いにPRしながら、スタッフ一同気持ちを新たにして利
用者サービスの向上と市民の皆様の文化的要望に応えられるような魅力ある事業に取り組んでまいります。
どうぞリニューアルオープンした飯塚市文化会館を、今後とも末永くご愛顧いただきますようよろしくお願いいたします。

※利用には利用者登録が必要です。 ※大ホール、中ホール、展示ホールにつきましては、WEB予約の対象外となります。※貸館受付抽選日はWEB予約をご利用できません。

　6月よりイイヅカコスモスコモンの施設予約が、Webからお申し込みが可能になります。詳細については、今後HPでご案内いたします。

飯塚市文化会館からのお知らせ
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休館日／毎週月曜日

WEBでご覧い
ただけます

※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。

一般　
※当日各500円増

3,000円 1,000円学生　（高校生以下）　チケット

日
大ホール

5月28日 開　場 114：30 開　演 115：00

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、飯塚文化連盟

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　233-500（https://t.pia.jp/）
ローソンチケット　　　　 L コード　83011（https://l-tike.com/）

プレイガイド

演　奏 九州交響楽団

好評
発売中

飯塚コスモスコモン少年少女合唱団

※当日各200円増
※未就学児無料

第17回定期演奏会
5月21日（日）開場13:30開演14:00

一般
学生・シニア

500円
300円

（高校生以下・65歳以上）

チ
ケ
ッ
ト

全席
自由

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
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中ホール 会員優先入場

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

プレイガイド

好評
発売中

チケット 1,000円

13：00開　場 13：30開　演

13：30開　場

500円チケット
全席自由

14：00開　演

15：35トークショー

大ホール 会員優先入場
中ホール 会員優先入場

土6月24日

上映会&
松村克弥監督・高島礼子
トークショー

好評
発売中

祈り～幻に長崎を想う刻～

リニューアルオープン特別企画 上映ラインナップ

出演：高島礼子　黒谷友香

吉永小百合　芦川いづみ　浅丘ルリ子　和泉雅子

プレイガイド
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 回数券　2,500円（全5回）

コスモスシネマCosmos
Cinema

7月14日（金）『若草物語』

フランキー堺　石原裕次郎

10月13日（金）『幕末太陽傳』

吉永小百合　天海祐希

12月15日（金）『最高の人生の見つけ方』

樹木希林　山﨑努

2月15日（木）『モリのいる場所』
2024年

指　揮：井上 天衣
ピアノ：大谷 夏子、金澤さやか
特別指導：長野公宣
ゲスト：ゴスペルスマイル

１部　合唱団ステージ
　　　　Wish ～夢を信じて～
　　　　アイノカタチ
　　　　世界中のこどもたちが　ほか

２部　合唱劇
　

３部　ゴスペルステージ 
　　　　Happy Ｄay
　　　　SMILE ～晴れ渡る空のように～　ほか

小さな小さなまほうつかいたちの
大きな大きなぼうけんの話

プログラム

合唱団員
募集中!!
歌うのが好きなお友達、

わたしたちと一緒に歌いませんか？
ぜひコンサートを見にきてね♪

ホームページ インスタグラム

イイヅカコスモスコモン リニューアルオープン記念

九州交響楽団コンサート
～いま、始まる新たな歴史。あなたは次代の目撃者となる～

ものがたり

指 導　大屋省子
合　唱 こすもす市民合唱団

● 飯塚涼声会合唱団
● 女声合唱団飯塚マミーコール
● 混声合唱団コーロ・サンガ
● 混声合唱レヴール
● 福岡県立嘉穂高等学校合唱部

◆ ヘンデル／
　「水上の音楽」 から アレグロ・デチーソ
◆ ドヴォルザーク／
　オペラ《ルサルカ》月に寄せる歌
◆ グノー／
　オペラ《ファウスト》宝石の歌　　ほか

演 奏 曲

※順不同。変更になる場合もございます。

（公財）飯塚市教育文化振興事業団　理事長　前田　精一

全席指定

全席自由



5/ 6/

5・6 月イベントのご案内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

チケット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。（飯塚文化会館駐車場・飯塚市営立体駐車場に限ります。）
チケット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。

飯塚市立図書館
   （代）TEL 0948-22-5552
イベントのお知らせ 飯塚市立図書館

ぼたぼん
図書館
HP

第42回 飯塚新人音楽コンクール(予選）
5/3 中ホール 10:00～17:30　ピアノ部門
5/4 大ホール 10:00～17:05　声楽部門

14:00(13:30)～16:00

10:00(9：30)～18:00

10:00～18:00

10:00～17:00

10:30(10:00)～12:00

13:00(12:00)～15:30

13:00(12:30)～16:00

19:00(18:40)～20:15

10:00～18:00　※21日は16:00まで

14:00(13:00)～16:00

飯塚文化連盟・飯塚市教育委員会 0948-22-3274☎

090-3416-9374（青井）☎

0948-30-1088☎

竹の森楽宴 楽宴祭6 (土)
竹の森楽宴

九州芸能祭ドリームフェスティバル20237 (日)
夢舞台プロジェクト

飯塚コスモスコモン少年少女合唱団
第17回 定期演奏会

大ホール8月6日
ピアノEKIDENコンサート

2023
3 (水)
4 (木)

13 (土)
14 (日)

展示ホール

展示ホール

展示ホール

19 (金)
21(日)
展示ホール

中ホール

大ホール

大ホール

大ホール

大ホール

大ホール

大ホール

090-5947-8460（事務局）☎

マプア・フラダンスフェスティバル14 (日)
マプア・フラ・スタジオ

大ホール

レイアロハフラ・発表会14 (日)

084-931-8880  （（株）中国新聞アド福山支社・土日祝除く）☎

ゆめタウン飯塚 専門店合同面接会11 (木)
（株）イズミ　ゆめタウン飯塚

084-931-8880  （（株）中国新聞アド福山支社・土日祝除く）☎
（株）イズミ　ゆめタウン飯塚

展示ホール

ゆめタウン飯塚 専門店合同面接会30(火)

0948-22-3274☎

コスモス大学入学式・開講式12 (金)
飯塚市生涯学習課

中ホール

大ホール
中ホール

中ホール

090-5938-6981☎

オーケストラ！
第1回 ボタ山ファミリーコンサート2023in飯塚

21(日)

21(日)
筑豊フィルハーモニー管弦楽団

14:00(13:30)～15:15

無料

無料

2日間通し券　500円

無料

関係者のみ

無料

090-7390-6726☎Lei Aloha Hula（レイアロハフラ）無料

無料

無料

会員制

一般 3,000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

一般 500円　学生・シニア（高校生以下、65歳以上） 300円
※当日各200円増　※未就学児無料

一般 1,500円　学生（大学生以下） 1,000円
※当日各500円増　※未就学児無料

0948-21-0505☎イイヅカコスモスコモン

イイヅカコスモスコモンリニューアルオープン記念
九州交響楽団コンサート
～いま、始まる新たな歴史。あなたは次代の目撃者となる～

28(日)

15:00(14:30)～16:30

13:30～19:00

084-931-8880  （（株）中国新聞アド福山支社・土日祝除く）☎
（株）イズミ　ゆめタウン飯塚展示ホール

ゆめタウン飯塚 専門店合同面接会29(木)

084-931-8880  （（株）中国新聞アド福山支社・土日祝除く）☎
（株）イズミ　ゆめタウン飯塚展示ホール

ゆめタウン飯塚 専門店合同面接会15(木)

10:30(10:00)～21:00

0948-21-0505☎イイヅカコスモスコモン

中ホール

中ホール

0948-28-7319　　　　　　　　　　　☎

とどろヶ淵のメッケ19 (金)
NPO法人こどもと文化のひろばわいわいキッズいいづか

中ホール

084-925-1817☎

ギャッベ＆ペルシャ絨毯展

調度品の亀川（株）

0948-25-3323☎

0947-44-2923☎

ピティナピアノステップ筑豊飯塚地区28(日)
ピティナいいづかステーション

中ホール

第6回 筑豊住建 住まいのリフォームフェア

（株）筑豊住建

17 (土)
18 (日)
展示ホール

0948-26-2253☎

080-3220-0385（18時以降対応可）☎

第6回 暮らし快適相談会
株式会社デンヒチ 筑豊営業所

20232023

8

開催日：9月16日（土）・17日（日）(予定)
会　場：中ホール

5月2日（火）～5月16日（火）
17：00 必着

申込み方法

申込み先

所定の申込書に必要事項を記入の上、申込先住所に送付
いただくか、ＦＡＸもしくはメールしてください。申込書
はイイヅカコスモスコモンホームページからダウンロー
ドできます。
※初めての方は、演奏音源（動画）を提出してください。

【注意事項】

　・年齢、性別、経験年数による募集期限はございません。
　・演奏時間は入退場を含んだ時間です。（時間厳守）
　・参加者都合による出演費の返金はいたしません。
　・ご本人、ご家族のお申込みが可能です。
　 ピアノ教室での団体申込はできません。出演は1人１回までです。
　・エレキ楽器、歌との共演はできません。
　・出演順は当方で決定します。出演順のご希望には添いかねますのであ
　 らかじめご了承ください。
　・出演者数によって開始時間が変更になる場合があります。
　・当日の進行状況により出演予定時間が前後することがあります。
　・申込書の必要事項は全てご記入ください。

【申込方法】

①窓　口：申込用紙に必要事項をご記入のうえ、出演費を添えてお持ちく　
　　　　 ださい。
②ＦＡＸ：必要事項を記入した申込用紙をＦＡＸで送ってください。
　　　　 7営業日以内に入金されない場合は自動キャンセルとなります。
③郵　送：申込用紙と出演費を現金書留で一緒にお送りください。
　　　　 〒820‐0041 飯塚市飯塚14番66号
　　　　 イイヅカコスモスコモン　「ピアノEKIDENコンサート2023」 係
　※お電話・ネットでの申込みは受付ておりません。
　※申込書と出演費がそろって受付完了となりますので、FAXで申込みをす
　　る場合はご注意ください。
　※申込用紙は、チラシの裏、ホームページに掲載しています。

お申し込み方法
・窓　口：申込用紙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。
・WEB：必要事項をご記入のうえお申し込みください。
　　　　7営業日以内に受講費の入金がない場合は、
　　　　自動キャンセルとなります。

詳細はチラシ、HPをご覧ください。募集要項

〒820‐0041 飯塚市飯塚14番66号
イイヅカコスモスコモン
「筑豊B1ミュージックフェスティバル2023」 係
TEL 0948‐21‐0505　FAX 0948‐21‐0606
Mail：info@cosmoscommon.net

申し込みいただく個人情報については、出演に関するご連絡など、本イベント以外の目的で利用いたしません。

出演者募集

飯塚文化連盟・飯塚市教育委員会
0948-22-3274☎

0948-22-0231☎

070-1989-1877☎

劇団俳優座公演『反応工程』
飯塚市民劇場
0948-22-9370☎

第42回 飯塚新人音楽コンクール(本選）4 (日)

大ホール
中ホール

福岡県立嘉穂高等学校

大ホール
中ホール

中ホール

中ホール

中ホール

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

第65回 筑豊吹奏楽祭

080-8551-5702☎ジョイントコンサート実行委員会

加地佑唯&伏見はな Duo Recital17(土)

福岡県合唱連盟　筑豊支部

Enjoy Chorus!!(エンジョイコーラス)
～2023筑豊合唱祭 70周年～

18(日)

22 (木)
25 (日)
展示ホール

コスモス絵画連 水彩画展
コスモス絵画連　

0947-44-2923☎

0949-22-0891☎

0948-21-4580☎

ピティナいいづかステーション

ピティナ ピアノコンペティション 筑豊地区予選18(日)

日本年金機構　直方年金事務所

令和5年度 算定基礎届事務講習会
（直方年金事務所管轄事業所対象）

22(木)

090-2859-8524☎中井音楽事務所

飯塚歌謡選手権 決勝大会25(日)

大ホール

0948-21-0505☎イイヅカコスモスコモン

Cosmos Cinema 「祈り～幻に長崎を想う刻～」
上映会&松村克弥監督・高島礼子 トークショー

24(土)
13：30（13：00）～15：20
15：35～ トークショー

令和5年度 潤陵祭9 (金)

1 (木)
2 (金)
中ホール

パナソニック合同展示会
パナソニックコンシューマーマーケティング（株）

1 (木)
2 (金)

10 (土)
11 (日)

1,000円

おいでよ、おはなし会
毎月、おはなし会を開催中！

絵本の読み聞かせや手あそびをするよ ！
各館の開催日はHPをチェックしてね♪

参加無料

募集
期間

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

囲碁はおもしろそうだけど、むずかしくて覚えられない。
そんな風に思っている方が多いのでは？
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いかたでも、９路盤（マス目×横９×縦９）で、先生
がわかりやすく楽しく教えてくれます!!対局した人同士がすぐに仲良く
なれるとても優れたコミュニケーションツールです。
この機会にまずは触れてみませんか。

【時　間】
【日　程】①7月1日　 　土 ②7月9日　 　日 ③7月15日　 　土 ④7月23日　 　日

9：45～11：45（受付9：30～）

使用ピアノ：スタインウェイ２台
演奏時間：５分以内
募集定員：70組（定員になり次第締切り。）
募集期間：5月16日（火） 9：00～6月4日（日）17：00　
出 演 費：1,500円×演奏人数（記念品の郵送料含む）
記 念 品：演奏CD、写真（出演者分を郵送にて後日発送）

時　　間：10：00～12：00
会　　場：第2会議室
受 講 費：4,000円（12回）
対象学年：小学1年生～6年生
募集人数：15人
募集期間：5月9日（火）～6月10日（土）（定員になり次第締切り）
講　　師：安武聡太

日　　程：

10：30～18：30（予定）

【会　場】第2会議室
【講　師】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みなさん。 

【参加費】 500円(テキスト代として)　※9路盤プレゼント
【申込方法】①電話　②コスモスコモン窓口
【申込期間】 5月10日（水）10：00～6月18日（日）17：00

※5名以上のお申込みで開講となります。

【対象者】５歳以上～大人
【持参するもの】筆記具

囲碁教室 2023 初級クラス
募集!

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

2台ピアノ、4手、8手の演奏大歓迎！

音楽イメージ
絵画教室

7月 8日（土）、22日（土）
8月 19日（土）
9月 9日（土）、23日（土）
10月 14日（土）、28日（土）

11月 11日（土）、18日（土）
12月 3日（日）
1月 13日（土）、27日（土）

お申し込み
フォーム

都合により変更になる場合がございます。

日

受講生
募集中!

会員優先
入場あり

会員優先
入場あり


