えほん楽団こどもコンサート

第35回

ピアノリレーコンサート2022 in そぴあ
参加者募集

0歳から大人まで楽しめるコンサート＆リトミック
絵本のストーリーに合わせた音楽を楽しみませんか
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2022年 月
日（土） 開場10：45 開演11：00
会 場 そぴあしんぐう多目的ホール
参加費 300円
◎参加券は1月22日（土）9時よりそぴあしんぐう窓口にて販売開始。
◎1月22日（土）10時より電話予約も可能です。ただし、1週間以内にご来館の上、購入してください。
えほん
「おはなしだいすき」「とんでもない」
プログラム リトミック 「とんとんとん」
リズムであそぼ 「さんぽ」
うた
「おもちゃのチャチャチャ」 他

スタインウェイピアノの演奏 ※ソロ・ジョイントのみ。新型コロナウイルス感染症対策のため連弾での出演はご遠慮ください。
（日）9：45開場 10：00開演 18：00終演（予定）
日
時 2022年3月6日
会
場 そぴあしんぐう 大ホール
（組）※定員を超える申込みがあった場合は抽選になります。
（1. 新宮町内在住 2. 初参加の方を優先）
募集人数 60名
募集内容

PLUS + 4 LINE イベントインフォメーション

※抽選結果は2月5日（土）
までに、文書にて申込者全員に通知します。

参 加 費
演奏時間
使用ピアノ
申込期間
申込資格
申込方法

楽しく鑑賞いただくための会員制度です

※申込書は1人（1組）1枚で、演奏者本人、
もしくはご家族の方に限らせていただきます。抽選になった場合、
ご家族やご友人揃っての参加ができない場合もあります。
教室単位や代理申込みはご遠慮ください。
※記入事項の不足や不備がある場合の申込みは無効となります。
また、提出された後の内容の変更はできませんので、
ご了承ください。

文化講演会

本コンサートは、
やむを得ず中止する場合があります。
事前のリハーサル室でのピアノ練習及び更衣室はご利用できません。

禅のこころ

〜本山修行の10年を振り返って〜
2022年1月15日
（土）14:00開演
会 場 そぴあしんぐう多目的ホール
※入場無料

松崎 祐徳 氏（興雲寺副住職）

チケットを2枚まで 10%安く購入できます
チケットを2枚まで一般発売より3日早く購入できます

会場は常時換気を行います。

道雪会 第5回 文化講演会
2022年3月13日
（日）開演 9：30
会 場 リーパスプラザこが 大ホール

協賛店での各種サービス
PLUS+4LINE加盟館(岡垣サンリーアイ、なかまハーモニーホール、
ユメニティのおがた)での割引価格でのチケット購入

直方市山部364-4

開会セレモニー 9:30〜

社会福祉
センター前

[第1部]
寸劇 ミュージアムキャラクター誾千代姫 10:00〜
講演「宗茂公と誾千代姫のふたりの物語」
植野かおり氏（立花家史料館館長）10:25〜

●

ＩＫＥＡ ●
スシロー

夜臼貝塚
星乃珈琲店 ●

新宮 ●
ドーム

チケット 1,000円（そぴあしんぐうにて発売中）
※9月26日(日)に予定していた公演の延期公演です。
チケットをお持ちの方は、
そのまま有効です。

主催／道雪会 お問い合わせ／080-2792-9667（道雪会会長 杉尾）

ドコモ

●

●

ビッビ

ケレス ●

3

クァルテット・エクスプローチェ
〜響炎する４本のチェロ〜

2022年1月30日
（日）13：30開場 14：00開演
ユメニティのおがた 大ホール（全席指定）

TOYOTA
●

玉屋 ●

大森

●

イセヤ
クリーニング

三代

TEL/FAX 092-963-2550

水曜日（※祝日の場合は営業）

https://www.love-piccolo.com/

12本の弦の響き〜クラシックギター・デュオの世界

2022年1月23日
（日）13：00開場 14：00開演
なかまハーモニーホール 大ホール（全席自由）

出 演 ： 大萩康司、鈴木大介（ギター）
入場料 ：［一般］1,500円 [P4L（会員含む）] 1,350円

お問い合わせ／☎0949-25-1007

お問い合わせ／ ☎093-245-8000

※未就学児の入場はご遠慮ください

※前売・当日は同額
※本コンサートは
（公財）三井住友海上文化財団の助成により
特別料金に設定しています

誠文社

〒811-0125
福岡県糟屋郡新宮町三代西1丁目2-20

TEL (092)962-2300

FAX(092)941-5003
E-mail info@s-seibunsya.co.jp
URL https://www.s-seibunsya.co.jp

福岡コロニー

©YS

CLOSE

©Orie Miyajima

出 演：市寛也、髙木慶太、辻本玲、森山涼介（チェロ）
入場料：
［一般］2,500円 学生1,500円
[P4L] 2,250円 学生1,350円
チケット好評発売中

はたらく・くらす・そして地域へ
OPEN 11:00〜22:00
11:00〜15:00（ランチ）18:00〜22:00（ディナー）

©SHIMON SEKIYA

文具・事務用品・オフィス用品
雑貨・和洋紙・和文具・ゴム印
軽印刷・オフィス用品通信販売
有限会社

●

山ちゃん
うどん

シンガーソングライター 野田かつひこショー 11:30〜

そぴあしんぐう

●

マクドナルド

下府

[第2部]

●

上府

カインズ ●

社会福祉法人

〒811-0121
福岡県糟屋郡新宮町美咲3-1-1
新宮プラザ１F

中間市蓮花寺3丁目7-1

福岡県教科書特約店
日本法令特約店

劇と話と歌でお楽しみください

くもん

主催･お問い合わせ
新宮町文化協会 TEL 080-2713-8100（火曜日･木曜日 9:00〜13:00）

年会費1,000円
入会日から1年間有効

主 な 特 典

岩炭

実家の寺に戻るまで、修行僧の身でありながら、NHK･BS放送に
出演する等、
曹洞宗若手のホープとして活躍されてきた経験をお話
しいただきます。

随時受付中

新宮中学校

講師

◇ ピアノ演奏前に手指消毒をお願いします。
◇

各会館が個別に活動していくのではなく、手を取り合い、
より効率的に事業を行い、様々な
サービスを地域の皆様へ提供するためのネットワークです。現在サービスを提供できる施設は
そぴあしんぐう、
ユメニティのおがた、岡垣サンリーアイ、
なかまハーモニーホールの4館です。

よりお得に
より良い席で

そぴあしんぐう窓口にある専用の申込書に必要事項を記入し提出・郵送してください。
（FAX・電話による申込みは不可）
なお申込書は、(公財)新宮町文化振興財団Webサイトからもダウンロードできます。

◇

とは

財団主催の公演を

※出演は1人1回までです。
ジョイントでの参加も含みます。飛沫感染対策のため、歌でのジョイント参加はご遠慮ください。

◇

PLUS + 4 LINE

そぴあしんぐう友の会

500円（参加費は原則お返しできません）
小学生以下 5分以内・2曲まで 中学生以上 7分以内・1曲のみ ※メドレーはご遠慮ください。
スタインウェイD-274
2022年1月5日
（水）〜1月16日
（日）
（窓口受付 8:30〜17:00 / 月曜日定休）※1月16日（日）郵送必着。
ピアノが好きな方ならどなたでも

新型コロナウイルス感染症対策のため
右記のことについてご理解とご協力をお願いします

ライオン伯爵（バリトン）／新見準平 司会・朗読／安武美恵
クラリネット／前野美千代 クラリネット／栗山かなえ
ピアノ／道家由志愛 パーカッション／守田智紀子 ハープ／中村理恵

出演

〒811-0119 福岡県糟屋郡新宮町緑ヶ浜１丁目 11 番１号
TEL(092)963-2781 ㈹ FAX(092)963-2787

新宮タクシー

