「 少 年Ｈ」

地域住民参加型公演

ミュージカル『ミラージュ 〜硝子の翼の若者たち〜
〜 硝 子 の 翼 の 若 者たち〜 』

新宮町平和祈念映画会

出演者募集！

新宮町を舞台に、地域の皆さんと一緒にオリジナルミュージカルの創作、上演に挑戦します。
創造と感動、興奮のステージ！！ 新しい発見、経験と出会いがあなたを待っています。

◉

戦争の悲惨さ残酷さと、平和の尊さを次の世代に語り継ぐため、
平和祈念映画会を開催します。是非、
ご参加ください。

ストーリー（予定）◉

原作 ： 妹尾河童 監督 ： 降旗康男 脚本 ： 古沢良太
出演 ： 水谷豊、伊藤蘭、小栗旬、早乙女太一、佐々木蔵之介、國村隼、岸部一徳、
ほか

たった一人の肉親である兄を探す少年、少年を慕う
少女。
この二人が暮らす児童養護施設の教師、二人
の前に忽 然と現れ 蜃 気 楼のように消えていった
ミュージカル集団が織りなす愛と夢、挫折と再生を温
かい眼差しで見つめる物語。
ガラス細工のように繊細な若者たちの心の成長を描
きながら、本当の自由の意味とは何なのか？大人に
なるって、
どういう事なのか？を問いかけます。
明日を、未来を信じることができる感動のミュージカ
ルです。

8月6日(土)

2022年
■

小学4年生以上の健康な方（経験の有無は問いません）
※18歳未満の方は、保護者の同意が必要です。

特別な事情がない限り、全ての稽古・リハーサル・公演に参加できる方
《募集定員》

30名程度

《説明会》

①9月17日(土)17時〜 ②9月17日(土)19時〜

③9月18日(日)10時〜

※上記のいずれかの日程に必ず参加してください。
※18歳未満の方は、保護者の方もご参加ください。

《参加費》

5,000円（最初の稽古日に一括納入）

《公演日》

2023年 2月19日（日）

《応募方法》

チラシ裏面の募集要項で詳細をご確認いただき、参加申込書に必要事項を
ご記入の上、直接または郵送でご提出ください。
※チラシは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。

切》

主催／(公財)新宮町文化振興財団

共催／新宮町

楽しく鑑賞いただくための会員制度です

随時受付中

年会費1,000円
入会日から1年間有効

主 な 特 典
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
協賛店での各種サービス

9月10日(土) 17時まで（必着）

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

助成／(一財)自治総合センター

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。

PLUS + 4 LINE

とは

遠賀郡岡垣町野間1丁目2-1

直方市山部364-4

よりお得に
より良い席で

（2022年2月20日上演）
を

是非ご覧ください！！

入場無料 (整理券の配布はありません)

財団主催の公演を

「パーパス！
〜森の王様と八人の子供たち〜」
YouTubeにて全編公開中！

《オーディション》9月25日（日）14時〜

《締

PLUS + 4 LINE イベントインフォメーション

前回作品

■

※各回30分前開場
※上映時間122分

「新型コロナウイルス感染症対策のお願い」
（表紙記載）
を必ずご確認ください。

そぴあしんぐう友の会

※保護者と一緒にご参加の場合に限り、小学3年生も応募可能です。

①10:30〜 ②14:00〜 ③18:30〜

会 場 そぴあしんぐう大ホール

Ⓒ2013「少年Ｈ」製作委員会

令和3年度「パーパス！〜森の王様と八人の子供たち〜」
より

《応募資格》

※日本語字幕付き上映

宝くじ文化公演

クァルテット・エクスプローチェ

2022年9月17日
（土）

2022年9月4日
（日）

栗コーダーカルテット ファミリーコンサート

〜響炎する4本のチェロ〜
14：30開場 15：00開演

13：30開場 14：00開演

岡垣サンリーアイ ハミングホール［全席指定］

ユメニティのおがた 大ホール［全席指定］

入場料：一般 1,000円

入場料：
［一般］一般 3,000円

学生 1,500円

[P4L] 一般 2,700円

学生 1,350円

高校生以下 500円

※宝くじの助成により、特別料金になっています
※3歳以下のお子様の同伴・入場はご遠慮ください

※未就学児の入場はご遠慮ください

6月26日
（日）
チケット発売開始

チケット好評発売中

お問い合わせ／ ☎093-282-1515

お問い合わせ／☎0949-25-1007

道雪会 第6回 文化講演会

2022年9月24日
（土）開場 13：30

戦国の乱世、
生涯負け知らずの猛将として名高い道雪だが、

入場無料

軍神の家族・意外な趣味・外交・教養などについて、
同時代の

会 場 そぴあしんぐう大ホール

[第1部] 道雪公まつりビデオなど上映・開会セレモニー
[第2部] 講演「立花山城主戸次道雪の素顔」
講師 土師武氏（元古賀市教育委員会委員長）

社会福祉法人

戦以外の
「顔」
は意外と知られていない。

史料から集めた
「素顔の道雪」
を語ります。

主催／道雪会
お問い合わせ／ 080-2792-9667（道雪会会長 杉尾）

〒811-0121
福岡県糟屋郡新宮町美咲3-1-1
新宮プラザ１F

TEL/FAX 092-963-2550

社会福祉
センター前
新宮中学校

新宮タクシー

●

ＩＫＥＡ ●
スシロー

CLOSE

水曜日（※祝日の場合は営業）

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

●

上府

カインズ ●
そぴあしんぐう

●

3

マクドナルド ●

下府

夜臼貝塚

くもん

岩炭

ケレス ●

ドコモ

●

●

ビッビ

●

玉屋 ●

大森

●

イセヤ
クリーニング

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

TOYOTA

山ちゃん
うどん

星乃珈琲店 ●

新宮 ●
ドーム

〒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

OPEN 11:00〜22:00
11:00〜15:00（ランチ）18:00〜22:00（ディナー）

福岡県教科書特約店
日本法令特約店

福岡コロニー

はたらく・くらす・そして地域へ

©YS

三代

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

