
                              平成 29 年５月 31 日 

 

市政記者各位 

   第１回なみき芸術文化祭を開催します 
 

 ６月４日に開館１周年を迎える「なみきスクエア」で、にぎわいにあふれ、多

くの人が交流し、芸術文化に親しんでもらうため、「第１回なみき芸術文化祭」

を開催します。 

 九州交響楽団メンバーの演奏をはじめ、東区の地域団体・個人による楽器演

奏や歌唱などのステージ、絵画、彫刻、工芸などの作品展示、志賀島の産直市、

東区３大学による食の国際交流など、盛りだくさんのイベントを開催しますの

で、広報・取材のご協力をよろしくお願いします。 

 

開催日 平成 29 年６月４日（日） 

会 場 なみきスクエア・並木広場 

(東区千早４丁目２１－４５) 

○なみきホール ステージ演奏 

  ・午前 10 時半～ 

○ひまわりひろば 作品展示 

  ・午前 10 時～ 

○並木広場 バザー・食の出店 

・午前１１時～ 

※詳細は別添プログラムのとおり         

 

 

問い合わせ先  

 東区区民フェスティバル実行委員会事務局（東区企画振興課） 

  担当：木村 電話（０９２）６４５－１０３７ 内線１４１－３６１ 

        当日 ０９０－６４２５－５０２３      

 

なみきスクエアは、東市民センター、東図

書館、千早音楽・演劇練習場、千早証明サー

ビスコーナーなどの機能を持つ複合施設の

愛称です。 



第１回 なみき芸術文化祭
プ ロ グ ラ ム

主催　東区区民フェスティバル実行委員会
共催　福岡市東区役所

東区区民フェスティバル実行委員会事務局
（東区企画振興課）
TEL 092-645-1037　FAX 092-651-5097

問い合わせ先

開催日／平成29年6月4日（日）　会場／なみきスクエア・並木広場
名香野

千早駅前

国道３号線



なみきホール ステージ演奏 プログラム

城東高校吹奏楽部による演奏

演奏曲目（予定）
１．木内　涼作曲／
　　「マーチ・シャイニング・ロード」　
２．樽屋雅徳作曲／
　　「眠るヴィシュヌの木」　
３．Ａ.メンケン作曲
　　真島俊夫編曲／
　　「美女と野獣」　
４．Ｒ.カーペンター作曲
　　星出尚志編曲／
　　「青春の輝き」　
５．Ｂ.マニロウ作曲
　　岩井直溥編曲／
　　「コパカバーナ」　

九響メンバーによる城東高校への公開指導

九響メンバーによる木管五重奏

演奏曲目（予定）
１．ライヒャ作曲／
　　木管五重奏曲　二長調 0p.91-3より
　　第1楽章
２．福島弘和作曲／
　　夕暮れについて
　　（夕焼け小焼け変奏曲）
３．モーツァルト作曲／
　　歌劇「魔笛」より「夜の女王のアリア」
４．モーツァルト作曲／
　　トルコ行進曲
５．ロッシーニ作曲／
　　歌劇「セビリアの理髪師」より
　　「私は素直な娘よ」
６．木村弓作曲／
　　映画「千と千尋の神隠し」より
　　「いつも何度でも」
　　…他

※入場整理券は配布終了

　城東高校吹奏楽部は1960年に創部され、NHK全国音楽
コンクールで2年連続1位、全日本吹奏楽コンクール30回出
場、２回優勝、14回金賞を受賞しています。海外での演奏
も4回行いました。また、地域での演奏活動も精力的に行
い、特別養護老人ホームをはじめ、小・中学校での出前演
奏会も数多く行っています。

福岡工業大学附属城東高等学校
吹奏楽部

九州交響楽団
出演メンバー

（全日本吹奏楽コンクール金賞受賞）

第1部 プログラム
10：30～11：00

11：15～11：45

11：45～12：30

第１回 なみき芸術文化祭

永田　 明
（ながた　あきら）

Flute

P R O G R A M

フルート

岡本 秀樹
（おかもと　ひでき）

Horne
ホルン

タラス・デムチシン

Clarinete
クラリネット

埜口 浩之
（のぐち　ひろゆき）

Bassoone
ファゴット

徳山 奈美
（とくやま　なみ）

Oboee
オーボエ



なみき芸術文化祭について
6月4日（日）に開館1周年を迎える「なみきスクエア」で、にぎわいあふれ多くの人が交流し芸術文化に親しんでも
らうため、『なみき芸術文化祭』を開催します。次世代の育成に重点を置き、プロ・セミプロの音楽家をはじめ、中高
生や地域団体の皆さんが出演します。

太鼓 （綾杉太鼓）

雅楽・舞 （香椎宮雅楽保存会）

日舞 （日舞各流　わらく会）

キッズダンス

（OCTOPUS（オクトパス）／

SDCダンススクール）

歌唱

（つばさ少年少女合唱団＆

ウイング混声合唱団）

ピアノ （垣坂　純代）

歌唱 （森山　紀子）

マリンバ （若菜　陽子）

歌唱 （グリーンヒルコール）

歌唱 （林　麻耶）

フィナーレ 会場全体で合唱

第2部 プログラム
13：10～13：30

13：30～13：50

13：50～14：10

14：10～14：30

15：00～15：20

15：20～15：40

15：40～16：00

16：00～16：20

16：30～16：50

16：50～17：10

17：10～17：20

P R O G R A MP R O G R A M

森山紀子
　夫婦で合唱・独唱などの活動を行
い、福岡古楽音楽祭や地域のイベン
ト等に出場。
　福岡室内合唱団、西南オラトリオ
に所属し、多数の公演に出演。

若菜陽子
　武蔵野音楽大学卒業。福岡県を中
心にソロや打楽器アンサンブルで
の演奏活動を行う。九州管楽合奏
団、北九州マリンバオーケストラ
RIM団員。

グリーンヒルコール
　東区みどりが丘で発足した女声合
唱団。なみきスクエアを中心に練習
を行う。2015年九州合唱コンクー
ル銀賞受賞。2016年おかあさん
コーラス全国大会ひまわり賞受賞。

林麻耶
　福岡教育大学声楽科卒業。同大学
院声楽科修了。ニューヨークやイタ
リアで研鑽を積み多数のオペラや
ミュージカル等に出演。

OCTOPUS（オクトパス）
　筥松公民館を活動拠点とする小
学1年以上の子どもで構成するグ
ループ。2014年ダンスクライマー
コンテストバトル部門準優勝。

SDCダンススクール
　千早公民館を活動拠点とする3
歳から中学生までの子どもで構成
するグループ。元気フェスティバル
「ダンスの魂」キッズコンテスト
2015優勝。

　市内3か所（和白青松園（東区）、福
岡育児院（東区）、福岡子供の家（早
良区）の児童養護施設の子どもたち
からなる合唱団と、ボランティアに
よる大人の合唱団。

垣坂純代
　東京音楽大学卒業。多数のコン
クールで入賞。ソロ・デュオ・アンサ
ンブル等多彩な演奏活動を行う。
ソリストとして九州交響楽団とも
共演。

香椎宮雅楽保存会
　香椎宮をはじめ県内の神社、その
他各方面にて雅楽の演奏・普及に努
めている。

日舞各流　わらく会
　東区在住の日舞各流の師範によ
り構成。博多どんたく等や東区各校
区の多くの行事で活躍。

綾杉太鼓
　活力ある街づくりと青少年健全育
成を目的として、平成14年3月に結
成。香椎を中心に多数のイベントに
出演。

出演団体

つばさ少年少女合唱団
＆

ウイング混声合唱団



SHOPヒロ（サザエ飯、サザエのつぼ焼き等）

　島の幸（わかめ、サザエのつぼ焼き等）

4

3

並木広場 バザー・食の出店11：00～16：00

ひまわりひろば
作品展示10：00～17：00

その他関連イベント

5

6

2

～志賀島の産直市～
2

3

出展団体
● 東区の中学校（水彩画等）
● 福岡市東区美術協会（絵画・陶芸・彫刻等）
● 九州産業大学（写真・工芸・ペーパークラフト等）
● 東障がい者フレンドホーム（絵画・工芸等）
● 香椎下原公民館はがき絵（はがき絵）
● 東区子ども会育成連合会（ウォールダイアリー）

ト
ラ
ス
ゲ
ー
トちはやふるかしい21

（食の出店、バザー等）

1 インフォメーション
（パンフレット配布、東区花火大会Tシャツ販売）

るかしい21

1

インフォメーションインフォメーション

　福岡女子大学（世界のお菓子）

　九州産業大学（ネパールカレー）

　福岡工業大学（タイ風やきそば）

5

4

6

～食の国際交流～

つみきひろばつみきひろば 造形ワークショップ
「ひまわりの花をつくろう」
造形ワークショップ
「ひまわりの花をつくろう」時間　11：00～16：00

場所　1階
　　　ひまわりひろば

時間　11：00～16：00
場所　1階
　　　ひまわりひろば

時間　13：00～15：30
場所　1階　会議室2
時間　13：00～15：30
場所　1階　会議室2

おはなし会・時計づくり
「アニバーサリー 時の記念日」
おはなし会・時計づくり
「アニバーサリー 時の記念日」
時間　14：00～16：00
場所　おはなし会　1階

東図書館　おはなしの部屋
　　　時計づくり　2階

第１実習室
※要事前申し込み（両方参加できる方のみ）

時間　14：00～16：00
場所　おはなし会　1階

東図書館　おはなしの部屋
　　　時計づくり　2階

第１実習室
※要事前申し込み（両方参加できる方のみ）

市民ワークショップ
「ユニバーサルデザインを探そう」
市民ワークショップ
「ユニバーサルデザインを探そう」
時間　13：00～15：30
場所　2階
　　　なでしこルーム
※要事前申し込み

時間　13：00～15：30
場所　2階
　　　なでしこルーム
※要事前申し込み

健康ブース
（千早病院）
健康ブース
（千早病院） ❶～❸

子ども文化コミュニティ
☎092－552－1540
❹東図書館
☎092－674－3982

問い合わせ先

1 2

3

5

4

時間　11：00～17：00
場所　1階
　　　エントランス

時間　11：00～17：00
場所　1階
　　　エントランス

※6月末まで、1枚につき1回使用できます。他サービスとの併用不可。

オルトズベーカリー カッセス
（なみきスクエア１階）

ランチメニューがリニューアル！
このパンフレットご利用でランチが200円OFF！
ランチメニューがリニューアル！
このパンフレットご利用でランチが200円OFF！
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