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市政記者各位

令和3年11月22日
東区総務部企画振興課

なみきスクエアキッズルーム前で、香椎
工業高等学校の生徒が制作した、黒田長
政と九州にゆかりのある戦国武将の甲冑
5体を展示します。

11月13日(土)～30日(火)  午前9時～
午後9時 ※最終日は午後5時まで

なみきスクエアひまわりひろばで、九州
産業大学芸術学部・造形短期大学部の学
生が制作した絵画や工芸等の作品を展示
します。

11月20日(土)～28日(日)  午前9時～
午後8時 ※最終日は午後5時まで

香椎工業高等学校制作の甲冑展示九州産業大学作品展

11月27日(土)
午前10時～午後２時20分

なみきホールで、東区内を中心に活
動するプロやアマチュアの団体が音楽
などを披露します。特別ゲストとして、
筑前琵琶保存会会主の寺田蝶美氏や香
椎宮雅楽保存会、歌劇ザ・レビューが
出演します。
※入場無料・観覧申込不要

筑前琵琶保存会や歌劇ザ・レビューが出演！

なみきホールで、九州交響楽団のメンバーが打楽器アンサ
ンブルを披露します。

また、東区在住のプロプレイヤーによるクラシック音楽と
津軽三味線が融合した古くて新しいサウンドもお楽しみいた
だけます。
※事前申込制で、好評につき入場申込みは定員に達しました。

11月28日(日)
午前10時～正午 九州交響楽団のメンバーが出演！

令和3年度なみき芸術文化祭を開催します！

■東区芸術文化祭のメインイベントとして、「なみき芸術文化祭」を、
11月27日(土)・28日(日)になみきスクエア(東区千早4丁目)で開催
します。

■東区・福岡を拠点に活躍するさまざまなアーティストたちが和洋を
問わず多彩なプログラムを披露する魅力あるステージです。ぜひ、
取材につきまして、ご協力いただきますようお願いいたします。

■感染症対策として、開催日の分散、入場者の制限、連絡先把握等を行った上で開催します。
■内容につきましては、別添の各日のチラシをご参照ください。
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・発熱や倦怠感、咳・咽頭痛などの症状がある方は来場をお控えください。
・基本的な感染対策の徹底(身体的距離の確保、マスクの着用、こまめな手洗い・手指消毒)をお願いします。
・ホール入場時に体温チェックを行い、発熱等の症状がある方は入場をお断りさせていただきます。
・ホール入場時に氏名や連絡先等の記入と手指消毒をお願いします。
・ホール入退場時はスタッフの指示に従ってください。
・ホール内での飲食や大声での会話、歓声・声援等はお控えください。
・座席についてはエリアを指定させていただきます。
・国や県からの要請に応じて、ホール内の入場人数を制限します。
・新型コロナウイルス接触確認アプリ（ＣＯＣＯＡ）のインストールをお願いします。

第58回福岡市民芸術祭参加

日 時：11月27日(土) 開場：9時30分 開演：10時00分
場 所：なみきスクエアなみきホール(福岡市東区千早4丁目)
料金等：入場無料・観覧申込不要

東区では、コロナ禍でも新しい生活様式に沿いながら、芸術文化を気軽に体験できるよう、「東区芸術文化祭」を
今年度新たに始めました。
東区芸術文化祭のメインイベントとして、なみき芸術文化祭を開催します。東区を中心に活動するプロやアマチュア
の団体が音楽などを披露します。

10：10 香椎宮雅楽保存会 ①
(雅楽・舞) 

10：30 PLACER BRASS ②
(金管6重奏）

10：50 グルッポ由 ③
(クラシック・声楽)

11：10 因間 久倫 ④
(ジャズピアノ)

11：30 デュオ はんぶんこ ⑤
(クラシック・楽器演奏)

11：50 休憩

12：20 寺田 蝶美 ⑥
(筑前琵琶)

12：40 馬 洪陽 ⑦
(二胡)

13：00 風水ノ里 恒彦 ⑧
(演歌)

13：20 Luana Lea ⑨
(フラダンス)

13：40 金印太鼓 ⑩
(太鼓)

14：00 歌劇ザ・レビュー ⑪
(歌唱・ダンス)

なみきホール 公演プログラム

⑥

①

⑪

なみきホール

新型コロナウイルス
感染症対策のお願い



中国天津音楽学院卒業。1999
年に来日し、佐賀大学音楽科大学
院を卒業。九州各地の文化セン
ター等で演奏や教室を行っていま
す。

福岡で演歌・歌謡曲を作り、歌っ
ています。テレビの出演経験もあり、
日本舞踊を取り入れた「舞語り」ラ
イブを行っています。今回はピアノに
前川加寿夫氏を迎えての出演です。

パピオホールスタジオやスポーツ
ジムで活動しているフラダンスメン
バーです。ハワイの音楽に身をまか
せ、いつものように楽しみたいと思
います。

志賀島の金印太鼓です。部員は
30名。7歳から70歳までが日々和
太鼓と向き合っています。なみき
ホールでの演奏を精一杯楽しみた
いと思います。

マ コウヨウ かざみのさと つねひこ ルアナ レア きんいんだいこ

⑦ 馬 洪陽 ⑧ 風水ノ里 恒彦 ⑨ Luana Lea ⑩ 金印太鼓

プラセル ブラス ゆう いんま ひさみち

② PLACER BRASS ③ グルッポ由 ④ 因間 久倫 ⑤ デュオ はんぶんこ
「PLACER」の語源ともなる「喜

び！愉快に！楽しく！」をモットーに活
動。慰問演奏や様々なイベントに参
加し、金管6重奏ならではの響きを
お届けしています。

歌曲やオペラ等を練習し毎年コン
サートを開催。小学生から熟年層
まで共に立ち、ゲスト歌手や器楽奏
者との共演もします。呼吸と発声の
練習も大切にしています。

バークリー音楽大学卒業。ピアノ
レッスンを通して多くの方と演奏す
る楽しさを共有しています。ジャズ
は楽しいので気軽に音で会話しま
しょう。

千早在住のバイオリンとピアノの
親子デュオです。親しみやすいクラ
シックのプログラムで、みなさんと
楽しい音楽の時間を「はんぶんこ」
できることを楽しみにしています。

公募により出演決定

てらだ ちょうび

筑前琵琶保存会第三代会主 嶺青流師範
2014年福岡文化連盟青木賞奨励賞受賞、博多どんたく参加、筑前琵琶教授の他、伝えたい古典文学や歴史、時事を題

材に自ら作詞作曲し演奏しています。演奏曲は古典から現代曲、コラボレーションと幅広く、演奏場所は各種学校、イベント、
寺社など多方面にわたります。また筑前琵琶の普及にも努めています。

⑥ 寺田 蝶美 （写真：表面中段左）

なみきホール 出演者紹介

昭和46年1月16日、「香椎宮雅楽保存会」が結成され、現在約40名の会員が、香椎宮の祭典はもとより、しょうぶ祭り・
観月会・各方面での演奏会など、幅広く雅楽の普及に努めています。この度は、舞楽「陵王」をご披露します。

① 香椎宮雅楽保存会 （写真：表面上段）
かしいぐうががくほぞんかい

⑪ 歌劇ザ・レビュー チームハート （写真：表面中段右）
かげき

私達は、日本の文化である歌劇を、この地に根付き、福岡より全国へ発信していきたい想いで毎日公演しております歌劇
ザ・レビュー チームハートと申します。お客様がいてくださるからこそ立てております日々の舞台に感謝し、福岡の皆様に愛し、
育てて頂き、九州を代表する歌劇団になれますよう、日々精進して参ります。

東区企画振興課 TEL：092-645-1037 FAX：092-651-5097
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 後援：(公財)福岡市文化芸術振興財団

←なみき芸術
文化祭HPは
こちらから

【問い合わせ先】

戦国武将の甲冑展示九州産業大学作品展
期間：11月20日(土)～28日(日) 9時～20時

※最終日は17時まで
九州産業大学芸術学部・九州産業大学造形短期大学部の
学生による絵画等の作品を展示

香椎工業高等学校制作の黒田
長政、立花宗茂、細川忠興、加
藤清正、大友宗麟の甲冑5体を
展示

期間：11月13日(土)～30日(火）
9時～21時 ※最終日は17時まで

場所：なみきスクエアひまわりひろば 場所：なみきスクエアキッズルーム前



※事前申込制のため受付を終了しています。

①日時　１１月２８日（日）　開演：午前１０時～正午（開場：午前９時半）

②会場　なみきスクエア　なみきホール（東区千早4－21－25）

③演奏スケジュール

・主催者挨拶　9:50

・第１部　東区在住プロプレーヤーによる演奏　

・第２部　九州交響楽団打楽器アンサンブル

★第１部　東区在住のプロプレーヤーによる演奏

〇演奏曲目：じょんから節、ジュピター、童謡・唱歌メドレー、紅蓮華　など

　ピアノ： 佐藤金之助　　　クラリネット： 小田美代子 　コントラバス：吉浦勝喜　　津軽三味線： 安田勝竜

                  【出演者】森洋太（首席奏者）、伊藤拓也、黒川英之、吉永優香

福岡市東区総務部生涯学習推進課　福井、藤（とう）
TEL：092-645-1144　FAX：092-651-5097   E-MAIL：gakushu.HIWO@city.fukuoka.lg.jp

★第２部　九州交響楽団メンバーによる打楽器アンサンブル

　出演者全員が東区に居を構えながら国内外で活躍するプレーヤー。クラシック音楽と
日本の伝統楽器の津軽三味線とで古くて新しいサウンドを幅広い世代にお届けします。

10:00～

11:00～

　九州交響楽団のメンバーが「剣の舞」など
の曲をマリンバやティンパニ等で演奏する打
楽器アンサンブルです。
　普段はオーケストラの一員として演奏して
いる打楽器パートですが、オーケストラとは
違った一面をぜひご覧ください。

　〇演奏曲目：グリーティング・トゥ・
　　ハーマン、ザ・アイスクリーム・スイ
　　ート・ラグ、蛇の歌、赤とんぼ～アメ
　　ージング・グレース（メドレー）、
　　剣の舞　など

★なみき芸術文化祭 11月28日（日）

九州交響楽団打楽器アンサンブル

東区在住プロプレーヤーによる演奏会
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