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平成最後の新年を迎えて！ 

飯塚文化連盟 会長 藤木徹雄 

 昨年は、飯塚文化連盟にとりまして、大変充実した一年だったと言えましょう。 

平成 29年 11月 22日「飯塚新人音楽コンクーを育てる会」が文部科学省の「地域

文化功労者表彰」、平成 30年 3月 1日には、「飯塚新人音楽コンクール」が「第 22回

ふるさとイベント大賞優秀賞」を受賞しました。37 年間市民による新人のための飯

塚新人音楽コンクールが地域活性化の一助になったと評価をいただいたわけです。 

 この結果は、飯塚文化連盟の加盟団体全ての会員の皆さんのコツコツとした絶え間

ない努力の結果がもたらしたものと心から感謝申し上げるとともに敬意を表したい

と思います。 

また、11月 14日には、ふくおか県民文化祭 2018地域別事業「飯塚の宿 縁遊大茶

会」の開催です。開催に当たっても 1,000人からの茶人が参集していただいたのも茶

道関係者はもちろんのこと、他所属団体、会員の方々のご協力の賜物と感謝しても感

謝しきれない感動がありました。本当にありがとうございました。 

 当事者の私は、不測の病で長期の入院加療の為、全く参画できず痛恨の極みでした。 

 その間、紙野美寿江副会長を会長代行として機関決定していただき現在に至ってお

ります。本当に申し訳なく思っております。 

 今年は、年号も新しくなり、飯塚文化連盟もまた気持ちを引き締めて進んでいかな

ければなりません。なお一層のご協力をお願いいたします。 

 そして、会員の皆様も良い年でありますように。 

 
 

Ｎｏ．８ 
２０１９年１月３１日 
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●  肥前さが幕末維新博覧会と世界遺産の旅 

研修旅行 ～佐賀方面 日帰りコース～ ― ９月１８日（日） 

 残暑の中、天気も上々。２台のバスにゆったり揺られ、おしゃべりやお酒を

たしなみながら一路さが肥前の國へ。 

「幕末維新博覧会」を見学。会場の広場に設置された「鉄製２４ポンドカノン

砲」（複製）が目を引きます。 

１０代藩主鍋島直正は、医学や教育、様々な科学技術力と優秀な人材を輩出

して「佐賀の七賢人」といわれており、日本の軍事力の礎を築いたとも伝えら

れ、幕末から明治への時代の先駆者に感銘を受けました。 

昼食は、増田羊羹本舗で堪能し、お土産もどっさり買い込んで、世界遺産の

三重津海軍所跡を見学して帰路につきました。 

 

 

● 第３７回飯塚新人音楽コンクール入賞者招待演奏会 
 ―１０月６日（土） 

 本年の「第３７回飯塚新人音楽コンクール」入賞者５名を迎え、１０月６日

（土）イイヅカコスモスコモン中ホールにて開催されました。 

 当日は、台風接近の中、来場の皆様方の安全の心配もありましたが、「開場

時間には大丈夫だろう」との判断のもと開催しました。子供達をはじめ、沢山

の皆様がクラシック音楽を楽しむことができました。 

 最後には、寺田・池田両氏により、「ふるさとの四季」を演奏。コミカルな

かけ合い演奏に会場は盛り上がり、質の高い演奏を満喫しました。 

★出演者★ 

 ピアノ 篠永紗也子・梅﨑秀・間世田采伽 

 声 楽 寺田功治・池田真己 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０１８年 後半の催しの数々 無事終わる！ 
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● ふくおか県民文化祭２０１８地域別事業 
 「飯塚の宿 縁遊大茶会」   ― １０月１４日(日) 

大盛会 成功裡に終了！ 

 絶好の秋晴れの中、筑豊内外から１，０９０名のお客様を迎え、飯塚宿が

賑わいました。 

Ａコース 旧伊藤伝右衛門邸→本町商店街→イイヅカコミュニティセンター 

Ｂコース 麻生大浦荘→東町商店街→イイヅカコスモスコモン 

６会場を２つのコースに分け、ガイド（文連専属アナウンサー）付きマイク

ロバス４台を周回させての大茶会の開催でした。 

 まちの賑わいと飯塚の歴史的文化遺産、そして文化の殿堂をリンクさせて、

飯塚にお茶を通しての異文化の華を咲かせること、また、日本の伝統文化を

通して、次世代を担う子供達を育てることをスローガンに準備が進められて

きました。 

茶文化に親しみ、人と人、地域と地域、文化のクロスロードとして遊び心

をもって縁を紡いでいく「飯塚の宿 縁遊大茶会」 

多くのお客様に楽しんでいただくため、麻生大浦荘では、待ち時間に飯塚

文化連盟サークルによる筝の演奏を披露。コスモスコモン展示ホール 1/2で

は、飯塚文化連盟選抜展（絵画・書道・写真・俳句・川柳）が同時開催され

ました。また、お土産コーナー・フードコーナーも設置され、来場者への心

遣い満載で、総スタッフ３５３名で応接しました。 

更に、本町商店街。東町商店街においては、蚤の市をはじめ、飯塚花商組

合、ＪＡ、八木山農楽園、グリーンコープ、野々実会の皆さまにご協力をお

願いし、大茶会に花を添えていただきました。 

子供達（各学校）は東町商店街席に５０名が研修しながらの参加を致しま

した。 

秋の一日、飯塚の名所を廻って一服の清々しさを十分に味わっていただけ

たのではないでしょうか。 
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● 第４回 飯塚総合文化祭 ― １０月２０日（土）～１１月１１日（日） 
<広げよう・育もう・地域の力・文化の芽> 

 合併して４回目を迎えた飯塚総合文化祭は、５つの会場で、 
それぞれ地域の特性を生かしたものとなりました。 

飯塚会場 ― １０月２０日（土）～１１月１１日（日）  来場者１２，９０８名 

・催しの部＝茶道（立礼席）・俳句大会では、日本古来の伝統的な 
文化に触れることができる催し 
（コスモスコモン・コミュニティセンター） 

・ステージの部＝合唱・歌唱・器楽・能楽・箏曲・演劇・洋舞・日舞 
民踊など１５団体 （コスモスコモン） 

・展示の部＝華道・絵画・現代アート・少年少女俳句・ 
総合（図書館・TNC文化サークル）など 

日頃の積み重ねが花ひらいた見応えのあるものでした。 
（コスモスコモン・コミュニティセンター） 

 それぞれのサークル・部門の努力、協力の成果として入場者の数値は
評価できると思います。しかし、飯塚会場は参加希望団体が多く、会場
側との事前打合せに一部不備が発生したり、諸問題の提起等、文化祭検
討委員会の立ち上げが必要な時期に来ていると思われます。近々もたれ
る反省会で審議されます。 

 

 

 

 

第５１回飯塚市美術展 
絵画・写真・彫塑工芸部門 １０月２４日（水）～１０月２８日（日）（飯塚コスモスコモン）

書 道 部 門         １０月３１日（水）～１１月 ４日（日）（飯塚コスモスコモン） 
市民の美術活動の育成と振興を図るため開催されている飯塚市美術展

も５１回を迎えました。 
本年は、公募１３７点（絵画、書道、写真、彫塑工芸）賛助２２点（公

募で規定の点数を取得した人）の出品がありました。 
今後も地域の文化的土壌を踏まえて、出品作品の増加に向け、関係団

体の御協力をお願いします。 

頴田会場 ― １０月２０日（土）～１０月２１日（日）  来場者延べ８００名 

・展示の部（頴田武道館）＝文連サークル作品・交流センター講座 
一般作品・児童・生徒作品など活動の成果を発表 

・ステージの部（旧サンシャインかいた）＝コーラス・フラダンス・ 
日舞・民踊・吟詠 

 今年の文化祭頴田会場は諸事情
により、２週間早い開催になりま
した。晴天に恵まれ、発表の部、
展示の部共に多数の来場者を迎え、
ともに楽しい一日を過ごしました。 

 



 

- 5 - 

 

庄内会場 ― １１月３日（土）～１１月４日（日） 来場者９６７名 

・展示の部（庄内交流センター） 

文連（水墨画・陶芸） 

交流センター（マナビ塾・放課後子供教室・書道・生け花） 

一般作品９点含む１５団体が参加人々の目を楽しませた。 

・ステージの部（交流センター大ホール） 

唱歌の美声に始まり、体操、カラオ

ケ、フラダンス、吟剣詩舞から社交

ダンスの文連 9 団体に庄内中学校吹

奏楽部が華を添えて一年間の集大成

の幕を下ろしました。 

・催しの部 

いつにも増して食欲そそる「男性美食教室」のカレー販売は、 

予約も出るほど大好評でした。 

 
筑穂会場 ― １０月２７日（土）～１０月２８日（日） 来場者数延べ３６０名 

・展示の部（筑穂交流センター）＝５団体。華道、書道、川柳、手芸 

・ステージの部（筑穂交流センター）＝８団体。日舞、民舞、和太鼓 

吟詠剣詩舞、コーラス 

 

回を重ね皆様のご協力のもと、ステージ・

展示とも円滑に流れ、最後に「ＯＮ-ＤＯいい

づか」を総踊りし、和気藹々と終了しました。

筑穂会場文化祭への参加団体の増加が今後の

課題のようです。 

 

穂波会場 ― １１月１０日（土）～１１月１１日（日） 

 穂波交流センター、穂波体育館にて盛

会に開催されました。 

お天気に恵まれ、2 日間で 1,759 名の

方が訪れ芸術の秋を楽しまれました。 

毎年会員の作品数、質共に向上し、充

実度が高くなっています。 

・展示の部（穂波体育館）＝絵画（油絵・日本画）、書道、陶芸、写真 
華道（池坊・大和池坊）、保育所関係、 
趣味の作品 

・ステージの部（穂波交流センター）＝謡曲、日舞、民舞、大正琴、詩吟、 
カラオケ、コーラス、川筋太鼓 

・催しの部（穂波交流センター）＝茶道 裏千家 
うどんコーナー 飯塚市商工会女性部（穂波） 
ぜんざいコーナー 飯塚市婦人部水仙 
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● 筑前の國 いいづか街道まつり ― １０月２８日(日) 

 「長崎街道飯塚宿」今年も街道まつりに文連踊り隊３８名が艶やかな

姿で踊りを披露。本町ステージを彩ってまつりを盛り上げました。 

その後、東町商店街→昭和通り

→本町商店街→コスモスコモンま

でパレード。コスモスコモン広場

では「みず来明姫」さんが歌う

「ON-DOいいづか」に魅了されな

がら踊りきりました。 

出店はどこも行列ができて街道

まつりを盛り立て多くの来場者で

大賑わいの内に終了しました。 

 

 

● ２０１８文連パーティ ― １２月５日（水） 

 年末に行われた文連パーティは、内外から２５６名の参加で大盛会と

なりました。紙野会長代行の挨拶に始まり、「飯塚新人音楽コンクールを

育てる会」の会長加藤完治氏の乾杯の後、ゲストの第３７回飯塚新人音

楽コンクール声楽部門第２位の池田真己氏・ピアノ伴奏の藤村知史氏に

よる「また会う日まで」の演奏で一気に盛り上がりました。 

カラオケやお客さんとの交歓も盛んに行われ、師走の宴が賑やかに続

きました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 深谷礒香氏（心和会代表） 

 平成３０年「飯塚市市勢振興功労者表彰」受賞 
裏千家淡交会筑豊支部の役員としても永年にわたり、伝統文化の継承に尽力し、 

市勢振興に寄与され、功労が顕著で表彰されました。 
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〈 ２０１８年文化連盟関係サークル活動紹介 〉 

◀ ◁ ◀ ◁ ◀ ◁ これまでの活動 

 8/17～19 游墨書道会 游墨書道会展        （コスモスコモン展示ホール） 

 9/9 マーラエフラスタジオ フラダンス    （コスモスコモン中ホール） 

 9/16 文連研修旅行 佐賀市内方面日帰り 

 9/16 筑豊フィルハーモニー管弦楽団 オーケストラ！ｉｎ直方「第５回定期演奏会」 

（ユメニティのおがた大ホール） 

 9/22～23嘉穂高等学校楽友会 福岡県立嘉穂高等学校吹奏楽部第５２回定期演奏会 

（コスモスコモン大ホール） 

 9/22～23飯塚市民劇場例会 青年座公演「横浜短編ホテル」     （コスモスコモン中ホール） 

10/ 6 第３７回飯塚新人音楽コンクール入賞者招待演奏会      （コスモスコモン中ホール） 

10/13～14 劇団翔空間「息切れしてもなお、お勤めいたし候」   （ほんプラザホール（博多区）） 

10/14 第２６回ふくおか県民文化祭２０１８地域別事業 「飯塚の宿 縁遊大茶会」 ６会場 

  Ａコース 旧伊藤伝右衛門邸 → 本町商店街 → コミュニティセンター 

  Ｂコース 麻生大浦荘 → 東町商店街 → コスモスコモン展示ホール 

10/20～11/11 第４回飯塚総合文化祭 

  飯塚会場  10/20～11/11  （コスモスコモン・コミュニティセンター） 

  頴田会場  10/20～10/21  （頴田武道館・頴田交流センター（旧ｻﾝｼｬｲﾝかいた）） 

  庄内会場  11/ 3～11/ 4   （庄内交流センター） 

  筑穂会場  10/27～10/28  （筑穂交流センター） 

  穂波会場  11/10～11/11  （穂波交流センター・体育館） 

10/28 第７回筑前の國いいづか街道まつり 文連おどり隊参加 

11/ 3 平成３０年度「飯塚市市勢振興功労者表彰」 

 深谷磯香氏（茶道裏千家香風会） （市役所本庁舎２Ｆ多目的ホール） 

11/17 フラ・オ・プア・メリア 第４回フラ・オ・プア・メリア発表会 （コスモスコモン中ホール） 

11/21～22 飯塚市民劇場例会 劇団ＮＬＴ公演「毒薬と老嬢」 （コスモスコモン中ホール） 

12/ 2 筑豊音楽愛好会飯塚支部 歌とピアノのアンサンブルコンサート 

（コスモスコモン展示ホール） 

12/ 5 '１８文連パーティ        （パドドゥ･ル･コトブキ） 

12/16 筑豊吹奏楽連盟 第４４回九州アンサンブルコンテスト筑豊支部予選 

（コスモスコモン大ホール） 

12/16 第２６回ふくおか県民文化祭２０１８「福岡県太鼓フェスティバル」   （穂波交流センター） 

 1/6 筑豊音楽愛好会飯塚支部 第３６回ニューイヤーコンサート  （コスモスコモン中ホール） 

 1/30～2/3 飯塚書道協会 第３９回飯塚書道協会展     （コスモスコモン展示ホール） 

 1/31～2/1飯塚市民劇場例会 加藤健一事務所「喝采」  （コスモスコモン中ホール） 
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これからの活動 ▶ ▷ ▶ ▷ ▶ ▷ 

 2/10 筑豊フィルハーモニー管弦楽団 ２０１９オーケストラ！バレンタインコンサートｉｎ飯塚 

（コスモスコモン大ホール） 

 2/11 混声合唱レヴール 混声合唱レヴール２０周年記念演奏会  

（コスモスコモン大ホール） 

 2/17 九州山口音楽協会 九州山口音楽協会第１１回ドリカムピアノコンクール筑豊地区予選 

（コスモスコモン中ホール） 

 3/24 嘉穂高等学校楽友会 第４４回定期演奏会   （コスモスコモン大ホール） 

 4/14 飯塚文化連盟 ２０１９年度総会   （コミュニティセンター４０１号） 

 5/ 3～5 第３８回飯塚新人音楽コンクール予選   （コスモスコモン中・大ホール） 

 6/ 2 第３８回飯塚新人音楽コンクール本選   （コスモスコモン中・大ホール） 

 

 

 

 

 

 

 

 文連に新しく入会希望されるサークルは、３月中旬までに 

手続きを終えて下さい。入会には、当該部門の代表者と 

当該分野の運営委員からの計２名の推薦が必要です。 

詳しくは、事務局まで 

《コミュニティセンター ４Ｆ / TEL ２２－３２７４》 

文文連連新新入入会会のの申申込込みみはは３３月月中中旬旬ままでで  

 


