FFAC NEWS LETTER 7

2015

月

福岡市文化芸術振興財団より、近日中に開催 するイベント情報を月に１回お届けします。

昨年夏に大きな感動を呼んだ、あの舞台がかえってくる！

PLAY

こどもとおとな 演劇のトビラ 『パンチネロ ～たいせつなきみ～』

同封資料チラシを
ご確認ください！

彫刻家・エリに作られた木彫りのこびとたちが暮らす世界を舞台に、あらゆる世代にとっ
て“ほんとうに大切なこと”を届けてくれる心温まる物語。
シンプルながら深いテーマと本格的な舞台演出で、おとなもこどももこの夏、一緒にカン
ゲキしよう！
【チケット料金】

【日時】
大人…1,500 円
①８月２３日（日）14：00（13：30 開場） 子ども（小学生～高校生）…500 円
②８月２９日（土）14：00（13：30 開場） 親子券①（大人 1 枚＋子ども 1 枚）…1,800 円
【会場】
①城南市民センター
②中央市民センター

親子券②（大人 1 枚＋子ども 2 枚）…2,200 円
※日時指定・全席自由

ホール
ホール

※未就学児入場不可（託児あり）
※当日券は各 300 円 UP
チケッ
ト好評
※「わの会」会員は各 200 円引
販売中
!
（アートリエのみで取扱い・前売りのみ）

キャラクターを動かしていくアニメづくりを体験。さらに自分も作品に！？
WORK
SHOP

こどもとおとな

演劇のトビラ 『パンチネロ

～たいせつなきみ～』関連企画

『アニメづくり体験ワークショップ』 参加者募集！
講師に、映像作家としても活躍する黒岩俊哉さんを迎え、専用のパソコンソフトを使って
キャラクターを動かしてみるだけでなく、自分自身を撮影・合成して作品の中に入っちゃ
おう！という特別プログラム。アニメづくりをやってみたい人、映像に興味のある人は、
この機会にぜひご参加ください。
【日時】８月８日（土）①10：30-12：30 ②14：00-16：00
【会場】福岡市美術館 教養講座室
【講師】黒岩俊哉（九州産業大学芸術学部デザイン学科 教授）
【対象】①小学生 ②中学生以上～大人
【定員】各回 20 名（先着順）
【参加費】無料
【お申込み締切】7 月 31 日（金）
※ただし定員に達し次第締切
※本公演の鑑賞に関係なく、ワークショップのみでもご参加いただけます。

同封資料チラシを
ご確認ください！
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【お申込み方法】次の①～⑨の必要事項を添えて、郵送かメールでお申込みください。
①名前（ふりがな） ②年齢 ③性別 ④希望の回（①小学生対象 ②中学生以上～
大人対象） ⑤住所 ⑥電話番号 ⑦E-mail ⑧保護者の氏名（高校生以下の場合）
⑨応募動機
【お申込み・お問合せ】
（公財）福岡市文化芸術振興財団 「アニメづくり体験ワークショップ」係
〒810-0802 福岡市博多区中洲中島町 3-10 福岡県消防会館 6 階
[TEL] (092)263-6266 [mail] npo-b＠ffac.or.jp

各イベントの詳細は財団ホームページへ→

http://www.ﬀac.or.jp
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ギンギラ太陽’s の代名詞ともいえる人気の“かぶりもの”をかぶって、演じる楽しさをとことん体験しよう！

WORKSHOP

子ども文化芸術魅力発見事業 / 戦後 70 年プロジェクト
ギンギラ太陽’s× 劇団ショーマンシップ タイアップ企画

演劇ワークショップ「こどもたちとつくる『天神開拓史』」参加者募集！
戦後 70 年プロジェクトが進行中のギンギラ太陽’s の大塚ムネト氏、劇団
ショーマンシップの仲谷一志氏のお二人を講師に迎え、子どもから大人ま
でが一緒に、ギンギラ太陽’s の「天神開拓史」の名シーンを演じてみます。
【日時】7 月 23 日（木） 14：00 ～ 16：30（13：30 受付開始）
【会場】福岡市博物館

多目的研修室（福岡市早良区百道浜 3 丁目 1-1）

【講師】大塚ムネト（ギンギラ太陽’s）、仲谷一志（劇団ショーマンシップ）

同封資料チラシを
ご確認ください！
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【対象】小学校 6 年生以上～大人
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（こどもだけでも、大人だけでも、親子での参加でも OK ！）
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【定員】15 名（事前申込み・先着順）
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【参加費】無料
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（※ワークショッププログラムの一環として、博物館企画展示「戦争とわたしたちのくらし」を観覧します。
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その際、高大生 150 円、大人 200 円をお支払ください。中学生以下は観覧も無料です。）

【お申込み方法】

ૣؙٿؙؙળયর࿚রਣ ૣؙળଆভை  మ

ٛਁੲਾٜ
ਅ  ফউট४ख़ॡॺؙॠথॠছ୬഻b V¼ แ੮३ঙشঐথ३ॵউਸ਼ڮഩآ
ِേॎोञুૣعؙળড়ਫ਼ၡଂّعमق عكౌقؚك

次の①～⑧の必要事項を添えて、郵送かメールでお申込みください。
①名前（ふりがな）②年齢
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③性別

④住所

⑤電話番号

⑥e-mail
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⑦保護者の氏名
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（高校生以下の場合）⑧応募動機
【お申込み・お問合せ】（公財）福岡市文化芸術振興財団 「博物館ワークショップ」係
[TEL]

(092)263-6266

[mail] npo-b＠ffac.or.jp

各イベントの詳細は財団ホームページへ→

http://www.ﬀac.or.jp

お問い合わせ : 福岡市文化芸術振興財団 事業課 広報（作本、加茂）
TEL: 092-263-6265 FAX: 092-263-6259 E-mail: pr-co@ﬀac.or.jp
〒810-0802 福岡市博多区中洲中島町 3-10 福岡県消防会館 6F

