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開催間近！ 【 取材のお願い 】

さらに、 『悟空～冒険の幕開け～』 からインスパイアされて誕生した
日本のアーティストによるライブパフォーマンスもお届け。
関連企画 「やってみよう！サーカスワークショップ」 では、 ライブパフォー
マンスに出演の３人のアーティストが講師となり、 小学生から大人まで
幅広い年齢を対象とした体験ワークショップを開催します。

（ダンス、 エアリアルは既に定員に達しました）

ぜひ本事業の取材をいただきますよう、 お願い申し上げます。

※取材のお申込みは、別紙申込票により 7月 29 日（木）までに
FAX またはメールにてお知らせください。

親子芸術体験事業
「『悟空～冒険の幕開け～』映像上映+パフォーマンス」

　「やってみよう！サーカスワークショップ」
台湾発 ・ アジアを代表する現代サーカスカンパニー、 フォルモサ ・ サーカス ・ アートの人気作 『悟空～冒険の幕開け～』。
 “孫悟空” の物語を、 アクロバットやエアリアルなどのサーカステクニックと台湾の伝統音楽を交えて表現した本作品の特
別編集映像を上映いたします。

【公演　『悟空～冒険の幕開け～』映像上映+パフォーマンス】

▼日時
2021 年 8月 7日（土）15:00 開演（開場 14:15）
2021 年 8 月 8日（日）13:00 開演（開場 12:15）

▼会場
東市民センター なみきホール
（福岡市東区千早 4-21-45　なみきスクエア内）

▼チケット料金（全席指定・税込）
S席 2,000 円　A席 1,500 円　25 歳以下 S席・A席 1,000 円

＊25 歳以下当日要年齢確認。
＊4歳以上推奨。3歳以下のお子様は保護者のひざ上で鑑
賞される場合のみ無料（1名まで）。
＊小学生以下は保護者の同伴が必要です。

▼観劇サポート
車椅子スペース（定員あり・7月 30 日までに要予約）
託児サービス（500 円 / 人・定員あり・7月 30 日までに
要予約）

▼前売チケット取扱い　チケット発売中！
・チケットぴあ　　　【Ｐコード：506-639】　
・ローソンチケット　【Ｌコード：81873】
※東市民センター・財団ではチケット取扱いはございま
せん。
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【お問合せ】　
（公財）福岡市文化芸術振興財団　事業課
TEL : 092-263-6265（平日 9:30 ～ 17:00）
http://www.ffac.or.jp/goku/
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▼料　金・お申込み
各 1,000 円（保険料込み）
申込フォームにてお申込み

【関連企画　「やってみよう！サーカスワークショップ」】

▼ダンスワークショップ　【定員に達したため締め切りました】
日時：2021 年 8月 4日（水）14:00 ～ 15:30　
講師：安岡あこ　
対象：小学 1～ 4年生　
定員：15 名
会場：パピオビールーム大練習室

▼シルホイールワークショップ【残りわずか】
日時：2021 年 8月 5日（木）17:30 ～ 19:30
講師：油布直輝　
対象：高校生以上（身長 155 ～ 175cm）　
定員：5名
会場：東市民センター なみきホール 舞台上

▼エアリアルワークショップ　【定員に達したため締め切りました】
日時：2021 年 8月 6日（金）10:30 ～ 12:00
講師：吉田亜希
対象：小学 5年～中学生
定員：10 名
会場：東市民センター なみきホール 舞台上

▼料　金・お申込み
各 1,000 円（保険料込み）
申込フォームにてお申込み

※新型コロナウイルス感染症拡大防止に取り組みながら開催します。
※ご来場の際にはマスクの着用、 手指の消毒等にご協力ください



（公財）福岡市文化芸術振興財団 親子芸術体験事業 
■『悟空～冒険の幕開け～』映像上映+パフォーマンス 
■関連企画「やってみよう！サーカスワークショップ」 

 取材申込票  
※7 月 29 日（木）までに以下にご記入の上、メールか FAX でお知らせください。 

 メール：ffac-02@ffac.or.jp  ＦＡＸ：092-263-6259  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

※取材予定日にチェックを入れて下さい。 
【やってみよう！サーカスワークショップ】 

□ 8 月 4 日（水）14:00～15:30 ダンスワークショップ 

（会場：パピオビールーム／対象：小学 1～4 年生／定員 15 名） 

□ 8 月 5 日（木）17:30～19:30 シルホイールワークショップ 

（会場：なみきホール舞台上／対象：高校生以上／定員 5 名） 

□ 8 月 6 日（金）10:30～12:00 エアリアルワークショップ 

（会場：なみきホール舞台上／対象：小学 5 年～中学生／定員 10 名） 
 

【『悟空～冒険の幕開け～』映像上映+パフォーマンス】 

□ 8 月 7 日（土）14:15 開場 15:00 開演 16:20 終演予定 （会場：なみきホール） 

□ 8 月 8 日（日）12:15 開場 13:00 開演 14:20 終演予定 （会場：なみきホール） 

 
お名前：          

 
貴社部署名：         

 
媒体名：         

 
ＴＥＬ：         

 
Ｅ－ｍａｉｌ：         

 
～当日の詳細につきましては、追ってご連絡させていただきます～   

 
【お問合せ】（公財）福岡市文化芸術振興財団 担当：宮村、但馬 

TEL 092-263-6265／FAX 092-263-6259 
Mail ffac-02@ffac.or.jp 
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FFAC 現代サーカス公演のお知らせ（２）

特設サイト開設＆チケット発売開始！

第 58回福岡市民芸術祭オープニングイベント「線香花火」

秋から始まる福岡市民芸術祭オープニングイベント、 「線香
花火」 の特設サイトが完成し、 7月10 日より、 チケットの一
般発売を開始しました。 特設サイトでは、ＰＲ動画や出演
者情報、 チケット購入情報など、 詳しい内容をご覧いただけ
ます。
前回好評を得た 「線香花火」 は、 今年さらにパワーアップ！
さらに進化する九州発の現代サーカスをお見逃しなく！

【お問合せ】　
（公財）福岡市文化芸術振興財団　事業課
TEL : 092-263-6265（平日 9:30 ～ 17:00）

※新型コロナウイルス感染症拡大防止に取り組みながら開催します。
※ご来場の際にはマスクの着用、 手指の消毒等にご協力ください

▼日時
2021 年 9 月 23 日（木 ・ 祝）
15:00 開演　（14:15 開場）

▼会場
福岡市民会館　大ホール

（福岡市中央区天神 5 丁目 1-23）

▼特設サイト URL
http://www.ffac.or.jp/sh2021/

▼芸術祭 URL
https://fcaf.jp/


