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現在市内図書館の「貸出カード」を
お持ちの方はそのまま利用するこ
とができます。有効期限が切れて
いる方や紛失された方は、更新・
再発行の手続きをお願いいたしま
す。お持ちでない方は、事前に総
合図書館、各分館やアミカス図書
室で作成されるか、早良南図書館
の開館をお待ちください。

貸出カード作成に
ついて

発行日:2021/10/1

2021年11月6日　 オープン!土

11/6  ・7   オープニングイベント開催！土 日

早良南図書館
からのおしらせ

角田光代氏トークショー

11/13

神奈川県生まれ。「対岸の彼女」で直木賞、「八日目の蟬」で中央公論文芸賞、
「紙の月」で柴田錬三郎賞を受賞。著書に「かなたの子」、「私のなかの彼女」、
「愛がなんだ」、「坂の途中の家」など多数。

角田 光代（かくた みつよ）

土

開館記念イベントとして、作家の角田光代さんをお招きします。
本をテーマに様々なお話を伺いますので、ぜひご応募ください。

11/21日

11/28 日

第１回 ともてらす寄席

　『立川生志落語会』
ともてらす早良がお届けする落語会、その名も「ともてらす寄席」。
東西の人気噺家が笑いの花を咲かせます。第一回は立川生志が
登場。お楽しみに。

〈チケット：10月１日販売開始〉
●ローソンLコード:84001　●セブンイレブンPコード :508-412

開場 13:30 場所 多目的ホール
開演 14:00 料金 全席自由3,000円

開場 11:00/14:00
（２公演）

時間 午前の稽古10:30～12:30
午後の稽古13:30～15:30

受講費 親子一組２,０００円

講師 今村嘉太郎・吉住講・田中達

出演 はるる（アイリッシュハープ)、
古賀久美子（クラリネット）

場所 チャイルドルーム

料金 全席自由 500円
(0歳～大人)

12/4 土11土18土 12/11土
開場 13:30
開演 14:00

子育てを頑張っているママやパパ、小さくて
コンサートに行けない未就園のお子さんに
生の演奏をお届けします。親子でハープとク
ラリネットの音色に包まれるひとときをお楽し
みください。

早良区在住の能楽師を講師に迎えた親子能
教室を開催します。最終日には一般向け発表
会を開催。能楽は、今も昔も変わらない普遍
的な日本人の心に触れることができる芸能で
す。親子で体験してみませんか？

浅野祥はこれまでに受賞多数、津軽三味線
界に旋風を巻き起こしている奏者です。とも
てらす早良に津軽三味線の音色が響き渡り
ます。ちょっと早いクリスマスコンサートをお
楽しみください。

さわら親子能教室

場所 多目的ホール出演 浅野 祥

開場 13:00 開演 14:00

会場 ともてらす早良2階 多目的ホール
定員 100名

料金 全席自由 3,000円

●ローソンLコード:84039 
●セブンイレブンPコード :204-360

チケット10月１日販売開始

申し込み受付中チケット10月１日販売開始

クリスマス
津軽三味線コンサート

各ステージ
限定15組

オープニング関連イベント、ぞくぞく！

★各イベントのお問い合わせは、ともてらす早良まで★

入場
無料
要整理券

「往復はがき」による応募が必要です。
詳細はともてらす早良HPをご覧ください。

チケット

CARD

博多・天神・西新・藤崎方面より
［西鉄バス］ 2，2-1，19，201，501，502，306，93系統
「四箇田団地」バス停から徒歩４分

交通
アクセス

ともてらす早良情報誌
開館準備

号

HP Facebook

施設のご案内

開館時間／休館日

9:00～20:00
〈休館日〉毎月最終月曜日（休日のときは翌平日）及び
　　　　年末年始（12/28～1/3）、図書特別整理期間（不定）

早良南図書館

8:30～22:00
多目的ホールを22:00まで利用の場合は22:15まで
（休館日は8:45から17:45まで）

駐車場

9:00～21:00（多目的ホールは22:00まで）
〈休館日〉毎月最終月曜日（休日のときは翌日）及び
　　　　年末年始（12/28～1/3）

施設開館後

10:00～17:00（受付窓口のみ） 〈休館日〉
土・日・祝日

施設開館までの間
（～11/6（土））

多目的ホール／大・小会議室
大・小練習室／チャイルドルーム／和室
飲食スペース／学習スペース／早良南図書館

館内施設

https://sawaraminami-koryu.jp
TEL:092-812-3312

Facebook : https://www.facebook.com/tomoterasusawara

施設利用者は300円（当日最大）
※別途、減免あり

（自転車70台、バイク10台）

駐車場

駐輪場80台

241台P

音響効果の高い最大300人収容の多目的ホールでは、オペラや落語、器楽コンサート、さらに演劇

などの公演・イベントを開催します。天神に行かなくても、ここ早良で芸術に触れられます。早良南

図書館やチャイルドルームでは、学びの場とともに地域のコミュニティ機能の活性化を図ります。

屋外スペースでは、緑あふれるス

ペースを活用してマルシェ等のイベ

ントを開催します。

11月6日から、豊かな歴史と伝統の

地「早良」の一層の発展に向けて、

着実な第一歩を地域とともに進めて

まいりたいと思います。みなさまの

絶大なるご協力・ご支援を心からお

願い申し上げます。

地域とともに

HP

撮影:垂見健吾

11/6（土）
のみ

11:00
オープン



1F

飲食
スペース

受付

チャイルド
ルーム

学習
スペース

さわらスクエア

大練習室

早良南図書館

展示スペース

▲正面玄関

▼出入口

出入口▶

おはなしの部屋

更衣室

WC

2F
多目的ホール

大会議室小会議室

和室

小練習室

Green roof

WC
出演は2名のオペラ歌手と九州室内合奏団。
ともてらす早良の前途を祝すひとときを、
ぜひご一緒に。

［開場］13:00　［開演］14:00

二人のオペラ歌手と
九州室内合奏団による
記念コンサート

さわらスクエア

大練習室

早良南図書館

早良南図書館は、約６万冊の蔵
書をそなえる市内１１番目の図書
館分館です。

こけら落としコンサート11/6

早良の芸能11/7

要整理券

飲食スペース

小練習室

屋外スペース

9:00▶15:00

邦楽集団 松生会による三面の筝
（こと）演奏。古典から現代曲ま
での筝演奏をお楽しみいただけ
ます。

ドラムセットの演奏ができます。ドラマーが扱い方をや
さしく手ほどきします。予約不要。

ご来館の皆さまにお抹茶(干菓子付)をふるまいま
す。茶券は数に限りがありますので、当日受付にてお
申し出ください。

さわらふれあいマルシェ

地域内外から30超ブースが軒を連ねる他、
キッズエリアやグルメ出展も。

①1 1 :15～ ②12:15～ ③13:15～
④14:15～

マルシェ11/6・7

6日 11:00▶17:00

●6日 13:30▶16:00
●7日  9:00▶12:00／13:00▶16:00

早良みなみマルシェ

早良区南部地域の新鮮な野菜や食材、雑貨、伝統工
芸品などを販売しますので、ぜひご来場ください。

7日 10:00▶15:00

「早良区の宝」11/6・7

市民参加型演劇11/6・7

早良のマチと歴史、人 と々出
会う市民参加型演劇。地域
の方 と々演劇ユニットそめご
ころが、言葉や音、体と記憶
を使い、新たな演劇体験を
つくります。

福岡が生んだ農学者、「明治の３老農」の一人、林 遠里
（1831-1906）氏が設立された「勧農社」資料を展示
します。食料の増産と米の自給率向上を目指した明治
政府の近代的農業の普及に輝かしい功績を残されま
した。

江戸時代から伝わる陶土と九州産の天然釉薬を使って
作られる作品を紹介します。ともてらす早良の施設入り
口周りに設置しているサイン（看板）に使用している陶板
は、十五代亀井味楽氏の作品です。

●6日 14:00▶15:00
●7日 11:00▶12:00／15:00▶16:00

オープニングイベント プログラム

早良区が誇る歴史や文化を紹介します。

林 遠里と勧農社 資料展示

高取焼本家 味楽窯作品展示

展示スペース

構成・演出：石田聖也（演劇ユニット そめごころ）

屋外スペースでは、
この2日間ともマルシェが

開催されます。

福岡市早良南地域交流センター 2021年11月6日　 オープン!土

「早良探訪記」

おはなしの部屋

〈 出 演 〉

蓮井求道（バリトン）
板波利加（ソプラノ）
ピアノ　西書子
ファーストヴァイオリン 山下大樹
セカンドヴァイオリン 君付理沙子
ヴィオラ 山下典道
チェロ 原田哲男

「往復はがき」による応募が必要です。
（10/5(火)〆切)
詳細はともてらす早良HPをご覧ください。

チケット

要茶券

ドラム演奏体験11/6・7

呈茶11/6

9:00▶17:30

早良区内で活動されている皆さま
が出演。地域の芸能が多数披露
されます。

※時間は変更になる場合があります

住所：福岡市早良区四箇田団地9番1号

H P : https://sawaraminami-koryu.jp
TEL:  092-812-3312

早良区野芥地区で結成され、さまざ
まな場所で活動する和太鼓集団。
10代から20代のメンバーを中心に
大迫力の演奏を披露します。

16:00▶17:30
野和太鼓
ピックアップ

多目的ホール

琴の演奏11/6

11:00▶17:0011/6 土

9:00▶17:3011/7 日

入場
無料

※時間は変更になる場合があります

この他にも楽しいプログラムをご用意してお待ちしています!この他にも楽しいプログラムをご用意してお待ちしています!※新型コロナウイルス感染防止については、適切な感染防止対策を実施します。※新型コロナウイルス感染防止については、適切な感染防止対策を実施します。


