■11: 00ー

CHORUS STAGE

福智の歌声

■10:00ー

コーラス ステージ

「グリークラブ・カナダ」
「コールかなだ」
「高齢者

SAX＆PIANO STAGE

近藤タケユキ＆渡辺大樹

JAZZ STAGE

のサックス・近藤タケユ
キさんとピアニストの渡

レ」
「ベル・アルモニア赤

辺大樹さんが奏でるス

池」
「女声コーラス・ムー

テージ。うっとりするよ

ジーク・プラッツ」が出演!

うなムーディーな音色が

Kondo
Takeyuki

聴力を失った後もハンディを乗り越え活躍する世界で

WORKSHOP

ワークショップ

上野焼野点体験ワークショップ
Agano ware

裏千家辻村社中が上野
の だて

焼を使った野点でお点

数少ないジャズミュージシャン Dizzy 吉本さん
（田川出

前を披露。参加無料で、

身）
。特別に結成したカルテットが名曲をお届けします。
NAOMI

ドーム内に響きます。

Watanabe_Taiki

■13 :15ー

ジャズ ステージ

Dizzy 吉本カルテット with NAOMI

セットのお茶菓子も楽

Ido
Hiromi

しめるワークショップで
Fujiwara
Takayuki

す。茶陶上野の魅力を
ぜひ体感してください。

Kai
Daisaku

Dizzy
Yoshimoto

バンド

「ひばりの会」
「ピアチェー

シカ」
「池田眞里子」
「ム

■14 : 30ー

カワムラ

K AWAMURA B AND

大学方城コーラス教室」

Fukuchi Cultural Association

サックス＆ピアノ ステージ

■14 : 00ー

■ 13 : 00ー

■11: 00ー

■10 : 00ー

GUITAR STAGE

ACOUSTIC STAGE

PIANO STAGE

ACOUSTIC STAGE

逆瀬川 剛史

今路 メグ

畑野 圭慧

Bigfumi

あらゆる奏法を駆使し、

福岡出身のシンガーソ

感性あふれる演奏や情

西日本で最も身体の大

ギター１本とは思えない

ングライター。ソウル、

熱的な演奏が聴く人を

きなシンガーソングライ

圧倒的なパフォーマン

R&B、ポップスなどの

惹きつけてやまない、静

ターBigfumi。そのぬく

スを誇るソロギタリスト。

エッセンスを感じる独特

と動をあわせ持つ天性の

もりにあふれた歌声と

ギター専門誌で次世代

でスモーキーな歌声が

ピアニスト。ピアノ、バ

真っ直ぐで深いメッセー

を担うギタリスト15名の

最大の魅力。昨年、1st

イオリン、チェロによる

ジが、聴く人の心にダ

１人に選ばれています。

アルバムを全国発売。

三重奏をお届けします。

イレクトに響きます。

アコースティック ステージ

Bigfumi

Imaji_megu

FUKUCHI FIND FESTIVAL 2018

アコースティック ステージ

Hatano
Yoshie

Sakasegawa
Takeshi
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ピアノ ステージ

SPECIAL STAGE

10/14 SUN
ギター ステージ

福智町音楽祭が融合した特別ステージが会場を彩る！

10/13 SAT

︱八女市︱

︱福岡市中央区︱

隆勝堂

メゾンカイザー

RYUSHODO

八女伝統本玉露の茶
餡をやわらかい羽二重
餅で包み込み、仕上
げに八女伝統本玉露と
和三盆をまぶしました。

MAISON KAYSER

フランスの新聞
「フィガロ」
のランキング№1に輝い
たクロワッサンなど、天
然酵母・低温長時間発
酵のパンをお楽しみに！

【八女本店】八女市蒲原729-1
営 9:00-20:00 休 元日
☎ 0943-24-1717

【大丸店】
福岡市中央区天神1-4-1
営 10:00-20:00 休 元日
☎ 092-718-3058

︱福岡市南区︱

︱嘉麻市︱

ルセット・マリナ

山田饅頭本舗

recette marina

Yamadamanjuhonpo

スフレ生地の上にカマン
ベールチーズ、クリームチー
ズ、生クリーム、カスタード
クリーム、ヨーグルトを合わ
せてデコレーションしました。

筑豊では言わずと知れた
山田饅頭。創業110余年
に渡って伝統を守り続
け、地元に愛され、育て
られてきたお菓子です。

福岡市南区警弥郷1-9-12
営 10:00-19:30 休 なし
☎ 092-502-1034

嘉麻市上山田1405-1
営 10:00-18:00 休 日曜日
☎ 0948-52-0059

︱福岡市東区︱

︱福岡市博多区︱

ロン･ポワン

LA VIE EN
ROSE

Rond-Point

ラヴィアンローズ

フランスのバスク地方
に伝わるなめらかな口
当たりの「バスクチーズ
ケーキ」をはじめ、魅
惑のスイーツをお届け。

シュー生地をスクエアに
焼き上げ、シブーストク
リームを詰めた「キャラメ
リーズ」
。スフレグラスの
ような食感が楽しめます!

福岡市東区千早1-9-5
営 9:00-19:00※ 休 水・第1火
☎ 092-671-4408

福岡市博多区住吉 4-3-2
営 10:00-22:00 休 不定休
☎ 092-441-8555

※土日 祝 は8:00から

︱北九州市門司区︱

︱福岡市博多区︱

和菓子 なごし

ラ・フェ・ブルー

Nagoshi

TVでも紹介された
「星
野村抹茶生大福」
。最高
級のつぶあんと抹茶が
贅沢に使われたもちもち
食感が人気の商品です。
【本店】
北九州市門司区錦町2-7
営 9:00-19:00
休 不定休
☎ 093-321-3292

La Fee Bleue

コクのあるクリームが好
評のフランス風シューク
リーム
「千代の華おとこ
シュー」
の他、数々のチー
ズケーキをご用意します！
福岡市博多区千代 3-6-3
営 10:00-19:00 休 火曜日
☎ 092-642-7771

FUKUCHI SWEETS DAICHAKAI
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