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大野城まどかぴあ 情報誌

～つどい ふれあい はばたく～
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神※掲載記事は6月7日現在の情報です（その後の変更につきましては、ご容赦ください）

・ティータイムスペシャルコンサートVol.16 チケット発売開始！
・短期講座＆パソコン講座　受講生募集！
・大野城市男女共生講座　受講生募集！
・夏休みスペシャルおはなし会「夜ばなし」

P2

P5

P6

P7

AthenaAthena
VOL.277
20197アテナアテナ

【日時】10月27日（日）14：00開演
【会場】大ホール（1階） 全席指定

日付 イベント ページ

表記金額は前売金額です。詳しくは各会館へお問い合わせください。
6月7日現在（その後の変更につきましては、ご容赦ください）

つくし お隣さん情報

公益財団法人大野城まどかぴあ
〒816-0934 福岡県大野城市曙町ニ丁目3番1号
総合案内：TEL O92 （586） 4OOO/ FAX O92 （586） 4001
開館時間：9:0O～22:OO　総合案内受付時間：9：00～21：00
休  館  日：毎月第1・3水曜日（祝日の場合次の平日)、年末年始（12/28~1/4)
　まどかぴあホームぺージの卜ップにつながるQRコードです
　http://www.madokapia.or.jp/

■西鉄天神大牟田線ご利用の場合、福岡（天神）駅から急行約12分・春日原駅下車徒歩約10分
■JR鹿児島本線ご利用の場合、博多駅から快速約13分・大野城駅下車徒歩約18分
　大野城駅東口からは大野城市コミュニティバス「まどか号」が運行しています
■お車ご利用の場合、高速九州自動車道、太宰府インターから約1.5キロ
　福岡都市高速、大野城出入口から約2.Oキロ
■無料駐車場：平面 166台（うち、市役所北・東駐車場55台分のスペースは、平日の昼間は短時間
   駐車スペースです）、立体 316台

交通機関のご案内 駐車可能台数に限りがありますので、
できる限り公共の交通機関をご利用ください

左記のマークのある公演・講座は託児サービスが利用できます。
（10ヵ月～就学前まで）　　

1人1回3OO円 定員有り

託児 要連絡

※参加日の1週間前までに
　お申し込みください。大野城まどかぴあは大野城市民以外の方でも自由にご参加・ご利用いただけます。 託児

募集中

ちくしのミュージックフェスタwith DA･N･KA･I vol.3
●1,000円 ※高校生以下無料 ●12：00

ちくしの混声合唱団 第3回定期演奏会
●500円 ※小学生以下無料 ●14：00

7/27
（土）

8/24
（土）
9/8
（日）

第十五回ちくしの寄席
立川生志“ふるさと応援”落語会
●全席指定2,500円ほか ※中学生以上入場可 ●14：00

筑紫野市文化会館 筑紫野市上古賀1丁目5番1号 ☎092-925-4321

夏休み講座 受講生募集！
いきいき情報センターでは、親子（小学生）で体験できる「夏休み講座」を企画しています。
思い出と作品作りに参加しませんか？ 講座内容や日時・受講料など詳細はお問い合わせください。
問い合わせ先：いきいき情報センター　電話：092-928-5000

8/3(土)
〜

11/3(日・祝)

（公財）太宰府市文化スポーツ振興財団 太宰府市五条3丁目1番1号 ☎092-920-7070

日付 イベント ページ
7月まどかぴあのイベントスケジュール

美味しいアイスコーヒーの淹れ方①②

ハーバリウムを作ろう

6月号
掲載

6月号
掲載

1（月）

①2（火）
②4（木）

①　6（土）
②12（金）

9（火）
23（火）

18（木）・24（水）・
31（水）

4（木）・9（火）・
11（木）

5（金）

8（月）
9（火）

13（土）

6（土）
20（土）

生涯

生涯

生涯

生涯

生涯

7月のチケット情報・募集申込情報

わくわくおはなし会（小学生以上対象）

P3

P4

おとなの楽校1時間目

「ハイハイ、ごろ～ん。」ベイビーシアター

6月号
掲載

6月号
掲載

6月号
掲載

6月号
掲載

エクセル実践・初級（夜）

生涯

21（日）

20（土）

生涯

生涯

生涯

3月号
掲載

大野城和太鼓フェスティバル2019

10（水）

22（月）

P7

P5

P5

P5

わくわくおはなし会夏休みスペシャル
「夜ばなし」

文芸

文芸

文芸

文芸

P7第41回親子読書会　受付開始

文芸

ティータイムスペシャルコンサートVol.16　友の会発売文芸

文芸

5月号
掲載

6月号
掲載

6月号
掲載

春日市ふれあい文化センター 春日市大谷6丁目24番地 ☎092-584-3366

7/20
（土）

7/28
（日）

第20回弥生の里音楽祭オープニングロビーコンサート
「夏空はずむ♪マリンバコンサート」
出演：福原愛（マリンバ）、田中集子（パーカッション）、橋本りょう子（ピアノ）
●入場無料 ●15：30

ふれぶんシネマ倶楽部
「ハルのふえ/アンパンマンが生まれた日」
●施設利用料1枚300円 ●①10：00 ②13：00 ③16：00

7/11
（木）

Café de ブランチコンサートvol.14
「アルパとパーカッションの世界」+一品持ち寄り音楽会
出演：小林知加（アルパ）、藤原隆幸（パーカッション）
●入場無料 ※ワンドリンクオーダー制または一品持ち寄り ●11：00

ミリカローデン那珂川 那珂川市仲2丁目5番1号 ☎092-954-2211

7/6
(土)

なかがわふるさと夢工房
「七夕まつり」
●無料 ●15：00

8/8
(木)

上方落語福岡県人隊
ミリカローデン那珂川寄席
●1,500円 ●18：30

8/11
(日・祝)

ミリカシアター
「ボヘミアン・ラプソディー」
●前売ペア500円ほか ●①14：00 ②17：00

託児

託児

託児

託児

託児

託児

おひざでだっこ ぴよぴよのへや（0歳児対象）

託児

託児

託児

1（月）
22（月）

2（火）・16（火）・
30（火）

2（火）
～8/6（火）

やさしいヨガ

25（木）
ティータイムコンサートVol.274

26（金）

29（月）

30（火）

27（土）

P7

P6

P6

P2

P2

紙のどうぶつえん夏休み教室　受付開始

4（木）

ティータイムスペシャルコンサートVol.16　一般発売文芸11（木）

P5短期講座＆パソコン講座　受付開始

アスカーラいきいき健康教室
「いためた心と身体をケアする方法」男女

1（月）

大野城市男女共生講座　受付開始

育休ママ＆パパの仕事復帰セミナー　受付開始

男女

男女

スイーツデコ

男女

男女

男女

男女

19（金）
～30（火）

3月号
掲載再就職チャレンジ講座 パソコンスキルアップ講座

「ハイハイ、ごろ～ん。」トーク＆ワークショップ

シネマランド「ロング、ロングバケーション」　

2（火）
18（木）

3月号
掲載

3月号
掲載再就職チャレンジ講座　面接対策講座

再就職チャレンジ講座 履歴書等対策講座

P7

P7

図書

図書

図書

図書

図書

図書

図書 おひざでだっこ よちよちのへや（1～2歳児対象） P7

P7

P4

まどかぴあ休館日のお知らせ 7月3日（水）、17日（水）

まるごと太宰府歴史展2019
場所：文化ふれあい館　電話：092-928-0800（毎週月曜休館 祝日の場合翌平日）
●入場無料 ●9：00～17：00

ママの元気チャージ★セミナー

パンを作ってみよう①②

わくわくおはなし会（幼児対象）

バスボムパフェ

つまみ細工でつくる髪かざり



友の会

先・割
車イス

チケット発売日専用ダイヤル 
TEL（092）591-1111
［発売初日販売開始時間］10:00～ 
※発売日以外は☎092-586-4000に
   おかけください。

このマークがある
公演は、車いす席
ご利用の際に事前
申し込みが必要
です。

このマークがある公演は
友の会特典対象事業です。
「先行」…先行販売あり
「割引」…友の会割引あり
「特別」…友の会特別料金

イチオシ情報総合案内　 TEL （092）586-4000 / FAX（092）586-4001
受付時間 /9:00～ 21:00
チケット発売日専用ダイヤル TEL（092）591-1111
［発売初日販売開始時間］10:00～ ※発売日以外は☎092-586-4000におかけください。

10月27日
（日）
PLAY

MUSIC

9月15日
（日）

MUSIC

1月26日
（日）

2020年

3 アテナ　2019年 7月号 2アテナ　2019年 7月号　

文化芸術振興

オリジナルミュージカル

ザ・デイサービス・ショウ2019
～It’s Only Rock’n Roll～

大野城まどかぴあ芸術助成事業
ニューイヤーコンサート

友の会

先 ・割
車イス

【時間】14：00開演/13：30開場
【会場】大ホール（1階）全席指定
【料金】一般6,000円（当日 6,500円）

ペア11,000円（前売のみ／友の会割引適用外）
※ペア券はまどかぴあ総合案内のみ取扱い。　※未就学児入場不可

作・音楽：山口 健一郎　演出・振付：本間 憲一　プロデュース：中尾 ミエ
出演：中尾 ミエ、尾藤 イサオ、光枝 明彦、モト 冬樹、正司 花江 ほか

●まどかぴあ総合案内
●ローソンチケット（Lコード：82617）

チケット
取扱い

チケット発売日
友の会　7月  4日（木）
一　般　7月11日（木）
両日とも10：00～

●まどかぴあ総合案内
●ローソンチケット（Lコード：82761）
●チケットぴあ（Pコード：495-486）
●劇ナビFUKUOKA（http://gekinavi.jp/）

チケット
取扱い

チケット発売日
友の会　8月1日（木）
一　般　8月8日（木）
両日とも10：00～

共催：一般財団法人福岡県退職教職員協会 助成：
文化庁文化芸術振興費補助金（令和元年度文化庁劇場・音楽堂等機能強化推進事業）
独立行政法人日本芸術文化振興会

ひとはどうして、時が過ぎると旅する夢を見ないのか。
遠い昔に置いて来たから？それなら新しい夢を見ましょう
か。人生はロックンロール！かつてのスターとデイサービス
に集まって来る多彩な高齢者たちが繰り広げるコメディー
ミュージカル。
たっぷり笑って、ちょっとだけホロリの心温まるロックンロー
ルなストーリー。

9月のスペシャルコンサートは2公演開催します！
子ども向けの第1部では童謡やアニメソングを中心に、おとな向けの第2部では
映画音楽やポップスの名曲をお届けします。通常のティータイムコンサートでは
聴けない金管五重奏の迫力ある演奏をお楽しみください。

車イス
♪♪ ♬

【出演】下条 啓介（トランペット）、前田 暁（トランペット）、大藪 昌嗣（ホルン）
田代 泰地（トロンボーン）、森山 陽介（チューバ）

【会場】小ホール（2階）全席自由

【出演】栗田 哲海（指揮）、並河 寿美（ソプラノ）、伊藤 絵美（アルト）、上田 浩平（テノール）、
田中 由也（バリトン）、福岡OBフィルハーモニー・オーケストラ、市民合唱団

【時間】13：30開演/13：00開場　【会場】大ホール（１階）全席自由
※チケット料金など詳細は決まり次第お知らせします。 ※出演者などは変更になる場合があります。

ティータイムスペシャルコンサートVol.16（Vol.276）

「金管五重奏で贈るスペシャルプログラム」

協賛：株式会社東洋ナビックス、豆香洞コーヒー、カフェ＆ギャラリー Les Grands（レ グラン）、有限会社エーアンドエスフレーミング工房主催：音楽愛好実行委員会、公益財団法人大野城まどかぴあ

友の会

先  行
車イス友の会

先  行

講師に現役調律師をお招きし、ピアノから音楽が生まれる仕組みを紐解きます。ピアノはどのように
進化してきたのか、その歴史やデザイン（形、構造）の変遷をたどるとともに、音のデザインともいえ
る調律の秘密に迫ります。

1時間目 7月20日（土）

9月21日（土）

「ピアノは“生きもの” その進化と調律について」
講師 宮本 日出夫・古屋 嘉彦 （一般社団法人日本ピアノ調律師協会九州支部 支部長・同副支部長）

託児友の会

先・割
車イス

託児：各回の開催日
　　　8日前17:00が締切です

【時　間】各回14:00開演 /13:30開場
【会　場】小ホール（2階）全席自由
【授業料】各回500円（当日800円）　※未就学児入場不可

新聞、テレビ、本など“文字”には様々な“書体”（フォント）があります。書体デザイナーである藤田氏は
「筑紫書体シリーズ」ほか数多くの書体を開発、そのどれもがヒットし出版・広告界のシェアを広げ続け
ています。様々な本の表紙の文字にも使用されている筑紫書体のヒットの秘密を解き明かします。

まどかぴあが助成・サポートして実施する公募企画が決まりました！
今年度は、オーケストラによる演奏で、オペラと市民合唱団によるベートーヴェン「第九」
のコンサートをお届けします。

オーケストラとともにベートーヴェン作曲の交響曲第九番などを一緒に歌いませんか。

2時間目 「言葉の力を最大化する文字作り
  　　　　―筑紫書体（フォント）の開発デザイン」

講師 藤田 重信 （フォントワークス株式会社 書体デザイナー）

チケット
取扱いチケット発売中 ●まどかぴあ総合案内

【 】

【 】
【 】
【 】
【 】
【 】
【 】

対 　 象

発 会 式
練習時期
参 加 費
申込方法
申込締切
問い合わせ

小学6年生以上～シニアの男女 40名
※居住地・経験は問いません。定員になり次第、受付終了。

8月12日（月・振休）10：00～12：00　大野城まどかぴあ（2階）小ホール
8月12日（月・振休）～2020年1月　※月3回程度を予定
一般：毎月2,000円、学生：毎月1,500円
まどかぴあ館内で配布・まどかぴあホームページに掲載している申込書にて、お申し込みください。
7月26日（金）
音楽愛好実行委員会
090-4580-6004（大津）、090-1513-3443（御幡 ミハタ）

第九合唱
出演者
募集！

採用事業決定！

前田 暁下条 啓介

大藪 昌嗣 田代 泰地

森山 陽介

※昨年の様子

第１部 13:00～13：50

「子どもと楽しむドレミファソ♪」
【料金】一般800円、小学生以下500円

※3歳未満入場不可
※当日券は各200円UP

第2部 16：00～17：15

「おとなのための名曲コンサート」
【料金】一般800円（当日1,000円）
　　　※未就学児入場不可

「優しい社会をつくる。優しい人を育てる。ユニバーサルデザインのお話」3時間目 11月23日（土・祝）
講師 定村 俊満（株式会社ソーシャルデザインネットワークス 代表取締役社長）

「作品に人生が反映する。型絵染作家のライフデザインを学ぶ。」
講師 釜我 敏子（型絵染作家）

4時間目 2020年1月18日（土）
©シーエイティプロデュース　※過去の公演



友の会

先・割
車イス

チケット発売日専用ダイヤル 
TEL（092）591-1111
［発売初日販売開始時間］10:00～ 
※発売日以外は☎092-586-4000に
   おかけください。

このマークがある
公演は、車いす席
ご利用の際に事前
申し込みが必要
です。

このマークがある公演は
友の会特典対象事業です。
「先行」…先行販売あり
「割引」…友の会割引あり
「特別」…友の会特別料金

イチオシ情報総合案内　 TEL （092）586-4000 / FAX（092）586-4001
受付時間 /9:00～ 21:00
チケット発売日専用ダイヤル TEL（092）591-1111
［発売初日販売開始時間］10:00～ ※発売日以外は☎092-586-4000におかけください。

10月27日
（日）
PLAY

MUSIC

9月15日
（日）

MUSIC

1月26日
（日）

2020年

3 アテナ　2019年 7月号 2アテナ　2019年 7月号　

文化芸術振興

オリジナルミュージカル

ザ・デイサービス・ショウ2019
～It’s Only Rock’n Roll～

大野城まどかぴあ芸術助成事業
ニューイヤーコンサート

友の会

先 ・割
車イス

【時間】14：00開演/13：30開場
【会場】大ホール（1階）全席指定
【料金】一般6,000円（当日 6,500円）

ペア11,000円（前売のみ／友の会割引適用外）
※ペア券はまどかぴあ総合案内のみ取扱い。　※未就学児入場不可

作・音楽：山口 健一郎　演出・振付：本間 憲一　プロデュース：中尾 ミエ
出演：中尾 ミエ、尾藤 イサオ、光枝 明彦、モト 冬樹、正司 花江 ほか

●まどかぴあ総合案内
●ローソンチケット（Lコード：82617）

チケット
取扱い

チケット発売日
友の会　7月  4日（木）
一　般　7月11日（木）
両日とも10：00～

●まどかぴあ総合案内
●ローソンチケット（Lコード：82761）
●チケットぴあ（Pコード：495-486）
●劇ナビFUKUOKA（http://gekinavi.jp/）

チケット
取扱い

チケット発売日
友の会　8月1日（木）
一　般　8月8日（木）
両日とも10：00～

共催：一般財団法人福岡県退職教職員協会 助成：
文化庁文化芸術振興費補助金（令和元年度文化庁劇場・音楽堂等機能強化推進事業）
独立行政法人日本芸術文化振興会

ひとはどうして、時が過ぎると旅する夢を見ないのか。
遠い昔に置いて来たから？それなら新しい夢を見ましょう
か。人生はロックンロール！かつてのスターとデイサービス
に集まって来る多彩な高齢者たちが繰り広げるコメディー
ミュージカル。
たっぷり笑って、ちょっとだけホロリの心温まるロックンロー
ルなストーリー。

9月のスペシャルコンサートは2公演開催します！
子ども向けの第1部では童謡やアニメソングを中心に、おとな向けの第2部では
映画音楽やポップスの名曲をお届けします。通常のティータイムコンサートでは
聴けない金管五重奏の迫力ある演奏をお楽しみください。

車イス
♪♪ ♬

【出演】下条 啓介（トランペット）、前田 暁（トランペット）、大藪 昌嗣（ホルン）
田代 泰地（トロンボーン）、森山 陽介（チューバ）

【会場】小ホール（2階）全席自由

【出演】栗田 哲海（指揮）、並河 寿美（ソプラノ）、伊藤 絵美（アルト）、上田 浩平（テノール）、
田中 由也（バリトン）、福岡OBフィルハーモニー・オーケストラ、市民合唱団

【時間】13：30開演/13：00開場　【会場】大ホール（１階）全席自由
※チケット料金など詳細は決まり次第お知らせします。 ※出演者などは変更になる場合があります。

ティータイムスペシャルコンサートVol.16（Vol.276）

「金管五重奏で贈るスペシャルプログラム」

協賛：株式会社東洋ナビックス、豆香洞コーヒー、カフェ＆ギャラリー Les Grands（レ グラン）、有限会社エーアンドエスフレーミング工房主催：音楽愛好実行委員会、公益財団法人大野城まどかぴあ

友の会

先  行
車イス友の会

先  行

講師に現役調律師をお招きし、ピアノから音楽が生まれる仕組みを紐解きます。ピアノはどのように
進化してきたのか、その歴史やデザイン（形、構造）の変遷をたどるとともに、音のデザインともいえ
る調律の秘密に迫ります。

1時間目 7月20日（土）

9月21日（土）

「ピアノは“生きもの” その進化と調律について」
講師 宮本 日出夫・古屋 嘉彦 （一般社団法人日本ピアノ調律師協会九州支部 支部長・同副支部長）

託児友の会

先・割
車イス

託児：各回の開催日
　　　8日前17:00が締切です

【時　間】各回14:00開演 /13:30開場
【会　場】小ホール（2階）全席自由
【授業料】各回500円（当日800円）　※未就学児入場不可

新聞、テレビ、本など“文字”には様々な“書体”（フォント）があります。書体デザイナーである藤田氏は
「筑紫書体シリーズ」ほか数多くの書体を開発、そのどれもがヒットし出版・広告界のシェアを広げ続け
ています。様々な本の表紙の文字にも使用されている筑紫書体のヒットの秘密を解き明かします。

まどかぴあが助成・サポートして実施する公募企画が決まりました！
今年度は、オーケストラによる演奏で、オペラと市民合唱団によるベートーヴェン「第九」
のコンサートをお届けします。

オーケストラとともにベートーヴェン作曲の交響曲第九番などを一緒に歌いませんか。

2時間目 「言葉の力を最大化する文字作り
  　　　　―筑紫書体（フォント）の開発デザイン」

講師 藤田 重信 （フォントワークス株式会社 書体デザイナー）

チケット
取扱いチケット発売中 ●まどかぴあ総合案内

【 】

【 】
【 】
【 】
【 】
【 】
【 】

対 　 象

発 会 式
練習時期
参 加 費
申込方法
申込締切
問い合わせ

小学6年生以上～シニアの男女 40名
※居住地・経験は問いません。定員になり次第、受付終了。

8月12日（月・振休）10：00～12：00　大野城まどかぴあ（2階）小ホール
8月12日（月・振休）～2020年1月　※月3回程度を予定
一般：毎月2,000円、学生：毎月1,500円
まどかぴあ館内で配布・まどかぴあホームページに掲載している申込書にて、お申し込みください。
7月26日（金）
音楽愛好実行委員会
090-4580-6004（大津）、090-1513-3443（御幡 ミハタ）

第九合唱
出演者
募集！

採用事業決定！

前田 暁下条 啓介

大藪 昌嗣 田代 泰地

森山 陽介

※昨年の様子

第１部 13:00～13：50

「子どもと楽しむドレミファソ♪」
【料金】一般800円、小学生以下500円

※3歳未満入場不可
※当日券は各200円UP

第2部 16：00～17：15

「おとなのための名曲コンサート」
【料金】一般800円（当日1,000円）
　　　※未就学児入場不可

「優しい社会をつくる。優しい人を育てる。ユニバーサルデザインのお話」3時間目 11月23日（土・祝）
講師 定村 俊満（株式会社ソーシャルデザインネットワークス 代表取締役社長）

「作品に人生が反映する。型絵染作家のライフデザインを学ぶ。」
講師 釜我 敏子（型絵染作家）

4時間目 2020年1月18日（土）
©シーエイティプロデュース　※過去の公演



　

文化芸術振興お問い合わせ先   TEL （092）586-4040 / FAX（092）586-4021
生涯学習センター 開館時間／（月～土）9:00～20:00 文化芸術振興課 開館時間／（月～金）9:00～17:00

お問い合わせ先  TEL （092）586-4020 / FAX（092）586-4021

4アテナ　2019年 7月号

シネマランド

7月25日
（木）短期講座

●定員：18 名　●パソコン：持ち込みください（貸出も可能です）
●受付先：生涯学習センター電話・窓口（先着順）
※2回目から1時間の自習時間付きパソコン講座

エクセル実践・中級（夜）

7月10日（水） 9:00 受付開始 受付先：生涯学習センター電話・窓口（先着順）
※受付開始時は混み合います。ご了承ください。

5

生涯学習センター

  

アテナ　2019年 7月号

①10:00～11:26
②15:00～16:26
（各回30分前開場）

【時間】

【会         場】大ホール（1階） 全席自由
【施設利用券】1枚300円・4枚回数券1,000円
　　　　　　　  ※ご入場の際にお一人様1枚の施設利用券が必要です。
　　　　　　　  ※事前予約不要。有効期限2年間。　　　　　　　  
　　　　　　　  ※未就学児入場不可（キッズシネマをのぞく）。
【取　扱　い】まどかぴあ総合案内

協賛：安東歯科医院、株式会社東洋ナビックス、1st.hair

CINEMA

8月10日
（土）

ニューヨークで暮らす犬のマックスは、飼い主のケイティのこと
が大好きだった。ところがある日、ケイティが保護してきた大型
犬のデュークと一緒に暮らすことになる。ケイティの一番になり
たくて反発しあう二匹だったが、思いがけない出来事から都会
の真ん中で迷子になってしまう…

監　　督：クリス・ルノー、ヤーロウ・チェイニー
（『怪盗グルーのミニオン危機一発』） 

声の出演： バナナマン（設楽 統、日村 勇紀）　ほか

どなたでもお楽しみいただけるよう、一部の回で吹替や字幕付きで上映いたします。車イス

※大ホールの改修工事に伴い、
2020年4～5月のシネマランド
はお休みします。
施設利用券をお持ちの方は、
お早目にご利用ください。

年号が変わり新しい時代が始まることに伴い、
今年度は「変化」をテーマに選曲します。
出演者の想いや曲の背景を思い描きながら
お楽しみください。

MUSIC

【出演】太田 耕平（リュート）
【時間】12：15～12：45
【会場】ギャラリーモール（1階）入場無料

協賛：株式会社東洋ナビックス、豆香洞コーヒー、カフェ＆ギャラリー Les Grands（レ グラン）、有限会社エーアンドエスフレーミング工房

7月はリュートによるコンサートをお届けします。

今年度のテーマ「変化」

①10：00～11：52
②14：00～15：52
③18：00～19：52
（各回30分前開場）

【時間】

CINEMA

7月13日
（土）

70歳を超え、夫ジョンはアルツハイマーが進行し、妻エラは全
身をガンに侵されていた。人生に悔いを残さないため、ふたり
は愛車のキャンピングカーで夫が敬愛するヘミングウェイの
家があるフロリダ・キーウェストを目指して旅に出るが、夫の小
さな記憶の混乱から様々な問題に向き合うことになり…

監督・脚本：パオロ・ヴィルズィ（『歓びのトスカーナ』）
出　　　演： ヘレン・ミレン、ドナルド・サザーランド　ほか

第74回ヴェネチア国際映画祭Leoncino d’Oro Agiscuola賞受賞。
第45回トロント国際映画祭正式出品作品。

2017年/イタリア/112分/日本語字幕版
「ロング、ロングバケーション」
※作品の都合により、日本語吹替版はありません。

©2017 Indiana Production S.P.A.

©2015 Universal Studios. 
All Rights Reserved.

♪♪ ♬
ティータイムコンサート Vol.274ティータイムコンサート Vol.274

※10時の回のみ日本語字幕を付けて上映。
2016年/アメリカ/86分/日本語吹替版
「ペット」
キッズシネマ

注
意
事
項

◆キッズシネマは、3歳以上から入場可能
◆施設利用券は、年齢にかかわらずお一人様1枚必要
◆会場の大ホール客席は飲食禁止です。

【日　程】8月20・27日、9月3・10・17・24日（火）
【時　間】19：00～21：00　※自習時間18：00～
【受講料】9,600円　【教材費】800円
【対　象】エクセルの操作経験がある方
【講　師】竹中 ひとみ

基本的な表や関数をおさらいし、さらに様々な関数（IF関数・
VLOOKUP関数・COUNTIF関数・SUMIF関数）とデータ
ベースやテーブル機能、複合グラフ作成を学びます。仕事で
役に立つ裏ワザなど、実践的なスキルを身につけましょう。

※イメージ

託児
親子でパン作り
無添加の国産小麦粉を使い、
手ごねで生地作りをします。
夏休みの思い出に親子で楽
しい時間を過ごしましょう。

※1回のお電話で複数のお申し込みはご遠慮ください。

【日　程】8月2日(金) 【時　間】10:30～13:30
【定　員】12組 【対　象】小学生1名と保護者1名
【受講料】1,000円/組 【材料費】1,500円/組　
【講　師】今林 美栄子(フードクリエーター)

つまみ細工でつくる髪かざり
つまみ細工をお子さんでも簡単
に作れるようにアレンジしまし
た。この機会に伝統工芸にふれ
てみませんか。浴衣にぴったりの
髪かざりができますよ。ブローチ
としても使えます。

【日　程】7月26日(金) 【時　間】10:00～12:00
【定　員】16名 【対　象】小学生
【受講料】800円 【材料費】600円
【講　師】つまみ細工 ヒイナゴト(一般社団法人日本伝統工芸つまみ細工協会　認定講師)

子どものお菓子づくり
夏休みに、お友達と一緒にお菓子作りに挑戦しませんか。簡単で可愛くて美味
しいカップケーキとグラスデザートを作ります。火を使わないので、安心です。
お茶の時間もあるので、みんなで楽しみましょう。

【日　程】8月8日（木） 【時　間】10:30～13:00
【定　員】16名 【対　象】小学生
【受講料】800円 【材料費】1,200円 
【講　師】原田 静子（Shizuko Harada Cake Lesson主宰）

バスボムパフェ
4色の中から色を選びバスボム
をカップに入れて、好きな飾りで
デコレーション！アロマの香りと
ともに楽しいバスタイムになり
ますよ。自分だけのオリジナル
のバスボムを作りましょう。

【日　程】7月30日（火） 【時　間】10:00～11:30
【定　員】16名 【対　象】小学生
【受講料】800円 【材料費】500円
【講　師】奈木野 亜紀（ハーブのゆりかご代表）)

※イメージ

※作品例

スイーツデコ
スイーツやフルーツ、お花
などでデコレーションした
ミニティッシュケースを楽
しく作りましょう。

【日　程】7月29日（月） 【時　間】10:00～11:30
【定　員】16名 【対　象】小学生
【受講料】800円 【材料費】700円
【講　師】大久保 貴代子（クレイアート作家）

※作品例

※作品例

広告協賛欄

＜メニュー＞ 
・ピザ
・動物ちぎりパン
・なめらかプリン

太田耕平
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【日　程】8月20・27日、9月3・10・17・24日（火）
【時　間】19：00～21：00　※自習時間18：00～
【受講料】9,600円　【教材費】800円
【対　象】エクセルの操作経験がある方
【講　師】竹中 ひとみ

基本的な表や関数をおさらいし、さらに様々な関数（IF関数・
VLOOKUP関数・COUNTIF関数・SUMIF関数）とデータ
ベースやテーブル機能、複合グラフ作成を学びます。仕事で
役に立つ裏ワザなど、実践的なスキルを身につけましょう。

※イメージ

託児
親子でパン作り
無添加の国産小麦粉を使い、
手ごねで生地作りをします。
夏休みの思い出に親子で楽
しい時間を過ごしましょう。

※1回のお電話で複数のお申し込みはご遠慮ください。

【日　程】8月2日(金) 【時　間】10:30～13:30
【定　員】12組 【対　象】小学生1名と保護者1名
【受講料】1,000円/組 【材料費】1,500円/組　
【講　師】今林 美栄子(フードクリエーター)

つまみ細工でつくる髪かざり
つまみ細工をお子さんでも簡単
に作れるようにアレンジしまし
た。この機会に伝統工芸にふれ
てみませんか。浴衣にぴったりの
髪かざりができますよ。ブローチ
としても使えます。

【日　程】7月26日(金) 【時　間】10:00～12:00
【定　員】16名 【対　象】小学生
【受講料】800円 【材料費】600円
【講　師】つまみ細工 ヒイナゴト(一般社団法人日本伝統工芸つまみ細工協会　認定講師)

子どものお菓子づくり
夏休みに、お友達と一緒にお菓子作りに挑戦しませんか。簡単で可愛くて美味
しいカップケーキとグラスデザートを作ります。火を使わないので、安心です。
お茶の時間もあるので、みんなで楽しみましょう。

【日　程】8月8日（木） 【時　間】10:30～13:00
【定　員】16名 【対　象】小学生
【受講料】800円 【材料費】1,200円 
【講　師】原田 静子（Shizuko Harada Cake Lesson主宰）

バスボムパフェ
4色の中から色を選びバスボム
をカップに入れて、好きな飾りで
デコレーション！アロマの香りと
ともに楽しいバスタイムになり
ますよ。自分だけのオリジナル
のバスボムを作りましょう。

【日　程】7月30日（火） 【時　間】10:00～11:30
【定　員】16名 【対　象】小学生
【受講料】800円 【材料費】500円
【講　師】奈木野 亜紀（ハーブのゆりかご代表）)

※イメージ

※作品例

スイーツデコ
スイーツやフルーツ、お花
などでデコレーションした
ミニティッシュケースを楽
しく作りましょう。

【日　程】7月29日（月） 【時　間】10:00～11:30
【定　員】16名 【対　象】小学生
【受講料】800円 【材料費】700円
【講　師】大久保 貴代子（クレイアート作家）

※作品例

※作品例

広告協賛欄

＜メニュー＞ 
・ピザ
・動物ちぎりパン
・なめらかプリン

太田耕平
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お問い合わせ先   TEL （092）586-4030 / FAX （092）586-4031
男女平等推進センター アスカーラ 開館時間／（月～金）9:00～19:00
　　　　　                                               （土・日・祝日）9:00～17:00

まどかぴあ図書館 お問い合わせ先   TEL （092）586-4010 / FAX （092）586-4011
図書館 開館時間（日～木）10:00～18:00　（金）10:00～20:00　
                      （土）10:00～19:00
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6月12日（水）は地域貸出文庫図書交換のため、
まどかぴあ図書館は休館します。

大野城市男女共生講座 回 テーマ・講師日　程

1

2

3

4

8月20日
（火）

託児

【時　　間】〈第1・4回〉10：00～12：00　〈第2回〉10：30～12：00
〈館外研修〉9:30～15:30を予定

【受 講 料】無料（第3回のみ別途必要）
【会　　場】多目的ホール（1階）
【定　　員】100名

（第3回のみ 各日50名予定）
【申込方法】7月1日（月）より、

電話・FAX・総合案内・ホームページおよび
男女平等推進センター窓口にて受付

毎年大好評の男女共生講座が今年も8月からスタートします！
毎回素敵な講師をお迎えして、様々な分野からみなさんの
好奇心を刺激します。お気軽にご参加ください！

名作「瞼の母」で学ぶ
～シニアライフと法律～

川原 修
（行政書士）

9月11日
（水）

夫源病って？
～もっと楽にやっていける夫婦関係～

石蔵 文信
（医師、大阪大学人間科学研究科未来共創センター招聘教授）

11月26日
（火）

今の子育て・孫育て
榊田 えみ子
（助産師）

①10月 7日（月）
②10月11日（金）
（予定）

館外研修
～朝倉被災地の見学～

回 テーマ・講師 会場日　程

1

2

8月23日（金）
301会議室
（3階）

子育ても仕事も楽しく続けるために
中山 淳子（NPO法人ママワーク研究所理事）

9月6日（金） 育休ママ＆パパの頑張りすぎない子育てと時短家事
富永 由美（整理収納＆家事アドバイザー）

※第3回の館外研修の申し込みは、第1回の講座終了後に受け付けます。
　なお、館外研修のみの参加はできませんので、ご了承ください。

育休から仕事復帰をすると、環境が大きく変わります。
育児に仕事にと疲れてしまう前に、「楽しく」「頑張りすぎない」両立のコツを
学んでみませんか。

託児
育休ママ＆パパの仕事復帰セミナー

結婚・出産・育児・介護などの理由で退職し再就職をめざす方や、仕事能力のスキルアップをして再就職や転職を有利に
したい方のための講座です。今回はコンピュータを使って製図を行うCADソフト「JW-CAD」の講習会です。建築などの
設計製図だけでなく、看板・チラシ・衣服・名刺などのデザインにも活用できます。

スキルアップのための資格取得講座　実践！JW-CAD初級講座

【時間】10:00～12:00　　【対象】関心のある方　　【定員】30名（先着順）　　【受講料】無料
【申込方法】7月1日（月）より、電話・FAX・総合案内・ホームページおよび男女平等推進センター窓口にて受付

【期　間】8月26日（月）～9月9日（月）（全5回　月・金曜日）　　【時間】18：30～21：30
【受講料】8,000円（テキスト代・資料代含む） ※商工会員の場合は5,000円
【講　師】竹中 ひとみ（有限会社アキラ企画 代表取締役）　　【会場】202会議室（2階）　　【定員】20名（先着順）

【申込方法】郵送またはFAXにて受付　※①郵便番号 ②住所 ③氏名 ④電話番号 ⑤PCでの文章入力経験の有無をご記入のうえ
「JW-CAD初級講座」係までお申し込みください。

【申込期間】7月16日（火）から8月2日（金）まで
【申 込 先】大野城市商工会　住所：大野城市瓦田2-6-12　電話：092-581-3412　FAX：092-581-3703
※大野城市内在住・在勤で、生活保護・児童扶養手当等を受給している人を対象に受講料一部助成制度があります。
　詳しくは男女平等推進センター（092-586-4030）へお問い合わせください。

共催事業

※性別・年齢・住所は問いません

主催：大野城市商工会

移動図書館「わくわく号」巡回日程表

7月の巡回

※大雨などの悪天候の際には運休・もしくは公用車で運行をすることが
　あります。運行の確認は図書館までお電話ください。

※27日は通常のおはなし会はありません。

曜日 日

月

火

木

金

中央
コミュニティ
センター

南
コミュニティ
センター

下大利団地
公民館

仲島公民館

大野3号公園
（東大利公民館横）

牛頸公民館

乙金公民館

平野台
ふれあい公園
（平野台公民館横）

石坂公園
（月の浦幼稚園横）

釡蓋公民館

山田公民館

畑詰公民館

若草
ふれあい公園
（若草2丁目）

上大利公民館

乙金東公民館

老松神社
（下大利公民館前）

南ヶ丘2区
公民館

中公民館

栄町公民館

巡町公園
（川久保2丁目）

南ヶ丘1区
公民館

つつじヶ丘
公民館

乙金台公民館

小田浦公園
（月の浦4丁目）

10:30～11:15

中央
デイサービス

障がい者
支援センター
まどか・ゆいぱる

悠生園
デイサービス

11:30～12：00 14:00～14：45 15:15～16:00

午前 午後

5日
19日

4日
18日

9日
23日

2日
16日
30日

8日
22日

1日
29日

12日
26日

11日
25日

ぴよぴよのへや
（0歳児・妊婦対象）
7月2日・16日・30日

よちよちのへや
（1～2歳児対象）
7月9日・23日

としょかんのおはなし会

毎週火曜日 10:30～
【場所】キッズルーム（3階）
10:00より整理券配布・定員30組（妊娠中の方もぜひどうぞ！）

毎週土曜日 15:00～
【場所】まどかぴあ図書館おはなしのへや

小学生以上対象
7月13日

幼児対象   
7月6日・20日

おひざでだっこ

わくわくおはなし会

話題の本や好きな作家の本、
「こんな本を持ってきて欲しい」
など、お気軽にご要望ください。

【日　　時】8月18日（日）9:30～12:00
【申込方法】7月22日（月）10:00より

図書館窓口・電話にて受付開始
※子どもだけでの参加はできません。

内容（部門） 定員 会場

空気でドカーン！マイバズーカを作ろう

タオルでアート！ワンちゃんを作ろう

びっくり箱　～何がでるかな？～

20組

10組

35組

15組

301
会議室

302
会議室

303
会議室

304
会議室

大人と子どもが一緒に楽しめる親子読書会を開催します。
親子で協力して、身近な材料で工作をしてみませんか？

第41回親子読書会

主催:大野城市地域貸出文庫連絡協議会

～親子で心ゆたかな時間をすごそう～

【日　時】7月27日（土）19:00～20:00／18：30開場
【会　場】303会議室（3階）
【対　象】小学生以上（未就学児は入場できません）
※小学生は保護者同伴または会場までの送迎をお願いします。

暑い夏の夜、ちょっぴりこわいおはなしを聞きに来ませ
んか？いつもとちがうスペシャルな夜のおはなし会。
申し込みは不要です。ご家族おそろいでどうぞ。

「夜ばなし」

わくわくおはなし会
夏休みスペシャル

【日　　程】8月3日（土）
【時　　間】①10:00～11:30

②14:00～15:30
【会　　場】多目的ホール（1階）
【対　　象】5歳以上

（小学1年生以下は要保護者同伴）
【講　　師】津田 三朗 （造形作家・彫刻家）
【定　　員】各回30名（要申込・先着順）
【申込方法】7月1日（月）10:00より

図書館窓口・電話にて受付開始

ダンボールでいろいろな
動物を作ってみよう！

紙のどうぶつえん
夏休み教室

紙すき　だいすき

気温も高くなり、いよいよ夏本番です！
外でたくさん遊んだら、次は図書館に
来てゆっくり本を読んでみませんか？

［おわびと訂正］
アテナ6月号の掲載記事に誤りがありました。　P6 男女平等推進センター アスカーラ「みんな集合！！アスカーラ夏まつり」
開催時間は、（誤）11:00～15:00　→　（正）10:30～15:00　となります。
以上、おわびして訂正します。

共催事業
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※27日は通常のおはなし会はありません。

曜日 日

月

火

木

金

中央
コミュニティ
センター

南
コミュニティ
センター

下大利団地
公民館

仲島公民館

大野3号公園
（東大利公民館横）

牛頸公民館

乙金公民館

平野台
ふれあい公園
（平野台公民館横）

石坂公園
（月の浦幼稚園横）

釡蓋公民館

山田公民館

畑詰公民館

若草
ふれあい公園
（若草2丁目）

上大利公民館

乙金東公民館

老松神社
（下大利公民館前）

南ヶ丘2区
公民館

中公民館

栄町公民館

巡町公園
（川久保2丁目）

南ヶ丘1区
公民館

つつじヶ丘
公民館

乙金台公民館

小田浦公園
（月の浦4丁目）

10:30～11:15

中央
デイサービス

障がい者
支援センター
まどか・ゆいぱる

悠生園
デイサービス

11:30～12：00 14:00～14：45 15:15～16:00

午前 午後

5日
19日

4日
18日

9日
23日

2日
16日
30日

8日
22日

1日
29日

12日
26日

11日
25日

ぴよぴよのへや
（0歳児・妊婦対象）
7月2日・16日・30日

よちよちのへや
（1～2歳児対象）
7月9日・23日

としょかんのおはなし会

毎週火曜日 10:30～
【場所】キッズルーム（3階）
10:00より整理券配布・定員30組（妊娠中の方もぜひどうぞ！）

毎週土曜日 15:00～
【場所】まどかぴあ図書館おはなしのへや

小学生以上対象
7月13日

幼児対象   
7月6日・20日

おひざでだっこ

わくわくおはなし会

話題の本や好きな作家の本、
「こんな本を持ってきて欲しい」
など、お気軽にご要望ください。

【日　　時】8月18日（日）9:30～12:00
【申込方法】7月22日（月）10:00より

図書館窓口・電話にて受付開始
※子どもだけでの参加はできません。

内容（部門） 定員 会場

空気でドカーン！マイバズーカを作ろう

タオルでアート！ワンちゃんを作ろう

びっくり箱　～何がでるかな？～

20組

10組

35組

15組

301
会議室

302
会議室

303
会議室

304
会議室

大人と子どもが一緒に楽しめる親子読書会を開催します。
親子で協力して、身近な材料で工作をしてみませんか？

第41回親子読書会

主催:大野城市地域貸出文庫連絡協議会

～親子で心ゆたかな時間をすごそう～

【日　時】7月27日（土）19:00～20:00／18：30開場
【会　場】303会議室（3階）
【対　象】小学生以上（未就学児は入場できません）
※小学生は保護者同伴または会場までの送迎をお願いします。

暑い夏の夜、ちょっぴりこわいおはなしを聞きに来ませ
んか？いつもとちがうスペシャルな夜のおはなし会。
申し込みは不要です。ご家族おそろいでどうぞ。

「夜ばなし」

わくわくおはなし会
夏休みスペシャル

【日　　程】8月3日（土）
【時　　間】①10:00～11:30

②14:00～15:30
【会　　場】多目的ホール（1階）
【対　　象】5歳以上

（小学1年生以下は要保護者同伴）
【講　　師】津田 三朗 （造形作家・彫刻家）
【定　　員】各回30名（要申込・先着順）
【申込方法】7月1日（月）10:00より

図書館窓口・電話にて受付開始

ダンボールでいろいろな
動物を作ってみよう！

紙のどうぶつえん
夏休み教室

紙すき　だいすき

気温も高くなり、いよいよ夏本番です！
外でたくさん遊んだら、次は図書館に
来てゆっくり本を読んでみませんか？

［おわびと訂正］
アテナ6月号の掲載記事に誤りがありました。　P6 男女平等推進センター アスカーラ「みんな集合！！アスカーラ夏まつり」
開催時間は、（誤）11:00～15:00　→　（正）10:30～15:00　となります。
以上、おわびして訂正します。

共催事業



8アテナ　2019年 7月号

大野城まどかぴあ 情報誌

～つどい ふれあい はばたく～

※

ア
テ
ナ
と
は
、ギ
リ
シ
ャ
神
話
の
知
恵
と
芸
術
と
戦
術
の
女
神※掲載記事は6月7日現在の情報です（その後の変更につきましては、ご容赦ください）

・ティータイムスペシャルコンサートVol.16 チケット発売開始！
・短期講座＆パソコン講座　受講生募集！
・大野城市男女共生講座　受講生募集！
・夏休みスペシャルおはなし会「夜ばなし」

P2

P5

P6

P7

AthenaAthena
VOL.277
20197アテナアテナ

【日時】10月27日（日）14：00開演
【会場】大ホール（1階） 全席指定

日付 イベント ページ

表記金額は前売金額です。詳しくは各会館へお問い合わせください。
6月7日現在（その後の変更につきましては、ご容赦ください）

つくし お隣さん情報

公益財団法人大野城まどかぴあ
〒816-0934 福岡県大野城市曙町ニ丁目3番1号
総合案内：TEL O92 （586） 4OOO/ FAX O92 （586） 4001
開館時間：9:0O～22:OO　総合案内受付時間：9：00～21：00
休  館  日：毎月第1・3水曜日（祝日の場合次の平日)、年末年始（12/28~1/4)
　まどかぴあホームぺージの卜ップにつながるQRコードです
　http://www.madokapia.or.jp/

■西鉄天神大牟田線ご利用の場合、福岡（天神）駅から急行約12分・春日原駅下車徒歩約10分
■JR鹿児島本線ご利用の場合、博多駅から快速約13分・大野城駅下車徒歩約18分
　大野城駅東口からは大野城市コミュニティバス「まどか号」が運行しています
■お車ご利用の場合、高速九州自動車道、太宰府インターから約1.5キロ
　福岡都市高速、大野城出入口から約2.Oキロ
■無料駐車場：平面 166台（うち、市役所北・東駐車場55台分のスペースは、平日の昼間は短時間
   駐車スペースです）、立体 316台

交通機関のご案内 駐車可能台数に限りがありますので、
できる限り公共の交通機関をご利用ください

左記のマークのある公演・講座は託児サービスが利用できます。
（10ヵ月～就学前まで）　　

1人1回3OO円 定員有り

託児 要連絡

※参加日の1週間前までに
　お申し込みください。大野城まどかぴあは大野城市民以外の方でも自由にご参加・ご利用いただけます。 託児

募集中

ちくしのミュージックフェスタwith DA･N･KA･I vol.3
●1,000円 ※高校生以下無料 ●12：00

ちくしの混声合唱団 第3回定期演奏会
●500円 ※小学生以下無料 ●14：00

7/27
（土）

8/24
（土）
9/8
（日）

第十五回ちくしの寄席
立川生志“ふるさと応援”落語会
●全席指定2,500円ほか ※中学生以上入場可 ●14：00

筑紫野市文化会館 筑紫野市上古賀1丁目5番1号 ☎092-925-4321

夏休み講座 受講生募集！
いきいき情報センターでは、親子（小学生）で体験できる「夏休み講座」を企画しています。
思い出と作品作りに参加しませんか？ 講座内容や日時・受講料など詳細はお問い合わせください。
問い合わせ先：いきいき情報センター　電話：092-928-5000

8/3(土)
〜

11/3(日・祝)

（公財）太宰府市文化スポーツ振興財団 太宰府市五条3丁目1番1号 ☎092-920-7070

日付 イベント ページ
7月まどかぴあのイベントスケジュール

美味しいアイスコーヒーの淹れ方①②

ハーバリウムを作ろう

6月号
掲載

6月号
掲載

1（月）

①2（火）
②4（木）

①　6（土）
②12（金）

9（火）
23（火）

18（木）・24（水）・
31（水）

4（木）・9（火）・
11（木）

5（金）

8（月）
9（火）

13（土）

6（土）
20（土）

生涯

生涯

生涯

生涯

生涯

7月のチケット情報・募集申込情報

わくわくおはなし会（小学生以上対象）

P3

P4

おとなの楽校1時間目

「ハイハイ、ごろ～ん。」ベイビーシアター

6月号
掲載

6月号
掲載

6月号
掲載

6月号
掲載

エクセル実践・初級（夜）

生涯

21（日）

20（土）

生涯

生涯

生涯

3月号
掲載

大野城和太鼓フェスティバル2019

10（水）

22（月）

P7

P5

P5

P5

わくわくおはなし会夏休みスペシャル
「夜ばなし」

文芸

文芸

文芸

文芸

P7第41回親子読書会　受付開始

文芸

ティータイムスペシャルコンサートVol.16　友の会発売文芸

文芸

5月号
掲載

6月号
掲載

6月号
掲載

春日市ふれあい文化センター 春日市大谷6丁目24番地 ☎092-584-3366

7/20
（土）

7/28
（日）

第20回弥生の里音楽祭オープニングロビーコンサート
「夏空はずむ♪マリンバコンサート」
出演：福原愛（マリンバ）、田中集子（パーカッション）、橋本りょう子（ピアノ）
●入場無料 ●15：30

ふれぶんシネマ倶楽部
「ハルのふえ/アンパンマンが生まれた日」
●施設利用料1枚300円 ●①10：00 ②13：00 ③16：00

7/11
（木）

Café de ブランチコンサートvol.14
「アルパとパーカッションの世界」+一品持ち寄り音楽会
出演：小林知加（アルパ）、藤原隆幸（パーカッション）
●入場無料 ※ワンドリンクオーダー制または一品持ち寄り ●11：00

ミリカローデン那珂川 那珂川市仲2丁目5番1号 ☎092-954-2211

7/6
(土)

なかがわふるさと夢工房
「七夕まつり」
●無料 ●15：00

8/8
(木)

上方落語福岡県人隊
ミリカローデン那珂川寄席
●1,500円 ●18：30

8/11
(日・祝)

ミリカシアター
「ボヘミアン・ラプソディー」
●前売ペア500円ほか ●①14：00 ②17：00

託児

託児

託児

託児

託児

託児

おひざでだっこ ぴよぴよのへや（0歳児対象）

託児

託児

託児

1（月）
22（月）

2（火）・16（火）・
30（火）

2（火）
～8/6（火）

やさしいヨガ

25（木）
ティータイムコンサートVol.274

26（金）

29（月）

30（火）

27（土）

P7

P6

P6

P2

P2

紙のどうぶつえん夏休み教室　受付開始

4（木）

ティータイムスペシャルコンサートVol.16　一般発売文芸11（木）

P5短期講座＆パソコン講座　受付開始

アスカーラいきいき健康教室
「いためた心と身体をケアする方法」男女

1（月）

大野城市男女共生講座　受付開始

育休ママ＆パパの仕事復帰セミナー　受付開始

男女

男女

スイーツデコ

男女

男女

男女

男女

19（金）
～30（火）

3月号
掲載再就職チャレンジ講座 パソコンスキルアップ講座

「ハイハイ、ごろ～ん。」トーク＆ワークショップ

シネマランド「ロング、ロングバケーション」　

2（火）
18（木）

3月号
掲載

3月号
掲載再就職チャレンジ講座　面接対策講座

再就職チャレンジ講座 履歴書等対策講座

P7

P7

図書

図書

図書

図書

図書

図書

図書 おひざでだっこ よちよちのへや（1～2歳児対象） P7

P7

P4

まどかぴあ休館日のお知らせ 7月3日（水）、17日（水）

まるごと太宰府歴史展2019
場所：文化ふれあい館　電話：092-928-0800（毎週月曜休館 祝日の場合翌平日）
●入場無料 ●9：00～17：00

ママの元気チャージ★セミナー

パンを作ってみよう①②

わくわくおはなし会（幼児対象）

バスボムパフェ

つまみ細工でつくる髪かざり


