
・銅版画ワークショップ　参加者募集！
・短期講座　受講生募集！
・DV防止キャンペーン事業 講演会　受講生募集！
・第24回まどかぴあ読書感想画コンクール　応募受付中！

・銅版画ワークショップ　参加者募集！
・短期講座　受講生募集！
・DV防止キャンペーン事業 講演会　受講生募集！
・第24回まどかぴあ読書感想画コンクール　応募受付中！

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。
８月２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

1004 ）685（ 29O XAF /OOO4 ）685（ 29O LET：内案合総
開館時間：9:0O～22:OO　受付時間：9:0O～21:OO
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
　　）でま前学就～月ヵ01（。すまきで用利

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

8アテナ　2019年９月号

まどかぴあ休館日のお知らせ９月４日（水）、１８日（水）

大野城まどかぴあ 情報誌

～つどい ふれあい はばたく～

アテナアテナ VOL.VOL.279279
2019201999

P5

P3

P6

P7
※掲載記事は８月２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）

※

【日時】11月24日（日）
①13:00開演
②17:00開演

【会場】大ホール（1階）
全席指定

八代亜紀
プレミアムJAZZ
コンサート



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。

文化芸術振興

3 アテナ　2019年９月号 2アテナ　2019年９月号

車イス友の会

先・割

●まどかぴあ総合案内
●ローソンチケット（Lコード：81414）
●チケットぴあ（Pコード：157-457）
●劇ナビFUKUOKA（http://gekinavi.jp/）

チケット取扱い

チケット発売日

【時間】①13:00開演/12:30開場　　②17:00開演/16:30開場
【会場】大ホール(1階)全席指定 【料金】6,000円 ※未就学児入場不可

八代亜紀 プレミアムJAZZコンサート11月24日
（日）
MUSIC

圧倒的な歌唱力と自由なセンス、そして天真爛漫なキャラクターで、世代をこえて多く
の人々を魅了している八代亜紀のコンサートを開催します。往年のヒット曲からジャズ
のスタンダードナンバーまで、生バンドでお贈りするスペシャルプログラムです。
演歌、ジャズ、ブルースなど、ジャンルをこえた至高のステージをご堪能ください。

友の会：9月 5日（木）
一　般：9月12日（木）
両日とも10:00～

定期講座（前期6ヵ月間）発表会 開催
【会場】ギャラリーモール（1階）
作品展示だけでなく、販売や体験もある楽しいイベントです。ぜひご来場ください。

ビーズとフリーメタリコのアクセサリー　
　アクセサリー（500円～）

季節を楽しむフラワーアレンジメント　
　コサージュ、ハーバリウム等（300～3,000円）

9月20日（金）
21日（土）
EVENT

販　売

展　示 9月20日(金) 10:00～19:00
9月21日(土) 10:00～16:00

両日10:00～

両日10:00～

※なくなり次第終了

体　験 ※材料がなくなり次第終了

ビーズとフリーメタリコのアクセサリー
　ネックレス（材料費600円～）
　イヤリング（材料費1,000円～）

季節を楽しむフラワーアレンジメント
　リース（材料費600円）

カルトナージュ
　バインダー(材料費600円)

※詳細はパンフレットまたはホームページをご覧ください。

季節を楽しむフラワーアレンジメント、小さな
水彩画、大人の絵画教室、カルトナージュ、や
さしいソープカービング、ビーズとフリーメタリ
コのアクセサリー、くらしを彩る刺繍、写経、ペ
ン実用書道(水)・(土)、ＴＡＯエナジー 気づきの
体操、経絡リンパ メリディアンメソッド

カルトナージュ　
　受講生作品各種（600円～）

バインダー リース ネックレス・イヤリング

令和元年度　下半期ラインナップ
文化芸術振興

10月
19（土）佐藤 陽子名誉館長 ヴァイオリンコンサート

20（日）版画ワークショップ

27（日）ザ・デイサービス・ショウ2019

11月
17（日）大野城市民吹奏楽団定期演奏会

23（土・祝）まどかぴあ市民大学　おとなの楽校3時間目

24（日）八代亜紀 プレミアムＪＡＺＺコンサート

12月
7（土）航空自衛隊春日基地 第26回ファミリーコンサート

未定 ティータイムスペシャルコンサート Vol.17

令和2年
1月

18（土）まどかぴあ市民大学　おとなの楽校4時間目

26（日）ニューイヤーコンサート

2月
13（木）
14（金）劇団飛行船マスクプレイミュージカル

29（土）能舞音楽劇「義経記」

3月 未定 ティータイムスペシャルコンサート Vol.18

毎月1回 シネマランド
毎月1回

（12,3月を除く）ティータイムコンサート

男女平等推進センター
10/5（土） “ パパ時間 ” 充実セミナー

10/10（木）
～12月中旬 アスカーラいきいき健康教室（後期）

11/11（月）～12/2（月） 情報サポーター養成講座

11/16（土） DV 防止キャンペーン事業 講演会

12月～令和2年1月 中高年男性向け講座

2/16（日） アスカーラ共生フォーラム

図書館
令和2年

1/16（木）～1/26（日）図書館へゆこう !!2020年

毎週火曜日 おひざでだっこ
（赤ちゃん向けおはなし会）

毎週土曜日 わくわくおはなし会
（幼児・小学生向けおはなし会）

生涯学習センター

10 月

・スマホ入門
・和の香り作り～匂い袋～
・背骨コンディショニング①②
・はじめてのケイキフラ（子どもフラ）
・お気軽ビストロ料理
・はじめてのお裁縫①②
・はじめての南京玉すだれ
・洋菓子レッスン～焼き菓子～①②
・ゴスペルを歌おう！

11 月

・コーヒー講座①②
・マヤ暦で分かる才能・性質・本質
・本気で作る「スパイスカレー」の基本①②
・水引アート
・太極拳で心も体もリラックス①②
・味噌と甘酒づくり①②
・年賀状作成
・パソコン勉強室

12 月

・100 歳まで自分の足で歩く足のケア①②
・「捨てる」から始めない。洋服のお片付け
・日本茶のおいしいいれ方
・そば打ちに挑戦！
・お手軽おせち①②
・背骨コンディショニング①②
・冬のドルチェ
・お正月飾り①②

※8月2日時点の情報です。日程・内容は変更となる場合があります。詳しくはお問い合わせください。

チケットの転売禁止について
※営利目的のチケットの転売はいかなる場合も固くお断りいたします。
　転売されたチケットは無効となり、ご入場をお断りさせていただく場合があります。
※転売により購入されたチケットのトラブルについては、一切の責任を負いません。



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。

文化芸術振興
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車イス友の会

先・割

●まどかぴあ総合案内
●ローソンチケット（Lコード：81414）
●チケットぴあ（Pコード：157-457）
●劇ナビFUKUOKA（http://gekinavi.jp/）

チケット取扱い

チケット発売日

【時間】①13:00開演/12:30開場　　②17:00開演/16:30開場
【会場】大ホール(1階)全席指定 【料金】6,000円 ※未就学児入場不可

八代亜紀 プレミアムJAZZコンサート11月24日
（日）
MUSIC

圧倒的な歌唱力と自由なセンス、そして天真爛漫なキャラクターで、世代をこえて多く
の人々を魅了している八代亜紀のコンサートを開催します。往年のヒット曲からジャズ
のスタンダードナンバーまで、生バンドでお贈りするスペシャルプログラムです。
演歌、ジャズ、ブルースなど、ジャンルをこえた至高のステージをご堪能ください。

友の会：9月 5日（木）
一　般：9月12日（木）
両日とも10:00～

2年に1度開催する版画ビエンナーレの関連企画として、おとな向けの銅版画ワークショップを開催！
銅を腐蝕させるソフトグランドエッチングという技法で、絵が苦手な方でもレースや紙の柄をつかって作品を創ること
ができます。この機会に、版画の世界に触れてみませんか？

大野城まどかぴあ初代館長・池田満寿夫の優れた業績を
顕彰するとともに、版画芸術の振興をはかり優れた作家
を見出すため公募展を来年開催します！

※詳細は募集要項またはホームページをご覧ください。

10月20日
（日）
ART 版画体験～銅版画ワークショップ～

第12回大野城まどかぴあ
版画ビエンナーレ

「第12回大野城まどかぴあ版画ビエンナーレ」関連企画
参加者
募 集

予告
【時　　間】14:00 ～16:30（予定）

【会　　場】工作室（2階）

【参 加 料】2,000円（材料費込み）

【定　　員】15名程度（応募者多数の場合は抽選）

【対　　象】高校1年生以上
【講　　師】加藤 恵（版画家・九州産業大学芸術学部助手）

【申込方法】 応募用紙に必要事項を記入の上、
　　　　　まどかぴあ総合案内へ提出（郵送・FAX 可）

【申込締切】9月24日（火）必着
※詳細は、チラシまたはホームページをご覧ください。

◎応募期間　令和2年5月8日（金）～ 5月19日（火）
◎搬　　入　令和2年5月24日（日）・25（月）

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

車イス

2時間目 ９月21日（土）

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）
「筑紫書体シリーズ」を手掛けたデザイナー
が、そのヒットの秘密を解き明かします。

●まどかぴあ総合案内チケット
取扱いチケット発売中

「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」

友の会

先・割

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

チケット

デイサービスを舞台に、高齢者たちが繰り広げるコメディーミュージカル！

PLAY

10月27日
（日）

オリジナルミュージカル

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

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

取扱いチケット発売中
●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/）

【時間】
【出演】
【会場】
【料金】

14:00開演/13:30開場
中尾 ミエ、尾藤 イサオ、光枝 明彦、モト 冬樹 ほか
大ホール（1階）全席指定
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



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

45 アテナ　2019年９月号

生涯学習センター

アテナ　2019年９月号

シネマランド
【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

※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。

①10：00～11:43
②14：00～15:43
③18：00～19:43
（各回30分前開場）

【時間】

協賛：安東歯科医院、株式会社東洋ナビックス、1st.hair

CINEMA

（土）

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

©2009 British Broadcasting Corporation, UK Film Council and First Grader Productions Limited.  All Rights Reserved.

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： ジャスティン・チャドウィック（『ブーリン家の姉妹』）
出演： ナオミ・ハリス、オリヴァー・リトンド ほか

植民地支配から独立して39年が経った2003年のケニア
では、無償教育制度が導入されていた。たくさんの子ども
が小学校へ通う中、84歳の老人マルゲも教育を受けよう
と小学校を訪れていた。

学びたい一心で様々な困難に立ち向かった老人の実話をも
とに描いた感動のヒューマンドラマ。

2010年/イギリス/103分/日本語字幕版
「おじいさんと草原の小学校」10月12日

①10：00～11:41
②14：00～15:41
③18：00～19:41
（各回30分前開場）

【時間】

CINEMA

（土） ※10時の回のみ、日本語字幕を付けて上映。

©2017 “RADIANCE” FILM PARTNERS／KINOSHITA、COMME DES CINEMAS、Kumie

監督・脚本： 河瀬 直美（『あん』）
出　　　演： 永瀬 正敏、水崎 綾女、神野 美鈴 ほか

仕事で映画の音声ガイドの制作に携わる美佐子は、弱視の
カメラマンの雅哉と出会う。無愛想な態度をとる雅哉に苛
立ちを覚える美佐子だったが、彼が撮影した夕日の写真に
心惹かれ、いつかその場所に連れて行ってほしいと思いは
じめる。
次第に視力を失っていく雅哉の葛藤を見つめるうちに、美
佐子の中で何かが変わっていく。

2017年/日本・フランス・ドイツ合作/101分
「光」９月14日

※作品の都合により、日本語吹替版はありません。

博多座10月公演「ふるあめりかに袖はぬらさじ」が半額で観劇
できます。
【出 演 者】大地真央 ほか
【日 時】10月18日（金）・23日（水）・24日（木）・25日（金）
　　　　　各日12:00 ～、10月19日（土）17:00 ～
【料 金】A 席7,000円（通常14,000円）

※取扱い手数料として、1枚の場合は400円（2枚の場合は
　700円）と振替手数料がかかります。

【定 員】各公演100名　※応募者多数の場合は抽選
【申込方法】ハガキに下記を明記のうえ、郵送。
　　　　　希望公演日時（1公演のみ）、参加人数（2人まで）、
　　　　　郵便番号、住所、氏名、年齢、電話番号
【申込期限】9月12日（木）消印有効　

※当選者のみ通知（9月17日（火）頃発送予定）
【申 込 先】〒810-8799日本郵便㈱

福岡中央郵便局留「市民半額会」宛
【問合せ先】公益社団法人日本演劇興行協会

TEL092-751-8258（平日10時～ 18時）

まどかぴあの名誉館長である佐藤陽子のヴァイオリン
コンサートを、２年ぶりに開催いたします。
トークとヴァイオリンが奏でる優雅な音色をお楽しみ
ください。

10月19日
（土）

トーク＆ヴァイオリンコンサート

博多座 市民半額観劇会

佐藤 陽子 名誉館長

【時　間】15:00開演 /14:30開場
【会　場】大ホール (1階 ) 全席自由
【料　金】無料（要整理券）
　　　　※未就学児入場不可

整理券配布開始日
9月25日（水）
10:00～

●まどかぴあ総合案内
●市内各コミュニティセンター
※お一人様2枚まで
（予定枚数に達し次第、配布終了）

配布場所

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」「金管五重奏で贈るスペシャルプログラム」
第１部「子どもと楽しむドレミファソ♪」（13:00～13:50）第１部「子どもと楽しむドレミファソ♪」（13:00～13:50）
第２部「おとなのための名曲コンサート」（16:00～17:15）

車イス友の会

先  行

チケット
取扱いチケット発売中

【出演】

【会場】
【料金】

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）
小ホール（2階）全席自由
第１部：一般800円、小学生以下500円 ※３歳以上入場可
第２部：一般800円 ※未就学児入場不可

●まどかぴあ総合案内
●ローソンチケット（Lコード：82617）

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

MUSIC

９月15日
（日）

MUSIC



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
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生涯学習センター

アテナ　2019年９月号

短期講座 9月11日（水）9:00　受付開始

スマホ入門　

背骨コンディショニング①②

お気軽ビストロ料理

はじめての南京玉すだれ

和の香り作り～匂い袋～　

はじめてのケイキフラ（子どもフラ）

はじめてのお裁縫①②　

洋菓子レッスン～焼き菓子～①②

【日　程】10月1・8・15・29日（火）（全４回）
【時　間】10:00 ～12:00 【定　員】20名
【受講料】3,600円  【講　師】置鮎 正則

【日　程】①10月4日（金）　②10月7日（月）
【時　間】10:00 ～12:00　【定　員】各16名
【受講料】各1,100円
【講　師】谷山 友紀（背骨コンディショニングインストラクター）

【日　程】10月11日、11月8日、12月13日（金）（全３回）
【時　間】10:00 ～13:00	 【定　員】18名
【受講料】3,300円	 	 【材料費】1,200円／回
【講　師】木下 俊晴（出張料理人）

【日　程】10月15・29日（火）（全２回）
【時　間】10:00 ～12:00	 【定　員】16名
【受講料】2,200円	 	 【教材費】150円
【講　師】いけうち しん（劇団とんとこパピィ代表）

【日　程】10月3日（木）
【時　間】10:00 ～12:00 【定　員】14名
【受講料】1,200円	 	 【材料費】2,000円
【講　師】香司　高崎 薫里
　　　　（和魂和才メイク＆スタイリング彩色健美インターナショナル）

【日　程】10月4・11・18日（金）（全３回）
【時　間】18:00 ～19:00	 【定　員】16名
【受講料】3,300円	 	 【教材費】100円
【対　象】小学1 ～ 3年生
【講　師】三好 理恵（Ｙ＆Ｒフラスタジオ講師）

【日　程】①10月12日（土）　②10月26日（土）
【時　間】10:00 ～12:00　【定　員】各16名
【受講料】各1,100円
【材料費】①1,200円（カントリードール）
　　　　②1,500円（ベレー帽）
【講　師】藤木 悦子（星野孝子カントリードール上級講師）

【日　程】①10月26日（土）　②10月30日（水）
【時　間】10:30 ～13:00	 【定　員】各16名
【受講料】各1,100円	 【材料費】各1,500円
【講　師】原田 静子（Shizuko Harada Cake Lesson 主宰）

スマホは便利だけどなかなか使いこな
せない ･･･ そんな方はいらっしゃいま
せんか。スマホの基本から便利な活用
までを分かりやすく、丁寧にお伝えし
ます。 ※イメージ ※イメージ

※イメージ

※イメージ

※イメージ

※イメージ ※イメージ

背骨の歪みを整えて姿勢を美し
くするだけでなく、さまざまな
体の不調を改善していきます。

（猫背、肩こり、頭痛、腰痛、膝
痛など）どなたでも参加できま
す。楽しく体操をしましょう。

お手軽な材料でちょっとしたレストラン気分の本格料理が
味わえます。お料理初心者の男性の方もどうぞ！

【10月】チキンステーキソースディアブル、
ショートパスタ

【11月】白身魚のパイ包み焼き、　　
リゾット

【12月】トロピカルなショートリブ、
スパゲティナポリタン

各回とも、他にオードブルも作ります。

【
メ
ニ
ュ
ー
】

アラ不思議？唄にあわせ、いろ～んな形に
すだれを変化させる「南京玉すだれ」。
イベント目白押しのこの時期、江戸時代か
ら続く伝統芸に挑戦してみませんか？

和の調香を体験し、オリジナルの匂い袋
を作ります。香原料は天然のもので、体
に優しく、心を落ち着かせてくれます。
自分だけの香り作りを楽しみませんか。

講座ではハワイの歴史や文化に触れながら、
ステップ、ハンドモーションなどを丁寧に
お稽古します。お子さんでも踊れるフラを目
指して、楽しいフラを始めてみませんか。

①髪の毛の色やお顔の表情を選び、あなただけのカント
リードールを作りませんか。

②これからの季節に手縫いでベレー帽を作ってみません
か。リバーシブルで使えます。

この秋、お菓子作りデビューしてみま
せんか。美味しいお菓子でティータイ
ムが華やかになり、プレゼントにも
ぴったりです。
ミニパウンドケーキとダックワーズを
作ります。

※材料の都合で内容を変更する場合があります。

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。



男女平等推進センター
アスカーラ

お問い合わせ先   TEL （092）586-4030 04-685）290（ XAF / 31

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 1104-685）290（ XAF / 

図書館 開館時間（日～木）10:00～18:00　（金）10:00～20:00　
00:91～00:01）土（                      

http://www.madokapialibrary.jp/
図書館携帯電話用HP  http://www.madokapialibrary.jp/m/
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情報サポーター養成講座　想いを伝える！わたしのニュース

子どもの自尊心や自己肯定感を育てる
～相談活動の実例を通して～

DV 防止キャンペーン事業
講演会

アスカーラ市民グループ活動支援事業

自分の想いや経験を文章で伝えることは難しく、うまく言葉にできなかったり、上手に伝えきれなかったりしてしまい
ませんか。今回はプロ中のプロからコツを教えていただきます！

毎年11月12日～25日の2週間は、「女性に対する暴力をなくす運動」の実施期間です。
今年度は、子どもの虐待や DV などの問題に取り組む警察関係者を講師に招いて講演会を開催します。
実は身近な問題である子どもの虐待と DV について一緒に考えてみませんか。

回 日　程 テーマ
1 11月11日（月） 記事（講座参加後のレポート形式）の書き方の基礎

2 11月18日（月） 記事の書き方（実践）

3 12月 2日（月） レイアウトについて

【時　　間】13:30 ～ 15:30   　【会　場】303会議室（3階）
【講　　師】宮崎 祐樹（西日本新聞社編集センターデスク） 　【受講料】無料
【対　　象】興味・関心のある方ならどなたでも	 　【定　員】30名（先着順）
【申込方法】9月2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

【日 時】11月16日（土）13:30 ～15:30
【講 師】福岡県警察　中央少年サポートセンター職員
【受 講 料】無料　　　　【会場】301会議室（3階）　　　　【定員】40名
【申込方法】 9月2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開始

【日　時】10月6日（日）14:00 ～16:00
【講　師】瀬戸嶋 里美（カラーガードダンスチーム Shiny ☆ Girl 指導）

【受講料】無料
【会　場】多目的ホール（1階）
【定　員】40名（先着順）

【日　時】10月9日（水）10:00 ～12:00
【講　師】三好 真代（キャリアコンサルタント）

【受講料】無料（保険料100円）　　　【会場】303会議室（3階）
【定　員】30名（先着順）

【日　時】10月30日（水）10:00 ～13:00
【講　師】中山 淳子（ドマーニ代表、「ももち浜ストア」コメンテーター）

【受講料】無料　【会場】303会議室（3階）　【定員】30名（先着順）
【対　象】これから社会に出たい女性・子育てをがんばっているママ

主催：防災ほっとキッチン

主催：ふくおか県翼の会 大野城

【申込方法】詳しくはホームページをご覧ください。

主催：特定非営利活動法人チャイルドケアセンター

主催：connect 

災害時に役立つ！みんなで知っておこう！
～パッククッキング＆ HUG ＆療育ダンス～

子育てママの活躍推進プロジェクト事業

これから社会に出たいママへの応援講座

小学生からの子どもにかかるお金のリアル
～我が家の「未来」を考える～

超ママ力！子育ても仕事も『わたし』も大切にする工夫
～私の人生・私が主役～

共催事業

女性に対する暴力根絶
のためのシンボルマーク

パープルリボン

中学校の制服から見えるジェンダー意識について考える
～福岡市の取り組みから見えるもの～

【日　時】10月12日（土）13:30 ～15:30
【講　師】 後藤 富和（福岡市立警固中学校 PTA 会長、弁護士）

【受講料】無料
【会　場】303会議室（3階）　　　【定員】40名（先着順）
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曜日 日

午　　前 午　　後

10:30

～

11:15

11:30

～

12:00

14:00

～

14:45

15:15

～

16:00

月

9日 中央コミュニティ
センター

中央
デイサービス

石坂公園
（月の浦幼稚園横）

南ヶ丘2区
公民館

2日
30日

南コミュニティ
センター

障がい者支援センター
まどか・ゆいぱる 釜蓋公民館 中公民館

火

10日
24日

下大利団地
公民館 山田公民館 栄町公民館

3日
17日 仲島公民館 畑詰公民館 巡町公園

（川久保2丁目）

木

12日
26日

大野3号公園
（東大利公民館横）

若草ふれあい公園
（若草2丁目）

南ヶ丘1区
公民館

5日
19日 牛頸公民館 上大利

公民館
つつじヶ丘

公民館

金

13日
27日 乙金公民館 悠生園

デイサービス 乙金東公民館 乙金台公民館

6日
20日

平野台ふれあい公園
（平野台公民館横）

老松神社
（下大利公民館前）

小田浦公園
（月の浦4丁目）

※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。

読書感想画の応募受付
は9月1日（日）～10月
11日（金）です。
詳細は館内設置の応
募チラシ、図書館 HP
などをご覧ください。
たくさんのご応募を
お待ちしております。

少しずつ秋らしくなってきました。
本を読むのにぴったりの季節です。

話題の本や好きな作者の本、
「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。
ご予約の本をわくわく号で受け取
ることもできますよ。

毎週火曜日　10:30～11:00
【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！）

ぴよぴよのへや（0歳児・妊婦対象）
9月3日・17日
よちよちのへや（1～2歳児対象）
9月10日・24日

毎週土曜日　15:00～15:30
【場所】まどかぴあ図書館おはなしのへや

幼児対象　 
9月7日・21日
小学生以上対象　
9月14日・28日

第24回まどかぴあ
読書感想画コンクール
応募受付中！

としょかんのおはなし会

移動図書館「わくわく号」巡回日程表

第23回最優秀賞作品
小島葉月さん『ももたろう』

おひざで
だっこ

わくわく
おはなし

会



・銅版画ワークショップ　参加者募集！
・短期講座　受講生募集！
・DV防止キャンペーン事業 講演会　受講生募集！
・第24回まどかぴあ読書感想画コンクール　応募受付中！

・銅版画ワークショップ　参加者募集！
・短期講座　受講生募集！
・DV防止キャンペーン事業 講演会　受講生募集！
・第24回まどかぴあ読書感想画コンクール　応募受付中！

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。
８月２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

1004 ）685（ 29O XAF /OOO4 ）685（ 29O LET：内案合総
開館時間：9:0O～22:OO　受付時間：9:0O～21:OO
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
　　）でま前学就～月ヵ01（。すまきで用利

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

8アテナ　2019年９月号

まどかぴあ休館日のお知らせ９月４日（水）、１８日（水）

大野城まどかぴあ 情報誌

～つどい ふれあい はばたく～

アテナアテナ VOL.VOL.279279
2019201999

P5

P3

P6

P7
※掲載記事は８月２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）

※

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

9/21
（土）

ふれぶんシネマ倶楽部
「万引き家族」

●施設利用料1枚300円 ※3歳以上有料 ●①10:00 ②14:00

9/22
（日）

バックステージツアー
「ふれぶん探検隊～ホールのお宝を探せ！～」

※申込締切 ： 9月14日 （土）　
●300円 ※小学生～中学生　●①10:30 ②14:00

9/28
（土）

きかんしゃトーマスファミリーミュージカル
「ソドー島のたからもの」

●親子ペア5,000円 ほか ※2歳以上有料 ●①10:30 ②13:00 ③15:30

（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

開催中

～

11/3(日・祝)

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）
●無料 ●9:00～17:00

9/3( 火 )

～

23(月・祝 )

光のオブジェ ( 灯りの作品 ) 展
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）
9/22（日）19:00～「第14回古都の光」ピアノの夕べ～ピアノ伴奏で共に歌う～
●無料 ●9:00～17:00（22日（日）のみ21:00まで）

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

9/8
（日）

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

9/21（土）
22（日）

スローライフ～まつり筑紫野 星あそび～
●無料 ※一部有料 ●21日（土）10:00／22日（日）9:30

10/27
（日）

筑紫野市生涯学習フェスティバル
第15回ハーモニーフェスタ in ちくしの～残したい歌 未来につなぎたい歌～
●300円 ●13:30

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

9/3（火）

～

8（日）

那珂川杜の美術展シリーズ2019
「森の美術展」

場所：中ノ島公園四季彩館
● 無料 ●10:00～16:00 ※最終日は15:00まで

9/15
（日）

第10回　「バスの日」 記念イベント
●無料 ※一部有料 ●10:00～15:00 ※荒天時中止

9/22
（日）

劇団ミリカ夢 e-studio 第9回定期公演
那珂川市偉人伝「高橋善蔵物語」～ただ楽しむはハゼの実りを～
●一般1,000円 ほか ●13:30

９月まどかぴあのイベントスケジュール
日付 イベント ページ

1( 日） 令和元年度大野城市民劇団迷子座定期公演
「里田の守り 三兼池」

8月号
掲載

2（月） 博多はじき～色付けに挑戦～ 8月号
掲載

3（火）
17（火）

おひざでだっこ ぴよぴよのへや
（0歳児 ･ 妊婦対象） P7

6（金） 育休ママ＆パパの仕事復帰セミナー
第2回

7月号
掲載

7（土）
21（土） わくわくおはなし会（幼児対象） P7

①10・24（火）
②12・26（木） ピラティス・ヨガ①② 8月号

掲載

10（火）
24（火）

おひざでだっこ よちよちのへや
（1～2歳児対象） P7

11（水）
大野城市男女共生講座　第2回

「夫源病って？
 ～もっと楽にやっていける夫婦関係～」

7月号
掲載

①13（金）
②17（火） 顔ヨガでマイナス10歳顔！①② 8月号

掲載

14（土） シネマランド「光」　　 P4

14（土）
28（土） わくわくおはなし会（小学生以上対象） P7

15（日） ティータイムスペシャルコンサート Vol.16 P4

17（火） 市民グループ活動支援事業
こどもに伝える「せい」の話

8月号
掲載

20（金）
21（土） 定期講座（前期6ヵ月間）発表会　開催 P2

21（土） おとなの楽校2時間目 P3

①26（木）
②30（月） 茶懐石 月明りのころの膳①② 8月号

掲載

９月のチケット情報・募集申込情報
日付 イベント ページ

2（月）

情報サポーター養成講座　受付開始 P6

DV 防止キャンペーン事業 講演会
受付開始 P6

5（木） 八代亜紀 プレミアム JAZZ コンサート
友の会発売 P3

11（水） 短期講座　受付開始 Ｐ5

12（木） 八代亜紀 プレミアム JAZZ コンサート
一般発売 P3

20（金） 大野城市民吹奏楽団
第34回 定期演奏会 発売

10月号
掲載予定

25（水） 佐藤陽子名誉館長トーク＆ヴァイオリン
コンサート 整理券配布開始 P4


