
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

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。

・ニューイヤーコンサート　チケット発売開始！
・短期講座　受講生募集！
・男性のためのブラッシュアップセミナー　受講生募集！
・マナーアップキャンペーン

・ニューイヤーコンサート　チケット発売開始！
・短期講座　受講生募集！
・男性のためのブラッシュアップセミナー　受講生募集！
・マナーアップキャンペーン

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。
1 0月８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

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。託児
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まどかぴあ休館日のお知らせ11月6日（水）、20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.281281
201920191111

P5

P3

P6

P7

※

※掲載記事は10月8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）
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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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能舞音楽劇「義
ぎ

経
け い

記
き

」

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。

オープニングセレモニーの点灯式の参加者を募集します。
【日　　時】12月1日（日）17:15～ 18:00（終了予定）　　【定員】20名程度　※�応募多数の場合は抽選
【対　　象】小学3年生まで　※保護者同伴で参加可能です。会場には必ず保護者同伴でお越しください。
【申込方法】�各館設置のチラシをご覧いただき、お申し込みください。
【申込期間】11月1日（金）～11月15日（金）
【お問い合わせ】大野城まどかぴあ�管理課�TEL092（586）4006�（平日9:00～ 17:00）

源義経の劇的な生涯を描いた軍記物語『義
ぎ

経
けい

記
き

』を新たな解釈で表現し、
歴史や伝統を伝えるエンターテイメント性を伴った能舞音楽劇。デーモン
閣下の監修による脚本と朗読、そして歌。上妻宏光の書き下ろしの楽曲と
演奏、山井綱雄の独自の能舞をお楽しみください。

上妻 宏光　デーモン閣下　山井 綱雄

【時間】17:00開演 /16:30開場
【出演】デーモン閣下（朗読・歌）、上妻宏光（津軽三味線）、
　　　山井綱雄（能舞）、高橋忍（地謡）�
【会場】大ホール（1階）全席指定
【料金】一般5,000円（当日5,500円）
　　　ペア9,000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り扱い。　�
　　　※未就学児入場不可

チケット発売日
友の会：12月 3日（火）
一　般：12月10日（火）
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：82936）
●チケットぴあ

（Pコード：497-511）
●劇ナビ FUKUOKA

（http://gekinavi.jp/）

チケット
取扱い

3階アスカーラギャラリーでは、DVに
関する様々な掲示を行います

福岡県内の男女共同参画を推進する
18センター共同で行う恒例の街頭
キャンペーン

1階ギャラリーモールには、シンボルと
しての大きなパープルリボン

ツリーには、来館者のみなさまに結んで
いただいたパープルリボンが

DV防止キャンペーン
女性に対する暴力をなくす運動

大野城ウィンターイルミネーション2019
まどかぴあ、心のふるさと館、総合福祉センター3館連携イベントとして、まどかぴあ南側広場
をイルミネーションで装飾します。今年の冬はご家族、お友達を誘って、南側広場に遊びに来ま
せんか。※詳細はアテナ12月号をご覧ください。

男女平等推進センターでは、周知、啓発のための講演会の開催やツリーに紫のリボンを結ぶパープルリボン運動を展開
します。他にも、パネル展示や各種相談機関の紹介、該当啓発キャンペーンへの参加も行います。

女性に対する
暴力根絶のための
シンボルマーク

11月12日（火）
〜25日（月）

12月1日（日）
〜25日（水）

CAMPAIGN

EVENT

令和２年
2月29日（土）

PLAY

共催：一般財団法人福岡県退職教職員協会

「女性に対する暴力をなくす運動」について
＜趣　　旨＞�パートナー等（恋人・親子・友人等含む）からの女性に対する暴力は、女性の人権を侵害するものです。
　　　　　　�この運動により、女性に対する暴力の問題への取組強化と人権尊重への意識啓発や教育の充実を推進します。
＜期　　間＞�毎年11月12日から「女性に対する暴力撤廃国際日」である11月25日までの2週間



友の会

先・割
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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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ニューイヤーコンサート
プロの声楽家と市民合唱団によるオペラと合唱のコン
サートをお届けします。
小学生以上のお子さんも大人もお気軽にお楽しみください。
〈演　　奏〉福岡 OB フィルハーモニー・オーケストラ
〈予定曲目〉花は咲く、世界に一つだけの花

オペラ「カルメン」より〈闘牛士〉
ベートーヴェン「交響曲第九番」ほか

令和２年
1月26日（日）

大野城まどかぴあ芸術助成事業

【時間】13:30開演 /13:00開場
【会場】大ホール（1階）全席自由
【料金】一般2,000円、学生1,500円　※未就学児入場不可

チケット発売日
友の会：11月18日（月）
一　般：11月25日（月）
両日とも10:00～

●まどかぴあ総合案内チケット
取扱い

MUSIC

ここはシャーウッドの森。自由を愛する、心優しい仲間があつまるところ。ここに住
んでいるのは弱い者を助け、悪いヤツをやっつける英雄ロビンフッド。
村では悪代官が貧しい村人からお金を奪い自分のものにしていました。幼馴染のマリ
アンと一緒に村へ向かいますが、悪代官の卑怯な罠にかかりマリアンを連れ去られて
しまい…。

ロビンフッドの冒険
劇団飛行船マスクプレイミュージカル

【時間】13日（木）①10:00開演 /9:30開場　②13:00開演 /12:30開場
　　　14日（金）①10:00開演 /9:30開場
【会場】大ホール（1階）全席指定
【料金】一般1,500円（当日同料金）
　　　団体（午前）1,300円 /（午後）1,200円
　　　※�3歳以上有料。ただし2歳以下でも座席を利用される場合はチケットが必要。

チケット発売日
友の会：12月 5日（木）
一　般：12月12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：82164）
●チケットぴあ
　（Pコード：497-956）

チケット
取扱い

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　

「 クラシックの優雅なひととき
　〜クリスマスに寄せて〜」

12月15日
（日） ティータイムスペシャル

コンサート Vol.17（Vol.279） 

【時間】14:00開演 /13:30開場
【出演】菅原�文子（ヴァイオリン）、深堀�聖和（ピアノ）、
　　　榊�孝仁（ドラム・パーカッション）
【会場】小ホール（2階）全席自由
【料金】一般800円（当日1,000円）※未就学児入場不可

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：82714）

チケット
取扱い

MUSIC

PLAY

令和２年
2月13日（木）

14日（金）
車イス友の会

先・割

ソプラノ
並河 寿美

指揮
栗田 哲海

テノール
上田 浩平

バリトン
田中 由也

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
でおくるスペシャルプログラム！
演歌、ジャズ、ブルースなど、ジャ
ンルをこえた圧巻のステージをお
見逃しなく。

11月24日
（日） 八代亜紀

プレミアム JAZZ コンサート

【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

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：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

MUSIC

企画・協力：MUSIC�Office�SAKAKI

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

アルト
伊藤 絵美



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 11月号

生涯学習センター

アテナ　2019年 11月号

項
事
意
注 ◆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。

キッズシネマ

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。

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…

©“SAMURAI MARATHON 1855”Film Partners

（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

（日）

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

©2018 Universal Studios. All Rights Reserved.

「ミニオンズ」のスタッフが、アメリカの人気キャラク
ター「グリンチ」を映画化。
ひねくれ者で、他人の幸せが大嫌いなグリンチは、村人
たちが大好きな「クリスマス」を盗もうと思いつく。2018年/アメリカ/86分/日本語吹替版

「グリンチ」12月８日

（各回30分前開場）

【時間】

CINEMA

（土）

監督：バーナード・ローズ（『パガニーニ 愛と狂気のヴァイオリニスト』）
出演： 佐藤 健、小松 菜奈、森山 未來 ほか

監　　督： スコット・モシャー（『クラークス』）ほか
声の出演：大泉 洋、杏、秋山 竜次（ロバート） ほか 

2019年/日本/104分/PG12
「サムライマラソン」11月９日
※作品の都合により、日本語字幕はありません。

①10:00～11:44
②14:00～15:44
③18:00～19:44

①10:00～11:26
②14:00～15:26
③17:00～18:26

※10時の回のみ、日本語字幕を付けて上映。

ティータイム
コンサートVol.278

11月はヴァイオリンと
ピアノによるコンサート
をお届けします。

11月28日
（木）
MUSIC

【出演】上山�文子（ヴァイオリン）、川﨑�美香（ピアノ）
【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

3時間目 11月23日（土・祝）
「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」

講師 （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）定村 俊満
誰もが快適に生活するための方法を一緒に考えませんか。

日本のマラソンの発祥とされる「安
あんせい

政遠
とおあし

足」を題材に、土橋章
宏が執筆した小説「幕末まらそん侍」を実写化。
上野国・安中藩で、藩士の体を鍛えるために開催された遠足だっ
たが、行き違いから幕府への反逆とみなされ藩取り潰しの危機
にさらされてしまう。

【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

チケット発売中 ●まどかぴあ総合案内チケット
取扱い

上山 文子
（ヴァイオリン）

川﨑 美香
（ピアノ）

第34回定期演奏会
毎年恒例、市民吹奏楽団のステージ
が今年も大ホールで開催されます。
前半はシンフォニックステージ。
後半はポップスステージとして、皆
さんにもおなじみのスタジオジブ
リ・セレクションをお届けします。どうぞお楽しみに。

11月17日
（日） 大野城市民吹奏楽団

【時間】14:00開演 /13:30開場
【会場】大ホール（1階）全席自由
【料金】中学生以上500円（当日同料金）※小学生以下無料

チケット発売中 ●まどかぴあ総合案内チケット取扱い

MUSIC

※昨年の様子

＜共催事業＞
博多座1月公演「ダンス�オブ�ヴァンパイア」が半額で観劇でき
ます。
【出演者】山口祐一郎、神田沙也加 /桜井玲香（Ｗキャスト）�ほか
【日 時】令和2年1月1日（水）14:00～、
　　　　2日（木）・3日（金）各日13:30～、6日（月）18:30～
【料　金】A席7,500円（通常15,000円）
　　　　※�取扱手数料として、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】各回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通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】11月15日（金）消印有効※当選者のみ通知（11/20（水）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
　　　　☎092-751-8258（平日10時～18時）

博多座 市民半額観劇会



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 11月号

生涯学習センター

アテナ　2019年 11月号

短期講座 11月13日（水） 9:00受付開始

お手軽おせち①②

【日　程】①12月6日（金）　②12月17日（火）
【時　間】10:00～ 14:00� 【定　員】各18名
【受講料】各1,100円� 【材料費】各2,000円
【講　師】城戸�英子（管理栄養士）

※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

基本のおせちもいいけれど、和洋中を織り交ぜた子どもも喜
ぶ特製おせちを作ってみませんか。短時間で手軽に作れるメ
ニューです。

【メニュー】
・花すし
・中華おこわ
・博多あちゃら漬け
・豚肉のマーマレード煮
・寿えびマヨ
・若鶏の宝詰め�他
全9品

背骨コンディショニング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！～十割そばを打とう～

100歳まで自分の足で歩く足のケア①②

お正月飾り①②

冬のドルチェ

【日　程】①11月26日、12月10日（火）��②12月2・9日（月）
【時　間】10:00～12:00� 【定　員】各14名
【受講料】各2,400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】12月3日（火）� 【時　間】10:00～ 12:00
【定　員】16名� � 【受講料】1,100円
【教材費】200円　�【講　師】甲斐�祐子（ライフオーガナイザー®）

【日　程】12月3日（火）� 【時　間】10:00～ 11:30
【定　員】16名� � 【受講料】1,100円
【材料費】600円� 【講　師】今村�由美（日本茶インストラクター）

【日　程】12月5日（木）　　【時　間】10:00～ 13:00
【定　員】24名� 　　　【受講料】1,100円
【材料費】1,500円� 　　　【講　師】長友�寿雄（かぜのたみ店主）

【日　程】①12月2日（月）��②12月14日（土）
【時　間】10:00～12:00� 【定　員】各16名
【受講料】各1,100円� 【材料費】各500円
【講　師】岩田�千香（足裏バランス本舗Basic 主宰）

【日　程】①12月5日（木）　②12月13日（金）
【時　間】10:00～ 12:00� 【定　員】各16名
【受講料】各1,100円� 【材料費】各2,500円
【講　師】西野�理恵（IPS協会認定講師）

【日　程】12月16日（月）　　【時　間】10:00～ 13:00
【定　員】16名� 　　　　【受講料】1,100円
【材料費】1,500円� 　　　　【講　師】樋口�朋子（tonno!! 主宰）

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。

「つい出しっ放しにしてしまう」「昔
の服を捨てきれない」「いつの間に
か枚数が増えて収納できない」そん
な悩みはありませんか。洋服の整理
は美しく畳むこと以外にも、持ち方、
手放し方、暮らしの動線に合った整
理のポイントなどがあります。洋服
をすっきり片付けて、新年を気持ち良く迎えましょう。

日本茶の種類、保存方法、急須のお手
入れ方法、おいしいいれ方など日本茶
の基本について気楽に学びませんか。
新年のおもてなしにおすすめの縁起茶
「大福茶」もご紹介します。楽しいお
茶の時間を過ごしましょう。

素材の質にこだわり厳選したそば粉で
十割そばを打ってみませんか。つなぎ
を一切使わない十割そばを初心者でも
打てるように教えます。自分で打った
そばは、ご試食できます。お持ち帰り
用もあります。

体の土台である『足裏』。実はそこに「体
の働きを安定させる重要な機能」がある
のです。足裏バランス測定後、足裏を整
えるテーピング法もお伝えします。

①アレンジ編では新年を祝う
お正月飾りをプリザーブド
フラワー、アーティシャル
フラワーで作ります。
②しめ飾り編では華やかなカ
ラーしめ飾りを外に飾れる
ようにアーティシャルフラ
ワーで作ります。

美味しいティラミスとプ
ロフィットロールの作り
方を教えます。プロフィッ
トロールはクリスマスの
お菓子としてもぴったり
ですよ。

※�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。

※イメージ



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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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

夫婦や恋人といった親しい間柄におきる暴力＝�DV（ドメスティック・バイオレンス）。
他人事ではなく、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。

【日　　時】11月16日（土）13：30～ 15：30
【会　　場】301会議室（3階）� � 【受講料】無料� � 【定員】40名
【講　　師】白木�里英（福岡県警察�中央少年サポートセンター�少年育成指導官）
【申込方法】�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中

男性のためのブラッシュアップセミナー
家庭での介護も男女が共に関わる時代。介護の基本を学んで日頃の疑問を解決しましょう！
回 日時・定員 テーマ・講師 会　場

1

12月11日（水）
18:30～20:30

20名
（先着順）

聞いておきたい！認知症と介護保険の話
認知症の種類や症状、接し方や予防法を学び
ましょう！介護保険や具体的な介護技術につ
いてもわかりやすくお伝えします。

久野�恵
（�介護福祉士、介護支援専門員、社会福祉士、
認知症ケア専門士）

303会議室
（3階）

2

令和2年
1月18日（土）
10:00～11:30

30名
（先着順）

明るい終活！
　〜エンディングノートのすすめ〜
いつかはやってくる親や子どもとの別れ。元
気で冷静な判断ができるうちに、話しづらい
相続のこと、今後の生活のことを気軽に親子
で話しておきませんか。

藤井�真司（司法書士）

304会議室
（3階）

【対　　象】定年前後の男性および講座に興味のある方
【受 講 料】無料
【申込方法】11月1日（金）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

だるい？汗っかき？物忘れが多い？
女性に多い甲状腺疾患

アスカーラ
いきいき健康教室

（後期）
甲状腺に病気のある方は、なんと成人女性の7人に1人！
症状も気づきにくく、更年期障害等と間違われることもあります。
「最近なんとなく昔と違うな…」と思われている方、それは「年のせい」じゃないかもしれませんよ？

【日　　時】12月19日（木）13:30～ 15:00� 【会　場】303会議室（3階）
【対　　象】健康づくりに関心のある方� � 【受講料】無料� 　　【定員】50名（先着順）
【講　　師】髙士�祐一�（福岡大学筑紫病院�医師）
【申込方法】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中 髙士�祐一



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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曜日 日
午　　前 午　　後

10:30～11:15 11:30～12:00 14:00～14:45 15:15～16:00

月

18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

11日
25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

5日
19日

下大利団地
公民館

山田公民館 栄町公民館

12日
26日 仲島公民館 畑詰公民館

巡町公園
（川久保2丁目）

木

7日
21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

14日
28日 牛頸公民館

上大利
公民館

つつじヶ丘
公民館

金

8日
22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

1日
15日
29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。

図書館を利用するすべての方にとって、図書館が心地よ
い場所であるために、ご協力をお願いします。

筑紫地区図書館マナーアップキャンペーン ～マナーを守って快適な読書を～

図書館の資料は「みんなのもの」です。
汚損・破損・水濡れなどが著しい場合や紛失された場合
は弁償していただくことがあります。

○図書館資料を大切に

筑紫地区図書館マナーアップキャンペーン

読み切れなかった場合、その資料に予約が入っていなけ
れば、一度だけ継続貸出ができます。（延滞されていた
場合は継続貸出できません。）

○返却日を守りましょう

専用のテープなどで修理しますので、ページが外れた時
はそのまま図書館員にお知らせください。セロテープは
時間が経つと茶色く変色し、本が傷む原因になります。

＜本の修理は図書館員にお任せを！＞

カウンター受付：返却期限日までに利用者カードと延長
希望資料を持って来館
館内OPAC・図書館HPから：返却期限日までに「利用状
況」にログインし貸出中一覧から操作

＜延長手続き方法＞

居眠り・持ち込み学習はご遠慮ください。
より多くの方が利用できるよう、ご協力をお願い
いたします。

○座席には限りがあります

図書館はおしゃべりの場所ではありません。
館内では静かにお過ごしください。
携帯電話などの音が出るものは、マナーモード
にして館内にお入りください。

○館内ではお静かに

10月27日（日）～11月9日（土）
筑紫地区5市による図書館マナーの向上を目的とした共
同啓発キャンペーンを実施します。
この機会に図書館の利用マナーについて考えましょう。

○飲食禁止
館内で飲食（飲み物、アメ、ガムを含む）はできません。
ただし、水筒・ペットボトルなどのフタ付きの飲み物のみ、
館内で飲むことが可能です。
なお、飲む時以外はカバンの中へお入れください。その他の
ご飲食の際は、2階ラウンドコーナーなどをご利用ください。

11月27日（水）は地域貸出文庫の図書交換のた
め、まどかぴあ図書館は休館します。

※�11月2日（土）は、まどかフェスティバル企画
　「�おひざでだっこ＆わくわくおはなし会スペシャル」
（10:30～15:30）を開催します。
　詳しくはアテナ10月号をご確認ください。

毎週火曜日　10:30～11:00
【場所】キッズルーム（3階）

ぴよぴよのへや（0歳児・妊婦対象）
11月5日・19日

よちよちのへや（1～2歳児対象）
11月12日・26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　�
11月16日・30日
小学生以上対象　
11月9日・23日

としょかんのおはなし会

図書館休館のお知らせ

おひざで
だっこ

わくわく
おはなし

会

移動図書館「わくわく号」巡回日程表

10:00より整理券配布・定員30組
（妊娠中の方もぜひどうぞ！）



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

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。

・ニューイヤーコンサート　チケット発売開始！
・短期講座　受講生募集！
・男性のためのブラッシュアップセミナー　受講生募集！
・マナーアップキャンペーン

・ニューイヤーコンサート　チケット発売開始！
・短期講座　受講生募集！
・男性のためのブラッシュアップセミナー　受講生募集！
・マナーアップキャンペーン

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。
1 0月８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

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。託児
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まどかぴあ休館日のお知らせ11月6日（水）、20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.281281
201920191111

P5

P3

P6

P7

※

※掲載記事は10月8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

11/30
（土）

ふれぶんシネマ倶楽部
「フジコ・ヘミングの時間」

●施設利用料1枚300円 ※3歳以上有料　　●①10:00 ②14:00

12/6
（金）

虹のかけら ～もうひとりのジュディ
構成・演出：三谷 幸喜　出演：戸田 恵子 ほか
●一般6,000円　※未就学児入場不可　　●19:00

2/1
（土）

ぐっさんのハッピーオンステージ全国50ヵ所ツアー
presented by 東急リバブル in 春日
●一般3,800円　※4歳以下膝上無料　　●17:00

（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

11/12（火）

～

12/8（日）

第50回 筑紫美術協会展
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）
●無料 ●9:00～17:00

11/23
（土・祝）

楽器を知るコンサート＜マリンバ編＞
場所 : 文化ふれあい館　電話:092-928-0800
●無料 ●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

11/9
（土）

森山良子コンサートツアー2019～2020～ Prime Songs ～
アコースティックバージョン
●全席指定　一般4,000円　●15:30

11/24
（日）

ちくしの人形劇まつり
※11/2（土）11:00～16:30筑紫野市民図書館で前売券販売。
お問合せ：筑紫野市民図書館 電話 :092-928-4943
●高校生以上700円 ほか　●10:00～15:00（予定）

12/1
（日）

第34回名曲コンサート
左手が織り成す命の音楽 “ 奇跡のピアニスト ” 舘野 泉
●全席指定　一般2,000円 ほか　●15:00

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

11/16
（土）

第9回裂田溝ライトアップ
会場 : 山田区（伏見神社）～安徳区（カワセミ公園）
●無料　●17:00～20:30

12/1
（日）

那珂川吹奏楽団　第23回定期演奏会
●500円 ●14:00

12/6
（金）

年忘れ大爆笑！ミリカ寄席
第8回おもしろアマ落語家競演会
●500円　※未就学児入場不可　●18:00

11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

2（土）
アスカーラ秋まつり 10月号

掲載

おひざでだっこ＆わくわくおはなし会スペシャル 10月号
掲載

5（火）
19（火）

マヤ暦で分かる才能・性質・本質
～あなたの人生の目的は～

10月号
掲載

おひざでだっこ�ぴよぴよのへや（0歳児対象） P7

①5（火）
②26（火） コーヒー講座①② 10月号

掲載
7（木）
21（木） 水引アート 10月号

掲載
①7（木）
②29（金） 本気で作る「スパイスカレー」の基本①② 10月号

掲載
①8（金）
②22（金） 太極拳で心も体もリラックス①② 10月号

掲載

9（土）
シネマランド「サムライマラソン」 P4

イライラとうまくつきあうには 10月号
掲載

9（土）
23（土・祝） わくわくおはなし会（小学生以上対象） P7

11（月）
18（月）

12/2（月）
想いを伝える！わたしのニュース 9月号

掲載

12（火）
19（火） かんたん年賀状 10月号

掲載
12（火）
26（火）

おひざでだっこ�よちよちのへや
（1～2歳児対象） P7

14（木）
28（木） 活き生きのススメ！健康寿命を延ばそう�part2 8月号

掲載
15（金）
17（日）

お金も時間も限りあるもの　人生100年！
家族みんなで考えよう

10月号
掲載

16（土） 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～ P6

16（土）
30（土） わくわくおはなし会（幼児対象） P7

17（日） 大野城市民吹奏楽団�第34回定期演奏会 P4

21（木） 適材適食�part2 8月号
掲載

23（土・祝） おとなの楽校3時間目 P4

24（日） 八代亜紀�プレミアム JAZZコンサート P3

24（日）
～26（火） 叫ぶ芸術～ポスターに見る世界の女性たち～ 10月号

掲載

26（火）
パソコン勉強室 10月号

掲載
大野城市男女共生講座　第4回
「今の子育て・孫育て」

7月号
掲載

26（火）
12/10（火） 背骨コンディショニング① P5

28（木） ティータイムコンサートVol.278 P4

①28（木）
②30（土）

味噌と甘酒づくり
～発酵食品で免疫力ＵＰ～①②

10月号
掲載

11月のチケット情報・募集申込情報
日付 イベント ページ

1（金） 男性のためのブラッシュアップセミナー　
受付開始 P6

13（水） 短期講座　受付開始 Ｐ5

18（月） ニューイヤーコンサート　友の会発売 P3

25（月） ニューイヤーコンサート　一般発売 P3


