
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。

・能舞音楽劇「義経記」　チケット発売開始！
・短期講座＆パソコン講座　受講生募集！
・「人前での話し方教室」 受講生募集！
・図書館へゆこう！！2020年

・能舞音楽劇「義経記」　チケット発売開始！
・短期講座＆パソコン講座　受講生募集！
・「人前での話し方教室」 受講生募集！
・図書館へゆこう！！2020年
※掲載記事は11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）※掲載記事は11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）※掲載記事は11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）※掲載記事は11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）

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。
11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

8アテナ　2019年 12月号

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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※

まどかぴあ休館日のお知らせ
12月4日（水）、18日（水）

年末年始：12月28日（土）～令和2年1月4日（土）

ミュージック Live

講談 新五千円札の肖像
「津田梅子」

神田　紅

第3回 アスカーラ共生フォーラム
アスカーラからステップアップ

～みんなではばたく明日～

【日時】令和2年２月16日（日） 13:30開演
【会場】大ホール（１階）全席自由



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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託児 車イス

●まどかぴあ
総合案内

チケット
取扱い

チケット発売日
12月9日（月）
10:00～

【主催】アスカーラ共生フォーラム実行委員会・公益財団法人大野城まどかぴあ男女平等推進センターアスカーラ
【後援】大野城市・大野城市教育委員会・大野城市商工会・一般社団法人大野城市にぎわいづくり協議会

第3回アスカーラ共生フォーラム
アスカーラからステップアップ ～みんなではばたく明日～

【時間】13：30開演/13：00開場
【会場】大ホール（1階）全席自由
【料金】800円（当日1,000円）、ペア1,500円（前売のみ）

EVENT

2月16日
（日）

■ アスカーラバザー同日開催
【内容】

■ 「男女共同参画」 小中学生図画ポスター・
　標語コンクール入賞作品展示

【時間】10:00～13:00
　　　　※品物がなくなり次第終了
【会場】ギャラリーモール（1階）

令和2年

※前売完売時は当日券の販売はございません。

・「男女共同参画」小中学生図画ポスター・標語コンクール表彰式
・講談　新五千円札の肖像「津田梅子」
　　神田 紅（講談師）
・JILLEミュージックLive
　　JILLE（シンガーソングライター）

かん だ  くれない

ジ　　ル

　男女の自立と共同参画のまちづくりをめざして、アスカーラ共生フォーラムを開催します。
　神田 紅のオリジナル講談とJILLEのコンサート。世界をめざす女性たちの“ものがたり”を感じてください。 

【期間】令和2年2月6日（木）～2月24日（月・振休）
【会場】ギャラリーモール（1階）

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。

マスクプレイミュージカルは、テレビで
は味わえない臨場感、五感を刺激する楽
しい歌やダンスなど、劇場ならではの魅
力をお楽しみいただけるミュージカル
です。
今年は、『ロビンフッドの冒険』をお届
けします。悪代官に苦しめられている村
人を救うため、心優しい英雄ロビンフッ
ドが仲間とともに立ち向かいます！

ゴスペルのミニコンサート後、公募で選ばれた
子どもたちによるイルミネーションの点灯を行
います。点灯後はまどかちゃん＆大野ジョーく
んと一緒に記念撮影もできますよ。
【会場】まどかぴあ南側広場

まどかぴあ装飾ボランティアかざり隊が制作したランタン型クリ
スマスツリーを中心に、まどかぴあをクリスマスの飾りで彩りま
す。
【会場】ギャラリーモール（1階）

12月 7日（土）　17:00〜福岡女学院大学 Hand Bell Concert
12月15日（日）　16:30〜 Cocofuru Winter Live Show 2019
12月21日（土）　17:30〜ここふる星の世界
【会場】大野城心のふるさと館　ジョーホール（1階）
その他SNS写真投稿ブースの設置やここふるショップ クリスマ
スフェアなどを実施します！
※詳細は大野城まどかぴあホームページやチラシをご覧ください。

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

オープニングセレモニー　

かざり隊によるクリスマスデコレーション

他館連携イベント

【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

12月1日（日）
〜25日（水）

EVENTPLAY

令和２年
2月13日（木）

14日（金）
車イス友の会

先・割

令和2年4月採用予定の契約職員を募集します。
詳しい内容については募集要項をご覧ください。
【申込方法】 所定の用紙に必要事項を記入のうえ、提出してくだ

さい。申込用紙、募集要項は12月2日からまどかぴ
あ総合案内で配布します。また、ホームページからの
ダウンロードもできます。

【受付期間】12月2日（月）〜 20日（金）  ※平日9:00 〜 17:00 
※郵送の場合は20日必着

【お問い合わせ・申込先】
公益財団法人大野城まどかぴあ
　管理課　TEL 092-586-4006（平日9:00 〜 17:00）

会議室が空いている時に限り有料で学習室として開放して
います。
● 利用期間：土・日曜、祝日及び大野城市立小・中学校の
　　　　　　冬休み・春休み・夏休み期間
●利用区分：

●利用負担金：学生等　100円 /1区分1人
　　　　　　　一　般　200円 /1区分1人
※小・中学生のみの利用の場合は9:00から17:00まで
※詳しくは総合案内までお問い合わせください。

大野城まどかぴあ契約職員募集 学習室の利用に関するご案内

午前 午後 夜間
9:00〜12:00 13:00〜17:00 18:00〜21:00

大野城ウィンター
イルミネーション2019

12月1日（日）17:15～18:00（予定）



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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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。新しい年の始まりに、小学生か
ら大人まで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〈闘牛士の歌〉
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）全席指定
【料金】一般2,000円、学生1,500円　※未就学児入場不可

チケット発売中 ●まどかぴあ総合案内チケット
取扱い

MUSIC

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　

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

アルト
伊藤 絵美

能舞音楽劇「義
ぎ

経
け い

記
き

」
源義経の劇的な生涯を描いた軍記物語『義経記』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

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

4時間目 令和２年１月18日（土）
「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  ( 型絵染作家 )釜我 敏子

「庭や野山で野草を見て、デザインを考え、型を彫り、糊置き、染色という工程の中で、私は
モノの見方、考え方、探求心と忍耐力を養うことを学びました」　その凛とした作品の数々は
多くの人々の心を魅了します。母親の介護も経験し、今も活発な創作活動を続けるその人生と
作品に、まどかぴあ館長の林田スマが対談形式で迫ります。

【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



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 12月号

生涯学習センター

アテナ　2019年 12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。

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…

※作品の都合により、日本語字幕はありません。

（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

令和2年

（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

©2019「今日も嫌がらせ弁当」製作委員会

主人公のかおりは、八丈島で高校生の娘と暮らしている。
生意気で口も利かない反抗期の娘に対抗して、かおりは
娘が嫌がる「キャラ弁」を作りはじめるが…

毎日のお弁当を通じて交流する母と娘の絆の物語。

2019年/日本/106分
「今日も嫌がらせ弁当」

１月11日

監督：塚本 連平（『ぼくたちと駐在さんの700日戦争』） 
出演：篠原 涼子、芳根 京子、佐藤 隆太 ほか 

①10:00～11:46
②14:00～15:46
③18:00～19:46

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

（各回30分前開場）

【時間】

CINEMA

（　）

©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

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 ①10:00～11:26

②14:00～15:26
③17:00～18:26

※10時の回のみ、

12月は日曜日に
開催いたします。

日本語字幕を付けて上映。

　日　日

ティータイムスペシャルコンサート Vol.17(Vol.279) 

「クラシックの優雅なひととき
～クリスマスに寄せて～」

ヴァイオリン、ピアノにドラム・パーカッションを加えた少し
珍しい編成でお届けします。
クリスマスに寄せた優雅な演奏をお楽しみください。

企画・協力：MUSIC Office SAKAKI

12月15日
（日）
MUSIC

【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 ※未就学児入場不可
【料金】一般800円（当日1,000円） ※当日券の販売はございません。

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

菅原 文子
（ヴァイオリン）

完売御礼

深堀 聖和
（ピアノ）

榊 孝仁
（ドラム・パーカッション）

開催日：10月20日（日）　参加者：15名
2020年 開 催「 第12回 大
野城まどかぴあ版画ビエン
ナ ー レ」 関 連 企 画 と し て、
版画芸術を多くの人に知っ
ていただくために、ワーク
ショップを開催しました。
九州産業大学講師で版画家でもある加藤 恵氏をお招
きし、銅を腐蝕させるソフトグランドエッチングとい
う技法の銅版画を体験しました。参加者それぞれの個
性が光る作品が完成しました。

※完成作品

博多座2月公演「オグリ」が半額で観劇できます。
【出演者】市川猿之助、中村隼人　ほか
【日　時】 令 和2年2月4日（火）・5日（水）・6日（木）・12日（水）　

各日16:30 〜、2月5日（水）・10日（月）各日11：00 〜
【料　金】A 席9,000円（通常18,000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】12月13日（金）消印有効※当選者のみ通知（12月18日（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 市民半額観劇会版画体験〜銅版画ワークショップ〜

事業レポート

「第12回大野城まどかぴあ版画ビエンナーレ」関連企画

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



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 12月号

生涯学習センター

アテナ　2019年 12月号

短期講座 12月11日（水）9:00受付開始

※イメージ

※イメージ ※イメージ

骨盤調整ヨガ①②

自分の名前を綺麗に書けるようになろう①②

つまみ細工で作るおひな様

スマホで決済

はじめての刺し子

茶懐石　初釜 初春の膳①②

【日　程】①1月14・28日（火）　②1月16・30日（木）
【時　間】①10:00 〜 11：30　②19:00 〜 20:30
【定　員】各16名  【受講料】各2,200円
【講　師】平山 久美子（ヨガインストラクター）

【日　程】①1月17日（金）　②1月21日（火）
【時　間】10:00 〜 12:00 【定　員】各16名
【受講料】各1,100円 【材料費】300円（※②のみ）
【講　師】井手 隆子（漢方温活のエイジングケアサロン グリーンリーフ博多）

【日　程】①1月16・30日（木）　②1月23日、2月6日（木）
【時　間】10:00 〜 12:00 【定　員】各16名
【受講料】各2,200円 【教材費】各200円　
【講　師】楢原 亜希子（美文字塾）

【日　程】1月20日（月） 【時　間】10:00 〜 12:00
【定　員】16名  【受講料】1,100円
【材料費】1,800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）

【日　程】1月14・21・28日（火）（全3回）　　 
【時　間】10:00 〜 12:00 【定　員】20名
【受講料】2,700円  【講　師】置鮎 正則

【日　程】1月21日・2月4・18日（火）（全3回）
【時　間】10:00 〜 12:00 【定　員】16名
【受講料】3,300円  【材料費】1,000円
【講　師】鶴田 恵子

【日　程】①1月25日（土）　②1月29日（水） 【時　間】10:30 〜 14:00
【定　員】各18名 　【受講料】各1,100円 【材料費】各2,000円 
【講　師】村上 二三（料理研究家）

骨盤の歪みからくる頭痛、腰痛、肩凝り
などの不調を緩和、解消して、快適な身
体づくりをしませんか。どなたでも参加
できます。
※①のみ託児あり

① その疲れと太りやすさは〈冷え〉が原因かも！
　美とからだを守る美温活講座
アーユルヴェーダ診断で冷えタイプを
チェックし、タイプに合った対策を教えま
す。座ったまま出来る簡単ヨガも行います。
② 頭皮の血流アップ！
　癒やしのヘッドケアレッスン
ご自分にもご家族、まわりの方にも出来
る、実用的な頭皮ケアです。癒しの時間を
過ごしましょう。

①ボールペン編　②筆ペン編【各2回講座】
１回目は文字のバランスやワンポイントを学び、自分の名
前を練習します。２回目は封筒の裏面の住所、名前の練習、
漢数字、のし袋の短冊を練習をします。普段書く字に自信
が欲しい方、レベルに合わせて指導します。

つまみ細工で作る手のひらサイズの
「おひな様」をちりめんとボンドを
使って作ります。はじめての方でも
気軽に楽しんでいただけます。
毛せんと屏風もついてますので、そ
のままお部屋や玄関に飾れます。

スマホ決済の仕組みや利用法など、分かりやすく丁寧にお
伝えします。

日本の伝統工芸である「刺し子」を学ん
でみませんか。縫い方のコツや糸始末の
方法など基礎からしっかり学んで、花ふ
きんを作ります。柄は、基本パターンの
中からお選びいただきます。

旬の食材を使って、日本料理の伝統、そして茶の
心とおもてなしの心を学びます。

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

パソコン講座 ●パソコン：持ち込みください（貸出も可能です）
●定員：18名 ●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

エクセル実践・中級（夜）

【日　程】1月14・21・28日、2月4・11・18日（火）（全6回） 【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。

楽しいセルフケア①②

【献立】
向付　　　鮃昆布締め　梅おろし　新海苔　菜の花　山葵
ご飯　　　百合根ごはん
汁　　　　凍み豆腐　小豆　白味噌仕立て　叩き菜　からし
椀盛り　　かに真薯　清し汁仕立て　梅生麩　三つ葉　柚子
焼きもの　鰆　養老焼き　もって菊甘酢　のし梅
預け鉢　　小蕪　車麩　梅人参　炊き合わせ　蕗のとう
強肴　　　五色なます　針柚子
香のもの　二、三種

※ 材料の都合で内容を変更する場合があります。

※イメージ

※①のみ託児あり



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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「人前での話し方教室」（仮）
啓発・事業サポーターフォローアップ講座（公開講座）

大勢の前でもわかりやすく伝わりやすい話し方を学ぶ講座です。市民に男女共同参画の啓発を行うボランティア「啓発・
事業サポーター」のスキルアップのための講座ですが、講座内容に興味をお持ちの方のご参加も大歓迎です。

世界各国の議会で女性議員の占める割合が増え続けるなか、日本は女性の政治参画が進まない実態があります。
しかし、大野城市議会では20名中、現在5名の女性議員がいます。
市政に対する取り組み、男女共同参画社会の実現に向けての思い、どの分野に力を入れて活動を進めているのかなどを、
私たち市民の声を交えてお聴きします。

【日　　時】令和2年1月14日（火）13：30 〜 15：30
【講　　師】鮫島 宗哉（フリーアナウンサー、株式会社鮫島宗哉事務所代表取締役）
【会　　場】303会議室（3階）  【受 講 料】無料
【募集人数】30名（申込先着順）
【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

託児
土曜日の総合相談のお知らせ

【相談専用電話】092-586-4035
【相 談 日 時】月～金曜日　毎月第2・4土曜日　9時～17時

（年末年始・祝日・休館日はお休みです）

男女平等推進センターでは、毎月第2・4土曜日も総合相談を受付けています。
専任の女性の相談員があなたの抱えている問題や悩みについてお聴きし、問題解決
に向けてお手伝いします。電話または面接でご相談できます。ぜひご活用ください。

女性議員さんとの交流会
アスカーラ市民グループ活動支援事業 共催事業

大野城市議会 女性議員の『声』を聴く！

【日　時】令和2年1月19日（日）13：30 〜 15：00
【会　場】306会議室（3階）
【参加費】無料

主催：大野城女性の会

【申込方法】詳しくはホームページをご覧ください。

岡部 和子 松田 美由紀 大塚 みどり 松﨑 百合子 平田 不二香



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　
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12月の巡回

曜日 日
午　　前 午　　後

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

月

2日
16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

9日
23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

3日
17日

下大利団地
公民館

山田公園 栄町公民館

10日
24日 仲島公民館 畑詰公民館

巡町公園
（川久保2丁目）

木

5日
19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

12日
26日 牛頸公民館

上大利
公民館

つつじヶ丘
公民館

金

6日
20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

13日
27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）

※「山田公民館」の改修工事に伴い、3月末まで「山田公園」に巡回します。
※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。

休館中の本の返却は返却ポスト ( 県道沿い入口横
壁面 ) をご利用ください。ＣＤは返却ポストに投
函すると壊れることがありますので、警備員室（市
役所側駐輪場前）へご返却ください。

楽しいイベントが盛りだくさん！すべて参加無料です。どうぞお楽しみに！

※受付は定員になり次第、終了します。その他のイベントなどの詳細は次号に掲載します。

◆�くすのきしげのり講演会「本を読むこと　考えること　～作品に託す願い～」
『おこだでませんように』、『メガネをかけたら』、『Life（ライフ）』など数多くの作品で
人気の児童文学作家・くすのき しげのり氏による講演会です。

◆�赤ちゃんと布のえほんであそぼう
わらべうたや布のえほんを使った、赤ちゃん（0･1･2歳児）向けのおはなし会です。

◆�エコ雑貨をつくろう　～お気に入りのパッケージを可愛くアレンジ～
いつもは捨ててしまうペットボトルやお菓子の袋をつかって、パッケージデザインを活かしたおしゃれな
ペンケースやバインダーをつくってみましょう！

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）
12月3日・17日

よちよちのへや（1～2歳児対象）
12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　 
12月7日・21日

小学生以上対象　
12月14日

としょかんのおはなし会

年末年始の休館中の返却について

図書館へゆこう！！2020年

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

【日時】1月26日（日）13:30 〜15:00 【会場】小ホール（2階） 【定員】100名（要申込）
【対象】小学生以上　※未就学児の入場はできません。　※1月6日（月）10:00より図書館カウンター・電話にて受付開始。

【日時】1月21日（火）①10:00 〜10:45　②11:00 〜11:45  【会場】和会議室（2階）
【定員】各回20組40名（要申込）　※1月9日（木）10:00より図書館カウンター・電話にて受付開始。

【日時】1月19日（日）①10:00 〜12:00　②14:00 〜16:00
【会場】303会議室（3階）   【定員】各回15名（要申込） 【対象】小学生以上
※12月20日（金）10:00より図書館カウンター・電話にて受付開始。

10:00より整理券配布・定員30組
（妊娠中の方もぜひどうぞ！）

令和2年1月16日（木）～26日（日）

『おこだでませんように』（小学館）

もうすぐ楽しいクリスマス。図書館のおはなし会にも
ぜひきてくださいね。



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。

・能舞音楽劇「義経記」　チケット発売開始！
・短期講座＆パソコン講座　受講生募集！
・「人前での話し方教室」 受講生募集！
・図書館へゆこう！！2020年

・能舞音楽劇「義経記」　チケット発売開始！
・短期講座＆パソコン講座　受講生募集！
・「人前での話し方教室」 受講生募集！
・図書館へゆこう！！2020年
※掲載記事は11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）※掲載記事は11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）※掲載記事は11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）※掲載記事は11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）

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。
11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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～つどい ふれあい はばたく～

アテナアテナ VOL.VOL.282282
201920191212

P5

P3

P6

P7

※

まどかぴあ休館日のお知らせ
12月4日（水）、18日（水）

年末年始：12月28日（土）～令和2年1月4日（土）

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

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
●一般6,000円 ※未就学児入場不可 ●19:00

12/21
（土）

ふれぶんシネマ倶楽部
「グリーンブック」

●施設利用料1枚300円 ※3歳以上有料 ●①10:00 ②14:00

2/16
（日）

春日ゆかりのアーティストシリーズ
まるりとりゅうが トーク & ライブ
●無料（要整理券） ●14:30

（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

12/21
（土）

フロアコンサート　～日頃のご利用に感謝して～ 
出演 : なかざわけんじ　（元 H2O）
場所 : いきいき情報センター　電話：092-928-5000　
●無料 ●14:00

1/25
（土）

史跡のまちの音楽隊 Vol.9　～本格だけど、気軽なクラシック～
トロンボーン＆ピアノ
出演 : 加藤直明（トロンボーン）・中川賢一（ピアノ）
場所 : プラム・カルコア太宰府　市民ホール
●一般1,000円ほか ※未就学児入場不可 ●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

12/15
（日）

筑紫野市吹奏楽団 第40回定期演奏会
●一般500円 ほか　※小学生以下無料。3歳以下入場不可 ●14:00

募集中
筑紫野市文化会館サポーターズバンク
登録メンバー募集
※詳しくはお問い合わせください。

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

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 ●18:00

12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）
〜25（水） 大野城ウィンターイルミネーション2019 P2

2（月）
9（月） 背骨コンディショニング② 11月号

掲載

①2（月）
②14（土） 100歳まで自分の足で歩く足のケア①② 11月号

掲載

3（火）
日本茶のおいしいいれ方 11月号

掲載

「捨てる」から始めない。洋服のお片付け 11月号
掲載

3（火）
17（火）

おひざでだっこ ぴよぴよのへや
（0歳児対象） P7

5（木） そば打ちに挑戦！〜十割そばを打とう〜 11月号
掲載

①5（木）
②13（金） お正月飾り①② 11月号

掲載

①6（金）
②17（火） お手軽おせち①② 11月号

掲載

7（土） 航空自衛隊 春日基地
「第26回ファミリーコンサート」

10月号
掲載

7（土）
21（土） わくわくおはなし会（幼児対象） P7

8（日） キッズシネマ「グリンチ」 P4

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） 聞いておきたい！
認知症と介護保険の話

11月号
掲載

12（木） 適材適食 part2 8月号
掲載

14（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.17 P4

16（月） 冬のドルチェ 11月号
掲載

19（木） だるい？汗っかき？物忘れが多い？
女性に多い甲状腺疾患

11月号
掲載

12月のチケット情報・募集申込情報
日付 イベント ページ

3（火） 能舞音楽劇「義経記」　友の会発売 P3

5（木） マスクプレイミュージカル　友の会発売 P2

9（月） 第３回アスカーラ共生フォーラム　
チケット発売 P2

10（火） 能舞音楽劇「義経記」　一般発売 P3

11（水） 短期講座＆パソコン講座　受付開始 Ｐ5

12（木） マスクプレイミュージカル　一般発売 P2

20（金） エコ雑貨をつくろう　受付開始 P7


