
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 167台（平日の短時間駐車スペース除く）、立体284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。

・ティータイムスペシャルコンサート Vol.19　開催！
・短期講座　受講生募集！
・アスカーラ子育て応援講座　受講生募集！
・移動図書館車「わくわく号」利用案内

・ティータイムスペシャルコンサート Vol.19　開催！
・短期講座　受講生募集！
・アスカーラ子育て応援講座　受講生募集！
・移動図書館車「わくわく号」利用案内
※掲載記事は５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５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。
5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
利用できます（。満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。託児
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大野城まどかぴあ 情報誌
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※

新型コロナウイルスの感染拡大状況によっては、今後のスケジュールが変更になる場合がございます。
最新情報はホームページ等をご確認ください。ご理解とご協力をお願いいたします。

まどかぴあ休館日のお知らせ
6月3日（水）、17日（水）

移動図書館車「わくわく号」
　　よそおい新たに
　　　出発進行！！

新「わくわく号」は市内27ステーションを元気に巡回しています。ぜひご利用ください！
※新型コロナウイルス感染拡大に伴い、運行を中止する場合がございます。



グランド

先・特 先行
車イス

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 このマークがある公演
はWEB会員特典対象
事業です。
「先行」…先行販売あり

はグランド会員特典
対象事業です。
「先行」…先行販売あり
「特別」…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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ＷＥＢ

■わくわくおはなし会　夏休みスペシャル「夜ばなし」
暑い夏の夜、ちょっぴりこわいおはなしを聞きにきませんか？
いつもと違うスペシャルなおはなし会を開催します。

【日時】7/18（土）19:00～20:00
【対象】小学生以上（未就学児は入場できません）

■紙のどうぶつえん 夏休み教室
ダンボールでいろいろな動物をつくる、毎年恒例の人気イベントです。
広いお部屋でのびのびと工作を楽しみませんか？

【日時】7/25（土） ①10:00～11:30　②14:00～15:30
※各回30名定員・先着順　事前申し込みが必要です。

■第42回　親子読書会　共催事業

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。
楽しいおはなし会や、親子で協力する工作などをご準備しています。

【日時】8/9（日）10:00～12:00
主催：大野城市地域貸出文庫連絡協議会
申し込み受付開始日など、各イベントの詳細はアテナ7月号をご確認ください。

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。

7月から8月にかけて、親子で楽しめるイベントを開催します。
イベントの一部をご紹介します。詳細はアテナ7月号をご覧ください。
※新型コロナウイルス感染状況によっては、イベントを中止する可能性があります。

託児

託児：各回の開催日
　　　8日前17:00が
　　　締切です

車イス
まどかぴあ 市民大学　おとなの楽校

【時　間】14:00開演 /13:30開場 【会　場】大ホール（1階）全席指定
【授業料】500円（当日800円）　※未就学児入場不可

1時間目 7月18日（土）「アフガニスタンに命の水を～中村哲医師・PMSと共に～」
講師 藤田 千代子（ペシャワール会PMS支援室長）

チケット
取扱い

●まどかぴあ
　総合案内

福岡出身の中村哲医師のこれまでの活動の内容や実績を含め、ペシャワール会やPMSの世界での活動内容等を、映像
を交えながらお話しします。
※PMS（Peace（Japan） Medical  Services＝平和医療団・日本）とは、総院長の中村哲医師が率いてきた現地活動を行う組織のことです。

チケット発売日（1時間目のみ）
一　般　6月16日（火）

10:00～

みんな集合 !! アスカーラ夏まつり

昨年、大好評のアスカーラ夏まつり、今年も開催します！
11:00～15:00予定

※詳しい情報は、チラシまたはホームページにてご確認ください。

アスカーラの木を育てよう！ 
わくわくカフェ
みんな DE 遊ぼう！にこにこマージャン
雑貨販売、ワークショップ
わくわく工作体験、キッズボーリング
はいはい競争（対象：8ヵ月～12ヵ月の子ども）
パッククッキング、男女共同参画カルタ会
ギャラリーモールでの子ども市・バザー

イベントのご案内（下記は昨年度の内容となります）

EVENT

７月25日
（土）

カルタ会の様子

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、アテナ5月号の掲載記事内容を変更いたします。

P2 イチオシ情報　「まどかぴあ市民大学　おとなの楽校」
　（旧）小ホール（2階）全席自由　→　（新）大ホール（1階）全席指定
　（旧）チケット発売日（全講座）5月26日（火）10：00 ～　→　（新）チケット発売日（1時間目のみ）6月16日（火）10：00 ～
※2時間目以降の会場・チケット発売日は未定です。決まり次第お知らせします。

以上、おわびして訂正します。ご理解のほどお願いいたします。

※新型コロナウイルス感染防止で密集を避けるため、発売初日はまどかぴあ総合案内での窓口販売は行いません。（電話予約のみの受付となります。）

［おわびと訂正］ 

madokapia001
中止

madokapia001
中止



グランド

先・特 先行
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申し込みが必要
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このマークがある公演 このマークがある公演
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対象事業です。
「先行」…先行販売あり
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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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大野城まどかぴあ友の会

WEB会員に登録すると、インターネット上でチケットを購入できます。
好きな席を選択できるほか、クレジットカード決済やコンビニでの支払・発券も可能！
一般発売より早く（※グランド会員より後）購入できる公演もあります。
ぜひ、お気軽にご登録ください。

会費不要

https://p-ticket.jp/madokapia/   　にアクセス

利用規約・個人情報保護方針を必ずご確認の上、
次へ  を押す

同意される方はチェックしてください。
（同意されないと登録できません）

※友の会規約・特定商取引法に基づく表示も事前にご確認ください

❶ ❷必要事項をすべてご記入ください。

❸ 内容に間違いがないか確認し、登録を押してください。
　　（この時点ではまだ登録が完了していません）

❹ 登録したメールアドレス宛にメールが届きます。
　    メール内のURLをクリックしたら登録完了！

既にグランド会員に入会済の方は、
コチラへ会員番号（会員証記載）を
入力してください。
グランド会員未入会の方は空欄。

2020 年度大野城まどかぴあ友の会
グランド会員（会費1,500 円）も現在募集中！
♪まどかぴあで 1番早い先行発売
♪友の会特別料金でチケット購入　※イベントによる
♪情報送付　♪喫茶割引　など特典いっぱいです。

詳細はホームページにてご確認ください

。

次へ  を押す

登録  を押す



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）9:00～17:00 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　2020年6月号

生涯学習センター

アテナ　2020年6月号

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、
　受講の際はマスク着用等のご協力をお願いします。

「和ジャズカルテット LIVE ～夏を迎える尺八 JAZZ ～」

イベント中止のお知らせ

3月に出演を予定していた「和ジャズ
カルテット」による新感覚のジャズを
お届けします。

新型コロナウイルス感染拡大に伴い、6月に実施を予定していた下記イベントは中止いたします。
開催を楽しみにしていただいたところ誠に申し訳ございませんが、ご理解のほどお願いいたします。

　6月13日（土）　まどかぴあシネマランド
　6月25日（木）　ティータイムコンサート
　6月26日（金）　3歳からの “ 五感 ” でたのしむ打楽器体験
　6月27日（土）　加藤訓子　エキサイティング！　～スピリット・オブ・パーカッション～
　6月28日（日）～7月12日（日）　第12回大野城まどかぴあ版画ビエンナーレ

なお、有効期限が2020年3月～6月までのシネマランド施設利用券をお持ちの方は、有効期限を延長いた
しますので、次回開催時まで大切に保管してください。

7月19日
（日）

【時間】14:00開演 /13:30開場
【出演】山

やま

崎
さき

 箜
こう

山
ざん

（尺八）、吉岡 かつみ（ピアノ）、
　　　山下 暁平（ベース）、上前 景志郎（ドラム）

【会場】大ホール (1階 ) 全席指定
【料金】一般1,000円（グランド会員：800円）
　　  ※各券当日200円増　※未就学児入場不可

チケット発売日
グランド会員　6月23日（火）
ＷＥＢ会員　6月29日（月）
一　　　般　6月30日（火）

各日とも10:00～

●まどかぴあ総合案内
●まどかぴあホームページ
●ローソンチケット

(L コード：81755)

チケット
取扱い

MUSIC

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

ティータイムスペシャルコンサート Vol.19（Vol.286） 

山崎 箜山
（尺八）

山下 暁平
（ベース）

上前 景志郎
（ドラム）

吉岡 かつみ
（ピアノ）

尺 八 の「 な る ほ ど ！ 」
●呼び方の由来
　尺八の長さが「一

いっ

尺
しゃく

八
はっ

寸
すん

」（約54～55㎝）であることから、“ 尺八 ” と呼ばれています（諸説あります）。
　※一尺は約30㎝、一寸は約3㎝
●楽器のつくり
　 真竹で作られており、多くの尺八は節が七つあります。指で押さえる穴は５つ（表に４つ、

裏に１つ）です。明治以降につくられたものの多くは、実はリコーダーのように二本継ぎに
なっているので、分解して携帯できます。

●どうやって音を出すの？
　指先、息の強さ、あごの角度によって音を調整します。
●西洋では “ 雑音 ” と捉えられることもあるけれど…
　音が揺れるような「コロコロ」、わざと風のような音を出す「ムライキ」など様々な奏法があります。
●ペットボトルで尺八体験！？
　 キャップを空けたペットボトルの飲み口を下唇の下に添えます。唇を薄く開き、息を吹きます。
　ペットボトルの傾きを変えることで音の高さが変わります。ぜひ試してみてください。

〈新型コロナウイルス感染防止のために〉
・密接を防ぐため、客席の間隔をあけて販売します。
・発熱や体調が優れない方は、ご来場をお控えください。
・ご来場の際は、マスク着用にご協力ください。

※ 密集を避けるため、発売初日はいずれの日もまどかぴあ総合案内
での窓口販売は行いません。



文化芸術振興お問い合わせ先 TEL （092）586-4040 / FAX（092）586-4021
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※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、
　受講の際はマスク着用等のご協力をお願いします。

短期講座 6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。

刺し子のコースター

夏を楽しむ幸せメイク①②

アジア農家のタイ料理

手彫りで木のスプーン作り

正しい歩き方レッスン

【日　程】7月2日（木）
【時　間】10:00 ～ 12:00　【定　員】16名
【受講料】1,100円 　【材料費】800円
【講　師】松石 恭子（曼荼羅アーティスト）

【日　程】7月7・21日、8月4日（火）（全3回）
【時　間】10:00 ～ 12:00
【定　員】16名  【受講料】3,300円
【材料費】2,000円
【講　師】鶴田 恵子

【日　程】①7月16日（木）　②7月30日（木）
【時　間】10:00 ～ 12:00
【定　員】各12名  【受講料】各1,200円
【講　師】髙﨑 薫里
　　　　（色彩健美インターナショナル 美麗メイカー カオリ・デコール）

【日　程】7月2日（木）
【時　間】10:00 ～ 13:00　　【定　員】16名
【受講料】1,100円 　　【材料費】1,200円
【講　師】川辺 久美（川辺農園直営店 アジアン・マルシェ店主）

【日　程】7月10日（金）
【時　間】10:00 ～ 13:00
【定　員】12名  【受講料】1,200円
【材料費】1,500円
【講　師】森﨑 湧斗（スタジオ SALAK 工芸作家）

【日　程】7月30日、8月6・20日（木）（全3回）
【時　間】10:00 ～ 11:30
【定　員】15名
【受講料】3,600円
【講　師】横山 摩弥 （歩く LOVE 代表）

ハガキサイズの黒い紙
にボールペンで描く曼
荼羅アート。見本作品
を見ながらお好きな色
で仕上げていきます。
丁寧にゆっくり指導し
ます。

「刺し子」の基礎を学んで、
少し大きめサイズのコー
スターを作ります。材料
は厳選した草木染めや藍
染めの布を使います。テー
ブ ル ウ ェ ア や フ ラ ワ ー
ベースの敷物としても利
用できます。柄は、3つの中からお選びいただけます。

① ベースメイク編では、普段使っ
ている化粧品を使って、化粧崩
れしにくいファンデーションの
つけ方、紫外線対策、日々のス
キンケアについてお教えします。

② メイク編では、お持ちの化粧品
に加え夏色を使ったメイクの仕
方についてお教えします。

タイのお醤油ナンプラーと川
辺農園の新鮮なアジアンハー
ブでお手軽に楽しめるタイ料
理をご紹介します。

クルミの木を彫って削って、
自分だけの特別な木のスプー
ンを作ってみませんか。普段
味わえないものづくりの楽し
さを丁寧に教えますので安心
してご参加ください。

誰でも簡単にできる「歩く」と
いうことから始めてみませんか。
日々歩いている歩き方を見直し
てみましょう。

※作品見本

※イメージ

※イメージ

※イメージ

※イメージ

※イメージ

・ガパオガイ（鶏肉のバジル炒め）
・ヤムヌア（牛肉のスパイシーサラダ）  
・ガイヤーン（鶏肉のハーブグリル）  
・ブアローイ（ココナツミルクの白玉団子）

※材料の都合で内容を変更する場合があります。

はじめての曼
まん

荼
だ

羅
ら

アート体験

＜メニュー＞

madokapia001
中止



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　

モバイルサイトはこちらから
                    （ 土）10:00～19:00 
http://www.madokapialibrary.jp/
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（金）10:00～20:00　

アスカーラ子育て応援講座
アスカーラは、男女共同参画社会を実現するために、子育て・孫育てを応援しています。
この講座では、子育て・孫育てに役立つ学びをお届けします。肩の力を抜いて、楽しく参加してみませんか。

回 日　時 詳　細

1
8月1日（土）

10:00～14:00

子どもと作ろう！元気もりもり朝ごはん
【講　師】北川 みどり （食育指導士、調理師、食生活管理士、みそソムリエ）
【会　場】調理実習室（2階）、多目的ホール（1階）
【受講料】1組 1,000円（材料費として）
【対象・定員】子育て・孫育て中の男性と小学生の子ども 16組
【持ってくるもの】三角巾、エプロン、手ふき用タオル（参加人数分）

2
8月1日（土）

10:00～12:00

心と体を整える！ヨガでリフレッシュ
【講　師】山本 梓 （ヨガインストラクター、健康運動指導士）
【会　場】多目的ホール（1階）　　　【受講料】無料
【対象・定員】第1回講座に参加するご家族の女性、
　　　　　 子育て・孫育て中の女性 60名

【持ってくるもの】ヨガマットまたはバスタオル（床に敷いても大丈夫なもの）、飲み物

3
8月22日（土）

10:00～12:00

家族で学ぶ！アクティブ・ペアレンティング
【講　師】野中 利子 （アクティブ・ペアレンティング・ジャパン 代表）
【会　場】303会議室（3階）　　　【受講料】無料
【対象・定員】子育て・孫育て中の家族 70名

4

9月12日（土）

①0歳対象
　 9:30～10:15
②1歳～2歳対象
　10:25～11:20
③3歳～就学前対象 
　11:30～12:30

家族で遊ぶ！子どもの年齢や発達に合わせた遊び
【講　師】矢野 咲子 （福岡こども短期大学 こども教育学科 教授）
【会　場】多目的ホール（1階）　　　【受講料】無料
【対象・定員】子育て・孫育て中の家族と就学前の子ども
                各25組

【持ってくるもの】バスタオル（床に敷いても大丈夫なもの）、 　　
　　　　　　　　飲み物

【申込方法】 6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、男女共同参画週間（6月23日～29日）に合わせて、弁護士会主催・まどかぴあ共催で実施
している女性の権利全般に関する電話相談です。
女性に対する暴力やデートDV、別居や離婚に関する諸問題、パワハラ・マタハラなど女性の権利
全般に関する相談およびLGBTを始めとした性的マイノリティーに関するご相談に応じます。
お気軽にご相談ください。

「女性の権利110番」弁護士による臨時無料電話相談

【電話】092-586-4032
【日　時】6月24日（水）10：00～16：00
【相談料】無料
【主　催】福岡県弁護士会、日本弁護士連合会

アクティブ・ぺアレンティングとは
アドラー心理学をベースとした親教育プログラムです。親子の絆を深めつつ、子ども
の勇気・責任感・協力精神を育む「親の関わり方」を学ぶことができます。
また、子育てだけではなく、夫婦・親子・友人さらには職場の人間関係づくりにも
役に立ちます！

同一日に開催

※すべて申込先着順です　　　※第2回、第4回は運動のできる服装でお越しください



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　

モバイルサイトはこちらから
                    （ 土）10:00～19:00 
http://www.madokapialibrary.jp/
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毎週火曜日　10:30 ～20分程度
【場所】キッズルーム（3階）

ぴよぴよのへや（0歳児・妊婦対象）
6月2日・16日・30日

よちよちのへや（1～2歳児対象）
6月9日・23日

毎週土曜日　15:00 ～15:30
【場所】図書館内おはなしのへや

第3・4土曜日　10:30 ～
【場所】図書館内おはなしのへや

幼児対象　 
6月6日・20日

小学生以上対象　
6月13日・27日

0～2歳児対象
6月20日
※10:00より整理券配布・定員20組

幼児対象
6月27日

としょかんのおはなし会

おひざで
だっこ

わくわく
おはなし

会

土曜の
あさの

おはなし会

ご存知ですか？

移動図書館車「わくわく号」

10:00より整理券配布・定員30組
（妊娠中の方もぜひどうぞ！）

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

新型コロナウイルス感染拡大状況により、中止又は延期となる場合がございます。
最新情報は図書館ホームページをご確認ください。

雨が降って外で遊べないとき
は、図書館へ遊びに来ません
か？たくさんの本やお話が
皆さんをお待ちしています。

「わくわく号」は、約3,000冊を載せて、市内
27カ所のステーションを巡回している移動図書館車
です。

雨の季節です。
本が濡れないようご注意ください。
本は一度濡れてしまうと元に戻り
ません。
貸出中の本はビニール
袋 な ど に 入 れ て 持 ち
運ぶなどご協力をお願
いします。

6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

 1日
15日
29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

8日
22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

 2日
16日
30日

下大利団地
公民館 山田公民館 栄町公民館

9日 
23日 仲島公民館 畑詰公民館 巡町公園

（川久保2丁目）

木

4日
18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

11日 
25日 牛頸公民館 上大利

公民館
つつじヶ丘

公民館

金

5日 
19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

12日 
26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。

⃝ 図書館の利用者カードで本を借りることが
できます。

⃝ 氏名・現住所・生年月日を確認できる証明
書類（免許証・保険証・学生証・名札など）
があれば、利用者カードを発行できます。

⃝ わくわく号にない本もリクエストできます。
　（※ CD はわくわく号での貸し出しはできません）

新型コロナウイルス感染拡大防止の

ため、としょかんのおはなし会は当

面の間中止します。

再開時期が決まりましたらお知らせ

いたしますので、図書館ホームペー

ジをご確認ください。



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 167台（平日の短時間駐車スペース除く）、立体284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。

・ティータイムスペシャルコンサート Vol.19　開催！
・短期講座　受講生募集！
・アスカーラ子育て応援講座　受講生募集！
・移動図書館車「わくわく号」利用案内

・ティータイムスペシャルコンサート Vol.19　開催！
・短期講座　受講生募集！
・アスカーラ子育て応援講座　受講生募集！
・移動図書館車「わくわく号」利用案内
※掲載記事は５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５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。
5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
利用できます（。満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。託児
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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～

アテナアテナ VOL.VOL.288288
2020202066

P5

P4

P6

P7

※

新型コロナウイルスの感染拡大状況によっては、今後のスケジュールが変更になる場合がございます。
最新情報はホームページ等をご確認ください。ご理解とご協力をお願いいたします。

まどかぴあ休館日のお知らせ
6月3日（水）、17日（水）

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

中止
第21回弥生の里音楽祭「やよいの里の音楽づくりワークショップ
～ノムさんと一緒にふれぶんのテーマ曲を25曲つくろう～」参加者募集
講師：野村誠（作曲家・鍵盤ハーモニカ奏者・ピアニスト）

中止
第21回弥生の里音楽祭
0才からのコンサート～親子で本格クラシックデビュー～
出演：深堀聖和（ピアノ）、野上幸子（ヴァイオリン）、稲吉えりな（オーボエ）

中止 春日市ふれあい文化センター開館25周年記念×第21回弥生の里音楽祭特別企画
横山幸雄×假屋崎省吾 ピアノと花の華麗なる世界

（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

6/3（水）

～

7/8（水）

ちょ古旅♪太宰府パネル展
場所：文化ふれあい館　　電話：092-928-0800
●入場無料　●9:00～17:00

6/27（土）

男女共同参画セミナー①
ワークライフバランス～豊な人生を自らが創造するために～
講師：植村恵美
場所：男女共同参画推進センタールミナス　電話：092-925-5404
●参加無料※要電話申込　●10:00～

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

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。

延期

第十七回ちくしの寄席
【其の壱】落語の楽しみ方講座
●全席指定 一般1,000円ほか　※小学生以上入場可　●11:00

第十七回ちくしの寄席
【其の弐】立川生志 “ ふるさと応援 ” 落語会
●全席指定 一般2,500円ほか　※中学生以上入場可　●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

中止 「桂三四郎・桂三度兄弟会」
●1,500円　●18:30

8/6（木） 上方落語福岡県人隊　ミリカローデン那珂川寄席
●一般1,500円ほか　●18:30

６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 2（火）
②16（火） 選べる香りのアロマ虫除けスプレー①② 5月号

掲載

2（火）
16（火）
30（火）

おひざでだっこ ぴよぴよのへや
（0歳児・妊婦対象） P7

2（火）
～21（日）

「ビジネススキルを身につける！」
第5回～第10回

3月号
掲載

4（木）
11（木） 夏かごバッグを作ろう 5月号

掲載

5（金） 冷茶のおいしいいれ方 5月号
掲載

6（土）
20（土） わくわくおはなし会（幼児対象） P7

8（月）
プチ起業実現セミナー
①はじめての青色申告
②プチ起業について

4月号
掲載

9（火）
23（火）

おひざでだっこ よちよちのへや
（1～2歳児対象） P7

①10（水）
②16（火）

梅しごと～梅漬け・
梅シロップ作り～①②

5月号
掲載

13（土）
27（土） わくわくおはなし会（小学生以上対象） P7

15（月）
プチ起業実現セミナー
③自分の強みを生かした
　アイディアづくりなど

4月号
掲載

18（木）
25（木） 読み聞かせボランティア入門講座 5月号

掲載

20（土） 土曜のあさのおはなし会
（0～2歳児対象） P7

24（水） 女性の権利110番 P6

27（土） 土曜のあさのおはなし会
（幼児対象） P7

６月のチケット情報・募集申込情報
日付 イベント ページ

1（月） アスカーラ子育て応援講座　受付開始 P6

10（水） 短期講座　受付開始 Ｐ5

16（火） おとなの楽校（１時間目）　一般発売 Ｐ2

23（火）
ティータイムスペシャルコンサート Vol.19
グランド会員発売
※ WEB 会員は29日（月）～

P4

30（火） ティータイムスペシャルコンサート Vol.19
一般発売 P4

延期

中止

中止

中止

中止

中止

中止

中止

中止

中止

中止

中止

中止

中止


