
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。

・劇団飛行船『3びきのこぶた／ノンタン みんなであそぼう！』　チケット発売開始！
・短期講座　受講生募集！
・アスカーラ「男女共同参画」小中学生図画ポスター・標語コンクール　作品募集！
・第25回まどかぴあ読書感想画コンクール作品募集

・劇団飛行船『3びきのこぶた／ノンタン みんなであそぼう！』　チケット発売開始！
・短期講座　受講生募集！
・アスカーラ「男女共同参画」小中学生図画ポスター・標語コンクール　作品募集！
・第25回まどかぴあ読書感想画コンクール作品募集
※掲載記事は７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７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。
7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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※

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
8月5日（水）、19日（水）

カルトナージュ 写　　経

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

大人のための
フラワーアレンジメント

小さな水彩画



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［受付時間］10:00～21:00

※発売日は下記の専用ダイヤルにおかけください。
文化芸術振興
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職員募集

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）

大野城まどかぴあ 検　索

まどかぴあホームページ
http://www.madokapia.or.jp/

お問い合わせ
申込先

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。

10月から始まる定期講座（6ヵ月間）の受講生を募集します。
10月開講　定期講座（6ヵ月間） 受講生募集スタート！

　おことわり

申込期限 申込方法 注意事項

8月20日（木）必着
申込者が募集人数を超えた場合は抽
選になります。8月28日（金）以
降、定員に空きのある講座は電話・
窓口にて先着順受付となります。

指定の申込用紙に必要事項をご記
入のうえ、ハガキ・ＦＡＸ・窓口
にてご提出ください。
※申込用紙は「受講生募集」・ホームペー
ジに掲載中です。

新型コロナウイルス感染拡大の影響により、4月開講前期6ヵ月間講座を長期間休講したため、
今回の後期6ヵ月間講座は前期講座受講生を優先して受付けいたします。

抽選結果は、全員に通知します。 
申込者が一定数に満たない場合は、 
講座を中止することがあります。
詳しくは「受講生募集」または
ホームページをご覧ください。

当館では、ご来館の皆さまに安心してご利用いただけるよう、
衛生管理の強化と以下の感染防止策を実施しています。
■感染防止策
・館内にアルコール手指消毒液を配置
・通常清掃に加え、カウンターや手すり等は除菌を実施
・カウンターに飛沫感染防止幕等の設置
・出入口や窓を開放し換気を実施、ホール棟や窓のない部屋は
各種法令に基づいて外気を取り入れた機械式空気調和設備に
よる換気を実施
・ソーシャルディスタンス（一定の距離）の確保
■お客様へのお願い
・ご来館の際、マスク着用、咳エチケットや手洗い、手指消毒
等のご協力をお願いいたします。
・発熱（目安：37.5度以上）や体調が優れない方は、ご来館
をお控えください。
・感染拡大している国へ14日以内に訪問した方、高齢や基礎
疾患をお持ちで感染リスクを心配される方は、ご来館をお控
えください。

皆さまのご協力とご理解のほど、よろしくお願いいたします。

まどかぴあの新型コロナウイルス感染防止策について
登録を希望される方は、所定の用紙に記入のうえ、
持参または郵送してください。
所定の用紙はホームページからダウンロードでき
ます。

臨時職員登録受付中

【時　間】14:00開演 /13:30開場
【会　場】
【授業料】500円（当日800円）　※未就学児入場不可

チケット
取扱い

●まどかぴあ
　総合案内大ホール（1階）全席指定

チケット発売日（2時間目のみ）
一般　8月6日（木）

10：00～

まどかぴあ 市民大学　おとなの楽校
2時間目 9月12日（土）「アンちゃんからみるニッポン」

講師 アン・クレシーニ（北九州市立大学准教授）

託児

託児：9/4（金）
　　　17:00が
　　　締切です車イス

和製英語の研究や、コメンテーターとして幅広い分野で活躍中の“アンちゃん”こと
アン・クレシーニ氏が、外国人ならではの視点から日本の魅力や多文化理解について
お話しします。

※本年度のおとなの楽校は、鑑賞引換券・特別クーポンを利用できません。
※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）

※3・４時間目のチケット発売日は決まり次第お知らせします。
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絵本などでお馴染みの２作品のミュージカル公演をお届けします。
まるで動く絵本のような着ぐるみ人形劇をご家族そろってお楽しみください。

　（例）2、4番を購入の場合
　　　このようにご利用いただけます。
　　　（1、5番は利用不可）

●座席の利用について
　一席ずつ間隔をあけて販売しますが、　ご購入席の間であれば詰めてお座りいただけます。
　他のお客様との席の間隔は必ずあけてください。

『3びきのこぶた／ノンタン みんなであそぼう！』
劇団飛行船マスクプレイミュージカル

【時間】午前の部　11:00開演／10:30開場　　　午後の部　14:00開演／13:30開場
　　　●上演時間：1時間15分（予定）※休憩あり
【会場】大ホール（1階）　全席指定／各回定員180名程度
　　　※密接を防ぐため、一組ずつ間隔をあけてお座りいただきます。
【料金】一般1,500円（グランド会員：1,300円）
　　　団体1,400円（前売のみ）

チケット発売日
グランド会員　7月31日（金）
W E B 会 員　8月 6日（木）
一 般　8月 7日（金）

各日とも10：00～

●まどかぴあ総合案内（受付時間　9:00～21:00）
●まどかぴあホームページ
※�インターネット予約は、事前に WEB 会員（無料）への登録が
必要です。
※�8月7日（金）0:00～9:59の間は、システムメンテナンスの
ため予約・購入できません。

チケット
取扱い

PLAY

９月20日
（日）

※各券当日300円増
※3歳以上有料。ただし2歳以下のお子様でも座席を利用される場合はチケットが必要となります。
※団体料金は保育園、幼稚園、育児サークルなどの団体が対象。詳しくはお問い合わせください。

※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。
（チケット引き換えは発売日翌日から）

大野城まどかぴあ初代館長の池田満
ま す お

寿夫（1934－1997）は、東京国際版画
ビエンナーレやヴェネツィア・ビエンナーレなど、国内外で数多くの賞を受賞した
日本を代表する芸術家です。
本展覧会では、当館が所蔵する池田満寿夫の版画作品から約30点を展示します。

池田満寿夫コレクション展2020

入場
無料

【日程】9月30日（水）～10月12日（月）　※休館日：10月7日（水）
【時間】10：00～ 17：00（最終日のみ15：00まで）
【会場】多目的ホール（1階）
　　　※密接を防ぐため、入場人数を制限します。

©Sachiko�KIYONO�　偕成社

「Something.1」

4ページ掲載「ご来場のお客様へのお願い」を必ずご確認ください。

１　２　３　４　５

１　２　３　４　５

●座席の利用について
　一席ずつ間隔をあけて販売しますが、
　ご購入席の間であれば詰めてお座りいただけます。
　他のお客様との席の間隔は必ずあけてください。

このようにご利用いただけます。
（１、５番は利用不可）

↓



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

8月13日（木）、14日（金）、15日（土）の窓口受付は、
9:00～17:00（入金手続き9:00～16:00）とさせていただきます。

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8月号

生涯学習センター

アテナ　2020年8月号

4月に出演を予定していた弦楽器のデュオによるコンサートです。

ご来場のお客様へのお願い〈新型コロナウイルス感染拡大防止のために〉
・ご来場の際は、マスク着用（３歳以上）、咳エチケットや手洗いをお願いします。
　マスクを着用されていない場合、ご入場をお断りさせていただきます。
・発熱（目安：37.5度以上）や体調が優れない方は、ご来場をお控えください。開催当日、検温を行う場合があります。
・�感染拡大している国へ14日以内に訪問した方、高齢や基礎疾患をお持ちで感染リスクを心配される方は、ご来場をお控えください。
・万一、感染が発生した場合に備え、来場者名・連絡先等をお知らせいただきます。
・入場に時間を要する場合がございますので、時間に余裕を持ってご来場ください。

令和2年度のテーマ　「世界の音楽」
世界の国々にゆかりのある音楽や作曲家などを中心としたプログラムでお届けします。
音楽で世界をめぐるひとときをお楽しみください。

8月27日
（木）

【出演】中村�充
みつる

（チェロ）、伊藤�珠
じゅ

里
り

（コントラバス）
【時間】12：15～ 12：45
【会場】多目的ホール（1階）入場無料／定員80名程度
　　　※当日11：30より、1階ギャラリーモールにて入場整理券を配布いたします。

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

中村�充
（チェロ）

伊藤�珠里
（コントラバス）

協賛：安東歯科医院、株式会社東洋ナビックス、1st.hair

シネマランド
【会         場】大ホール（1階）全席自由／各回定員180名程度
【施設利用券】1枚300円・4枚回数券1,000円　　　　　　　  
　　　　　　　  ※事前予約不可。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

どなたでもお楽しみいただけるよう、一部の回で吹替えや字幕付きで上映いたします。作品の都合上できない場合もございます。予めご了承ください。

車イス

■客席について
・密接を防ぐため、人数を制限し、間隔をあけてお座りいただきます。
・大ホール客席は飲食禁止です。

■施設利用券について
・施設利用券は、年齢にかかわらず１人につき１枚必要です（未就学児入場不可）。
・満席の場合は、施設利用券をお持ちの方でもご入場いただけません（各回定員100名程度）。
・有効期限が2020年3月～2021年2月までの施設利用券をお持ちの方は、有効期限を2021年3月まで
延長いたします（2020年３月、6月、7月中止のため）。

（各回30分前開場）

【時間】

CINEMA

（日）（日）

©2019「いのちスケッチ」製作委員会

福岡県大牟田市に実在する動物園を舞台にした、若者の挫折と
成長の物語。漫画家になる夢を断念し、東京から故郷の福岡に
帰ってきた田中亮太は、地元の動物園でアルバイトを始める。
そこは、動物の健康と幸せを第一に考える、世界でも珍しい「動
物福祉」に力を入れる動物園だったが、予算縮小で園の運営は
危機的状況におかれていた。亮太は、園の取り組みを自らの絵
で伝えるため、もう一度漫画を描くことを決意する。

2019年/日本/100分
「いのちスケッチ」９月13日

監督：瀬木 直貴（『恋のしずく』）
出演：佐藤 寛太、藤本 泉、武田 鉄矢、渡辺 美佐子、浅田 美代子 ほか

①10:00～11:40
②15:00～16:40

（各回30分前開場）

【時間】①10:00～11:39
②15:00～16:39

CINEMA

（土）

Packaging Design ©2018 Universal Studios. All Rights Reserved.

まだ文明が発達していない原始時代。洞窟に住むクルード一家は、
父グラグの「外の世界に出てはいけない」という教えを守り、ほと
んど外には出ずに暮らしていた。ところがある日、天変地異が
起こって洞窟が崩壊！家を失った彼らは、新たな居場所を見つ
けるため、初めて外の世界へ出ることに。未知なる世界に踏み
出した原始人家族の驚きと不思議に満ちた冒険が始まった！

2013年/アメリカ/99分/各回日本語吹替版

「クルードさんちの
　はじめての冒険」８月８日

監督：クリス・サンダース、カーク・デミッコ
出演：朴璐美、てらそままさき、さとうあい、野沢雅子、小野大輔 ほか

※10時の回のみ、日本語字幕を付けて上映。

※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.285



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

8月13日（木）、14日（金）、15日（土）の窓口受付は、
9:00～17:00（入金手続き9:00～16:00）とさせていただきます。

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　2020年8月号

短期講座 8月6日（木）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。

例年9月に開催しておりました定期講座（前期6ヵ月間）発表会は、新型コロナウイルス感染拡大防止の
ため中止とさせていただきます。ご理解、ご了承いただきますようお願い申し上げます。

※イメージ

※作品例

※イメージ
※イメージ

※イメージ

定期講座（前期6ヵ月間）発表会　中止のお知らせ

はじめてのプログラミング教室

アマビエ博多人形の絵付け体験

背骨コンディショニング①②

スマホ講座①②

秋の行楽弁当

【日　程】8月29日、9月5・12日（土）（全3回）
【時　間】13:30～ 15:30
【定　員】18名� � 【対　象】小学2～6年生
【受講料】2,700円� 【教材費】300円
【講　師】宮本�恭子

【日　程】9月14日（月）
【時　間】10:00～ 12:00
【定　員】24名� � 【受講料】1,100円
【材料費】1,400円
【講　師】梶原�正二（博多人形�伝統工芸士�白彫会会員）

【日　程】①9月25日、10月9日（金）
　　　　②9月30日、10月14日（水）
【時　間】19:00～ 21:00
【定　員】各12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】9月4・11・18・25日（金）（全4回）
【時　間】①10:00～ 12:00
　　　　②13:30～ 15:30
【定　員】各20名� � 【受講料】各3,600円
【講　師】置鮎�正則

【日　程】9月24日（木）
【時　間】10:30～ 13:30
【定　員】15名� � 【受講料】1,200円
【材料費】1,700円
【講　師】松尾�麻衣子（旬菜料理教室�La�Felice 主宰）

今年度から小学校でもパソコ
ンのプログラミングが必修化
されます。楽しくチャレンジ
してみませんか。

疫病をはらうとされる伝説の妖
怪「アマビエ」。その素焼きの博
多人形に自分で好きな色を選ん
で色付けをします。伝統工芸に
触れる貴重な機会です。願いを
込めてアマビエを作りませんか。

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、内臓の不調など。
どなたでも参加できます。
※医療を目的とした行為ではありません。

①スマホ超初心者講座
スマホを買ったけど、うまく使えないという
「超初心者」の方におすすめです。

秋の食材を使って美味しい行楽弁当を作りませ
んか。味・見た目・栄養バランスのポイントや
下準備の仕方、美味しそうに見える詰め方のコ
ツなども丁寧にお伝えします。

＜メニュー＞
・レンコン入りミートローフ　・いろいろきのこのソテー
・エビと秋ナスのチリソース　・だし巻き玉子
・サツマイモご飯

※材料の都合で内容を変更する場合があります。

②スマホ活用講座
スマホを活用して
楽しみたいという
方向けの講座です。



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　
8月13日（木）、14日（金）は、9:00～17:00とさせていただきます。

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

　来館の際はマスク着用等のご協力をお願いします。

女性のための起業支援セミナー 「プチ起業実現セミナー～夢をステップアップ～」
自己資金で始められる「プチ起業」に焦点を
絞って知識や情報を学ぶ、子育て中の人にも
オススメのセミナーです。「プチ起業を始め
てみたい！」「興味はあるけれど、何から始
めたらいいの？」というみなさん、ぜひこの
機会にヒントを見つけに来ませんか。

※各日、12:00～13:00は昼休憩です。�　※時間割は予定です。

日程・会場 時　間 内　容

1
日
目

10月5日（月）
303会議室（3階）

10:00～12:00
①公開講座

「はじめての青色確定申告」

13:00～14:30 ②プチ起業について

2
日
目

10月12日（月）
303会議室（3階）

10:00～14:30

③�自分の強みを生かした
アイディアづくり
どんな事業が成功する？

営業・PR�等

3
日
目

　令和3年
2月6日（土）

303会議室（3階）
10:00～12:00 ④交流会

【講　師】①博多税務署職員（特別記帳指導官）
　　　　②～④松永�幸子（合同会社ハロー�代表）
【対　象】①どなたでも受講可能
　　　　�②～④起業を考えている女性、起業

して間もない女性
【受講料】①は無料公開講座
　　　　②～④通して500円
【定　員】①は40名（申込先着順）
　　　　②～④は30名（申込先着順）　

【申込方法】8月3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
【申込期限】9月28日（月）まで

後援：大野城市、大野城市教育委員会

※表彰式と入賞作品の展示は、令和3年2月～3月に開催予定です。
※応募作品の著作権など一切の権利は主催者に帰属するものとします。
※詳しくは、ホームページをご覧になるか男女平等推進センターまでお問い合わせください。

市長賞（令和元年度 図画ポスターの部）

市長賞（令和元年度 標語の部）

これからの社会を担う小中学生から男女共同参画に関する図画ポスターと標語を募集します。
自信がある人も、そうでない人も、みんなでチャレンジしてみよう！ 

アスカーラ「男女共同参画」小中学生図画ポスター・標語コンクール

【対　　象】大野城市在住の小学生、中学生
【応募点数】図画ポスター、標語　どちらも1人1点まで（両部門への応募可能）
【応募期限】9月25日（金）まで
【応募規定】図画ポスターの部…①用紙は四つ切または八つ切サイズの画用紙
　　　　　　　　　　　　　　　②画材は自由　　③専用の応募票を添付
　　　　　　標語の部…専用の応募用紙
　　　　　　※画用紙、応募票、応募用紙は男女平等推進センター等で配布中
【提 出 先】公立学校の小中学生…在学の小中学校
　　　　　　その他の小中学生…男女平等推進センターまで持参または郵送
　　　　　　　　　　　　　　　　※郵送先…〒816-0934　大野城市曙町2丁目3番1号
【表　　彰】大野城市長賞…各1点（賞状・3,000円相当の図書カード）
　　　　　　大野城市教育委員会教育長賞…各1点（賞状・3,000円相当の図書カード）
　　　　　　男女平等推進センター所長賞…各1点（賞状・3,000円相当の図書カード）
　　　　　　アスカーラ賞…各5点（賞状・2,000円相当の図書カード）
　　　　　　佳作…各15点（賞状・1,000円相当の図書カード）
　　　　　　学校賞…全体で1校（賞状あり）

画用紙
お渡しします
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（金）10:00～20:00　
8月13日（木）、14日（金）は、9:00～17:00とさせていただきます。

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

　来館の際はマスク着用等のご協力をお願いします。

移動図書館「わくわく号」
巡回日程表

あなたの出会った本の世界はどんなものですか？これまでに本を
読んで想像した世界を絵にしてみませんか？たくさんのご応募
をお待ちしております。

８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

 24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

3日
17日
31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

 11日
25日

下大利団地
公民館 山田公民館 栄町公民館

4日 
18日 仲島公民館 畑詰公民館 巡町公園

（川久保2丁目）

木

13日
27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

6日
20日 牛頸公民館 上大利

公民館
つつじヶ丘

公民館

金

14日
28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

7日
21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。

としょかんのおはなし会

図書特別整理に伴う
休館のお知らせ

第25回まどかぴあ
読書感想画コンクール

期間：9月16日（水）～9月23日（水）

上記期間中、図書特別整理のため、図書館と移動
図書館わくわく号は休館いたします。
詳しくはアテナ9月号をご確認ください。

現在、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中止しています。
再開の時期についてはホームページ等でお知らせ
いたします。

楽しみに待ってくれているみなさん、
ごめんなさい。
図書館のホームぺージではお家で楽しめる
サイトや工作を紹介しています。ぜひ見て
みてください。

【応募資格】�市内外を問わず。
　　　　　幼児（年中・年長にあたる年齢）～小学生まで
【題　　材】自由（ただし、教材・紙芝居は不可）
【応募点数】1人1点
【募集部門】幼児（年中・年長にあたる年齢）の部
　　　　　小学校低学年（1～3年生）の部
　　　　　小学校高学年（4～6年生）の部
【応募規定】①用　紙…�画用紙［36cm ×25cm（B4サイズ）以上、

55cm×40cm（四つ切サイズ）以下］
　　　　　　　　　　※規格外は審査の対象外とします。
　　　　　②画　材…�クレヨン・パステル・水彩・油絵の具など自由
　　　　　　　　　　�（版画、はりえ、異素材のはりつけ、色画用紙は不可）
　　　　　③応募票…�作品の上下に合わせて裏面右上に所定の応募

票を貼り、読んだ本のどんな場面を描いたの
か簡潔に記入する。

※�作品は返却します。各自（団体応募の場合は代表者）図書館で受け取り、
または郵送で返却（着払い）します。
※入賞作品の著作権は主催者側に帰属します。
【応募方法】所定の応募票に記入し、持参または郵送
　　　　　※名前は漢字で記入し、フリガナをつけてください。
　　　　　※�団体での応募の場合、所定の名簿に記入し、作品は名簿順に

並べて提出してください。
　　　　　※応募規定・応募方法に沿わないものは受付できません。
　　　　　※応募票は図書館等で配布中。（図書館ＨＰからのダウンロードも可能）

【応募期間】9月1日（火）～10月16日（金）　※当日消印有効
【提　　出】〒816－0934　福岡県大野城市曙町2丁目3番1号
　　　　　　大野城まどかぴあ図書館
　　　　　　「読書感想画コンクール」応募係
　　　　　　持参または郵送
【審 査 員】津田�三朗（彫刻家）／安河内�俊明（画家）
【発　　表】本人または学校宛てに通知
　　　　　アテナ令和3年2月号に掲載
【表　　彰】最優秀賞…全応募作品から1点
　　　　　　　　　　（賞状・5,000円相当の図書カード）
　　　　　優 秀 賞…各部門から2点ずつ
　　　　　　　　　　（賞状・3,000円相当の図書カード）
　　　　　優 良 賞…各部門から3点ずつ
　　　　　　　　　　（賞状・2,000円相当の図書カード）
　　　　　奨 励 賞…全応募作品から該当作品
　　　　　　　　　　（賞状）

※表彰式は令和3年1月下旬予定。
　最優秀賞に選ばれた作品を次回の募集ポスターに掲載します。

【展示期間】令和3年1月下旬頃予定
【展示場所】ギャラリーモール（1階）



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。

・劇団飛行船『3びきのこぶた／ノンタン みんなであそぼう！』　チケット発売開始！
・短期講座　受講生募集！
・アスカーラ「男女共同参画」小中学生図画ポスター・標語コンクール　作品募集！
・第25回まどかぴあ読書感想画コンクール作品募集

・劇団飛行船『3びきのこぶた／ノンタン みんなであそぼう！』　チケット発売開始！
・短期講座　受講生募集！
・アスカーラ「男女共同参画」小中学生図画ポスター・標語コンクール　作品募集！
・第25回まどかぴあ読書感想画コンクール作品募集
※掲載記事は７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７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。
7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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※

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
8月5日（水）、19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

8/29（土）

ふれぶんシネマ倶楽部　「真実」
監督：是枝裕和　出演：カトリーヌ・ドヌーブ、ジュリエット・ビノシュ 他
場所：スプリングホール（入場制限あり）
●施設利用料1枚300円　※要電話予約　●①10:00 ②14:00 ③17:30
※①③字幕スーパー版／②日本語吹替版

随時募集 ふれあい文化サークル 受講生募集
※詳しくはお問い合わせください

（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

8/8（土）
～11/3
（火・祝）

まるごと太宰府歴史展2020
場所：文化ふれあい館　　電話：092-928-0800
●入場無料　●9:00～17:00　※毎週月曜休館（祝日開館翌平日休館）

募集中

夏の子ども講座　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「夏の子ども講座」
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。
場所：いきいき情報センター
電話：092-928-5000（9:00～21:30）　※毎月最終水曜休館

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

8/22（土）

音楽の楽しみ方講座 vol.1
筑紫野で感じるアジアの風 ～チェロとコントラバスの響き～
出演：中川幸尚（チェロ）、森田良平（コントラバス・ナビゲーター）
場所：多目的ホール（50席限定）
●全席指定 一般1,000円ほか　※小学生から入場できます　●14:00

10/10（土）

音楽の楽しみ方講座 vol.2
麗しきプリマが奏でるアルパとコントラバスの世界
出演：小林知加（アルパ）、伊藤珠里（コントラバス）、藤田道久（ピアノ）、大倉安幸（お話）
場所：多目的ホール（50席限定）
●全席指定 一般1,000円ほか　※小学生から入場できます　●14:00

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

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

10/10（土）
ミリカシアター「イエスタデイ」
●前売300円ほか　●①10:00 ②13:00 ③16:00
※上映時間別販売、4歳以上有料　※日本語字幕版

随時
ミリカ倶楽部 会員募集中
入会するとお得なサービスを受けることができます。
入会金や会費はかかりません。ぜひ、この機会に入会しませんか。

８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（土）

子どもと作ろう！
元気もりもり朝ごはん

6月号
掲載

心と体を整える！
ヨガでリフレッシュ

6月号
掲載

8（土）

シネマランド
「クルードさんちのはじめての冒険」 P4

まどかぴあぐるっと探検ツアー 7月号
掲載

18（火） 主夫と文学賞と私
～大野城市のスゴイ人発見！～

7月号
掲載

22（土） 家族で学ぶ！
アクティブ・ぺアレンティング

6月号
掲載

24（月）
～9/7（月） 実践！ JW-CAD初級講座 7月号

掲載

27（木） ティータイムコンサートVol.285 P4

29（土）
9/ 5（土）
12（土）

はじめてのプログラミング教室 P5

８月のチケット情報・募集申込情報
日付 イベント ページ

3（月） プチ起業実現セミナー　受付開始 P6

6（木）

おとなの楽校（2時間目）　一般発売 Ｐ2

短期講座　受付開始 Ｐ5

7（金）
マスクプレイミュージカル　一般発売
※グランド会員は7/31（金）～
　WEB会員は8/6（木）～

Ｐ3

～20（木） 10月開講　定期講座（6ヵ月講座）
申込必着 Ｐ2

31（月） 語りの入門講座　受付開始 9月号
掲載予定


