
ぜひご入会ください！

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。

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。
3月10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。なお、1週間前が土日祝・
　休館日にあたる場合は直前の平日17時までにお申し込みください。託児

8アテナ　2021年4月号

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.VOL.VOL.298298298298
2021202120212021４４４４

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。

※

※掲載記事は3月10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）

まどかぴあ休館日のお知らせ
4月7日（水）、21日（水）

ご来館の皆様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。
ご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。
■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
・適切な距離の確保
・�密集を避けるため、チケット発売初日はまど
かぴあ総合案内での窓口販売は行いません。

■お客様へのお願い
・�ご来館の際は、マスクの着用をお願いします。
　マスクを着用されていない方の入場をお断りする場合があります。
・�咳エチケットや手洗い、手指消毒等のご協力をお願いします。
・�37.5度以上の発熱や体調が優れない方は、ご来館をお控えください。
イベントや講座等開催時に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、ご来館をお控えください。
・�万が一、感染が発生した場合に備え、連絡先等の提出をお願いする
場合があります。
・接触確認アプリ「COCOA」のインストールにご協力ください。

まどかぴあの新型コロナウイルス感染防止策について



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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令和３年度　上半期ラインナップ
文化芸術振興

期　日 イベント

5/16（日） 劇場って楽しい !! 2021 in 大野城まどかぴあ

5/30（日） 音のわコンサート Vol.1

7/25（日） 大野城和太鼓フェスティバル2021

8/1（日） ファミリー向け公演（予定）

8/22（日） 大野城市民劇団迷子座定期公演

8月 子どもダンスワークショップ（予定）

毎月1回 シネマランド

隔月開催 ティータイムコンサート

生涯学習センター
開催月 イベント

4 月

・はじめてのクレイアート
・水引アート　・手彫り講座①②
・なかよし家族のベビーマッサージ
・フランスケーキを作ろう①②

5 月

・スマホ入門
・エクセル実践・中級（夜）
・はじめてのハープレッスン①②
・かぎ針編みのミニストール
・美味しいコーヒーの淹れ方
・骨盤ゆがみ調整ヨガ

6 月

・茶懐石①②
・選べる香りのアロマ虫除けスプレー
・梅しごと～梅漬けと梅干し・しその活用法～①②
・はじめてさんのエコバッグ作り
・お休み前のストレッチ
・美味しい冷茶の入れ方

7 月

・かごポシェット作り　・正しい歩き方
・簡単に作るエスニック料理①②
・楽しく話そう！　・レジンで作るバッグチャーム
・版画入門～銅版画ドライポイント～

図書館
期　日 イベント

4/17（土）

～

5/9（日）
第15回図書館子どもまつり～子ども読書の日記念事業～

7/24（土） わくわくおはなし会 夏休みスペシャル「夜ばなし」

7/31（土） 紙のどうぶつえん 夏休み教室

8/22（日） 第42回 親子読書会

管理課
期　日 イベント

7/17（土） おとなの楽校１時間目

8月 バックステージツアー

9/4（土） おとなの楽校２時間目

男女平等推進センター
期　日 イベント

5/15（土）
男女共同参画条例制定記念講演会

もっと前へ！のびのびと！
男女共同参画社会づくりに向けて

6/4（金）～
7/2（金） 再就職チャレンジ講座

６/26（土）
10/23（土） 女性のための起業支援セミナー

7月（予定） アスカーラおでかけ教室

7月 託児サポーター養成講座

7/31（土） アスカーラ夏まつり

8月～9月
アスカーラ子育て応援講座

スキルアップ講座（仮）

8月～11月 大野城市男女共生講座

9月 情報サポーター養成講座

令和4年5月上旬から令和5年1月中旬にかけて、特定天井耐震化工事を行います。期間中は、大ホールの利用ができませ
ん。ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

特定天井耐震化工事のお知らせ

※日程および内容などは変更になる場合があります。

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。
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ⓒTMS

パンダコパンダ

©小林賢太郎 /シグナル・エムディ
/トゥインクル・コーポレーション

カラフル忍者いろまき

劇場って楽しい !! 2021 in 大野城まどかぴあ
MOVIE

５月16日
（日）

大阪にある国際障害者交流センター�ビッグ・アイ発、知的・発達障がい児
（者）に向けての劇場体験プログラム「劇場って楽しい !!」を福岡で初開催！
音の大きさや照明の明暗、鑑賞者としてのルールやマナーの解説の後、日
本語字幕付き映画2作品を上映します。
安心してご来場いただける鑑賞サポートも付いています。
まどかぴあで、はじめの一歩を踏み出してみませんか。

チケット購入は、「まどかぴあWEBサービス」が便利です
1画面を見ながら座席を選べます（公演による）
2クレジット払い、コンビニエンスストア（セブンイレブン、ファミリーマート）払いを選べます
3チケットはコンビニで発券可能、クレジット払いなら公演当日の受取もＯＫ！
　※手数料は購入時にご確認ください　※利用にはWEB会員の登録が必要です。
　　https://p-ticket.jp/madokapia/

●上映作品
　「パンダコパンダ」（1972年 /35分）� � 原案・脚本・画面設定：宮崎�駿　　演出：高畑�勲
　「カラフル忍者いろまき」（2016年 /31分）� 監督・脚本：小林�賢太郎

●鑑賞サポート
　�自由席、車椅子席、音量（小さめ）、場内の明るさ（明）、イヤーマフの貸出（先着5台）、手話通訳※映画本編を除く、字幕、看護師

【時　　間】14:00�開演（13:30�開場）/15:25終演予定� 【会　　場】大ホール（1階）全席自由
【定　　員】100名（要申込 /先着順）� � � 【対　　象】知的・発達障がい児（者）、支援者
【料　　金】一人500円（当日払い /13:00受付開始）　※4歳以上有料　※友の会先行発売・割引は対象外
【申込方法】チラシ裏面の申込用紙に必要事項を記入のうえ、下記のいずれかで申込みください。
　　　　　チラシはホームページからダウンロードできます。
　　　　　①まどかぴあ総合案内窓口、②メール（madokapia_event@bb.csf.ne.jp）、
　　　　　③郵送（8ページ記載住所、「劇場って楽しい !!」係宛）、④ FAX（092-586-4021）

【申込締切】4月28日（水）必着　※定員に達し次第、受付終了

共催：大野城市、大野城市教育委員会、大野城市社会福祉協議会

後援：福岡県、福岡県発達障がい者（児）支援センター（福岡地域）Life、FACT（福岡県障がい者芸術文化活動支援センター）

主催事業のチケット先行発売や特別料金などお得な特典があります。皆様の入会、お待ちしています。

WEB 会員も随時募集中！※年会費無料

先行発売（グランド会員先行後に実施）やイベント情報等のメール配信あり。

※グランド会員は年度ごとの入会になります。

2021年度大野城まどかぴあ友の会　グランド会員募集中！

会 員 期 間 入会日～令和4年3月31日
年 会 費 1,500円

特 典
・チケット先行発売� ・会員特別料金�� ・会員優待イベント
・公演情報送付�� ・喫茶割引� � ・購入実績に応じた特典

入 会 方 法 まどかぴあ総合案内窓口、まどかぴあWEBサービス、ゆうちょ銀行払い込み



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　2021年４月号

生涯学習センター

アテナ　2021年４月号

大野城まどかぴあWEBサービス（https://p-ticket.jp/madokapia）

オカリナの穏やかな音色を聴きながら、午後のひとときをお過ごし
ください。

４月28日
（水）

【出演】和田�名保子（オカリナ・ケーナ）、永井�尚子（ピアノ）
【時間】12：15～ 12：45
【会場】多目的ホール（1階）入場無料 /入場制限あり
　　　※当日11：50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

ティータイムコンサート Vol.293

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/入場制限あり
【施設利用券】1枚300円

※事前予約不可。有効期限1年間。
※未就学児入場不可（ファミリーシネマをのぞく）。

【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。

※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。

■客席について
・人数を制限し、間隔をあけてお座りいただきます。

■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。
・4枚回数券の販売は2021年3月末をもって終了しました。購入済みの回数券は有効期限までご使用いただけます。

のどかで小さな山村へ突然やってきたゾンビ映画の
撮影隊。ひょんなことから撮影を手伝うことになった
木こりの克彦は、スタッフや現場をまとめきれない気
弱な新人監督の幸一に振り回されるが、ふたりの交
流はやがて、村と撮影隊の奇妙なコラボレーション
を生み出していく。

CINEMA

（土）（土）

©2011「キツツキと雨」製作委員会

2011年/日本/129分

４月10日

CINEMA

（土）（土）
５月８日

①10:00～12:09（日本語字幕付）  
②15:00～17:09

（各回30分前開場）【時間】 監督：沖田 修一（『南極料理人』） 
出演：役所 広司、小栗 旬、高良 健吾 ほか

「キツツキと雨」

隣に住む大学生に恋する14歳の少女つばめは、父と
育ての母の間に子どもが出来ることで、複雑な思い
を抱えていた。ある夜、唯一の憩いの場である書道教
室の屋上でひとり過ごしていたつばめの前に、キック
ボードで星空を舞う派手な装いの老婆が現れる。

© 2020『宇宙でいちばんあかるい屋根』製作委員会

2020年/日本/115分

①10:00～11:55（日本語字幕付）  
②15:00～16:55

（各回30分前開場）【時間】 監督：藤井 道人（『新聞記者』）
出演：清原 果耶、桃井 かおり、吉岡 秀隆 ほか

「宇宙でいちばん
　あかるい屋根」

「心がスッキリする映画」ぐるぐる
シネマ企画

まどかぴあのボランティア、サポーターバンク「ぐるぐる」メンバーが選んだ候補
作品から、1月シネマランド来場者等による投票で上映作品を決定しました。

※大ホールの改修工事に伴い、
2022年5月～2023年1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。

車イス

令和3年度のテーマ　「世界の音楽・２周目」
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。
音楽で世界を感じてください。

次回の予定
Vol.294　6月24日（木）

※�今年度より隔月開催になります。



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）9:00～20:00 文化芸術振興課 開館時間／（月～金）9:00～17:00
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大野城まどかぴあWEBサービス（https://p-ticket.jp/madokapia）

短期講座 4月14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。

はじめてのハープレッスン①②

スマホ入門

美味しいコーヒーの淹れ方かぎ針編みのミニストール

エクセル実践・中級（夜）

【日　程】5月15・22・29日、6月5日（土）（全4回）
【時　間】①10:00～ 11:00　②11:10～ 12:10
【定　員】各6名� � 【受講料】各4,800円
【楽器レンタル料】各900円 /回
【講　師】永田�育代（ハーピスト）

【日　程】5月10・17・24・31日（月）（全4回）
【時　間】10:00～ 12:00
【定　員】16名
【受講料】4,400円
【講　師】置鮎�正則　

【日　程】5月20・27日（木）（全２回）
【時　間】10:00～ 12:00
【定　員】16名� � 【受講料】2,200円
【材料費】1,000円
【講　師】山中�勇輝（Co.Ro.Ru.COFFEEオーナー）

【日　程】5月17・24日（月）（全2回）
【時　間】10:00～ 12:00
【定　員】14名� � 【受講料】2,400円
【材料費】1,800円
【講　師】波見�京子（手編み教室あむーと主宰）

【日　程】5月11・18・25日、6月1・8・15日（火）（全6回）
【時　間】19:00～ 21:00　※自習時間18：00～（2回目から）
【定　員】18名� � 【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】㈲アキラ企画

【日　程】①5月14日（金）　②5月17日（月）
【時　間】10:00～ 11:30
【定　員】各12名
【受講料】各1,200円
【講　師】平山�久美子（ヨガインストラクター）

持ち運びできる小型のハープを
弾いてみませんか。膝に乗せて
弾く15弦のサウルハープなの
で、手軽に始められます。オル
ゴールのような美しい音色を楽
しみましょう。

スマホは便利だけどなか
なか使いこなせない…そ
んな方のために、スマホ
の基本から便利な活用法
までを分かりやすく丁寧
にお伝えします。

毎回人気の高いコーヒーの2
回講座です。ハンドドリッ
プで美味しく淹れるコツ、
コーヒーのなぜを解決しま
しょう！

かぎ針を使って、サマー
ヤーンのミニストールを
編んでみませんか。編み
物が初めての方でも大丈
夫。基本から丁寧に教え
ます。

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。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。
※パソコンは持ち込みください。（貸出も可能です）

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。男性のご参加もお待
ちしてます。

※イメージ

※イメージ

※イメージ
※イメージ

※イメージ

骨盤ゆがみ調整ヨガ①②

4月29日（木・祝）、30日（金）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。



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　

再就職チャレンジ講座　～なりたい自分をめざして 本気で挑戦！～
再就職や起業に必要となるパソコンスキル講座を開催します。パソコンが不安な方や忘れた方も大丈夫！
講師が優しく教えます。また、再就職についてのアドバイスや個別就業相談も開催。
アスカーラは、なりたい自分を目指してチャレンジする方を応援します！�

※�使用するパソコンは
お持ち込みください

※再就職チャレンジ講座に限り、託児は無料でご利用いただけます。（※要事前申込）

【対　　象】結婚・出産・育児・介護等の理由により退職し、本気で再就職や起業を目指す女性
【会　　場】202会議室（2階）　　　　【受講料】無料　　　　【定員】16名（申込先着順）
【申込方法】4月1日（木）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 テーマ 講　師
6月�4日（金）
6月�8日（火）
6月11日（金）
各9:30～12:00

いますぐ使える！パソコンのコツ（Word）
（全3回） 竹中�ひとみ

（有限会社アキラ企画）
6月15日（火）
6月18日（金）
6月22日（火）
6月25日（金）
6月29日（火）
各9:30～12:00

いますぐ使える！パソコンのコツ（Excel）
（全5回）

７月２日（金）
9:30～12:00

①目指せ！再就職
　～再就職の現状と具体的アドバイス～
②個別就業相談会

福岡県子育て女性就職支援センター職員

女性のための起業支援セミナー

「～夢を実現するために～創業したい女性のためのプチ起業セミナー」

・趣味や特技を活かした仕事がしたい
・相談できる仲間がほしい
・自分らしい働き方をしたい
そんな�思いをかなえたい

「何からはじめたらいいか分からない」「私にも起業が
できるのかな」という方必見！

※6/26（土）12:00～13:00は昼休憩です

日にち 時　間 内　容

6月26日
（土）

10:00～12:00 　プチ起業について

13:00～14:30 ・先輩プチ起業家の声を聞く！
・ワークショップ

10月23日
（土） 10:00～12:00 ・フォローアップ講座

・交流会

【講　師】松永�幸子（合同会社ハロー�代表）
【対　象】�起業を考えている女性、起業して間もない女性
【会　場】303会議室（3階）� � 【受講料】無料� � 【定員】30名（申込先着順）

【申込方法】4月1日（木）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

もっと前へ！のびのびと！ 男女共同参画社会づくりに向けて
男女共同参画条例制定記念講演会

大野城市では、平成18年（2006年）に男女共同参画条例を制定しました。
今回は、男女共同参画社会づくり功労者内閣総理大臣表彰を受賞した林田スマが、
男女共同参画社会に関するこれまでの歩みや未来への想いなどについて話します。

【講　　師】林田�スマ（公益財団法人大野城まどかぴあ�館長）
【会　　場】多目的ホール（1階）　　【受講料】無料　　【定員】100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

５月15日
（土）

10:00 ～12:00



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/

7 アテナ　2021年４月号 6アテナ　2021年４月号

（金）10:00～20:00　

わくわくおはなしひろば
赤ちゃん向けから小学生向けまでの年齢別おはなし会を
行います。

【日時】4月24日（土）10:00～ 15:00
【会場】301・303会議室（3階）

図書館ラリー
期間中、本を借りたりおはなし会に参加したりしてシー
ルを集めよう。シールは景品と交換できるよ♪

【シール配布期間】4月17日（土）～4月30日（金）
【景品交換期間】4月24日（土）～5月9日（日）

4月の巡回
［お知らせ］4月より日曜日の巡回を開始しました。

曜日 日
午　　前 午　　後

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

月

5日
19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

12日
26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

6日
20日

下大利団地
公民館 山田公民館 栄町公民館

13日
27日 仲島公民館 畑詰公民館 巡町公園

（川久保2丁目）

木

8日
22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

1日
15日 牛頸公民館 上大利公民館 つつじヶ丘

公民館

金

9日
23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

2日
16日
30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）

日 4日
18日

南コミュニティ
センター

※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。

移動図書館「わくわく号」巡回日程表

としょかんのおはなし会 ＊りとる＊
おはなし会を感染症対策に配慮し、規模を縮小・
不定期で開催しています。
開催日時についてはホームページ等をご確認く
ださい。

安心して楽しめる、新しい
おはなし会のカタチを
つくっていきます。
みなさんもご協力よろしく
お願いします。

おはなし会や図書
館ラリーなどを行
います。すべて参
加無料・申込不要
です。まどかぴあ図
書館へあそびにきて
ください。

協力：おはなしの会「わくわく」
　　　おはなしの会「おひざでだっこ」
　　　布の絵本製作の会「ちくちく」　（順不同）

第15回 図書館子どもまつり
～子ども読書の日記念事業～

図書館のご利用について
 開館時間　午前 10 時～午後 6 時
※金曜は午後 8時まで�土曜は午後 7時まで

 休館日　毎月第 1・第 3 水曜日
（特別整理期間・年末年始・年 2回の文庫交換日）
貸出には、利用者カードの登録が必要です。
大野城市内、市外を問わず、どなたでもご利用いた
だけます。

●延長について
返却期限内で、他の方の予約がなければ 1度だけ延長できま
す。貸出カウンターに延長したい本をお持ちください。
※ホームページから延長することもできます。
感染症予防のため、図書館の滞在時間は 30 分までです。
ご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。

貸出点数 貸出期間

図書 30点まで
※コミックは5点まで 2週間（休館日除く）

CD 3点まで



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。

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。
3月10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。なお、1週間前が土日祝・
　休館日にあたる場合は直前の平日17時までにお申し込みください。託児

8アテナ　2021年4月号

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.VOL.VOL.298298298298
2021202120212021４４４４

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。

※

※掲載記事は3月10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）

まどかぴあ休館日のお知らせ
4月7日（水）、21日（水）

4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

5（月） はじめてのクレイアート 3月号
掲載

9・23（金） 水引アート 3月号
掲載

10（土） シネマランド「キツツキと雨」 P4

①12（月）
②19（月） 手彫り講座①② 3月号

掲載

15（木） なかよし家族のベビーマッサージ 3月号
掲載

①15（木）
②23（金） フランスケーキを作ろう①② 3月号

掲載

17（土）～
30（金） 図書館ラリー P7

22（木） アスカーラ共生フォーラム実行委員会
第1回

2月号
掲載

24（土） わくわくおはなしひろば P7

28（水） ティータイムコンサートVol.293 P4

4月のチケット情報・募集申込情報
日付 イベント ページ

1（木）

再就職チャレンジ講座　受付開始 P6

女性のための起業支援セミナー　受付開始 P6

2（金）
「音のわコンサートVol.1」
グランド会員先行発売
※WEB会員は4/8（木）～

次号
掲載

9（金） 「音のわコンサートVol.1」一般発売 次号
掲載

14（水） 短期講座　受付開始 Ｐ5

28（水） 「劇場って楽しい !!」申込締切 P3

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

4/17
（土）

ふれぶんシネマ倶楽部「教誨師」《日本語字幕付》
出演：大杉連、玉置玲央、光石研　ほか
会場：サンホール（入場制限あり）
●施設利用料1枚300円　※要電話予約　●①10:00 ②14:00

4/25
（日）

ふれあい文化サークル特別講座
ママのための手作りワークショップ ～ベビーシューズを作ろう～
●8,000円（材料費込）　●13:00  

4/29
（木・祝）

たにぞう＆きよこ＆タニケンの遊育計画 in 春日
●全席指定 一般2,500円ほか　※3歳以上有料　●14:00

（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

4/1（木）

～

5/23（日）

太宰府市文化ふれあい館開館25周年記念特別展
おえびすさん！
太宰府市内に点在するおよそ30体のえびす像にまつわる展示
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（祝日の場合は翌平日休館）

4/29（木・祝）

～

6/6（日）

太宰府市文化ふれあい館開館25周年記念
25年のあゆみパネル展
場所：文化ふれあい館　電話：092-928-0800
●入場無料　●9:00～17:00　※毎週月曜休館（祝日の場合は翌平日休館）

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

5/15
（土）

音楽の楽しみ方講座 Vol.1
インド宮廷音楽の弦楽器「シタール」の魅力
出演：若林忠宏（シタール）　会場：2階多目的ホール
●一般1,000円ほか　※小学生以上入場可　●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

4/24
（土）

ミリカ「なかがわ自然さんぽ」第一弾
～野の花のブーケとティータイム～
●1,500円（バス代・材料費込み）

5/16
（日）

「みりかれっじ」～見たい！聞きたい！学びたい！～
「応援とチャレンジの連鎖がまちを変える」
～元気な那珂川市づくりをみんなで考える～
講師：木藤亮太
●1,200円ほか　●14:00

6/13
（日）

桂三四郎・桂三度　兄弟会
●1,500円ほか　●15:30


