
～ つどい  ふれあい  はばたく ～

大野城まどかぴあ情報誌　

※掲載記事は6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）

アテナ 2021

7
 Vol.301

※アテナとは、ギリシャ神話の知恵と芸術と戦術の女神

新型コロナウイルス感染拡大の状況により、

今後の休館期間やイベントの開催予定が

変更になる場合があります。

詳細はホームページをご確認ください。

〈新型コロナウイルス感染防止策のためのお願い〉
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・お客様へのお願い事項の詳細は12ページをご確認ください。

©Michiyuki Ohba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～

  か 　   と う 　   く に 　    こ

10月3日（日）
14：0 0 開演



三井住友海上文化財団 ときめくひととき 第869回

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～

■出　演　加藤 訓子（パーカッション）
■時　間　14:00開演 / 13:15開場
■会　場　大ホール（1階）全席指定 / 定員380名程度
■料　金　一般1,000円（グランド会員800円）、高校生以下500円
　　　　　　※当日各500円増　※未就学児入場不可

3歳からの
“五感”でたのしむ打楽器体験

がっきをみて、きいて、さわってみよう！マリンバの演奏を聴いてログドラム（木の楽器）を奏で
よう！お子様と一緒にコンサート鑑賞デビューしませんか。

昨年6月に出演を予定していた、世界でトッププレイヤーとして活躍するマリンバ
奏者、加藤訓子によるコンサートを開催します。柔らかく美しい音色のマリンバと
様々な打楽器の魅力に触れてみませんか。

■チケット発売 ※各日とも10:00～
　グランド会員　7月  8日（木）
　W E B 会 員　7月14日（水）
　一　　　　般　7月15日（木）

■チケット取扱い（詳細はP12）
　●まどかぴあ総合案内 ※発売初日は電話予約のみ
　●まどかぴあWEBサービス
　●ローソンチケット（Lコード：81459）
　●チケットぴあ（Pコード：197-935）

MUSIC

10／3
日 MUSIC

イチオシ情報 受付時間/9：00～21：00     

総合案内 TEL 092-586-4000 / FAX 092-586-4001

チケット購入方法は12ページをご覧ください。

車イスWEB

先行
グランド

先・特

■出 演 者　福井 晶一、川口 竜也 ほか
■日　　時
　8月12日（木）・14日（土）・24日（火） 各日12:00～
　8月4日（水）・6日（金）・18日（水）・20日（金）・25日（水） 各日17:00～
　8月13日（金）12:00～ / 17:00～
■申込期限　7月8日（木）消印有効　※当選者のみ通知（7月12日（月）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 市民半額会事務局　TEL 092-751-8258（平日10:00～18:00）

■会　　場　博多座（福岡市博多区下川端町2-1）
■料　　金　A席7,750円（通常15,500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30名 ※応募者多数の場合は抽選
■申込方法　63円はがきに「希望公演日時（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」を明記して郵送。

博多座市民半額観劇会
「レ・ミゼラブル」が半額で観劇できます。

■時　間　①10:30開演　②14:00開演　※各回45分前開場
■会　場　大ホール（1階）全席自由 / 入場制限あり
■料　金　一般1,500円（グランド会員1,200円）
　※当日各300円増
　※3歳以上有料。ただし、2歳以下でも座席を使用する場合は有料です。
■チケット取扱い（詳細はP12）
　●まどかぴあ総合案内
　●まどかぴあWEBサービス
　●ローソンチケット（Lコード：81310）
　●チケットぴあ(Pコード：506-172)
共催：一般財団法人福岡県退職教職員協会

“影のスペシャリスト”劇団かかし座がおくる、不思議なシャドウ・エンターテイメ
ント！！秘密の実験室で繰り広げる影絵実験ショー、手と体だけで動物の影を紡ぎ
出す手影絵ショー、ドラゴンを探す旅に出る少年の物語「シェトの冒険～ドラゴン
の山へ～」と盛りだくさんのプログラムをお見逃しなく！

劇団かかし座

「Wonder Shadow Labo」
8／1
日

車イスWEB

先行
グランド

先・特

文化芸術文化芸術振興担当　受付時間/9：00～17：00（月～金）   

お問い合わせ先 TEL 092-586-4040 / FAX 092-586-4021

チケット購入方法は12ページをご覧ください。

PLAY

　　　　　　　　ワンダー　　　　　　　　　　　　シャドウ　　　　　　　　　　 ラボ

託 児

くに　こ

■出　　演　加藤 訓子（パーカッション）　■時　間　14:00開演 / 13:30開場　※上演時間約50分
■会　　場　小ホール(2階)全席自由 / 定員20組程度
■料　　金　おとな（小学生以上）1,000円(グランド会員 800円) ※おとな券当日500円増
　　　　　　こども（3歳～就学前）無料
■申込方法　まどかぴあ館内およびホームページで配布している申込用紙に必要事項を記入の上、
　　　　　　お申込みください。
　※2歳以下のご入場はできません。託児（9月24日（金）までに要予約）をご利用ください。
　※申込開始は、10/3（日）公演チケット発売日と同様。申込方法等はホームページ等でご確認ください。
　※1組4名まで。
　

くに　こ

※本コンサートは（公財）三井住友海上文化財団の助成により特別料金に設定しています。
主催：大野城市、（公財）大野城まどかぴあ、福岡県、（公財）三井住友海上文化財団

5月30日に開催を予定していた「音のわコンサートVol.1」の振替公演です。
九州唯一のプロフェッショナル・ウインド・オーケストラの九州管楽合奏団メンバーに
よる木管五重奏のクラシックコンサートをお届けします。
「クラシック音楽って難しそう…」と思う方も気軽に楽しめる解説つきコンサートです。

■出　演　金堂 由樹子（フルート）、桐谷 美貴子（オーボエ）、山田 陽子（クラリネット）、
　　　　　佐藤 貴宣（ファゴット）、吉田 雄大（ホルン）
■時　間　14:00開演 / 13:15開場　■会　場　大ホール（1階）全席指定 / 定員380名程度
■料　金　一般2,000円
　　　　　（グランド会員1,500円）
　　　　　　※当日各500円増
　　　　　　※未就学児入場不可

2 2021年7月号

■日　　時
　8月  8日（日）13:00～16:30 出会おう！
　　　　　　　（オリエンテーション）
　8月19日（木）13:30～16:30 つくろう！①

　8月20日（金）13:00～16:30 つくろう！②
　8月21日（土）13:30～16:30 つくろう！③
　8月22日（日）13:00～16:30 発表しよう！

■会　　場　多目的ホール（1階）　■参 加 料　2,000円（衣装・保険加入代含む）
■定　　員　15名（応募者多数の場合は抽選） ※ダンス経験、運動の得意不得意は問いません
■対　　象　小学3年生～6年生で5日間参加できる方 ※欠席、早退などの場合は申込み時にお知らせください（8/8･21･22は参加必須）
■講　　師　さいあい（岩下 愛）、もってぃ（山本 泰輔）、ますみん（遠藤 真澄）
■申 込 方 法　館内およびホームページにて配布の申込用紙に必要事項を記入のうえ、まどかぴあ総合案内に提出
　　　　　　　 （FAX、郵送、メール可）。
■申 込 締 切　7月12日（月）必着（7/20（火）頃、参加決定通知を送付します）
■持ってくる物　動きやすい服装（スカート、ジーンズ以外）、汗拭きタオル、飲み物、楽しむ気持ち

3人のダンサーと、新しく出会う仲間と、おどって、あそんで、ダンスをつくって
みよう！型にはまらない自由な表現と「ダンス・クリエーション」を体験する 5日間。
ダンスを通して出会う仲間と一緒に、夏の思い出を作りませんか？
※接触を避ける振付など感染対策を講じ、実施します。　

まどかぴあ夏の自由研究

「ダンス公演をつくろう！」 DANCE

2021年7月号 3

発 売 中

■チケット発売 ※各日とも10:00～ 
　グランド会員　7月2日（金）
　W E B 会 員　7月8日（木）
　一　　　　般　7月9日（金）

■チケット取扱い（詳細はP12）
　●まどかぴあ総合案内
　●まどかぴあWEBサービス
　●ローソンチケット（Lコード：82458）
　●チケットぴあ（Pコード：198-560）協力：有限会社エムアンドエム　後援：FM FUKUOKA

　©Michiyuki Ohba

車イスWEB

先行
グランド

先・特10／2
土

ロドグラム

マリンバ

車イスWEB

先行
グランド

先・特
8／29
日

音のわコンサートVol.1 
～木管五重奏の調べ～ 振替公演

MUSIC



三井住友海上文化財団 ときめくひととき 第869回

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～

■出　演　加藤 訓子（パーカッション）
■時　間　14:00開演 / 13:15開場
■会　場　大ホール（1階）全席指定 / 定員380名程度
■料　金　一般1,000円（グランド会員800円）、高校生以下500円
　　　　　　※当日各500円増　※未就学児入場不可

3歳からの
“五感”でたのしむ打楽器体験

がっきをみて、きいて、さわってみよう！マリンバの演奏を聴いてログドラム（木の楽器）を奏で
よう！お子様と一緒にコンサート鑑賞デビューしませんか。

昨年6月に出演を予定していた、世界でトッププレイヤーとして活躍するマリンバ
奏者、加藤訓子によるコンサートを開催します。柔らかく美しい音色のマリンバと
様々な打楽器の魅力に触れてみませんか。

■チケット発売 ※各日とも10:00～
　グランド会員　7月  8日（木）
　W E B 会 員　7月14日（水）
　一　　　　般　7月15日（木）

■チケット取扱い（詳細はP12）
　●まどかぴあ総合案内 ※発売初日は電話予約のみ
　●まどかぴあWEBサービス
　●ローソンチケット（Lコード：81459）
　●チケットぴあ（Pコード：197-935）

MUSIC

10／3
日 MUSIC

イチオシ情報 受付時間/9：00～21：00     

総合案内 TEL 092-586-4000 / FAX 092-586-4001

チケット購入方法は12ページをご覧ください。

車イスWEB

先行
グランド

先・特

■出 演 者　福井 晶一、川口 竜也 ほか
■日　　時
　8月12日（木）・14日（土）・24日（火） 各日12:00～
　8月4日（水）・6日（金）・18日（水）・20日（金）・25日（水） 各日17:00～
　8月13日（金）12:00～ / 17:00～
■申込期限　7月8日（木）消印有効　※当選者のみ通知（7月12日（月）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 市民半額会事務局　TEL 092-751-8258（平日10:00～18:00）

■会　　場　博多座（福岡市博多区下川端町2-1）
■料　　金　A席7,750円（通常15,500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30名 ※応募者多数の場合は抽選
■申込方法　63円はがきに「希望公演日時（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」を明記して郵送。

博多座市民半額観劇会
「レ・ミゼラブル」が半額で観劇できます。

■時　間　①10:30開演　②14:00開演　※各回45分前開場
■会　場　大ホール（1階）全席自由 / 入場制限あり
■料　金　一般1,500円（グランド会員1,200円）
　※当日各300円増
　※3歳以上有料。ただし、2歳以下でも座席を使用する場合は有料です。
■チケット取扱い（詳細はP12）
　●まどかぴあ総合案内
　●まどかぴあWEBサービス
　●ローソンチケット（Lコード：81310）
　●チケットぴあ(Pコード：506-172)
共催：一般財団法人福岡県退職教職員協会

“影のスペシャリスト”劇団かかし座がおくる、不思議なシャドウ・エンターテイメ
ント！！秘密の実験室で繰り広げる影絵実験ショー、手と体だけで動物の影を紡ぎ
出す手影絵ショー、ドラゴンを探す旅に出る少年の物語「シェトの冒険～ドラゴン
の山へ～」と盛りだくさんのプログラムをお見逃しなく！

劇団かかし座

「Wonder Shadow Labo」
8／1
日

車イスWEB

先行
グランド

先・特

文化芸術文化芸術振興担当　受付時間/9：00～17：00（月～金）   

お問い合わせ先 TEL 092-586-4040 / FAX 092-586-4021

チケット購入方法は12ページをご覧ください。

PLAY

　　　　　　　　ワンダー　　　　　　　　　　　　シャドウ　　　　　　　　　　 ラボ

託 児

くに　こ

■出　　演　加藤 訓子（パーカッション）　■時　間　14:00開演 / 13:30開場　※上演時間約50分
■会　　場　小ホール(2階)全席自由 / 定員20組程度
■料　　金　おとな（小学生以上）1,000円(グランド会員 800円) ※おとな券当日500円増
　　　　　　こども（3歳～就学前）無料
■申込方法　まどかぴあ館内およびホームページで配布している申込用紙に必要事項を記入の上、
　　　　　　お申込みください。
　※2歳以下のご入場はできません。託児（9月24日（金）までに要予約）をご利用ください。
　※申込開始は、10/3（日）公演チケット発売日と同様。申込方法等はホームページ等でご確認ください。
　※1組4名まで。
　

くに　こ

※本コンサートは（公財）三井住友海上文化財団の助成により特別料金に設定しています。
主催：大野城市、（公財）大野城まどかぴあ、福岡県、（公財）三井住友海上文化財団

5月30日に開催を予定していた「音のわコンサートVol.1」の振替公演です。
九州唯一のプロフェッショナル・ウインド・オーケストラの九州管楽合奏団メンバーに
よる木管五重奏のクラシックコンサートをお届けします。
「クラシック音楽って難しそう…」と思う方も気軽に楽しめる解説つきコンサートです。

■出　演　金堂 由樹子（フルート）、桐谷 美貴子（オーボエ）、山田 陽子（クラリネット）、
　　　　　佐藤 貴宣（ファゴット）、吉田 雄大（ホルン）
■時　間　14:00開演 / 13:15開場　■会　場　大ホール（1階）全席指定 / 定員380名程度
■料　金　一般2,000円
　　　　　（グランド会員1,500円）
　　　　　　※当日各500円増
　　　　　　※未就学児入場不可

2 2021年7月号

■日　　時
　8月  8日（日）13:00～16:30 出会おう！
　　　　　　　（オリエンテーション）
　8月19日（木）13:30～16:30 つくろう！①

　8月20日（金）13:00～16:30 つくろう！②
　8月21日（土）13:30～16:30 つくろう！③
　8月22日（日）13:00～16:30 発表しよう！

■会　　場　多目的ホール（1階）　■参 加 料　2,000円（衣装・保険加入代含む）
■定　　員　15名（応募者多数の場合は抽選） ※ダンス経験、運動の得意不得意は問いません
■対　　象　小学3年生～6年生で5日間参加できる方 ※欠席、早退などの場合は申込み時にお知らせください（8/8･21･22は参加必須）
■講　　師　さいあい（岩下 愛）、もってぃ（山本 泰輔）、ますみん（遠藤 真澄）
■申 込 方 法　館内およびホームページにて配布の申込用紙に必要事項を記入のうえ、まどかぴあ総合案内に提出
　　　　　　　 （FAX、郵送、メール可）。
■申 込 締 切　7月12日（月）必着（7/20（火）頃、参加決定通知を送付します）
■持ってくる物　動きやすい服装（スカート、ジーンズ以外）、汗拭きタオル、飲み物、楽しむ気持ち

3人のダンサーと、新しく出会う仲間と、おどって、あそんで、ダンスをつくって
みよう！型にはまらない自由な表現と「ダンス・クリエーション」を体験する 5日間。
ダンスを通して出会う仲間と一緒に、夏の思い出を作りませんか？
※接触を避ける振付など感染対策を講じ、実施します。　

まどかぴあ夏の自由研究

「ダンス公演をつくろう！」 DANCE

2021年7月号 3

発 売 中

■チケット発売 ※各日とも10:00～ 
　グランド会員　7月2日（金）
　W E B 会 員　7月8日（木）
　一　　　　般　7月9日（金）

■チケット取扱い（詳細はP12）
　●まどかぴあ総合案内
　●まどかぴあWEBサービス
　●ローソンチケット（Lコード：82458）
　●チケットぴあ（Pコード：198-560）協力：有限会社エムアンドエム　後援：FM FUKUOKA

　©Michiyuki Ohba

車イスWEB

先行
グランド

先・特10／2
土

ロドグラム

マリンバ

車イスWEB

先行
グランド

先・特
8／29
日

音のわコンサートVol.1 
～木管五重奏の調べ～ 振替公演

MUSIC



生涯学習センター

2021年7月号 54 2021年7月号

■時　　間　13:00開演 / 12:30開場
■会　　場　大ホール(1階)全席自由
■料　　金　無料
　　　　　　※要整理券。
　　　　　　　　座席を使用する場合は年齢に関わらず1人につき1枚必要

■配布場所
　まどかぴあ総合案内
　※1人につき4枚まで
　※予定枚数になり次第終了

大野城市を中心に活動する和太鼓集団が熱い演奏をお届けします。
和太鼓の力強い響きと迫力をお楽しみください。

大野城和太鼓フェスティバル2021

次回のティータイムコンサートは、9月8日（水）の開催を予定しています。
ティータイムコンサート開催案内

文化芸術
お問い合わせ先 TEL 092-586-4040 / FAX 092-586-4021
文化芸術振興担当　受付時間/9：00～17：00（月～金）   
チケット購入方法は12ページをご覧ください。

MUSIC

共催事業

交通事故で両親を亡くした小学6年生のおっこは、旅館「春の屋」を
経営する祖母に引き取られ、おかみ修行を始める。失敗の連続に落ち
込むおっこだが、そこに住み着くユーレイ少年のウリ坊や、ライバル
旅館の跡取り娘・真月ら不思議な仲間たちに支えられ、奮闘しながら
成長していく。
監督：高坂 希太郎（『茄子 アンダルシアの夏』）
声の出演：小林 星蘭、水樹 奈々、松田 颯水、遠藤 瑠菜　他 　©令丈ヒロ子・亜沙美・講談社／若おかみは小学生！製作委員会

8／7土 「若おかみは小学生！」 2018年/日本/94分 ファミリーシネマ

MOVIE

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。

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
■取扱い　まどかぴあ総合案内　※事前予約不可　※未就学児入場不可（ファミリーシネマを除く）

【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。
　　　　　　　　　　・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内であればいつでもご使用いただけます。
　　　　　　　　　　・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、お早めにご利用ください。
　　　　　　　　　　・2021年6月の上映中止に伴い、2021年6月～8月が有効期限の施設利用券は、有効期限を2021年9月まで延長いたします。

 

協賛：安東歯科医院、株式会社東洋ナビックス、1st.hair

車イス

※各回30分前開場

①10:00～11:34（日本語字幕付）
②15:00～16:34

故郷の田舎町を飛び出し、憧れの秘書になるため保険会社に就職する
が、すぐにクビを言い渡されてしまったローズ。クビを免れる条件は
彼女の唯一の特技であるタイプライターの早打ちで世界一になること。
ローズの奮闘を1950年代のフランスを舞台に当時のカルチャー＆
ファッション満載で描く。
監督：レジス・ロワンサル（『9人の翻訳家 囚われたベストセラー』）
出演：ロマン・デュリス、デボラ・フランソワ、ベレニス・ベジョ　他 © 2012 ‒ copyright : Les Productions du Trésor ‒ France 3 Cinéma ‒ 

France 2 Cinéma ‒ Mars Films -Wild Bunch - Panache Productions ‒ 
La Cie Cinématographique ‒ RTBF (Télévision belge)© Photos - Jaïr Sfez.

7／10土 「タイピスト！」 2012年/フランス/111分

※各回30分前開場

①10:00～11:51（日本語吹替版）
②15:00～16:51（日本語字幕版）

新型コロナウイルス感染拡大等による中止の可能性を考慮し、当面の間、施設利用券の販売期間及び有効期限を以下
のとおり変更いたします。　※購入済みの施設利用券については、有効期限内であればいつでもご使用いただけます。
■販売期間　上映日の1週間前～当日まで（休館日を除く）　■有効期限　券面記載の上映日のみ有効

3歳以上入場OK

【日　程】①7月27日(火)　②8月10日(火)
【時　間】13:30～15:30　【定　員】各16名　
【受講料】各800円　　　　【材料費】各800円
【対　象】小学生
【講　師】園田 美和（くれいBOXあーと代表）

短期講座 7月14日（水） 9:00 受付開始

7月14日（水） 
9:00より上記と
同様に受付開始！

子どもクレイアート①②
樹脂粘土を使って、一緒に
楽しくクレイアートしてみ
ませんか。
①【粘土でパンを作ろう】
メロンパンやドーナツなど
色々なパンを作って、黒板
にもなる板に飾り付けます。
②【缶ケーキを作ろう】
クッキーやフルーツなど飾
り付けて可愛いケーキの缶
を作ります。缶はマグネッ
ト付きで小物入れにもなり
ます。

【日　程】7月30日(金)
【時　間】10:00～12:00　【定　員】16名
【受講料】800円　　　　  【材料費】1,200円
【対　象】小学生
【講　師】松尾 美香（シルバークレイアカデミー講師）

焼くと本物の銀になる粘
土で、好きなデザインの
ハンコを押して、キーホ
ルダーやネックレスの
トップを作りましょう。

【日　程】8月2・16日（月）（全2回）
【時　間】10:00～12:00　【定　員】12組
【受講料】2,000円 / 組　【ウクレレレンタル代】1,000円 / 組
【対　象】小学3～6年生1名と保護者1名
【講　師】杉尾 寛史（ララウクレレ代表）

親子でウクレレの練習に挑戦してみませ
んか。きれいな音色を奏でて楽しい思い
出を作りましょう。

託 児

【日　程】8月2日（月）
【時　間】10:00～12:00　【定　員】16名
【受講料】800円　　　　　【材料費】300円
【対　象】小学生
【講　師】保坂 真紀（絵画造形教室おそらのぞうさん主宰）

先生が絵を描く様子を見ながら、水彩
絵の具を使って自分らしい絵を描いて
みませんか。小学１年生から６年生ま
で参加できます。一緒に絵を楽しみま
しょう！ ※イメージ

※作品例

※イメージ

【日　程】8月9日（月・振休）
【時　間】①13:30～14:50　②15:00～16:20
【定　員】各8名　【受講料】各800円　【材料費】各300円
【対　象】小学3～6年生
【講　師】前田 滴翠（日本習字教育財団滴翠支部支部長）

夏休みの課題でもあるお習字に
挑戦しませんか。一緒に夏休み
の課題を仕上げましょう。

お問い合わせ先

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。
　子ども向け講座への保護者のご入室はご遠慮下さい。

TEL 092-586-4020 / FAX 092-586-4021
開館時間/9：00～20：00（月～土）

2019年度の公演の様子

※イメージ

※イメージ

【日　程】8月3・10・17・24日（火）
【時　間】①10:00～11:00　②11:10～12:10　【定　員】各7名
【受講料】各4,800円　【教材費】各300円
【講　師】タク

はじめての韓国語①②

大邱出身のタク先生と気軽に楽しく韓国語を学んでみませんか。韓国
の文化や流行の話も交えながら、初めての方にも分かりやすくレッス
ンします。これから学んでみたい方、一緒にチャレンジしましょう！

託 児

  テ    グ

親子でウクレレを奏でよう

水彩絵の具を使って絵を描こう！

お習字に挑戦しよう①②

銀になる粘土で作ってみよう！

配 布 中

7／25日

※アテナ6月号に掲載しておりました「親子でウク
　レレに絵を描こう」の講座内容が変更となりました。
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■時　　間　13:00開演 / 12:30開場
■会　　場　大ホール(1階)全席自由
■料　　金　無料
　　　　　　※要整理券。
　　　　　　　　座席を使用する場合は年齢に関わらず1人につき1枚必要

■配布場所
　まどかぴあ総合案内
　※1人につき4枚まで
　※予定枚数になり次第終了

大野城市を中心に活動する和太鼓集団が熱い演奏をお届けします。
和太鼓の力強い響きと迫力をお楽しみください。

大野城和太鼓フェスティバル2021

次回のティータイムコンサートは、9月8日（水）の開催を予定しています。
ティータイムコンサート開催案内

文化芸術
お問い合わせ先 TEL 092-586-4040 / FAX 092-586-4021
文化芸術振興担当　受付時間/9：00～17：00（月～金）   
チケット購入方法は12ページをご覧ください。

MUSIC

共催事業

交通事故で両親を亡くした小学6年生のおっこは、旅館「春の屋」を
経営する祖母に引き取られ、おかみ修行を始める。失敗の連続に落ち
込むおっこだが、そこに住み着くユーレイ少年のウリ坊や、ライバル
旅館の跡取り娘・真月ら不思議な仲間たちに支えられ、奮闘しながら
成長していく。
監督：高坂 希太郎（『茄子 アンダルシアの夏』）
声の出演：小林 星蘭、水樹 奈々、松田 颯水、遠藤 瑠菜　他 　©令丈ヒロ子・亜沙美・講談社／若おかみは小学生！製作委員会
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MOVIE

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。

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
■取扱い　まどかぴあ総合案内　※事前予約不可　※未就学児入場不可（ファミリーシネマを除く）

【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。
　　　　　　　　　　・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内であればいつでもご使用いただけます。
　　　　　　　　　　・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、お早めにご利用ください。
　　　　　　　　　　・2021年6月の上映中止に伴い、2021年6月～8月が有効期限の施設利用券は、有効期限を2021年9月まで延長いたします。

 

協賛：安東歯科医院、株式会社東洋ナビックス、1st.hair

車イス

※各回30分前開場

①10:00～11:34（日本語字幕付）
②15:00～16:34

故郷の田舎町を飛び出し、憧れの秘書になるため保険会社に就職する
が、すぐにクビを言い渡されてしまったローズ。クビを免れる条件は
彼女の唯一の特技であるタイプライターの早打ちで世界一になること。
ローズの奮闘を1950年代のフランスを舞台に当時のカルチャー＆
ファッション満載で描く。
監督：レジス・ロワンサル（『9人の翻訳家 囚われたベストセラー』）
出演：ロマン・デュリス、デボラ・フランソワ、ベレニス・ベジョ　他 © 2012 ‒ copyright : Les Productions du Trésor ‒ France 3 Cinéma ‒ 

France 2 Cinéma ‒ Mars Films -Wild Bunch - Panache Productions ‒ 
La Cie Cinématographique ‒ RTBF (Télévision belge)© Photos - Jaïr Sfez.
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②15:00～16:51（日本語字幕版）

新型コロナウイルス感染拡大等による中止の可能性を考慮し、当面の間、施設利用券の販売期間及び有効期限を以下
のとおり変更いたします。　※購入済みの施設利用券については、有効期限内であればいつでもご使用いただけます。
■販売期間　上映日の1週間前～当日まで（休館日を除く）　■有効期限　券面記載の上映日のみ有効

3歳以上入場OK

【日　程】①7月27日(火)　②8月10日(火)
【時　間】13:30～15:30　【定　員】各16名　
【受講料】各800円　　　　【材料費】各800円
【対　象】小学生
【講　師】園田 美和（くれいBOXあーと代表）

短期講座 7月14日（水） 9:00 受付開始

7月14日（水） 
9:00より上記と
同様に受付開始！

子どもクレイアート①②
樹脂粘土を使って、一緒に
楽しくクレイアートしてみ
ませんか。
①【粘土でパンを作ろう】
メロンパンやドーナツなど
色々なパンを作って、黒板
にもなる板に飾り付けます。
②【缶ケーキを作ろう】
クッキーやフルーツなど飾
り付けて可愛いケーキの缶
を作ります。缶はマグネッ
ト付きで小物入れにもなり
ます。

【日　程】7月30日(金)
【時　間】10:00～12:00　【定　員】16名
【受講料】800円　　　　  【材料費】1,200円
【対　象】小学生
【講　師】松尾 美香（シルバークレイアカデミー講師）

焼くと本物の銀になる粘
土で、好きなデザインの
ハンコを押して、キーホ
ルダーやネックレスの
トップを作りましょう。

【日　程】8月2・16日（月）（全2回）
【時　間】10:00～12:00　【定　員】12組
【受講料】2,000円 / 組　【ウクレレレンタル代】1,000円 / 組
【対　象】小学3～6年生1名と保護者1名
【講　師】杉尾 寛史（ララウクレレ代表）

親子でウクレレの練習に挑戦してみませ
んか。きれいな音色を奏でて楽しい思い
出を作りましょう。
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【時　間】10:00～12:00　【定　員】16名
【受講料】800円　　　　　【材料費】300円
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先生が絵を描く様子を見ながら、水彩
絵の具を使って自分らしい絵を描いて
みませんか。小学１年生から６年生ま
で参加できます。一緒に絵を楽しみま
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の課題を仕上げましょう。
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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。
　子ども向け講座への保護者のご入室はご遠慮下さい。
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開館時間/9：00～20：00（月～土）
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【受講料】各4,800円　【教材費】各300円
【講　師】タク

はじめての韓国語①②

大邱出身のタク先生と気軽に楽しく韓国語を学んでみませんか。韓国
の文化や流行の話も交えながら、初めての方にも分かりやすくレッス
ンします。これから学んでみたい方、一緒にチャレンジしましょう！
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  テ    グ

親子でウクレレを奏でよう

水彩絵の具を使って絵を描こう！

お習字に挑戦しよう①②

銀になる粘土で作ってみよう！

配 布 中

7／25日

※アテナ6月号に掲載しておりました「親子でウク
　レレに絵を描こう」の講座内容が変更となりました。



■時　間　イベント…10:30～12:30、13:30～15:30　※12:30～13:30は換気・消毒を行います
　　　　　バ ザ ー…11:30～14:30
■会　場　まどかぴあ1階～3階の各会場　※状況によっては、入場制限を行う場合があります

6 2021年7月号

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 / FAX 092-586-4031
開館時間/9：00～19：00（月～金）　9：00～17：00（土・日・祝日）

■時　　間　10:00～12:00　　　　■会　　場　多目的ホール（1階）
■受 講 料　無料　　　　　　　　　■定　　員　各回100名（申込先着順）
■申込方法　7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

毎年大好評の男女共生講座が今年も 8月からスタートします！
毎回素敵な講師をお迎えして、様々な分野からみなさんの好奇心を刺激します。
初めての方もお気軽にご参加ください！

託 児

大野城市男女共生講座 LECTURE
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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 / FAX 092-586-4031
開館時間/9：00～19：00（月～金）　9：00～17：00（土・日・祝日）

託 児

■日　　時　8月26日（木）～9月9日（木）（全5回　月・木曜日）　18:30～21:30
■講　　師　竹中 ひとみ（有限会社アキラ企画）　■会　　場　202会議室（2階）　■定　　員　10名（申込先着順）
■受 講 料　8,000円（テキスト代・資料代含む） ※商工会会員の場合は5,000円
■申込方法　郵送またはFAXにて受付
　　　　　　※①郵便番号 ②住所 ③氏名 ④電話番号 ⑤パソコンでの文章入力経験の有無をご記入のうえ
　　　　　　　「JW-CAD初級講座」係までお申し込みください。
■申 込 先　大野城市商工会　〒816-0932　大野城市瓦田2-6-12
　　　　　　電話：092-581-3412　FAX：092-581-3703
■申込期間　7月15日（木）から7月30日（金）まで

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。
子どもやパートナーとの時間を作り、一緒に楽しむことで、心と体をリフレッシュしてみませんか！

アスカーラ子育て応援講座 LECTURE

結婚・出産・育児・介護などの理由で退職し再就職をめざす方や、仕事能力のスキルアップをして再就職や転職を
有利にしたい方のための講座です。今回はコンピュータを使って製図を行うCADソフト「JW-CAD」の講習会です。

スキルアップ講座

実践！JW-CAD初級講座 LECTURE

大型紙芝居の様子

アスカーラ夏まつり7／31
土

お申し込み不要
EVENT

イベントのご案内（予定）
　　◇「男女共同参画」絵本の読み語り・大型紙芝居
　　◇防災豆知識！（パッククッキング実演、防災に関する
　　　ミニクイズや掲示、防災グッズ展示）
　　◇笑顔は愛～摩呂子展～（作品展、ハートのメッセージ
　　　カード作り）
　　◇アルコールインクアート

◇にこにこマージャン
◇わくわく工作体験
◇子ども市
◇アスカーラバザー
◇スタンプラリー

みなさんへのお願い
　　○来場前に健康状態の確認と検温をお願いします。
　　○会場でのマスク着用と手指消毒をお願いします。
　　○発熱や体調が優れない方、高齢や基礎疾患を
　　　お持ちで感染リスクが心配な方は、ご来場を
　　　お控えください。

回 日にち テーマ・講師

8月10日（火）

9月9日（木）

9月21日（火）

11月9日（火）

1

2

3

4

アートと障がいのある人と私～大野城市との楽しい取り組み！～
城戸 佐和子（障がいのある人達のアート活動支援団体「NPO法人コミュニケーション・アート」理事長）

みんなで防災～地域に適したオーダーメードの防災対策～
塚原 健一（九州大学大学院工学研究院 附属アジア防災研究センター 教授）

大野城市PRキャラクター 
大野ジョー

大野城市イメージキャラクター
まどかちゃん

にこにこマージャンの様子

子ども市の様子

大野ジョーくんとまどかちゃんもやってくるよ！

※性別・年齢・居住地は問いません

※大野城市内在住・在勤で、生活保護・児童扶養手当等を受給している人を対象に受講料の一部助成制度が
　あります。詳しくは男女平等推進センター（092-586-4030）へお問い合わせください。
主催：大野城市商工会

■申込方法　（第2回と第3回）
　7月8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

回 日　程 テーマ・講師・詳細

1

2

9月4日（土）
10:00～12:30 
調理実習室
（2階）

子どもと楽しむピザづくり♪
■講　師　今林 美栄子（フードクリエーター）
■対　象　子育て・孫育て中の男性と小学生の子ども
■受講料　無料
■材料費　1組 1，500円
■定　員　8組16名（申込先着順） ※イメージ

永治 香織

9月4日（土）
10:00～12:00 
303会議室
（3階）

心が育つIQ絵本講座
考える力（IQ）と心の知能指数（EQ）を育む絵本の読み聞かせ講座です。お子さまだけ
ではなく、読み聞かせをする方自身も自己肯定感があがる仕組み等をお伝えします。
■講　師　永治 香織（絵本未来創造機構 EQ絵本講師Ⓡシニアインストラクター）
■対　象　子育て・孫育て中の女性
■受講料　無料　　　　　　　　　■定　員　30名（申込先着順）
■申込方法　7月8日（木）より、ままいるホームページにて受付開始
■実施団体　ままいる

9月18日（土）
13:30～15:00 
多目的ホール
（1階）

心と体を整えよう♪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）
■対　象　子育て・孫育て中の男性（ご家族の参加もOK）
■受講料　無料
■定　員　48名（申込先着順） 山本 梓

みんなで政治参画～多様性とジェンダー平等～
王 貞月（大学非常勤講師（西南学院大学など）、NPO法人ジェンダー平等福岡市民の会 理事）

てい げつ

みんなでつながる～社会心理学と新型コロナウイルス～
森 津太子（放送大学 教養学部 心理と教育コース 教授）

つ    た    こ

毎年人気のアスカーラまつり！今年は「夏」に開催します。
みなさんに楽しんでいただけるイベントを各種ご用意してお待ちしています。
涼しい会場で楽しく参加！夏の思い出にいかがですか！

み
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第1回と第2回は同じ日に開催します！
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共催事業

　■申込条件　パソコン（OS：Windows）
　　　　　　　持ち込み可能な方



■時　間　イベント…10:30～12:30、13:30～15:30　※12:30～13:30は換気・消毒を行います
　　　　　バ ザ ー…11:30～14:30
■会　場　まどかぴあ1階～3階の各会場　※状況によっては、入場制限を行う場合があります
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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 / FAX 092-586-4031
開館時間/9：00～19：00（月～金）　9：00～17：00（土・日・祝日）

■時　　間　10:00～12:00　　　　■会　　場　多目的ホール（1階）
■受 講 料　無料　　　　　　　　　■定　　員　各回100名（申込先着順）
■申込方法　7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

毎年大好評の男女共生講座が今年も 8月からスタートします！
毎回素敵な講師をお迎えして、様々な分野からみなさんの好奇心を刺激します。
初めての方もお気軽にご参加ください！

託 児

大野城市男女共生講座 LECTURE

2021年7月号 7

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 / FAX 092-586-4031
開館時間/9：00～19：00（月～金）　9：00～17：00（土・日・祝日）

託 児

■日　　時　8月26日（木）～9月9日（木）（全5回　月・木曜日）　18:30～21:30
■講　　師　竹中 ひとみ（有限会社アキラ企画）　■会　　場　202会議室（2階）　■定　　員　10名（申込先着順）
■受 講 料　8,000円（テキスト代・資料代含む） ※商工会会員の場合は5,000円
■申込方法　郵送またはFAXにて受付
　　　　　　※①郵便番号 ②住所 ③氏名 ④電話番号 ⑤パソコンでの文章入力経験の有無をご記入のうえ
　　　　　　　「JW-CAD初級講座」係までお申し込みください。
■申 込 先　大野城市商工会　〒816-0932　大野城市瓦田2-6-12
　　　　　　電話：092-581-3412　FAX：092-581-3703
■申込期間　7月15日（木）から7月30日（金）まで

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。
子どもやパートナーとの時間を作り、一緒に楽しむことで、心と体をリフレッシュしてみませんか！

アスカーラ子育て応援講座 LECTURE

結婚・出産・育児・介護などの理由で退職し再就職をめざす方や、仕事能力のスキルアップをして再就職や転職を
有利にしたい方のための講座です。今回はコンピュータを使って製図を行うCADソフト「JW-CAD」の講習会です。

スキルアップ講座

実践！JW-CAD初級講座 LECTURE

大型紙芝居の様子

アスカーラ夏まつり7／31
土

お申し込み不要
EVENT

イベントのご案内（予定）
　　◇「男女共同参画」絵本の読み語り・大型紙芝居
　　◇防災豆知識！（パッククッキング実演、防災に関する
　　　ミニクイズや掲示、防災グッズ展示）
　　◇笑顔は愛～摩呂子展～（作品展、ハートのメッセージ
　　　カード作り）
　　◇アルコールインクアート

◇にこにこマージャン
◇わくわく工作体験
◇子ども市
◇アスカーラバザー
◇スタンプラリー

みなさんへのお願い
　　○来場前に健康状態の確認と検温をお願いします。
　　○会場でのマスク着用と手指消毒をお願いします。
　　○発熱や体調が優れない方、高齢や基礎疾患を
　　　お持ちで感染リスクが心配な方は、ご来場を
　　　お控えください。

回 日にち テーマ・講師

8月10日（火）

9月9日（木）

9月21日（火）

11月9日（火）

1

2

3

4

アートと障がいのある人と私～大野城市との楽しい取り組み！～
城戸 佐和子（障がいのある人達のアート活動支援団体「NPO法人コミュニケーション・アート」理事長）

みんなで防災～地域に適したオーダーメードの防災対策～
塚原 健一（九州大学大学院工学研究院 附属アジア防災研究センター 教授）

大野城市PRキャラクター 
大野ジョー

大野城市イメージキャラクター
まどかちゃん

にこにこマージャンの様子

子ども市の様子

大野ジョーくんとまどかちゃんもやってくるよ！

※性別・年齢・居住地は問いません

※大野城市内在住・在勤で、生活保護・児童扶養手当等を受給している人を対象に受講料の一部助成制度が
　あります。詳しくは男女平等推進センター（092-586-4030）へお問い合わせください。
主催：大野城市商工会

■申込方法　（第2回と第3回）
　7月8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

回 日　程 テーマ・講師・詳細

1

2

9月4日（土）
10:00～12:30 
調理実習室
（2階）

子どもと楽しむピザづくり♪
■講　師　今林 美栄子（フードクリエーター）
■対　象　子育て・孫育て中の男性と小学生の子ども
■受講料　無料
■材料費　1組 1，500円
■定　員　8組16名（申込先着順） ※イメージ

永治 香織

9月4日（土）
10:00～12:00 
303会議室
（3階）

心が育つIQ絵本講座
考える力（IQ）と心の知能指数（EQ）を育む絵本の読み聞かせ講座です。お子さまだけ
ではなく、読み聞かせをする方自身も自己肯定感があがる仕組み等をお伝えします。
■講　師　永治 香織（絵本未来創造機構 EQ絵本講師Ⓡシニアインストラクター）
■対　象　子育て・孫育て中の女性
■受講料　無料　　　　　　　　　■定　員　30名（申込先着順）
■申込方法　7月8日（木）より、ままいるホームページにて受付開始
■実施団体　ままいる

9月18日（土）
13:30～15:00 
多目的ホール
（1階）

心と体を整えよう♪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）
■対　象　子育て・孫育て中の男性（ご家族の参加もOK）
■受講料　無料
■定　員　48名（申込先着順） 山本 梓

みんなで政治参画～多様性とジェンダー平等～
王 貞月（大学非常勤講師（西南学院大学など）、NPO法人ジェンダー平等福岡市民の会 理事）

てい げつ

みんなでつながる～社会心理学と新型コロナウイルス～
森 津太子（放送大学 教養学部 心理と教育コース 教授）

つ    た    こ

毎年人気のアスカーラまつり！今年は「夏」に開催します。
みなさんに楽しんでいただけるイベントを各種ご用意してお待ちしています。
涼しい会場で楽しく参加！夏の思い出にいかがですか！
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！

第1回と第2回は同じ日に開催します！
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　■申込条件　パソコン（OS：Windows）
　　　　　　　持ち込み可能な方
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まどかぴあ図書館 インフォメーション

2021年7月号 9

※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。

おはなし会は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。
・0～2歳向け　　　 不定期火曜日　10:30～
・幼児～小学生向け　不定期土曜日　15:00～

移動図書館「わくわく号」巡回日程表
7月の巡回

としょかんのおはなし会

＊ りとる ＊

開館時間/10：00～18：00（日～木）　10:00～20：00（金）　10：00～19：00（土）
http：//www.madokapialibrary.jp/

午後午前
10:30～11:15 11:30～12:00 14:00～14:45 15:15～16:00

中央コミュニティ
センター

石坂公園
（月の浦幼稚園横）

南ヶ丘2区
公民館中央デイサービス

乙金公民館 乙金東公民館 乙金台公民館

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）

悠生園
デイサービス

南コミュニティ
センター

南コミュニティ
センター

釜蓋公民館 中公民館

下大利団地
公民館 山田公民館 栄町公民館

仲島公民館 畑詰公民館 巡町公園
（川久保2丁目）

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

牛頸公民館 上大利公民館 つつじヶ丘
公民館

障がい者支援
センター

まどか・ゆいぱる

12日

26日

5日

19日

13日

27日

6日

20日

1日
15日
29日

8日

2日
16日
30日

9日

11日

25日

曜
日 日

月

火

木

金

日

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。

お問い合わせ先 TEL 092-586-4010 / FAX 092-586-4011 お問い合わせ先 TEL 092-586-4006 / FAX 092-586-4007
管理課　受付時間/9：00～17：00（月～金）

information

怪盗クロからまどかぴあに挑戦状が届きました。まどかぴあに散らばる謎を解いてくれる
探偵さんを募集しています。普段は見られないまどかぴあの裏側までしっかり捜査して謎を解こう！

まどかぴあバックステージ探検2021 

～怪盗クロの謎を追え！～

■日　　時　7月24日（土）
　　　　　　19:00～19:40 / 
　　　　　　18:45開場
■会　　場　303会議室（3階）
■定　　員　30名（子ども1名につき保護者は1名まで）
　　　　　　※要申込・先着順
■対　　象　小学生以上（未就学児入場不可）
　　　　　　　※小学生は保護者同伴または会場までの送迎を
　　　　　　　　お願いします。
■申込方法　7月8日（木）10:00より
　　　　　　図書館カウンター・電話にて受付開始

■日　　時　8月22日（日）
　　　　　　①9:40～10:40　②11:10～12:10
■申込方法　8月5日（木）10:00より
　　　　　　図書館カウンター・電話にて受付開始
　　　　　　※子どもだけでの参加はできません。

内容（部門）
すいぞくかんをつくろう
むかしあそびにチャレンジ

定員
17組
15組

会場
301・304会議室
303会議室

■日　　時　8月7日（土）12:30～14:30
■対　　象　小学生　※１～３年生は保護者1名（18歳以上）の同伴が必要
■定　　員　24名程度   ※応募多数の場合は抽選（7月21日（水）頃にメール又は郵送にて参加可否等の連絡をいたします）
■参 加 費　１人500円（同日開催のシネマランド施設利用券および保険料等を含む）※保護者も参加費が必要です
■申込方法　メールに以下の内容を記入し送信
　　　　　　①名前と学年（1～3年生は保護者名も）　②郵便番号・住所・電話番号　
　　　　　　③シネマランド「若おかみは小学生！」の観覧希望回（10:00～、15:00～）
■申 込 先　madokakoubo@bb.csf.ne.jp
■申込締切　7月16日（金）

■お問い合わせ　大野城まどかぴあ管理課
　　　　　　　　電話092-586-4006（平日 9:00～17:00）

■時　間　14:00開演 / 13:30開場
■会　場　多目的ホール（1階）全席自由 / 入場制限あり
■授業料　500円（当日800円）※未就学児入場不可　
　※友の会先行販売・割引は対象外
　※前売りで完売した場合、当日券は販売いたしません

■チケット取扱い（詳細はP12）
　●まどかぴあ総合案内
　●まどかぴあWEBサービス
　●ローソンチケット（Lコード：81846）

患者さんと医療者は「同じ船に乗って荒波を乗り越える仲間」であると
いう基本的関係は変わるものではありませんが、医療の内容はいよいよ
複雑化しわかりにくくなっています。皆さんが健康で幸せな毎日を送る
ために、医療機関と上手に付き合う「秘訣」を残らずお話ししましょう。

「元気なくらし 医療とともに」
講師　長尾 哲彦（誠愛リハビリテーション病院 院長）7／17土

1時間目

発売中（1～4時間目）

まどかぴあ市民大学 おとなの楽校

　以下のＱＲコードを読み取り、
メールを送信すると便利です。

LECTURE

暑い夏の夜、ちょっぴりこわいおはなしを聞きに来
ませんか？いつもとちがうスペシャルな夜のおはな
し会です。

わくわくおはなし会
夏休みスペシャル「夜ばなし」

■日　　程　7月31日（土）
■時　　間　①10:00～11:30
　　　　　　②12:45～14:15
　　　　　　③14:45～16:15
■会　　場　多目的ホール(1階)
■定　　員　各回10組（子ども1名につき保護者は1名まで）
　　　　　　　※要申込・先着順
■対　　象　5歳以上(小学1年生以下は要保護者同伴)
■講　　師　津田 三朗（造形作家・彫刻家）
■申込方法　7月16日（金）10:00より
　　　　　　図書館カウンター・電話にて受付開始

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？

紙のどうぶつえん
夏休み教室

大人と子どもが一緒に楽しめる親子読書会を大野城
市地域貸出文庫連絡協議会と協力して開催します。
楽しいおはなし会や親子で協力する工作などを準備
しています。

第42回親子読書会
～親子で心ゆたかな時間をすごそう～

共催事業

EVENT

「食とくらし 薬膳とともに」
講師　宇津原 知世美
　　　  （国際中医師、国際中医薬膳師）

「花のあるくらし 花とともに」
講師　石井 康子
　　　  （園芸研究家、緑のコーディネーター）

9／4 土
2時間目

1／22土12／11土
3時間目

「伝統文化とくらし 
　     茶陶高取焼とともに」
講師　十五代 　　　亀井 味楽
　　　十六代継承者 亀井 久彰
　　　  （高取焼本家 味楽窯）

4時間目
令和4年

新型コロナウイルス感染拡大防止のため
「第42回親子読書会」
は開催中止します。

託 児



8 2021年7月号

まどかぴあ図書館 インフォメーション
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※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。

おはなし会は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。
・0～2歳向け　　　 不定期火曜日　10:30～
・幼児～小学生向け　不定期土曜日　15:00～

移動図書館「わくわく号」巡回日程表
7月の巡回

としょかんのおはなし会

＊ りとる ＊

開館時間/10：00～18：00（日～木）　10:00～20：00（金）　10：00～19：00（土）
http：//www.madokapialibrary.jp/

午後午前
10:30～11:15 11:30～12:00 14:00～14:45 15:15～16:00

中央コミュニティ
センター

石坂公園
（月の浦幼稚園横）

南ヶ丘2区
公民館中央デイサービス

乙金公民館 乙金東公民館 乙金台公民館

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）

悠生園
デイサービス

南コミュニティ
センター

南コミュニティ
センター

釜蓋公民館 中公民館

下大利団地
公民館 山田公民館 栄町公民館

仲島公民館 畑詰公民館 巡町公園
（川久保2丁目）

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

牛頸公民館 上大利公民館 つつじヶ丘
公民館

障がい者支援
センター

まどか・ゆいぱる

12日

26日

5日

19日

13日

27日

6日

20日

1日
15日
29日

8日

2日
16日
30日

9日

11日

25日

曜
日 日

月

火

木

金

日

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。

お問い合わせ先 TEL 092-586-4010 / FAX 092-586-4011 お問い合わせ先 TEL 092-586-4006 / FAX 092-586-4007
管理課　受付時間/9：00～17：00（月～金）

information

怪盗クロからまどかぴあに挑戦状が届きました。まどかぴあに散らばる謎を解いてくれる
探偵さんを募集しています。普段は見られないまどかぴあの裏側までしっかり捜査して謎を解こう！

まどかぴあバックステージ探検2021 

～怪盗クロの謎を追え！～

■日　　時　7月24日（土）
　　　　　　19:00～19:40 / 
　　　　　　18:45開場
■会　　場　303会議室（3階）
■定　　員　30名（子ども1名につき保護者は1名まで）
　　　　　　※要申込・先着順
■対　　象　小学生以上（未就学児入場不可）
　　　　　　　※小学生は保護者同伴または会場までの送迎を
　　　　　　　　お願いします。
■申込方法　7月8日（木）10:00より
　　　　　　図書館カウンター・電話にて受付開始

■日　　時　8月22日（日）
　　　　　　①9:40～10:40　②11:10～12:10
■申込方法　8月5日（木）10:00より
　　　　　　図書館カウンター・電話にて受付開始
　　　　　　※子どもだけでの参加はできません。

内容（部門）
すいぞくかんをつくろう
むかしあそびにチャレンジ

定員
17組
15組

会場
301・304会議室
303会議室

■日　　時　8月7日（土）12:30～14:30
■対　　象　小学生　※１～３年生は保護者1名（18歳以上）の同伴が必要
■定　　員　24名程度   ※応募多数の場合は抽選（7月21日（水）頃にメール又は郵送にて参加可否等の連絡をいたします）
■参 加 費　１人500円（同日開催のシネマランド施設利用券および保険料等を含む）※保護者も参加費が必要です
■申込方法　メールに以下の内容を記入し送信
　　　　　　①名前と学年（1～3年生は保護者名も）　②郵便番号・住所・電話番号　
　　　　　　③シネマランド「若おかみは小学生！」の観覧希望回（10:00～、15:00～）
■申 込 先　madokakoubo@bb.csf.ne.jp
■申込締切　7月16日（金）

■お問い合わせ　大野城まどかぴあ管理課
　　　　　　　　電話092-586-4006（平日 9:00～17:00）

■時　間　14:00開演 / 13:30開場
■会　場　多目的ホール（1階）全席自由 / 入場制限あり
■授業料　500円（当日800円）※未就学児入場不可　
　※友の会先行販売・割引は対象外
　※前売りで完売した場合、当日券は販売いたしません

■チケット取扱い（詳細はP12）
　●まどかぴあ総合案内
　●まどかぴあWEBサービス
　●ローソンチケット（Lコード：81846）

患者さんと医療者は「同じ船に乗って荒波を乗り越える仲間」であると
いう基本的関係は変わるものではありませんが、医療の内容はいよいよ
複雑化しわかりにくくなっています。皆さんが健康で幸せな毎日を送る
ために、医療機関と上手に付き合う「秘訣」を残らずお話ししましょう。

「元気なくらし 医療とともに」
講師　長尾 哲彦（誠愛リハビリテーション病院 院長）7／17土

1時間目

発売中（1～4時間目）

まどかぴあ市民大学 おとなの楽校

　以下のＱＲコードを読み取り、
メールを送信すると便利です。

LECTURE

暑い夏の夜、ちょっぴりこわいおはなしを聞きに来
ませんか？いつもとちがうスペシャルな夜のおはな
し会です。

わくわくおはなし会
夏休みスペシャル「夜ばなし」

■日　　程　7月31日（土）
■時　　間　①10:00～11:30
　　　　　　②12:45～14:15
　　　　　　③14:45～16:15
■会　　場　多目的ホール(1階)
■定　　員　各回10組（子ども1名につき保護者は1名まで）
　　　　　　　※要申込・先着順
■対　　象　5歳以上(小学1年生以下は要保護者同伴)
■講　　師　津田 三朗（造形作家・彫刻家）
■申込方法　7月16日（金）10:00より
　　　　　　図書館カウンター・電話にて受付開始

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？

紙のどうぶつえん
夏休み教室

大人と子どもが一緒に楽しめる親子読書会を大野城
市地域貸出文庫連絡協議会と協力して開催します。
楽しいおはなし会や親子で協力する工作などを準備
しています。

第42回親子読書会
～親子で心ゆたかな時間をすごそう～

共催事業

EVENT

「食とくらし 薬膳とともに」
講師　宇津原 知世美
　　　  （国際中医師、国際中医薬膳師）

「花のあるくらし 花とともに」
講師　石井 康子
　　　  （園芸研究家、緑のコーディネーター）

9／4 土
2時間目

1／22土12／11土
3時間目

「伝統文化とくらし 
　     茶陶高取焼とともに」
講師　十五代 　　　亀井 味楽
　　　十六代継承者 亀井 久彰
　　　  （高取焼本家 味楽窯）

4時間目
令和4年

新型コロナウイルス感染拡大防止のため
「第42回親子読書会」
は開催中止します。

託 児
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まどかぴあでは、大・小・多目的ホールや会議室などの施設の貸し出しを行っています。
様々な用途に合わせてご利用ください。
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まどかぴあの施設利用のご案内

まどかぴあイベントスケジュール

つくし お隣さん情報

7月

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

7/17
（土）

ふれぶんシネマ倶楽部「僕のワンダフルジャーニー」
会場：旧館1階サンホール（入場制限あり）
●施設利用料1枚300円　※要電話予約　●①10:00 ②14:00

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。6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）

※まどかぴあ主催・共催事業の詳細等は「アテナ」誌面やまどかぴあホームページ等でご確認いただけます。
※まどかぴあ主催・共催事業以外については、掲載を希望されたホールイベントのみ掲載しています。

第十七回ちくしの寄席
立川生志“ふるさと応援”落語会
出演：立川生志、柳家さん光
●全席指定 一般2,500円ほか　※中学生以上入場可　●14:00

０才からのコンサート～home 家族で気軽に音楽会～
出演：木山裕策（歌） / 九州シティフィルハーモニー室内合奏団
弦楽アンサンブル
●全席指定 一般1,500円ほか ●11:30

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」
●全席指定 一般5,000円　●15:00

8/9
（月・祝）

7/25
（日）

7/15
（木）

6/22
（火）
〜
7/9
（金）

（公財）太宰府市文化スポーツ振興財団

働きたいママ応援セミナー
会場：男女共同参画推進セミナールミナス
電話：092-925-5404　※要電話申込
共催：福岡県新雇用開発課（子育て女性就職支援センター）
●無料　●10:00

太宰府歴史クイズパネル展
会場：文化ふれあい館　電話：092-928-0800
●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

7/17
（土）

9/12
（日）

ちくしのミュージックフェスタ
with　DA･N･KA･I　Vol.5
※7/31（土）チケット販売開始
●全席指定 一般1,500円ほか　●13:00

ミリカローデン那珂川
「みりかれっじ」～見たい！聞きたい！学びたい！
第2弾「文化を育むまちづくり」
講師：松岡恭子（建築家）
●1,200円ほか　●14:00

7/18
（日）

上方落語福岡県人隊ミリカローデン那珂川寄席
●1,500円　●18:30

8/5
（木）

■問 お問い合わせ先　■会 会場　■時 時間
　　 まどかぴあ主催・共催事業

太宰府市五条3丁目1番1号☎092（920）7070

筑紫野市上古賀1丁目5番1号☎092（925）4321

那珂川市仲2丁目5番1号☎092（954）2211

MIRIKA青空マーケット
●無料　●11:00～15:00

7/25
（日）

市役所西駐車場の整備工事について
大野城市役所西駐車場の整備工事に伴い、工事期間中は西駐車場および南広場、大型
バス駐車場などの一部が利用できません。なお、利用ができない期間・範囲は、工事
の進捗状況により変更することがあります。詳しい内容は、市役所ホームページで随
時お知らせします。ご理解とご協力をお願いいたします。

特定天井耐震化工事のお知らせ
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、大ホールをご利用いただけません。また、工事に関連して他施設の利用が
制限される場合があります。
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。

小ホール グランドピアノの
オーバーホール（※）について
12月1日（水）から令和4年2月3日（木）にかけて、小ホールのグランドピアノの
オーバーホールを行います。期間中は小ホールのグランドピアノは使用できません。
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。
（※）オーバーホールとは、ピアノの部品すべてを新しいものに入れ替えることです。

工 事 等 の
お 知 らせ

インフォメーション
お問い合わせ先 TEL 092-586-4006 / FAX 092-586-4007
管理課　受付時間/9：00～17：00（月～金）

information

■申込時間　9:00～21:00
■申込期間　大・小・多目的ホール：利用日の１年前から７日前まで
　　　　　　　※13ヵ月前の月の「１日9:00から14日21:00まで」も申し込み可能ですが、抽選方式です。
　　　　　　　※令和４年５月上旬から令和５年１月中旬にかけて工事を行うため、大ホールの利用ができません。
　　　　　　上記以外の施設：利用日の６ヵ月前から利用日当日まで
　　　　　　　　　　　　　 （ホールと併用する場合はホールと同様の期間）
■連続利用期間　展示コーナー：14日間
　　　　　　　　上記以外の施設：7日間
■受付場所　まどかぴあ総合案内

かごポシェット作り
■問 生涯学習センター

正しい歩き方レッスン
■問 生涯学習センター

簡単に作るエスニック料理①②
■問 生涯学習センター

託児サポーター養成講座
■問 男女平等推進センターアスカーラ

楽しく話そう！　
■問 生涯学習センター

シネマランド「タイピスト！」
■問 文化芸術振興担当

レジンで作るバッグチャーム
■問 生涯学習センター

版画入門～銅版画 ドライポイント～
■問 生涯学習センター

おとなの楽校　１時間目
■問 管理課

アスカーラおでかけ教室
「HUGって知ってる？HUGってなあに？」
■問 男女平等推進センターアスカーラ

バレエスタジオ ランジュ 15周年記念発表会
■問 バレエスタジオ ランジュ 後藤092-738-8041
■会 大ホール　■時 開演14:00（開場13:30）

わくわくおはなし会
夏休みスペシャル「夜ばなし」
■問 まどかぴあ図書館

大野城和太鼓フェスティバル2021
■問 文化芸術振興担当

子どもクレイアート①②
■問 生涯学習センター

銀になる粘土で作ってみよう！
■問 生涯学習センター

アスカーラ夏まつり
■問 男女平等推進センターアスカーラ

紙のどうぶつえん夏休み教室
■問 まどかぴあ図書館

1・8（木）

2・9（金）

①6（火）
②15（木）

6（火）～8/10（火）

9・16（金）

10（土）

13（火）

16・23（金）

17（土）

20（火）

22（木・祝）

24(土)

25（日）

①27（火）
②8/10（火）

30（金）

31（土）

託 児

託 児

託 児

託 児

託 児

託 児

託 児

託 児

託 児

詳しい申込方法や手続きについては、総合案内にお問い合わせいただくか、まどかぴあホームページをご覧ください。
大ホール 小ホール
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まどかぴあでは、大・小・多目的ホールや会議室などの施設の貸し出しを行っています。
様々な用途に合わせてご利用ください。
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まどかぴあの施設利用のご案内

まどかぴあイベントスケジュール

つくし お隣さん情報

7月

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

7/17
（土）

ふれぶんシネマ倶楽部「僕のワンダフルジャーニー」
会場：旧館1階サンホール（入場制限あり）
●施設利用料1枚300円　※要電話予約　●①10:00 ②14:00

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。6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）

※まどかぴあ主催・共催事業の詳細等は「アテナ」誌面やまどかぴあホームページ等でご確認いただけます。
※まどかぴあ主催・共催事業以外については、掲載を希望されたホールイベントのみ掲載しています。

第十七回ちくしの寄席
立川生志“ふるさと応援”落語会
出演：立川生志、柳家さん光
●全席指定 一般2,500円ほか　※中学生以上入場可　●14:00

０才からのコンサート～home 家族で気軽に音楽会～
出演：木山裕策（歌） / 九州シティフィルハーモニー室内合奏団
弦楽アンサンブル
●全席指定 一般1,500円ほか ●11:30

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」
●全席指定 一般5,000円　●15:00

8/9
（月・祝）

7/25
（日）

7/15
（木）

6/22
（火）
〜
7/9
（金）

（公財）太宰府市文化スポーツ振興財団

働きたいママ応援セミナー
会場：男女共同参画推進セミナールミナス
電話：092-925-5404　※要電話申込
共催：福岡県新雇用開発課（子育て女性就職支援センター）
●無料　●10:00

太宰府歴史クイズパネル展
会場：文化ふれあい館　電話：092-928-0800
●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

7/17
（土）

9/12
（日）

ちくしのミュージックフェスタ
with　DA･N･KA･I　Vol.5
※7/31（土）チケット販売開始
●全席指定 一般1,500円ほか　●13:00

ミリカローデン那珂川
「みりかれっじ」～見たい！聞きたい！学びたい！
第2弾「文化を育むまちづくり」
講師：松岡恭子（建築家）
●1,200円ほか　●14:00

7/18
（日）

上方落語福岡県人隊ミリカローデン那珂川寄席
●1,500円　●18:30

8/5
（木）

■問 お問い合わせ先　■会 会場　■時 時間
　　 まどかぴあ主催・共催事業

太宰府市五条3丁目1番1号☎092（920）7070

筑紫野市上古賀1丁目5番1号☎092（925）4321

那珂川市仲2丁目5番1号☎092（954）2211

MIRIKA青空マーケット
●無料　●11:00～15:00

7/25
（日）

市役所西駐車場の整備工事について
大野城市役所西駐車場の整備工事に伴い、工事期間中は西駐車場および南広場、大型
バス駐車場などの一部が利用できません。なお、利用ができない期間・範囲は、工事
の進捗状況により変更することがあります。詳しい内容は、市役所ホームページで随
時お知らせします。ご理解とご協力をお願いいたします。

特定天井耐震化工事のお知らせ
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、大ホールをご利用いただけません。また、工事に関連して他施設の利用が
制限される場合があります。
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。

小ホール グランドピアノの
オーバーホール（※）について
12月1日（水）から令和4年2月3日（木）にかけて、小ホールのグランドピアノの
オーバーホールを行います。期間中は小ホールのグランドピアノは使用できません。
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。
（※）オーバーホールとは、ピアノの部品すべてを新しいものに入れ替えることです。

工 事 等 の
お 知 らせ

インフォメーション
お問い合わせ先 TEL 092-586-4006 / FAX 092-586-4007
管理課　受付時間/9：00～17：00（月～金）

information

■申込時間　9:00～21:00
■申込期間　大・小・多目的ホール：利用日の１年前から７日前まで
　　　　　　　※13ヵ月前の月の「１日9:00から14日21:00まで」も申し込み可能ですが、抽選方式です。
　　　　　　　※令和４年５月上旬から令和５年１月中旬にかけて工事を行うため、大ホールの利用ができません。
　　　　　　上記以外の施設：利用日の６ヵ月前から利用日当日まで
　　　　　　　　　　　　　 （ホールと併用する場合はホールと同様の期間）
■連続利用期間　展示コーナー：14日間
　　　　　　　　上記以外の施設：7日間
■受付場所　まどかぴあ総合案内

かごポシェット作り
■問 生涯学習センター

正しい歩き方レッスン
■問 生涯学習センター

簡単に作るエスニック料理①②
■問 生涯学習センター

託児サポーター養成講座
■問 男女平等推進センターアスカーラ

楽しく話そう！　
■問 生涯学習センター

シネマランド「タイピスト！」
■問 文化芸術振興担当

レジンで作るバッグチャーム
■問 生涯学習センター

版画入門～銅版画 ドライポイント～
■問 生涯学習センター

おとなの楽校　１時間目
■問 管理課

アスカーラおでかけ教室
「HUGって知ってる？HUGってなあに？」
■問 男女平等推進センターアスカーラ

バレエスタジオ ランジュ 15周年記念発表会
■問 バレエスタジオ ランジュ 後藤092-738-8041
■会 大ホール　■時 開演14:00（開場13:30）

わくわくおはなし会
夏休みスペシャル「夜ばなし」
■問 まどかぴあ図書館

大野城和太鼓フェスティバル2021
■問 文化芸術振興担当

子どもクレイアート①②
■問 生涯学習センター

銀になる粘土で作ってみよう！
■問 生涯学習センター

アスカーラ夏まつり
■問 男女平等推進センターアスカーラ

紙のどうぶつえん夏休み教室
■問 まどかぴあ図書館

1・8（木）

2・9（金）

①6（火）
②15（木）

6（火）～8/10（火）

9・16（金）

10（土）

13（火）

16・23（金）

17（土）

20（火）

22（木・祝）

24(土)

25（日）

①27（火）
②8/10（火）

30（金）

31（土）

託 児

託 児

託 児

託 児

託 児

託 児

託 児

託 児

託 児

詳しい申込方法や手続きについては、総合案内にお問い合わせいただくか、まどかぴあホームページをご覧ください。
大ホール 小ホール



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二丁目３番１号
総合案内：TEL 092（586）4000／FAX 092（586）4001
開館時間：9:00～22:00　受付時間：9:00～21:00
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）
まどかぴあホームページのトップにつながる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2.0キロ
■無料駐車場：平面90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。

新型コロナウイルス感染防止策のためのお願い　

検温清掃・除菌
実施

換気実施 適切な距離 手指消毒飛沫防止幕
設置

連絡先記入マスク着用

●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。

●接触確認アプリ「COCOA」のイン
ストールにご協力ください。

■感染防止策 ■お客様へのお願い

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。

1人1回 300円 定員有り（満10ヵ月～就学前まで）　　
※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 要連絡

7月7日（水）、21日（水）
まどかぴあ休館日のお知らせ

車イス席ご利用の際に事前申し込み
が必要です。

グランド会員特典対象事業です。
「先行」「先」…先行販売あり
「特別」「特」…特別料金

WEB会員特典対象事業です。
「先行」…先行販売あり

車イス

グランド

先・特

WEB

先行

　●発売日専用ダイヤル　092-591-1111（10:00～21:00）
　●大野城まどかぴあ総合案内　092-586-4000（9:00～21:00） ※発売初日以外
　●その他プレイガイド ※公演により取扱いが異なります

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

チケット発売についてのご注意
　※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。　※窓口販売および予約済のチケット引き換えは、発売日翌日からです。　
　※大野城まどかぴあWEBサービスを利用するには、会員登録（無料）が必要です。
　　WEBサービスでは、クレジットカード、コンビニエンスストア（ファミリーマート、セブン-イレブン）など、様々な支払い・発券方法を選択
　　できます。公演によっては、WEBサービスでの取扱いがない場合がございます。詳しくは「アテナ」、まどかぴあホームページ等でご確認
　　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、ご入場をお断りする場合があります。
　※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。

日 付 イ ベ ン ト ページ 日 付 イ ベ ン ト ページ

託 児

チケット購入方法　下記のいずれかの方法で予約・購入できます。

まどかぴあのチケット情報・募集申込情報
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音のわコンサートVol.1【振替公演】
グランド会員発売　※WEB会員は7/8（木）～

わくわくおはなし会夏休みスペシャル「夜ばなし」
受付開始

文芸

文芸

文芸

文芸

文芸

1（木） P6

2（金） P2

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～
グランド会員発売　※WEB会員は7/14（水）～文芸

P2
３歳からの“五感”で楽しむ打楽器体験
グランド会員発売　※WEB会員は7/14（水）～文芸

大野城市男女共生講座 受付開始 9（金） P2音のわコンサートVol.1【振替公演】 一般発売

14（水） P5短期講座 受付開始

P8紙のどうぶつえん夏休み教室 受付開始図書

P9

３歳からの“五感”で楽しむ打楽器体験 一般発売

12（月） P3まどかぴあ夏の自由研究
「ダンス公演をつくろう！」 申込締切

まどかぴあバックステージ探検2021
～怪盗クロの謎を追え！～申込締切

15（木）

16（金）

P2
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～ 一般発売

P7アスカーラ子育て応援講座 受付開始

P8図書

8（木）

生涯

管理

男女

男女

7月




