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※アテナとは、ギリシャ神話の知恵と芸術と戦術の女神
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楽しい英会話

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。

※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）

骨盤ゆがみ調整ヨガ

NEW！



生涯学習センターでは、茶道、絵画、工芸、手芸、語学、音楽など様々なジャンルの講座を開催しています。
現在10月開講の定期講座（6ヵ月間）受講生を募集しています。
見学・体験ができる講座もあります。（要事前予約）

発 売 中

2021年8月号 3

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。

2 2021年8月号

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。

10月開講

定期講座（6ヵ月間）受講生募集スタート！

イチオシ情報

申込期限

8月17日（火）必着
申込者が募集人数を超えた場合
は抽選します。8月26日（木）
以降、定員に空きがある講座は
電話・窓口にて先着順受付とな
ります。

申込方法
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。

注意事項
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。
詳しくは館内設置の「受講生募
集」またはホームページをご覧
ください。

ＮＥＷ！講座 受講生から要望の多かった講座が新しくスタート！！

【日　程】第1・3木曜日(月2回)　【時　間】10:00～12:30

水引アート
約50種類のカラフルな水引から
好きな色を選んで正月飾りやア
クセサリーを作ります。不器用
な方でも大丈夫。結びで一緒に
楽しみましょう。

※イメージ

【日　程】第2・4火曜日(月2回)　【時　間】13:30～16:30

こだわりの手彫り
食卓で並べて使う大きなお皿か
ら小皿まで、実用的でぬくもり
のある木の器を手彫りで作って
いきます。初心者の方、不器用
な方も大歓迎です。楽しく木を
彫りましょう。 ※イメージ

【日　程】第4月曜日(月1回)　【時　間】10:00～12:00

クレイアート
クレイアートとは、樹脂粘土を
使って自由に創作するアートで
す。本物そっくりのミニチュア
や季節の飾り物を作っていきま
す。一緒に楽しくわくわくする
ような作品を作りませんか。 ※イメージ

【日　程】第1・3月曜日(月2回)　【時　間】10:00～12:00

はじめての編み物
基礎を学びながら、かぎ針と棒
針で身体に合った作品を仕上げ
ます。綺麗に編む秘訣を伝授し
ます。一緒に編み物を楽しみま
しょう。

※作品例

※イメージ【日　程】第1・3火曜日(月2回)　【時　間】13:30～15:00

骨盤ゆがみ調整ヨガ

骨盤のゆがみからくる頭痛、腰痛、肩こりなどの不調を整えて、軽やかで快適な
身体づくりをしませんか。年齢・性別関係なく、どなたでもご参加お待ちしてます。

まどかぴあ初の木管五重奏によるコンサートを開催！
クラシック音楽に焦点をあて、古典から近現代までの作曲家や作品の特徴などを解説つきでお届けするコンサート
です。初めての方はもちろん、クラシック音楽への理解をさらに深めたい方もお楽しみいただけます。
異なる5つの楽器が集まった“木管五重奏”という形態ならではの色彩豊かな音楽や美しい調和をお聴き逃しなく！

■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

■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

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

金堂 由樹子 （フルート）

メロディや高音のキラキラとした動き
が多い楽器ですが、木管五重奏での
低い音色や伴奏の動きもぜひ聴いて
ください！

■出演者コメント　　“木管五重奏”のココに注目！

山田 陽子 （クラリネット）

低音域では深く温かく、高音域ではキ
ラキラと！音域によって変身していく
クラリネットにご注目ください♪

桐谷 美貴子 （オーボエ）

山椒は小粒でもぴりりと辛い！音色
が独特ではっきりしているので、曲の
彩りや情景描写には持ってこいです☆

※申込用紙はまどかぴあホームページ
　からダウンロードできます。

　©studio-mickey.com 

佐藤 貴宣 （ファゴット）

ファゴットは薪束という意味で、木の
管を合わせた形をしています。低音で
縁の下の力持ちのような存在です☆

吉田 雄大 （ホルン）

曲目（予定）
モーツァルト：
「アイネクライネナハトムジーク」
より第1楽章
ハイドン：
ディヴェルティメント
石川亮太：
山の音楽家じゅんばん協奏曲
ドヴォルザーク：
ユーモレスク　　　　　  ほか

「ホルンって金管楽器よね？何で木管
五重奏に入ってるの？」何故かは演奏
を聴いてもらえれば解ります。

※曲目は変更となる場合があります。
　予めご了承ください。

LECTURE



生涯学習センターでは、茶道、絵画、工芸、手芸、語学、音楽など様々なジャンルの講座を開催しています。
現在10月開講の定期講座（6ヵ月間）受講生を募集しています。
見学・体験ができる講座もあります。（要事前予約）
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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。
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窓口にてご提出ください。

注意事項
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【日　程】第1・3木曜日(月2回)　【時　間】10:00～12:30
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約50種類のカラフルな水引から
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山椒は小粒でもぴりりと辛い！音色
が独特ではっきりしているので、曲の
彩りや情景描写には持ってこいです☆

※申込用紙はまどかぴあホームページ
　からダウンロードできます。

　©studio-mickey.com 

佐藤 貴宣 （ファゴット）

ファゴットは薪束という意味で、木の
管を合わせた形をしています。低音で
縁の下の力持ちのような存在です☆

吉田 雄大 （ホルン）

曲目（予定）
モーツァルト：
「アイネクライネナハトムジーク」
より第1楽章
ハイドン：
ディヴェルティメント
石川亮太：
山の音楽家じゅんばん協奏曲
ドヴォルザーク：
ユーモレスク　　　　　  ほか

「ホルンって金管楽器よね？何で木管
五重奏に入ってるの？」何故かは演奏
を聴いてもらえれば解ります。

※曲目は変更となる場合があります。
　予めご了承ください。

LECTURE



※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

ログドラム

文化芸術

2021年8月号 5

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。

4 2021年8月号

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。

米モンタナに暮らす10歳の少年スピヴェットは天才的な頭脳の持ち主
であるが、風変わりな家族にその才能を理解してもらえない。権威あ
る科学賞に輝き、授賞式でスピーチすることになった彼は、弟の死に
よってバラバラになった家族に黙ってアメリカ大陸横断の旅に出る。
監督：ジャン＝ピエール・ジュネ（『アメリ』）
出演：カイル・キャトレット、ヘレナ・ボナム＝カーター、ジュディ・ディヴィス 他 ©ÉPITHÈTE FILMS ‒ TAPIOCA FILMS ‒ FILMARTO -

 GAUMONT - FRANCE 2 CINÉMA

9／11土
①10:00～11:45（日本語吹替版）
②15:00～16:45（日本語字幕版）

「天才スピヴェット」 2013年/フランス・カナダ合作/105分

※各回30分前開場

ティータイムコンサート
Vol.295

9／8
水 MUSIC

■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。
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、
影絵劇「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 PLAY

　　　　　　　　ワンダー　　　　　　　　　　　　シャドウ　　　　　　　　　　 ラボ

発 売 中

■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　120名程度（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
●上映作品　「パンダコパンダ」（1972年/35分）　「カラフル忍者いろまき」（2016年/31分）
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Life、FACT（福岡県障がい者芸術文化活動支援センター） ©TMS

5月16日に開催を予定していた「劇場って楽しい!!」の振替公演が決定！当初公演予約者対象の先行受付後、8月1日（日）
から一般受付を行います。会場の明るさを調整するなど各種鑑賞サポートを設けた安心できる環境で、映画鑑賞をしてみ
ませんか。

劇場って楽しい!! 
2021 in 大野城まどかぴあ　

9／5
日

©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

振替公演

■申込方法　まどかぴあ館内およびホームページで配布
　　　　　　の申込用紙にてお申込みください。
■申込締切　8月20日（金）必着

■出　演　加藤 訓子（パーカッショニスト）
■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！ログドラム（木の楽器）を演奏できるコーナーを設けた体験付き
コンサートです。お子様と一緒に、コンサート鑑賞デビューしませんか。

マリンバと様々な打楽器を織り交ぜ、バラエティに富んだプログラムでお届けするコンサート。
マリンバで奏でる「アメイジング・グレイス」やJ.S.バッハ「無伴奏チェロ組曲第3番」を聴いて
みませんか。

■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：81459）
　●チケットぴあ（Pコード：197-935）

MUSIC

10／3
日

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～

MUSIC
車イスWEB

先行
グランド

先・特

託 児

くに　こ

■出　　演　加藤 訓子（パーカッショニスト）　■時　間　14:00開演 / 13:30開場　※約50分（休憩なし）
■会　　場　小ホール(2階)全席自由 / 定員20組程度（先着順）
■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
　※2歳以下は入場できません。託児（9月24日（金）までに要予約）をご利用ください。
　※1組4名まで（人数に関わらず、体験用楽器は1組につき1つです。）　※申込方法等はホームページ等でご確認ください。
　

くに　こ

　©Michiyuki Ohba

　©劇団かかし座

車イスWEB

先行
グランド

先・特10／2
土

発 売 中

■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)

令和3年度大野城市民
劇団迷子座定期公演
開催中止のお知らせ PLAY

共催事業

■出　演　高橋 和彦（マンドリン）、夏川 由紀乃（ピアノ）
■時　間　12:15～12:45
■会　場　多目的ホール（1階）全席自由
　　　　　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。

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

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、8月に開催を予
定しておりました公演を中止します。
5月12日からの緊急事態宣言を受け、団員がそろって練習
を行うことが大変難しく、話し合った結果の苦渋の決断と
なりました。2年続いての公演中止は、団員全員残念でた
まりませんが、いたしかたありません。いつの日か皆さん
に良い芝居をお見せできる日が来ることを心より願ってお
ります。
どうぞよろしくお願いします。 大野城市民劇団迷子座

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

※各回30分前開場

①10:00～11:34（日本語字幕付）
②15:00～16:34

3歳以上入場OK

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

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

車イスWEB

先行
グランド

先・特

MOVIE

文化施設・福祉・教育関係者、障害のある人たちの芸術活動に興味のある人を対象に事例報告や意見交換等を行います。
主催・お問合せ・申込み：FACT（福岡県障がい者文化芸術活動支援センター）　TEL：092-516-0677

文化と福祉のマッチング相談会共催事業 ■日　時　8月17日（火）14:00開始　■会　場　303会議室（3階）



※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

ログドラム

文化芸術
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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。
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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。

米モンタナに暮らす10歳の少年スピヴェットは天才的な頭脳の持ち主
であるが、風変わりな家族にその才能を理解してもらえない。権威あ
る科学賞に輝き、授賞式でスピーチすることになった彼は、弟の死に
よってバラバラになった家族に黙ってアメリカ大陸横断の旅に出る。
監督：ジャン＝ピエール・ジュネ（『アメリ』）
出演：カイル・キャトレット、ヘレナ・ボナム＝カーター、ジュディ・ディヴィス 他 ©ÉPITHÈTE FILMS ‒ TAPIOCA FILMS ‒ FILMARTO -

 GAUMONT - FRANCE 2 CINÉMA

9／11土
①10:00～11:45（日本語吹替版）
②15:00～16:45（日本語字幕版）

「天才スピヴェット」 2013年/フランス・カナダ合作/105分

※各回30分前開場

ティータイムコンサート
Vol.295

9／8
水 MUSIC

■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。
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、
影絵劇「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 PLAY

　　　　　　　　ワンダー　　　　　　　　　　　　シャドウ　　　　　　　　　　 ラボ

発 売 中

■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　120名程度（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
●上映作品　「パンダコパンダ」（1972年/35分）　「カラフル忍者いろまき」（2016年/31分）
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Life、FACT（福岡県障がい者芸術文化活動支援センター） ©TMS

5月16日に開催を予定していた「劇場って楽しい!!」の振替公演が決定！当初公演予約者対象の先行受付後、8月1日（日）
から一般受付を行います。会場の明るさを調整するなど各種鑑賞サポートを設けた安心できる環境で、映画鑑賞をしてみ
ませんか。

劇場って楽しい!! 
2021 in 大野城まどかぴあ　

9／5
日

©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

振替公演

■申込方法　まどかぴあ館内およびホームページで配布
　　　　　　の申込用紙にてお申込みください。
■申込締切　8月20日（金）必着

■出　演　加藤 訓子（パーカッショニスト）
■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！ログドラム（木の楽器）を演奏できるコーナーを設けた体験付き
コンサートです。お子様と一緒に、コンサート鑑賞デビューしませんか。

マリンバと様々な打楽器を織り交ぜ、バラエティに富んだプログラムでお届けするコンサート。
マリンバで奏でる「アメイジング・グレイス」やJ.S.バッハ「無伴奏チェロ組曲第3番」を聴いて
みませんか。

■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：81459）
　●チケットぴあ（Pコード：197-935）

MUSIC

10／3
日

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～

MUSIC
車イスWEB

先行
グランド

先・特

託 児

くに　こ

■出　　演　加藤 訓子（パーカッショニスト）　■時　間　14:00開演 / 13:30開場　※約50分（休憩なし）
■会　　場　小ホール(2階)全席自由 / 定員20組程度（先着順）
■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
　※2歳以下は入場できません。託児（9月24日（金）までに要予約）をご利用ください。
　※1組4名まで（人数に関わらず、体験用楽器は1組につき1つです。）　※申込方法等はホームページ等でご確認ください。
　

くに　こ

　©Michiyuki Ohba

　©劇団かかし座

車イスWEB

先行
グランド

先・特10／2
土

発 売 中

■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)

令和3年度大野城市民
劇団迷子座定期公演
開催中止のお知らせ PLAY

共催事業

■出　演　高橋 和彦（マンドリン）、夏川 由紀乃（ピアノ）
■時　間　12:15～12:45
■会　場　多目的ホール（1階）全席自由
　　　　　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。

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

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、8月に開催を予
定しておりました公演を中止します。
5月12日からの緊急事態宣言を受け、団員がそろって練習
を行うことが大変難しく、話し合った結果の苦渋の決断と
なりました。2年続いての公演中止は、団員全員残念でた
まりませんが、いたしかたありません。いつの日か皆さん
に良い芝居をお見せできる日が来ることを心より願ってお
ります。
どうぞよろしくお願いします。 大野城市民劇団迷子座

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

※各回30分前開場

①10:00～11:34（日本語字幕付）
②15:00～16:34

3歳以上入場OK

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

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

車イスWEB

先行
グランド

先・特

MOVIE

文化施設・福祉・教育関係者、障害のある人たちの芸術活動に興味のある人を対象に事例報告や意見交換等を行います。
主催・お問合せ・申込み：FACT（福岡県障がい者文化芸術活動支援センター）　TEL：092-516-0677

文化と福祉のマッチング相談会共催事業 ■日　時　8月17日（火）14:00開始　■会　場　303会議室（3階）
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【日　程】9月7・14日(火)（全2回）
【時　間】19:00～20:30　【定　員】16名　
【受講料】2,200円
【講　師】森永 美加（健康管理士1級 ストレッチインストラクター）

短期講座 8月5日（木） 9：00 受付開始

お休み前のストレッチ 博多はじき～色付けに挑戦～
体の凝りや疲れをほぐし、自律神経を整え
て、心地よく休むためのストレッチを行い
ます。がんばった自分を優しくいたわって
あげましょう。

託 児

【日　程】9月10・17・24日、10月1・8日(金)（全5回）
【時　間】13:30～16:30　【定　員】16名
【受講料】5,500円　　　　【材料費】500円
【講　師】井上 誠司（陶芸家）

豆皿を作ろう！
陶芸の基本を学び、手びねりでオリジ
ナルの豆皿を作ってみませんか。初め
ての方でも大丈夫です。絵付けや窯入
れなど全行程を自分で行い、豆皿を数
枚程度作ります。

＜メニュー＞
①【9/25】　バインミー、チェー
②【9/30】　混ぜフォー、ベトナム風揚げ春巻き
※材料の都合で内容を変更する場合があります。

【日　程】9月7日（火）　
【時　間】10:00～13:00　【定　員】24名
【受講料】1,100円　　　　【材料費】1,500円
【講　師】梶原 正二（博多人形 伝統工芸士 白彫会会員）

博多人形の作家が守り育ててきた
「博多はじき」。伝統工芸品に触
れる貴重な機会です。素焼きの段
階の「土はじき」に色付けをして、
縁起物を自分で作ってみませんか。

託 児

※イメージ

【日　程】①9月14日（火）　②9月21日（火）　③9月28日（火）
【時　間】19:00～21:00　【定　員】各10名
【受講料】各2,000円　【材料費】各200円（練習問題希望の方のみ）
【対　象】初級および中級レベルの方
【講　師】(有)アキラ企画

パソコン勉強室①②③
パソコンに関する質問に個別で対応します。（マンツー
マンではありません）特に質問はないけれど、ワードや
エクセルを復習したいという方のご参加もお待ちしてお
ります。

■日　程　9月17日（金）・18日（土）　10:00～16:00
■会　場　ギャラリーモール、展示コーナー他

【日　程】①9月25日（土）　②9月30日（木）
【時　間】10:30～13:30　【定　員】各16名
【受講料】各1,100円　　　【材料費】各1,500円
【講　師】宮村 ゆかり（ミヤムの恋するcooking主宰）

アジアごはん～ベトナム料理～①②　
手に入れやすい材料を
使って、おうちでも作
れるベトナム料理をお
教えします。

託 児
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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）生涯学習センター

お問い合わせ先 TEL 092-586-4020 / FAX 092-586-4021
開館時間/9：00～20：00（月～土）

■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
■応募期限　9月30日（木）まで
■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）
　※表彰式と入賞作品の展示は、令和4年2月頃に開催予定です。
　※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。

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。
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

■講　　師　佐藤 倫子（福岡教育大学 非常勤講師、一般社団法人ママトコラボ 理事）
■対　　象　下記①～③の全てに該当する方
　　　　　　　①大野城市在住・在勤（もしくはその予定）の女性
　　　　　　　②これから子どもの学校や地域活動などで人とのつながりを作りたい方
　　　　　　　③原則として全3回の講座に参加できる方
■会　　場　多目的ホール（1階）　■受 講 料　無料　■定　　員　30名（申込先着順）
■申込方法　8月2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

仕事でも地域でも、保護者の集まりでも…人が集まる場では「話し合い」はつきもの。
会議などを円滑に進めるためのスキル「ファシリテーション」を学んで、まずは話し合いの場に慣れる練習をして
みませんか？

生き生きと輝く女性応援事業
「話し合いが怖くなくなる！ファシリテーション講座」

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。

※パソコンはお持ち込みください。（貸出も可能です）

※作品例

※イメージ

※イメージ

※前回の発表会の様子

CONTEST

後援：大野城市、大野城市教育委員会

画用紙
お渡しします

託 児

LECTURE

令和2年度 図画ポスターの部 市長賞

令和2年度 標語の部 市長賞

回 日程 時間 テーマ

11月2日（火）

11月16日（火）

11月30日（火）

10:00～12:00

1

2

3 話し合いをやってみよう②
～かみ合わない議論を整理する＆課題解決会議編～

話し合いをやってみよう①
～アイデアをたくさん出す＆企画会議編～

ファシリテーションとは？（基礎編）

8月11日（水）、12日（木）、13日（金）、14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。

定期講座（前期6ヵ月間）
発表会・定期講座体験会　開催 EVENT

発表会では受講生の作品展示のほか、体験・販売も
予定しています。詳細は「アテナ」9月号をご覧く
ださい。

8月13日（金）は、9：00～17：00とさせていただきます。
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【日　程】9月7・14日(火)（全2回）
【時　間】19:00～20:30　【定　員】16名　
【受講料】2,200円
【講　師】森永 美加（健康管理士1級 ストレッチインストラクター）

短期講座 8月5日（木） 9：00 受付開始

お休み前のストレッチ 博多はじき～色付けに挑戦～
体の凝りや疲れをほぐし、自律神経を整え
て、心地よく休むためのストレッチを行い
ます。がんばった自分を優しくいたわって
あげましょう。

託 児

【日　程】9月10・17・24日、10月1・8日(金)（全5回）
【時　間】13:30～16:30　【定　員】16名
【受講料】5,500円　　　　【材料費】500円
【講　師】井上 誠司（陶芸家）

豆皿を作ろう！
陶芸の基本を学び、手びねりでオリジ
ナルの豆皿を作ってみませんか。初め
ての方でも大丈夫です。絵付けや窯入
れなど全行程を自分で行い、豆皿を数
枚程度作ります。

＜メニュー＞
①【9/25】　バインミー、チェー
②【9/30】　混ぜフォー、ベトナム風揚げ春巻き
※材料の都合で内容を変更する場合があります。

【日　程】9月7日（火）　
【時　間】10:00～13:00　【定　員】24名
【受講料】1,100円　　　　【材料費】1,500円
【講　師】梶原 正二（博多人形 伝統工芸士 白彫会会員）

博多人形の作家が守り育ててきた
「博多はじき」。伝統工芸品に触
れる貴重な機会です。素焼きの段
階の「土はじき」に色付けをして、
縁起物を自分で作ってみませんか。

託 児

※イメージ

【日　程】①9月14日（火）　②9月21日（火）　③9月28日（火）
【時　間】19:00～21:00　【定　員】各10名
【受講料】各2,000円　【材料費】各200円（練習問題希望の方のみ）
【対　象】初級および中級レベルの方
【講　師】(有)アキラ企画

パソコン勉強室①②③
パソコンに関する質問に個別で対応します。（マンツー
マンではありません）特に質問はないけれど、ワードや
エクセルを復習したいという方のご参加もお待ちしてお
ります。

■日　程　9月17日（金）・18日（土）　10:00～16:00
■会　場　ギャラリーモール、展示コーナー他

【日　程】①9月25日（土）　②9月30日（木）
【時　間】10:30～13:30　【定　員】各16名
【受講料】各1,100円　　　【材料費】各1,500円
【講　師】宮村 ゆかり（ミヤムの恋するcooking主宰）

アジアごはん～ベトナム料理～①②　
手に入れやすい材料を
使って、おうちでも作
れるベトナム料理をお
教えします。

託 児
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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）生涯学習センター

お問い合わせ先 TEL 092-586-4020 / FAX 092-586-4021
開館時間/9：00～20：00（月～土）

■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
■応募期限　9月30日（木）まで
■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）
　※表彰式と入賞作品の展示は、令和4年2月頃に開催予定です。
　※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。

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。
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

■講　　師　佐藤 倫子（福岡教育大学 非常勤講師、一般社団法人ママトコラボ 理事）
■対　　象　下記①～③の全てに該当する方
　　　　　　　①大野城市在住・在勤（もしくはその予定）の女性
　　　　　　　②これから子どもの学校や地域活動などで人とのつながりを作りたい方
　　　　　　　③原則として全3回の講座に参加できる方
■会　　場　多目的ホール（1階）　■受 講 料　無料　■定　　員　30名（申込先着順）
■申込方法　8月2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

仕事でも地域でも、保護者の集まりでも…人が集まる場では「話し合い」はつきもの。
会議などを円滑に進めるためのスキル「ファシリテーション」を学んで、まずは話し合いの場に慣れる練習をして
みませんか？

生き生きと輝く女性応援事業
「話し合いが怖くなくなる！ファシリテーション講座」

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。

※パソコンはお持ち込みください。（貸出も可能です）

※作品例

※イメージ

※イメージ

※前回の発表会の様子

CONTEST

後援：大野城市、大野城市教育委員会

画用紙
お渡しします

託 児

LECTURE

令和2年度 図画ポスターの部 市長賞

令和2年度 標語の部 市長賞

回 日程 時間 テーマ

11月2日（火）

11月16日（火）

11月30日（火）

10:00～12:00

1

2

3 話し合いをやってみよう②
～かみ合わない議論を整理する＆課題解決会議編～

話し合いをやってみよう①
～アイデアをたくさん出す＆企画会議編～

ファシリテーションとは？（基礎編）

8月11日（水）、12日（木）、13日（金）、14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。

定期講座（前期6ヵ月間）
発表会・定期講座体験会　開催 EVENT

発表会では受講生の作品展示のほか、体験・販売も
予定しています。詳細は「アテナ」9月号をご覧く
ださい。

8月13日（金）は、9：00～17：00とさせていただきます。



■講　師　森 津太子
　　　　　  （放送大学 教養学部 心理と教育コース 教授）
■日　程　11月9日（火）

つ　  た　 こ

〈
第
4
回
〉

＜予告＞ 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

11／20
土

■時　間　10:00～12:00　　　■講　師　林田 スマ（大野城まどかぴあ 館長）

8 2021年8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　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

毎年大好評の男女共生講座が今年も始まります！
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。
「共に生きる社会」を目指して、みんなで学んで一歩を踏み出しませんか！　どなたでもお気軽にご参加ください。

託 児

託 児

5月15日（土）の開催を延期しておりました男女共同参画条例制定記念講演会について、
開催日時が決定しました。

大野城市男女共生講座 LECTURE

まどかぴあ図書館

2021年8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などをご確認くだ
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
8月の巡回

としょかんのおはなし会

＊ りとる ＊

お問い合わせ先 TEL 092-586-4010 / FAX 092-586-4011
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

23日

2日
16日
30日
10日
24日
3日
17日
31日
12日
26日

5日
19日

13日
27日

6日
20日

22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。

広告協賛欄

■講　師　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）
■日　程　8月10日（火）

■講　師　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）
■日　程　9月9日（木）

てい げつ

LECTURE 期間：9月15日（水）～9月22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。

図書特別整理に伴う
休館のお知らせ

■応募資格　幼児（年中・年長にあたる年齢）・小学生
　　　　　　※市内外を問わず
■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］
　　　　　　　　　　　　　　※規格外不可。
　　　　　　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。
　　　　　　※過去に最優秀賞を受賞した方は選外となります。ご了承ください。

■応募期間　9月2日（木）～10月15日（金）
　　　　　　※当日消印有効
　　　　　　※9月15日（水）～22日（水）は図書特別整理に伴い休館します。
　　　　　　　休館期間中、応募作品は総合案内にて受付します。
■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　本人または団体宛てに通知
　　　　　　「アテナ」令和4年2月号・図書館HP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4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4年1月下旬頃予定
■展示場所　ギャラリーモール（1階）

■応募方法　所定の応募票に記入し、持参または郵送
　※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）

※講演会の内容など詳しい情報は、「アテナ」9月号
　またはチラシ・ホームページをご覧ください！

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。

第26回まどかぴあ読書感想画コンクール CONTEST

〈
第
1
回
〉

■講　師　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）
■日　程　9月21日（火）

〈
第
3
回
〉

〈
第
2
回
〉

8月13日（金）は、9：00～17：00とさせていただきます。

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！～

みんなで政治参画
～多様性とジェンダー平等～

みんなで防災
～地域に適したオーダーメードの防災対策～

みんなでつながる
～社会心理学と新型コロナウイルス～



■講　師　森 津太子
　　　　　  （放送大学 教養学部 心理と教育コース 教授）
■日　程　11月9日（火）

つ　  た　 こ

〈
第
4
回
〉

＜予告＞ 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

11／20
土

■時　間　10:00～12:00　　　■講　師　林田 スマ（大野城まどかぴあ 館長）

8 2021年8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　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

毎年大好評の男女共生講座が今年も始まります！
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。
「共に生きる社会」を目指して、みんなで学んで一歩を踏み出しませんか！　どなたでもお気軽にご参加ください。

託 児

託 児

5月15日（土）の開催を延期しておりました男女共同参画条例制定記念講演会について、
開催日時が決定しました。

大野城市男女共生講座 LECTURE

まどかぴあ図書館

2021年8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などをご確認くだ
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
8月の巡回

としょかんのおはなし会

＊ りとる ＊

お問い合わせ先 TEL 092-586-4010 / FAX 092-586-4011
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
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公園
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老松神社
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悠生園
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センター

まどか・ゆいぱる
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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。

広告協賛欄

■講　師　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）
■日　程　8月10日（火）

■講　師　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）
■日　程　9月9日（木）

てい げつ

LECTURE 期間：9月15日（水）～9月22日（水）
上記期間中、図書特別整理のため、図書館と
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■応募期間　9月2日（木）～10月15日（金）
　　　　　　※当日消印有効
　　　　　　※9月15日（水）～22日（水）は図書特別整理に伴い休館します。
　　　　　　　休館期間中、応募作品は総合案内にて受付します。
■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　本人または団体宛てに通知
　　　　　　「アテナ」令和4年2月号・図書館HP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4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4年1月下旬頃予定
■展示場所　ギャラリーモール（1階）

■応募方法　所定の応募票に記入し、持参または郵送
　※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）

※講演会の内容など詳しい情報は、「アテナ」9月号
　またはチラシ・ホームページをご覧ください！

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。
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■講　師　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）
■日　程　9月21日（火）
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2021年8月号 1110 2021年8月号

まどかぴあイベントスケジュール

つくし お隣さん情報

8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

8/9
（月・振休）

第21回弥生の里音楽祭
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 / 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
●一般1,500円ほか　●11:30

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）

※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。（既に受付を終了している場合もございます）
※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。

ちくしのミュージックフェスタ with DA･N･KA･I　Vol.5
●全席指定 一般1,500円ほか　●13:00

蝶々夫人～講談とクラシックの饗宴～ ※手話通訳あり
出演：神田京子（講談師）、川端裕美（フルート）、
　　 森田良平（コントラバス）、室屋麗華（ピアノ）
●一般1,500円ほか ※未就学児入場不可 ●14:00

ふれぶんシネマ倶楽部「オズランド 笑顔の魔法おしえます。」
会場：サンホール
●施設利用料1枚300円 ※要電話予約 ※未就学児入場不可
●①10:00 ②14:00 

まるごと太宰府歴史展2021
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）

9/18
（土）

8/28
（土）

9/23
（木・祝）
〜
11/7
（日）

8/14
（土）
〜
11/3
（水・祝）

（公財）太宰府市文化スポーツ振興財団

片山攝三写真で見る冨永朝堂展
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

9/12
（日）

ミリカシアター「サヨナラまでの30分」
●施設利用料 一般300円ほか ※4歳以上有料
●①10:00 ②13:00 ③16:00

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 ※未就学児入場不可　●18:30

ミリカローデン那珂川

8/5
（木）

8/8
（日・祝）

ミリカシアター「くちびるに歌を」
●施設利用料300円ほか ※4歳以上有料
●①10:00 ②13:00 ③16:00

9/5
（日）

1（日）

2（月）

2・16（月）

3・10・17・
24（火）

7（土）

8（日）・
19（木）～22（日）

■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

劇団かかし座「Wonder Shadow Labo」
■問 文化芸術振興担当

水彩絵の具を使って絵を描こう！
■問 生涯学習センター

親子でウクレレを奏でよう
■問 生涯学習センター

はじめての韓国語①②
■問 生涯学習センター

シネマランド「若おかみは小学生！」
■問 文化芸術振興担当

まどかぴあバックステージ探検2021
～怪盗クロの謎を追え！～
■問 管理課

ダンス公演をつくろう！
■問 文化芸術振興担当

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4年12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

託 児

託 児■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

薬膳では季節や地域、人により必要な食べ物は異なるということが前提になり
ます。そのため栄養的な観点から、周りの環境や、「私」という人間の今の状態
のバランスを整えるということが大切になります。本来の健康な自分を知るた
めの方法を学んでみませんか。

「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）9／4土

2時間目

発売中（2～4時間目）

まどかぴあ市民大学 おとなの楽校 LECTURE

託 児

■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）

臨時職員登録受付中
期間限定で事務補助などを行っていただく臨時職員を募集しています。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。
所定の用紙は総合案内で受け取るか、ホームページからダウンロードできます。
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】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 職員募集

9（月・振休）

10（火）

14（土）

16（月）～21（土）

17（火）

26（木）～9/9（木）

29（日）

お習字に挑戦しよう①②
■問 生涯学習センター

大野城市男女共生講座①
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！～
■問 男女平等推進センターアスカーラ

スターエンジェルバレエ発表会
■問 スターエンジェルバレエアートスクール　内田092-926-0471
■会 大ホール　■時 開演17:00（開場16:30）

日本の伝統文化を体験しよう！ 子ども能楽体験教室
■問 ちくし子ども能楽教室　今村090-1576-1024
■会 小ホール　■時 13:00～17:00
※発表会 8/21（土）10:00～12:00

文化と福祉のマッチング相談会
■問 FACT（福岡県障がい者文化芸術活動支援センター）
　 092-516-0677

スキルアップ講座
実践！JW-CAD初級講座
■問 男女平等推進センターアスカーラ

音のわコンサートVol.1【振替公演】
■問 文化芸術振興担当

託 児

※18（水）除く



2021年8月号 1110 2021年8月号

まどかぴあイベントスケジュール

つくし お隣さん情報

8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

8/9
（月・振休）

第21回弥生の里音楽祭
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 / 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
●一般1,500円ほか　●11:30

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）

※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。（既に受付を終了している場合もございます）
※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。

ちくしのミュージックフェスタ with DA･N･KA･I　Vol.5
●全席指定 一般1,500円ほか　●13:00

蝶々夫人～講談とクラシックの饗宴～ ※手話通訳あり
出演：神田京子（講談師）、川端裕美（フルート）、
　　 森田良平（コントラバス）、室屋麗華（ピアノ）
●一般1,500円ほか ※未就学児入場不可 ●14:00

ふれぶんシネマ倶楽部「オズランド 笑顔の魔法おしえます。」
会場：サンホール
●施設利用料1枚300円 ※要電話予約 ※未就学児入場不可
●①10:00 ②14:00 

まるごと太宰府歴史展2021
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）

9/18
（土）

8/28
（土）

9/23
（木・祝）
〜
11/7
（日）

8/14
（土）
〜
11/3
（水・祝）

（公財）太宰府市文化スポーツ振興財団

片山攝三写真で見る冨永朝堂展
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

9/12
（日）

ミリカシアター「サヨナラまでの30分」
●施設利用料 一般300円ほか ※4歳以上有料
●①10:00 ②13:00 ③16:00

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 ※未就学児入場不可　●18:30

ミリカローデン那珂川

8/5
（木）

8/8
（日・祝）

ミリカシアター「くちびるに歌を」
●施設利用料300円ほか ※4歳以上有料
●①10:00 ②13:00 ③16:00

9/5
（日）

1（日）

2（月）

2・16（月）

3・10・17・
24（火）

7（土）

8（日）・
19（木）～22（日）

■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

劇団かかし座「Wonder Shadow Labo」
■問 文化芸術振興担当

水彩絵の具を使って絵を描こう！
■問 生涯学習センター

親子でウクレレを奏でよう
■問 生涯学習センター

はじめての韓国語①②
■問 生涯学習センター

シネマランド「若おかみは小学生！」
■問 文化芸術振興担当

まどかぴあバックステージ探検2021
～怪盗クロの謎を追え！～
■問 管理課

ダンス公演をつくろう！
■問 文化芸術振興担当

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4年12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

託 児

託 児■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

薬膳では季節や地域、人により必要な食べ物は異なるということが前提になり
ます。そのため栄養的な観点から、周りの環境や、「私」という人間の今の状態
のバランスを整えるということが大切になります。本来の健康な自分を知るた
めの方法を学んでみませんか。

「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）9／4土

2時間目

発売中（2～4時間目）

まどかぴあ市民大学 おとなの楽校 LECTURE

託 児

■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）

臨時職員登録受付中
期間限定で事務補助などを行っていただく臨時職員を募集しています。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。
所定の用紙は総合案内で受け取るか、ホームページからダウンロードできます。
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】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 職員募集

9（月・振休）

10（火）

14（土）

16（月）～21（土）

17（火）

26（木）～9/9（木）

29（日）

お習字に挑戦しよう①②
■問 生涯学習センター

大野城市男女共生講座①
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！～
■問 男女平等推進センターアスカーラ

スターエンジェルバレエ発表会
■問 スターエンジェルバレエアートスクール　内田092-926-0471
■会 大ホール　■時 開演17:00（開場16:30）

日本の伝統文化を体験しよう！ 子ども能楽体験教室
■問 ちくし子ども能楽教室　今村090-1576-1024
■会 小ホール　■時 13:00～17:00
※発表会 8/21（土）10:00～12:00

文化と福祉のマッチング相談会
■問 FACT（福岡県障がい者文化芸術活動支援センター）
　 092-516-0677

スキルアップ講座
実践！JW-CAD初級講座
■問 男女平等推進センターアスカーラ

音のわコンサートVol.1【振替公演】
■問 文化芸術振興担当

託 児

※18（水）除く



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

8月4日（水）、18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

12 2021年8月号

2（月） P7男女
話し合いが怖くなくなる！
ファシリテーション講座
受付開始

5（木） P6生涯

生涯

短期講座　受付開始

～17（火） P210月開講　定期講座（6ヵ月講座）
申込必着

8月


