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・平成25年度　大野城まどかぴあ契約職員募集
・九州戯曲賞大賞作品「家出」/「憑依」リーディング公演
・入門から検定講座まで、パソコン講座開講！
・あなたとわたしのハートフルステージ　好評発売中！
・図書館へゆこう！！2013年　予告

大野城まどかぴあ 情報誌
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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。
11月12日現在（その後の変更につきましては、ご容赦ください）

託児

まどかぴあ休館日のお知らせ
12月5日（水）、19日（水）

年末年始：12月28日（金）～平成25年1月4日（金）
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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

公益財団法人大野城まどかぴあ

大野城まどかぴあは大野城市以外の方でも自由にご参加・ご利用いただけます。

交通アクセス

■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7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 59台、立体 316台

（ ）

〒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
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/ 1人1回600円 定員有り

（満1歳～就学前まで）

託児　要連絡
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。

※開催日の1週間前まで、または受講決定後に各担当までお申し込みください。

まどかぴあ図書館からのお知らせ
【臨時休館】12月12日（水）、平成25年1月9日（水）

【開館時間延長（試行）】毎週金曜日のみ 10:00～20:00

春日交響楽団2012クリスマスコンサート
●指揮：瀬山智博　●内容：交響曲第9番「合唱付き」、アヴェマリア特集ほか
●1,000円　●14:00～

土曜シアター「スノーホワイト」（字幕スーパー）
●施設利用料1枚300円/6枚綴り1,500円
●①10:00～②14:00～③19:00～

栗コーダーカルテット クリスマスコンサート
NHK「ピタゴラスイッチ」テーマ曲の音楽家が登場。0歳から楽しめます。
●一般1,500円/小学生以下500円/親子ペア1,800円　●14:00～

12/9
(日)

12/22
（土）

12/23
（日･祝）

12/22
（土）

フロアコンサート ～クリスマスに本物のゴスペルジャズを～
●場所：いきいき情報センター 2Fフロア（TEL 928-5000）　
●入場無料　●18:00～

12/15
（土）

おはなしかいのクリスマス
●場所：市民図書館（TEL 921-4646） ●入場無料　●15:00～16:00

12/1
（土）

12/6
（木）

「つくし紫」文化塾2012　―日本の芸能 豊饒なる語りの世界― 
第3回目「現代の語り」 ～村田喜代子 作「蕨野（わらびの）行」～
●場所：筑紫野市生涯学習センター さんあいホール
●大人1,000円/ペア券1,500円/高校生以下無料※要整理券　●15:00～

第27回　名曲コンサート
●ゲスト：藤原道山（尺八）
●大人2,500円/大学生以下1,000円/親子ペア券4,000円　●19:00～

12/1
（土）

12/16
（日）

年忘れ！大爆笑！ミリカ寄席　第2回 おもしろアマ落語家競演会
●500円　●18:30～

那珂川黎明2012　特別歴史講演会 
『弥生時代の貝の道』～安徳台遺跡群を中心に～
●講師：木下 尚子（熊本大学教授）　●入場無料（要入場整理券）　
●10:00～12:00

宝くじ文化公演『桂文珍独演会』
※11月17日(土)より発売しているため、完売の場合があります。
●2,000円（宝くじ助成特別料金）　●14:00～

2/24
（日）

春日市大谷6丁目24番地 ☎092（584）3366春日市ふれあい文化センター

㈶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

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

ミリカローデン那珂川 筑紫郡那珂川町仲２丁目５番１号 ☎092（954）2211

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

文化芸術振興
友の会

先・割
このマークのある公演は友の
会特典対象事業です。
「先行」…先行販売あり
「割引」…友の会割引あり
「特別」…友の会特別料金

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。

車イス

チケット発売日専用ダイヤル
TEL（092）591-1111
[発売初日販売開始時間]10：00～
※発売日以外は☎092-586-4000
　におかけください。

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

イチオシ情報受付時間／9：00～21：00
チケット発売日専用ダイヤル TEL（092）591-1111

[発売初日販売開始時間]10：00～
※発売日以外は☎092-586-4000におかけください。

友の会

特別
（無料）

第4回九州戯曲賞大賞作品 リーディング公演 「家出」/「憑依」2作品連続上演
「家出」作：谷岡 紗智　演出：伏見 美穂（ミクロドロップ） 「憑依」作：川津 羊太郎　演出：百瀬 友秀（M.M.S.T）

【時間】①11日（金）19:00開演/18:30開場　②12日（土）14:00開演/13:30開場
【会場】小ホール（2階） 全席自由
料金：一般1,000円（当日1,300円）※友の会会員の方は無料・要事前申込

九州で活動する劇作家の作品を顕彰することを目的に創設された九州戯曲賞。第4回の
大賞受賞作品である谷岡 紗智さん（福岡県）の『家出』と川津 羊太郎さん（熊本県）の
『憑依』の2作品をリーディング公演として上演いたします。リーディング公演とは、役者
の声の演技による表現の豊かさや、戯曲そのものの魅力を味わうことのできる上演形式
です。作品世界を自由に想像しながら、大賞受賞作品をお楽しみください。

音楽の『♭（フラット）』と、気軽の『ふらっと』
もっと気軽に来られて、でもちょっと本格的に、音楽を楽し
む！ために毎日ジャンルの違うコンサートを開催します。
お気に入りをチョイスしたり、初めて出会うハーモニーにわく
わくしたり、皆様それぞれの一週間をまどかぴあ ふらっと♭
音楽WEEKでお楽しみください。

1月11日(金)
   　12日(土)

平成25年

PLAY

託児

1月12日のみ
対象です。

まどかぴあ総合案内
◆電話予約　
◆メール予約【宛先：bungei@bb.csf.ne.jp】
※件名を『リーディング公演チケット予約』とし、本文に『①お名前 ②ご観劇日時 ③チケット枚数 
④お電話番号』を明記のうえ、上記の宛先までメールをお送りください。
こちらからの折り返しをもって予約完了となります。（ご予約は公演前日の19:00まで承ります。）

託児

チケット発売日
友の会12月 6日(木)
一　般12月13日(木)

チケット取扱い

まどかぴあ総合案内
チケットぴあ（Pコード424-530）
ローソンチケット（Lコード82106）
エムアンドエム

劇団飛行船マスクプレイミュージカル

「みにくいあひるのこ/３びきのくま」
【時間】14日（木）10:00開演/ 9:30開場
　　　　 　 　　13:00開演/12:30開場

15日（金）10:00開演/ 9:30開場
【会場】大ホール（1階） 全席指定
料金：一般/1,500円（当日同料金）団体/午前：1,300円 午後：1,200円

マスクプレイミュージカルはまるで動く絵本のよう！愛らしいお人形達が素敵な歌やダンスにのせて、きっとドキドキ・ワクワクさ
せてくれます。今回はなんと豪華二本立て！昔からたくさんの人に愛されている作品「みにくいあひるのこ」と、イギリス民話として
有名な「3びきのくま」を、お届けします！子供はもちろんのこと、大人の方も見ていて温かい気持ちにさせてくれるマスクプレイ
ミュージカルをぜひ、まどかぴあ大ホールでご覧ください！

2月14日(木)
   　15日(金)

平成25年

PLAY

友の会

先・割
車イス

友の会

特別

  第5回大野城まどかぴあ市民企画

新春スペクタクル能「土蜘」
〈企画〉YUIクラブ

車イス

平成25年

1月26日
（土）
PLAY

【時間】14:00開演/13:30開場　
【会場】大ホール（1階）　全席指定
料金：一般 S席4,000円、A席3,000円（当日同料金）
　　  友の会特別料金 S席3,800円、A席2,800円（当日同料金）

千筋の蜘蛛の糸が綾なす
幽玄の世界。名人、梅若 玄
祥氏の土蜘蛛の精の華麗
な妙技。市民企画ならでは
のお得な料金でお届けいた
します。この機会に、まど
かぴあの能舞台で、新春に
ふさわしい華やかな世界を
ご堪能ください。

チケット取扱いチケット発売中

まどかぴあ総合案内
エムアンドエム
（TEL 092-751-8257/月～金10:00～18:00）
ローソンチケット（Lコード89289）
チケットぴあ（Pコード423-128）

つちぐも

友の会

先・割

「笑って泣ける物語」がいっぱいの街

5時間目　総合科目

講師 大塚 ムネト
（劇団ギンギラ太陽,s主宰）

託児

【日時】平成25年1月19日（土）
　　　  10:00開演/9:30開場
【会場】多目的ホール（1階）
【料金】1回券500円（当日同料金）

今年度最後の「おとなの楽校」は、地元福岡を
題材とした演劇作品を作り続けている劇団ギ
ンギラ太陽,s主宰の大塚ムネトさんによる講
義です。私たちが普段気付かない福岡の街に
あふれる物語の魅力を語っていただきます。

平成25年度契約職員を募集します。
詳しい内容については募集要項をご覧ください。

［申込方法］
所定の用紙に必要事項を記入のうえ、提出してください。
申込用紙、募集要項は、まどかぴあで配布しています。
また、ホームページからもダウンロードすることができます。
トップページ＞職員募集ページまたはお知らせに掲載しています。

［申込期間］12月3日（月）～18日（火）
［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　☎092-586-4006

公益財団法人大野城まどかぴあ　★契約職員募集★

今年もまどかぴあ
館内各所にクリスマ
スの飾りつけをして
います♪ぜひお楽し
みください。
今年のクリスマスツ
リーは、装飾ボラン
ティア「かざり隊」
のみなさんが飾って
くださいました。

★クリスマス装飾のお知らせ★

友の会

先・割

【会場】小ホール（2階） 全席自由
料金：一般1,000円(当日1,300円) 　子ども500円(当日800円) 
　　　※3歳以上高校生以下、24日（日）以外は未就学児入場不可

　　 セレクト券（購入時に3公演選択）2,700円 通し券5,600円　
　　 ※セレクト券、通し券は前売りのみ取扱（各限定20組）　

チケット取扱い
チケット発売日

友の会12月10日（月）
一　般12月17日（月）

まどかぴあ総合案内
ローソンチケット
（Lコード82235）

チケット取扱いチケット発売中

託児

2月17日(日)
   ～24日(日)

平成25年

MUSIC

車イス

・手製の紙飛行機を手で投げて飛ばし、その飛距離を測定す
る。ゴム、オモリ等の使用はできません。
・紙飛行機の大きさは自由。自宅で製作したものでもいいし、
その場で製作してもいいです。（材料はこちらで準備します。）
・飛ばす回数は、3回までです。

実
施
方
法

：①13:00～　②15:00～
 （それぞれ30分前から受付します。）
：大ホール（1階）
：未就学児から大人まで
：無料（参加賞を差し上げます。）

時　間

会　場
対象者
参加料

まどかぴあ
総合案内チケット取扱いチケット発売中

17日（日）

18日（月）

19日（火）

20日（水）

21日（木）

22日（金）

23日（土）

24日（日）

日時/内容

14時開演 華やかクラシック

19時開演 感じるパーカッション

19時開演 語らいの二胡

休館日

19時開演 幸せ運ぶゴスペル

19時開演 大人のJAZZシネマ

14時開演 きらめく金管五重奏

15時開演 子どもと楽しむ音楽会

『家出』
久しぶりに再会した幼なじみの高校
生、相沢と村田。それぞれの事情か
ら家出中の2人は、何気なく会話を
始める。2人の会話を通して、現在の
焦りや閉塞感、その先に広がる可能
性のある未来や希望を描き出す。

『憑依』
幼い頃はごく普通の姉弟だったタツオとチサト。だが
母の自殺をきっかけに、九州の叔父の家に引き取られ
たことで、それぞれの「闇」にとり憑かれてしまう。タ
ツオは暗がりに浮かびあがる不気味な女の顔に悩ま
され、九州が嫌いなチサトは弟を苛めることで精神の
安定を図る。彼らの生活、妄想、回想が曖昧に溶け
合って、2人の抱える「闇」を浮き彫りにする。

～広告協賛欄～
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友の会
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このマークのある公演は友の
会特典対象事業です。
「先行」…先行販売あり
「割引」…友の会割引あり
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このマークがある公演は、車
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車イス

チケット発売日専用ダイヤル
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です。作品世界を自由に想像しながら、大賞受賞作品をお楽しみください。

音楽の『♭（フラット）』と、気軽の『ふらっと』
もっと気軽に来られて、でもちょっと本格的に、音楽を楽し
む！ために毎日ジャンルの違うコンサートを開催します。
お気に入りをチョイスしたり、初めて出会うハーモニーにわく
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平成25年

PLAY

託児

1月12日のみ
対象です。

まどかぴあ総合案内
◆電話予約　
◆メール予約【宛先：bungei@bb.csf.ne.jp】
※件名を『リーディング公演チケット予約』とし、本文に『①お名前 ②ご観劇日時 ③チケット枚数 
④お電話番号』を明記のうえ、上記の宛先までメールをお送りください。
こちらからの折り返しをもって予約完了となります。（ご予約は公演前日の19:00まで承ります。）

託児

チケット発売日
友の会12月 6日(木)
一　般12月13日(木)

チケット取扱い

まどかぴあ総合案内
チケットぴあ（Pコード424-530）
ローソンチケット（Lコード82106）
エムアンドエム

劇団飛行船マスクプレイミュージカル

「みにくいあひるのこ/３びきのくま」
【時間】14日（木）10:00開演/ 9:30開場
　　　　 　 　　13:00開演/12:30開場

15日（金）10:00開演/ 9:30開場
【会場】大ホール（1階） 全席指定
料金：一般/1,500円（当日同料金）団体/午前：1,300円 午後：1,200円

マスクプレイミュージカルはまるで動く絵本のよう！愛らしいお人形達が素敵な歌やダンスにのせて、きっとドキドキ・ワクワクさ
せてくれます。今回はなんと豪華二本立て！昔からたくさんの人に愛されている作品「みにくいあひるのこ」と、イギリス民話として
有名な「3びきのくま」を、お届けします！子供はもちろんのこと、大人の方も見ていて温かい気持ちにさせてくれるマスクプレイ
ミュージカルをぜひ、まどかぴあ大ホールでご覧ください！

2月14日(木)
   　15日(金)

平成25年

PLAY

友の会

先・割
車イス

友の会

特別

  第5回大野城まどかぴあ市民企画

新春スペクタクル能「土蜘」
〈企画〉YUIクラブ

車イス

平成25年

1月26日
（土）
PLAY

【時間】14:00開演/13:30開場　
【会場】大ホール（1階）　全席指定
料金：一般 S席4,000円、A席3,000円（当日同料金）
　　  友の会特別料金 S席3,800円、A席2,800円（当日同料金）

千筋の蜘蛛の糸が綾なす
幽玄の世界。名人、梅若 玄
祥氏の土蜘蛛の精の華麗
な妙技。市民企画ならでは
のお得な料金でお届けいた
します。この機会に、まど
かぴあの能舞台で、新春に
ふさわしい華やかな世界を
ご堪能ください。

チケット取扱いチケット発売中

まどかぴあ総合案内
エムアンドエム
（TEL 092-751-8257/月～金10:00～18:00）
ローソンチケット（Lコード89289）
チケットぴあ（Pコード423-128）

つちぐも

友の会

先・割

「笑って泣ける物語」がいっぱいの街

5時間目　総合科目

講師 大塚 ムネト
（劇団ギンギラ太陽,s主宰）

託児

【日時】平成25年1月19日（土）
　　　  10:00開演/9:30開場
【会場】多目的ホール（1階）
【料金】1回券500円（当日同料金）

今年度最後の「おとなの楽校」は、地元福岡を
題材とした演劇作品を作り続けている劇団ギ
ンギラ太陽,s主宰の大塚ムネトさんによる講
義です。私たちが普段気付かない福岡の街に
あふれる物語の魅力を語っていただきます。

平成25年度契約職員を募集します。
詳しい内容については募集要項をご覧ください。

［申込方法］
所定の用紙に必要事項を記入のうえ、提出してください。
申込用紙、募集要項は、まどかぴあで配布しています。
また、ホームページからもダウンロードすることができます。
トップページ＞職員募集ページまたはお知らせに掲載しています。

［申込期間］12月3日（月）～18日（火）
［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　☎092-586-4006

公益財団法人大野城まどかぴあ　★契約職員募集★

今年もまどかぴあ
館内各所にクリスマ
スの飾りつけをして
います♪ぜひお楽し
みください。
今年のクリスマスツ
リーは、装飾ボラン
ティア「かざり隊」
のみなさんが飾って
くださいました。

★クリスマス装飾のお知らせ★

友の会

先・割

【会場】小ホール（2階） 全席自由
料金：一般1,000円(当日1,300円) 　子ども500円(当日800円) 
　　　※3歳以上高校生以下、24日（日）以外は未就学児入場不可

　　 セレクト券（購入時に3公演選択）2,700円 通し券5,600円　
　　 ※セレクト券、通し券は前売りのみ取扱（各限定20組）　

チケット取扱い
チケット発売日

友の会12月10日（月）
一　般12月17日（月）

まどかぴあ総合案内
ローソンチケット
（Lコード82235）

チケット取扱いチケット発売中

託児

2月17日(日)
   ～24日(日)

平成25年

MUSIC

車イス

・手製の紙飛行機を手で投げて飛ばし、その飛距離を測定す
る。ゴム、オモリ等の使用はできません。
・紙飛行機の大きさは自由。自宅で製作したものでもいいし、
その場で製作してもいいです。（材料はこちらで準備します。）
・飛ばす回数は、3回までです。

実
施
方
法

：①13:00～　②15:00～
 （それぞれ30分前から受付します。）
：大ホール（1階）
：未就学児から大人まで
：無料（参加賞を差し上げます。）

時　間

会　場
対象者
参加料

まどかぴあ
総合案内チケット取扱いチケット発売中

17日（日）

18日（月）

19日（火）

20日（水）

21日（木）

22日（金）

23日（土）

24日（日）

日時/内容

14時開演 華やかクラシック

19時開演 感じるパーカッション

19時開演 語らいの二胡

休館日

19時開演 幸せ運ぶゴスペル

19時開演 大人のJAZZシネマ

14時開演 きらめく金管五重奏

15時開演 子どもと楽しむ音楽会

『家出』
久しぶりに再会した幼なじみの高校
生、相沢と村田。それぞれの事情か
ら家出中の2人は、何気なく会話を
始める。2人の会話を通して、現在の
焦りや閉塞感、その先に広がる可能
性のある未来や希望を描き出す。

『憑依』
幼い頃はごく普通の姉弟だったタツオとチサト。だが
母の自殺をきっかけに、九州の叔父の家に引き取られ
たことで、それぞれの「闇」にとり憑かれてしまう。タ
ツオは暗がりに浮かびあがる不気味な女の顔に悩ま
され、九州が嫌いなチサトは弟を苛めることで精神の
安定を図る。彼らの生活、妄想、回想が曖昧に溶け
合って、2人の抱える「闇」を浮き彫りにする。

～広告協賛欄～
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12月12日（水）9:00

文化芸術振興
お問い合わせ先 TEL（092）586-4040／FAX（092）586-4021お問い合わせ先 TEL（092）586-4020/FAX（092）586-4021

生涯学習センター　　　

12月20日
（木）
MUSIC

出演：田元 真木（チェロ）/岡 直美（ピアノ）
【時間】12:10～12:50　
【会場】多目的ホール（1階）入場無料
※ギャラリーモールのクリスマス装飾設置のため、多目的ホールにて行います。
　

クリスマス目前！チェロの緩やかで心地
よい音色とともに、クリスマスソングを
中心とした素敵なコ
ンサートをお届けし
ます♪

シ ネ マ ラ ン ド
【会　　場】
【施設利用券】
　　　　
【取 扱 い】

大ホール（1階）全席自由 
1枚300円・4枚回数券1,000円・
8枚回数券1,800円
まどかぴあ総合案内 ※ご入場の際にお一人様1枚の施設利用券が必要です。 

10：00～
14：00～
の上映が
対象です託児

生涯学習センター
受付時間／
入金時間／

（月～土）9：00～20：00　（日）9：00～17：00
（月～土）9：00～19：00　（日）9：00～16：00 友の会

先・割
このマークのある公演は友の
会特典対象事業です。
「先行」…先行販売あり
「割引」…友の会割引あり
「特別」…友の会特別料金

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。

車イス

車イス

「ふるさと」

生まれ育った“ふるさと”に想いを馳せながら、音楽に合わせて歌ったり、出
演者のおしゃべりを楽しんだりと、思い思いのひと時をお過ごしください♪

平成24年度のテーマ

協賛：安東歯科医院、㈱東洋ナビックス、
エーアンドエスフレーミング工房、1st.hair

田元 真木

チケット発売日専用ダイヤル
TEL（092）591-1111
[発売初日販売開始時間]10：00～
※発売日以外は☎092-586-4000
　におかけください。

ティータイムコンサート vol.195

例：2012年12月購入→2014年12月末まで有効　

【施設利用券の有効期限付きへの変更について】
2012年4月より施設利用券が2年間の有効期限付きとなりました。

協賛：海産物の福智屋、㈱東洋ナビックス、美容室ビーボンズ、
豆香洞コーヒー

瀬戸内海に面する大分県臼杵市を舞台に、病に倒れた
祖父に代わり緑茶栽培を行うことになった女性が、地
元の人々と交流しながら成長していく姿を描きます。監
督の塩屋 俊が、農業の活性化が日本の再生・再興につ
ながると期待を込め作りあげた映画です。陣内 孝則や
田中 麗奈など九州出身の俳優が多く出演しています。
青い空の下、どこまでも広がる緑の茶畑など、かつてど
こにでもあった懐かしい風景がスクリーンいっぱいに
広がります。心があたたかくなる映画で、ホッと一息い
れませんか。

【時間】10:00～/14:00～/18:00～
　　  （各回30分前開場）

平成25年

1月12日
（土）
CINEMA

「種まく旅人 ～みのりの茶～」
2011年/日本/121分

監督：塩屋 俊
出演：陣内 孝則、田中 麗奈、

吉沢 悠、柄本 明ほか

※2012年3月以前にご購入の施設利
用券は、今まで通りご利用いただ
けます。

定 期 講 座 体 験 案 内

●パソコンの基本ソフト：ウィンドウズ7 ●定員：20名　
●申込開始日：12月1日（土）9:00 ●申込先：生涯学習センター電話・窓口（先着順）パ ソ コ ン 講 座

●申込開始日：12月12日（水）9:00　●申込先：生涯学習センター電話・窓口（先着順）

教えてシェフ♪ 美味しいランチ
はじめてお料理をする方でも大丈夫！
お肉や野菜の下ごしらえから仕上げまで、
フランス料理のシェフがやさしく教えます。

講　師：井上 澄江（プシュケ・キッチン主宰）
日　程：平成25年1月17日、2月14日、3月14日（木）
時　間：10:30～13:30　定　員：18名（先着順）
受講料：3,000円/3回　 材料費：1,000円/1回

託児

短 期 講 座

【時間】10:00～/14:00～/
　　　18:00～
　　  （各回30分前開場）

「素晴らしき哉、人生！」
1954年日本公開/アメリカ/130分/字幕版

監督：フランク・キャプラン
出演：ジェームス・スチュワートほか

12月15日
（土）
CINEMA

クリスマスの夜に奇跡が起きる。
ジョージ・ペイリー（ジェームズ・スチュアート）は何処か
ツキに見放された男だった。町のボスである銀行家
ポッター（ライオネル・バリモア）に事あるごとに邪魔さ
れ、ついには会社の金を奪われてしまう。彼は全てに絶
望し自殺しようと橋の上にたどり着くと、
1人の男が彼より先に身を投げだした。
あわてて男を救い出したジョージに、
自分は2級天使で、翼をもらうため
ジョージを救いに来たと告げる…。

毎年12月恒例の
ファミリーコンサー
ト！上質な音楽に触
れながら、心が温か
くなる時間をお過ご
しください。

航空自衛隊
西部航空音楽隊　
「第19回ファミリーコンサート」

【時間】14:30開演/13:45開場
【会場】大ホール（1階） 全席自由
【料金】無料
　

12月16日
（日）
MUSIC

※チケットの申込受付は終了しました。

車イス

第41回 
福岡アンサンブルコンテスト

【時間】8日（土）9:30～高等学校の部・中学校の部
9日（日）9:30～中学校の部

【会場】大ホール（1階） 全席自由
料金：800円（当日1,000円） ※未就学児入場不可

12月8日(土)
9日(日)

MUSIC

車イス

福岡・筑前・筑後地区の中高生による若さ溢れるコンテス
トです。3～5人のグループにより、木管・金管・打楽器の
様々な楽器編成を組み演奏します。
演奏者の真剣な表情にもご注目ください！

１月 牛肉の赤ワインソース、ポテト＆ブロッコリー
レタスとアボカドのサラダ、全粒粉入りパン
カスタードプリン

2月 海老と鯛のフレッシュクリームソース、
卵パン、季節の野菜スープ
チョコレートケーキ（持ち帰り）

3月 イタリア風チキンソテー（マスタードソース）
春野菜のバーニャカウダ、キノコのソテー
フォカッチャ、パンナコッタ＆季節のフルーツ

チケット取扱いチケット発売中 まどかぴあ総合案内

エクセル入門～活用まで
エクセルのデータ入力や罫線、
書式設定などの基本操作から、
データの並び替えや集計、グラフの作成など学べます。

講　師：藤田 志保
日　程：平成25年1月18日（金）～2月4日（月）までの

月・金曜日　全6回
時　間：10:00～12:00

（※2日目から、講座前1時間の自習時間付き。）
受講料：9,600円　教材費：800円
対象レベル：文字入力ができる方

託児

初めてのパソコンゆっくり入門
｢パソコンは難しそう…｣こんな言葉をよく聞きます。
パソコンの使い方を学びませんか？ゆっくり、
楽しく学べます。きっと世界が広がりますよ！

講　師：竹中 ひとみ
日　程：平成25年1月23日（水）～2月22日（金）までの

水・金曜日　全8回
時　間：14:00～16:00

（※2日目から、講座前1時間の自習時間付き。）
受講料：12,800円　教材費：1,000円
対象レベル：初めてパソコンを習う方

託児

パソコン検定～ワード＆エクセル～
2・3級目標
日本情報処理技能検定協会主催の検定2・3級取得を
目指します。

講　師：坂根 美津子
日　程：平成25年1月18日（金）～2月22日（金）までの

月・金曜日　全10回
時　間：19:00～21:00

（※2日目から、講座前1時間の自習時間付き。）
受講料：16,000円　教材費：2,500円
対象レベル：文字入力ができる方

日　時：平成25年1月18日･25日（金）10:00～12:00
材料費：1,500円
　　　  ※平成25年1月8日（火）から受付開始です。

詳細は1月号を
ご覧ください

【メニュー】

（詳細は1月号をご覧ください）

2月開催パソコン講座のご案内

●ワンポイント「ワード」（日曜）
平成25年2月3日（日）10:00～15:00
●ワンポイント「エクセル」（日曜）
平成25年2月17日（日）10:00～15:00

ワードもエクセルも習ったけれど…
という方1日で、もう一度学べます！

デコパージュ体験
“素敵な装飾仕上げのティッシュボックス作り”

託児 ※作品例
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12月20日
（木）
MUSIC

出演：田元 真木（チェロ）/岡 直美（ピアノ）
【時間】12:10～12:50　
【会場】多目的ホール（1階）入場無料
※ギャラリーモールのクリスマス装飾設置のため、多目的ホールにて行います。
　

クリスマス目前！チェロの緩やかで心地
よい音色とともに、クリスマスソングを
中心とした素敵なコ
ンサートをお届けし
ます♪

シ ネ マ ラ ン ド
【会　　場】
【施設利用券】
　　　　
【取 扱 い】

大ホール（1階）全席自由 
1枚300円・4枚回数券1,000円・
8枚回数券1,800円
まどかぴあ総合案内 ※ご入場の際にお一人様1枚の施設利用券が必要です。 

10：00～
14：00～
の上映が
対象です託児

生涯学習センター
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入金時間／

（月～土）9：00～20：00　（日）9：00～17：00
（月～土）9：00～19：00　（日）9：00～16：00 友の会

先・割
このマークのある公演は友の
会特典対象事業です。
「先行」…先行販売あり
「割引」…友の会割引あり
「特別」…友の会特別料金

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。

車イス

車イス

「ふるさと」

生まれ育った“ふるさと”に想いを馳せながら、音楽に合わせて歌ったり、出
演者のおしゃべりを楽しんだりと、思い思いのひと時をお過ごしください♪

平成24年度のテーマ

協賛：安東歯科医院、㈱東洋ナビックス、
エーアンドエスフレーミング工房、1st.hair

田元 真木

チケット発売日専用ダイヤル
TEL（092）591-1111
[発売初日販売開始時間]10：00～
※発売日以外は☎092-586-4000
　におかけください。

ティータイムコンサート vol.195

例：2012年12月購入→2014年12月末まで有効　

【施設利用券の有効期限付きへの変更について】
2012年4月より施設利用券が2年間の有効期限付きとなりました。

協賛：海産物の福智屋、㈱東洋ナビックス、美容室ビーボンズ、
豆香洞コーヒー

瀬戸内海に面する大分県臼杵市を舞台に、病に倒れた
祖父に代わり緑茶栽培を行うことになった女性が、地
元の人々と交流しながら成長していく姿を描きます。監
督の塩屋 俊が、農業の活性化が日本の再生・再興につ
ながると期待を込め作りあげた映画です。陣内 孝則や
田中 麗奈など九州出身の俳優が多く出演しています。
青い空の下、どこまでも広がる緑の茶畑など、かつてど
こにでもあった懐かしい風景がスクリーンいっぱいに
広がります。心があたたかくなる映画で、ホッと一息い
れませんか。

【時間】10:00～/14:00～/18:00～
　　  （各回30分前開場）

平成25年

1月12日
（土）
CINEMA

「種まく旅人 ～みのりの茶～」
2011年/日本/121分

監督：塩屋 俊
出演：陣内 孝則、田中 麗奈、

吉沢 悠、柄本 明ほか

※2012年3月以前にご購入の施設利
用券は、今まで通りご利用いただ
けます。

定 期 講 座 体 験 案 内

●パソコンの基本ソフト：ウィンドウズ7 ●定員：20名　
●申込開始日：12月1日（土）9:00 ●申込先：生涯学習センター電話・窓口（先着順）パ ソ コ ン 講 座

●申込開始日：12月12日（水）9:00　●申込先：生涯学習センター電話・窓口（先着順）

教えてシェフ♪ 美味しいランチ
はじめてお料理をする方でも大丈夫！
お肉や野菜の下ごしらえから仕上げまで、
フランス料理のシェフがやさしく教えます。

講　師：井上 澄江（プシュケ・キッチン主宰）
日　程：平成25年1月17日、2月14日、3月14日（木）
時　間：10:30～13:30　定　員：18名（先着順）
受講料：3,000円/3回　 材料費：1,000円/1回

託児

短 期 講 座

【時間】10:00～/14:00～/
　　　18:00～
　　  （各回30分前開場）

「素晴らしき哉、人生！」
1954年日本公開/アメリカ/130分/字幕版

監督：フランク・キャプラン
出演：ジェームス・スチュワートほか

12月15日
（土）
CINEMA

クリスマスの夜に奇跡が起きる。
ジョージ・ペイリー（ジェームズ・スチュアート）は何処か
ツキに見放された男だった。町のボスである銀行家
ポッター（ライオネル・バリモア）に事あるごとに邪魔さ
れ、ついには会社の金を奪われてしまう。彼は全てに絶
望し自殺しようと橋の上にたどり着くと、
1人の男が彼より先に身を投げだした。
あわてて男を救い出したジョージに、
自分は2級天使で、翼をもらうため
ジョージを救いに来たと告げる…。

毎年12月恒例の
ファミリーコンサー
ト！上質な音楽に触
れながら、心が温か
くなる時間をお過ご
しください。

航空自衛隊
西部航空音楽隊　
「第19回ファミリーコンサート」

【時間】14:30開演/13:45開場
【会場】大ホール（1階） 全席自由
【料金】無料
　

12月16日
（日）
MUSIC

※チケットの申込受付は終了しました。

車イス

第41回 
福岡アンサンブルコンテスト

【時間】8日（土）9:30～高等学校の部・中学校の部
9日（日）9:30～中学校の部

【会場】大ホール（1階） 全席自由
料金：800円（当日1,000円） ※未就学児入場不可

12月8日(土)
9日(日)

MUSIC

車イス

福岡・筑前・筑後地区の中高生による若さ溢れるコンテス
トです。3～5人のグループにより、木管・金管・打楽器の
様々な楽器編成を組み演奏します。
演奏者の真剣な表情にもご注目ください！

１月 牛肉の赤ワインソース、ポテト＆ブロッコリー
レタスとアボカドのサラダ、全粒粉入りパン
カスタードプリン

2月 海老と鯛のフレッシュクリームソース、
卵パン、季節の野菜スープ
チョコレートケーキ（持ち帰り）

3月 イタリア風チキンソテー（マスタードソース）
春野菜のバーニャカウダ、キノコのソテー
フォカッチャ、パンナコッタ＆季節のフルーツ

チケット取扱いチケット発売中 まどかぴあ総合案内

エクセル入門～活用まで
エクセルのデータ入力や罫線、
書式設定などの基本操作から、
データの並び替えや集計、グラフの作成など学べます。

講　師：藤田 志保
日　程：平成25年1月18日（金）～2月4日（月）までの

月・金曜日　全6回
時　間：10:00～12:00

（※2日目から、講座前1時間の自習時間付き。）
受講料：9,600円　教材費：800円
対象レベル：文字入力ができる方

託児

初めてのパソコンゆっくり入門
｢パソコンは難しそう…｣こんな言葉をよく聞きます。
パソコンの使い方を学びませんか？ゆっくり、
楽しく学べます。きっと世界が広がりますよ！

講　師：竹中 ひとみ
日　程：平成25年1月23日（水）～2月22日（金）までの

水・金曜日　全8回
時　間：14:00～16:00

（※2日目から、講座前1時間の自習時間付き。）
受講料：12,800円　教材費：1,000円
対象レベル：初めてパソコンを習う方

託児

パソコン検定～ワード＆エクセル～
2・3級目標
日本情報処理技能検定協会主催の検定2・3級取得を
目指します。

講　師：坂根 美津子
日　程：平成25年1月18日（金）～2月22日（金）までの

月・金曜日　全10回
時　間：19:00～21:00

（※2日目から、講座前1時間の自習時間付き。）
受講料：16,000円　教材費：2,500円
対象レベル：文字入力ができる方

日　時：平成25年1月18日･25日（金）10:00～12:00
材料費：1,500円
　　　  ※平成25年1月8日（火）から受付開始です。

詳細は1月号を
ご覧ください

【メニュー】

（詳細は1月号をご覧ください）

2月開催パソコン講座のご案内

●ワンポイント「ワード」（日曜）
平成25年2月3日（日）10:00～15:00
●ワンポイント「エクセル」（日曜）
平成25年2月17日（日）10:00～15:00

ワードもエクセルも習ったけれど…
という方1日で、もう一度学べます！

デコパージュ体験
“素敵な装飾仕上げのティッシュボックス作り”

託児 ※作品例
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日　時：平成25年1月22日（火）
10:00～12:00

講　師：栁 淑子（元久留米女性会議代表）
会　場：会議室3（3階）　参加料：300円

主　催：I女性会議大野城　
共　催：男女平等推進センター　　

男女平等推進
センター

お問い合わせ先 TEL（092）586-4030／FAX（092）586-4031お問い合わせ先 TEL（092）586-4010／FAX（092）586-4011

まどかぴあ図書館 開館時間／（日～木）10：00～18：00　（金）10：00～20：00　（土）10：00～19：00
　　　 http：//www.madokapialibrary.jp/
　　　 図書館携帯電話用HP　http://www.madokapialibrary.jp/m/

男女平等推進センター開館時間／（月～金）9：00～19：00
（第2・4土）9：00～17：00

としょかんのおはなし会

毎月第1～4火曜日　10：30～（※10：00～整理券配布）

（妊娠中の方もぜひどうぞ！）
ぴよぴよのへや（0歳児・妊婦対象）
よちよちのへや（1～2歳児対象）

12月4日・18日
12月11日・25日

毎月第1～4土曜日　15：00～
幼児対象
小学生以上対象

12月1日・15日
12月8日・22日

おひざでだっこ

わくわくおはなし会

年令別に参加日程が違います

平成24年度 大野城まどかぴあ男女平等推進センター市民グループ活動支援事業　
託児

すべての人が社会参加と自己実現を果たして幸せに生きることので
きる社会、男女共同参画社会の実現に向けて、性による役割分業意
識や女性参画の現状を問い直しながら、栁先生に課題を整理して
いただきます。

今の自分に満足していますか？「なりたい自分」を描くことができますか？「私らしく」生きていくためのヒントは、自分を見
つめ直すことから始まるのかも…。さあ、もう1歩前に出て、ジャンプしましょう！

＜I女性会議大野城＞
女性がイキイキと自分らしく生きられる社会をめざして、1962年に結成さ
れた全国的組織で大野城支部は2007年8月の結成です。I女性会議のIは、
私自身、女の友愛、真実を見抜く目を意味します。DV（ドメスティック・バイ
オレンス）の根絶のための啓発活動や被害者支援等に取り組んでいます。

栁 淑子 講演会「女たちが 未来を拓く」

栁 淑子

：興味関心のある女性　
原則全回参加できる人
：30名
：無料
：12月3日（月）10:00より電話・
FAX・総合案内およびホームページ
にて受付開始

※FAXの場合、①郵便番号 ②住所 ③氏名 
④電話番号 ⑤託児の有無を記入のうえ「女性
力」係までお申し込みください。

対 象

定 員
受 講 料
申込方法

：電話・FAX・総合案内およびホー
ムページにて受付中

※FAXの場合 ①郵便番号 ②住所 ③氏名 
④電話番号 ⑤託児の有無を記入のうえ「栁 
淑子講演会」係までお申し込みください。

申込方法

女性リーダー養成講座　活かす イカス 女性力！

内　容日時･会場 講　師

託児

もうすぐ楽しいクリスマス。図書館でも
ツリーをかざっています。クリスマスの
本もたくさんありますよ♪

日にち：12月22日（土）
時　間：13:30開演/13:00開場
会　場：大ホール（1階） 全席指定
料　金：1,500円（当日1,800円）　

ぺア券2,500円（前売のみ）

託児友の会

先行
車イス

大野城市市制40周年記念　あなたとわたしのハートフルステージ　

谷川 俊太郎と石川 セリの世界　～詩と音楽の贈り物～

総合案内
チケットぴあ（Pコード176-699）
ローソンチケット（Lコード89101）

あなたの心に詩と音楽の贈り物…。「初顔合わせ」夢のようなコラボレーションが実現しました。素敵な
誰かを誘って、まどかぴあで楽しいクリスマスを過ごしませんか。

谷川 俊太郎

NEW

石川 セリ 谷川 賢作 浜口 茂外也

チケット好評発売中

チケット取扱い

男女平等推進センターでは、今年12月からリニューアル工事を行います。
工事期間中はご迷惑をおかけしますが、なにとぞご了承ください。
これに伴い、男女平等推進センター事務室は一時移設します。
なお、業務は通常通り行っており、電話番号にも変更はありません。

★男女平等推進センターからのお知らせ★

『きみのみらい・みらいのきみ～かこさとしと探しにいこう、絵本の中へ～』
絵本作家かこさとしさんの科学へのまなざしを軸に、先端科学が見据える未来のビジョン
をグラフィック展示で紹介します。21世紀に生きる私たちのあり方を考えてみませんか。

◆かこさとし科学展

平成25年1月17日（木）から2月5日（火）まで、
図書館で楽しいイベントや展示などを行います！

◆わくわくおはなしまつり

いつもとは違う大きな部屋で幼児向けのおはなし会をします。
楽しいおはなしがみなさんを待っていますよ。お友だちや、お
うちの人と一緒に来てくださいね。（対象3歳以上）

◆布のえほん&エプロンシアター展示

ボランティアのみなさんが作った布のえほんやエプロンシアターを、おはなし
の部屋に展示します。実際にさわって遊んでみてください。

◆第17回まどかぴあ読書感想画コンクール入賞
　作品展示

ギャラリーモール（1階）にて、入賞作品を展示します。たくさ
んの応募の中から選ばれた力作を見に来ませんか？

わらべうたや布のえほんを使って、あかちゃん（0・1・2歳児）向けのおはなし
会をします。親子でふれあう楽しい時間になりますよ。
※平成25年1月7日（月）より整理券配布。（各回定員20組）

◆館内特集「家読（うちどく）に挑戦しよう！」

家族みんなで読書をし、本を通じて家庭内のコミュニケーションアップをはか
る「家読（うちどく）」。様々な年代に合わせたおすすめの本をピックアップし
ます。この機会に、家族それぞれのお気に入りの本を見つけて、読書の幅を広
げてみませんか。

◆あかちゃんと布のえほんであそぼう＜科学展関連イベント＞
①サイエンスショー＆工作【要申込】
平成25年1月10日（木）より受付開始

②おはなし会【申込不要】

ボランティア研修会（経験者コース）

村中 李衣 講演会
「ことばの力・ものがたりの力
　　　　　～絵本の読みあいの現場から～」
児童文学作家として、また絵本の読み手として、小児病棟
や老人施設などでも幅広く活躍されている村中李衣さん
をお招きして、おはなしをうかがいます。

日　時：平成25年2月1日（金）10:00～12:00
場　所：小ホール（2階）
講　師：村中 李衣（児童文学作家・梅光学院大学教授）
＊12月3日（月）10:00より電話・FAX・図書館カウンターで
申込受付開始

要申込 ★図書館休館のお知らせ★
12月12日（水）および平成25年1月9日（水）は地域貸出文
庫図書交換のため、休館します。

平成25年2月2日（土）
10:00～12:00
会議室2（3階）

平成25年2月9日（土）
13:30～15:30
会議室2（3階）

平成25年2月23日（土）
10:00～15:00

(12:00～13:00休憩)
大会議室（3階）

男女共同参画社会は、
女性の活き活きステージ

こころの整理術
～ロジカルシンキング～

林田 スマ
(大野城まどかぴあ 館長)

みんなが活きるコミュニケーション
～成果を出す話し合いの方法～

リーダーシップを考えよう！

期間：12月5日（水）～平成25年2月20日（水）
移設先現事務室

アクティブ
ルーム

研修室
3

エレベーター

会議室
2

まどかぴあ3階 案内図

深月 敬子
(株式会社ウイルブレイン)
（教育コンサルタント）

むら　 なか　　　 り　　  え

大雨などの悪天候の際には臨時運休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。

移動図書館「わくわく号」巡回日程表

10:30～11:30 14:00～15:00 15:30～16:30

午      前 午      後曜
日 日

南ヶ丘2区
公民館

栄町公民館

中公民館

乙金台公民館
　

南ヶ丘1区
公民館

つつじヶ丘
公民館

巡町公園
（川久保2丁目）

小田浦公園
（月の浦4丁目）

石坂公園
（月の浦幼稚園横）

釜蓋公民館

 山田公民館

乙金東公民館

若草ふれあい公園
（若草2丁目）

上大利公民館

畑詰公民館

老松神社
（下大利公民館前）

中央コミュニティ
センター

東コミュニティ
センター

　下大利団地　
公民館

仲島公民館
　

大野3号公園
（東大利公民館横）

牛頸公民館
　

北コミュニティ
センター

平野台公民館

10日
　 

3日
17日

11日
25日

4日
18日

13日
27日

6日
20日

14日
　 

7日
21日

月

火

木

金

図書館へゆこう！！ 予告2013年
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日　時：平成25年1月22日（火）
10:00～12:00

講　師：栁 淑子（元久留米女性会議代表）
会　場：会議室3（3階）　参加料：300円

主　催：I女性会議大野城　
共　催：男女平等推進センター　　

男女平等推進
センター

お問い合わせ先 TEL（092）586-4030／FAX（092）586-4031お問い合わせ先 TEL（092）586-4010／FAX（092）586-4011

まどかぴあ図書館 開館時間／（日～木）10：00～18：00　（金）10：00～20：00　（土）10：00～19：00
　　　 http：//www.madokapialibrary.jp/
　　　 図書館携帯電話用HP　http://www.madokapialibrary.jp/m/

男女平等推進センター開館時間／（月～金）9：00～19：00
（第2・4土）9：00～17：00

としょかんのおはなし会

毎月第1～4火曜日　10：30～（※10：00～整理券配布）

（妊娠中の方もぜひどうぞ！）
ぴよぴよのへや（0歳児・妊婦対象）
よちよちのへや（1～2歳児対象）

12月4日・18日
12月11日・25日

毎月第1～4土曜日　15：00～
幼児対象
小学生以上対象

12月1日・15日
12月8日・22日

おひざでだっこ

わくわくおはなし会

年令別に参加日程が違います

平成24年度 大野城まどかぴあ男女平等推進センター市民グループ活動支援事業　
託児

すべての人が社会参加と自己実現を果たして幸せに生きることので
きる社会、男女共同参画社会の実現に向けて、性による役割分業意
識や女性参画の現状を問い直しながら、栁先生に課題を整理して
いただきます。

今の自分に満足していますか？「なりたい自分」を描くことができますか？「私らしく」生きていくためのヒントは、自分を見
つめ直すことから始まるのかも…。さあ、もう1歩前に出て、ジャンプしましょう！

＜I女性会議大野城＞
女性がイキイキと自分らしく生きられる社会をめざして、1962年に結成さ
れた全国的組織で大野城支部は2007年8月の結成です。I女性会議のIは、
私自身、女の友愛、真実を見抜く目を意味します。DV（ドメスティック・バイ
オレンス）の根絶のための啓発活動や被害者支援等に取り組んでいます。

栁 淑子 講演会「女たちが 未来を拓く」

栁 淑子

：興味関心のある女性　
原則全回参加できる人
：30名
：無料
：12月3日（月）10:00より電話・
FAX・総合案内およびホームページ
にて受付開始

※FAXの場合、①郵便番号 ②住所 ③氏名 
④電話番号 ⑤託児の有無を記入のうえ「女性
力」係までお申し込みください。

対 象

定 員
受 講 料
申込方法

：電話・FAX・総合案内およびホー
ムページにて受付中

※FAXの場合 ①郵便番号 ②住所 ③氏名 
④電話番号 ⑤託児の有無を記入のうえ「栁 
淑子講演会」係までお申し込みください。

申込方法

女性リーダー養成講座　活かす イカス 女性力！

内　容日時･会場 講　師

託児

もうすぐ楽しいクリスマス。図書館でも
ツリーをかざっています。クリスマスの
本もたくさんありますよ♪

日にち：12月22日（土）
時　間：13:30開演/13:00開場
会　場：大ホール（1階） 全席指定
料　金：1,500円（当日1,800円）　

ぺア券2,500円（前売のみ）

託児友の会

先行
車イス

大野城市市制40周年記念　あなたとわたしのハートフルステージ　

谷川 俊太郎と石川 セリの世界　～詩と音楽の贈り物～

総合案内
チケットぴあ（Pコード176-699）
ローソンチケット（Lコード89101）

あなたの心に詩と音楽の贈り物…。「初顔合わせ」夢のようなコラボレーションが実現しました。素敵な
誰かを誘って、まどかぴあで楽しいクリスマスを過ごしませんか。

谷川 俊太郎

NEW

石川 セリ 谷川 賢作 浜口 茂外也

チケット好評発売中

チケット取扱い

男女平等推進センターでは、今年12月からリニューアル工事を行います。
工事期間中はご迷惑をおかけしますが、なにとぞご了承ください。
これに伴い、男女平等推進センター事務室は一時移設します。
なお、業務は通常通り行っており、電話番号にも変更はありません。

★男女平等推進センターからのお知らせ★

『きみのみらい・みらいのきみ～かこさとしと探しにいこう、絵本の中へ～』
絵本作家かこさとしさんの科学へのまなざしを軸に、先端科学が見据える未来のビジョン
をグラフィック展示で紹介します。21世紀に生きる私たちのあり方を考えてみませんか。

◆かこさとし科学展

平成25年1月17日（木）から2月5日（火）まで、
図書館で楽しいイベントや展示などを行います！

◆わくわくおはなしまつり

いつもとは違う大きな部屋で幼児向けのおはなし会をします。
楽しいおはなしがみなさんを待っていますよ。お友だちや、お
うちの人と一緒に来てくださいね。（対象3歳以上）

◆布のえほん&エプロンシアター展示

ボランティアのみなさんが作った布のえほんやエプロンシアターを、おはなし
の部屋に展示します。実際にさわって遊んでみてください。

◆第17回まどかぴあ読書感想画コンクール入賞
　作品展示

ギャラリーモール（1階）にて、入賞作品を展示します。たくさ
んの応募の中から選ばれた力作を見に来ませんか？

わらべうたや布のえほんを使って、あかちゃん（0・1・2歳児）向けのおはなし
会をします。親子でふれあう楽しい時間になりますよ。
※平成25年1月7日（月）より整理券配布。（各回定員20組）

◆館内特集「家読（うちどく）に挑戦しよう！」

家族みんなで読書をし、本を通じて家庭内のコミュニケーションアップをはか
る「家読（うちどく）」。様々な年代に合わせたおすすめの本をピックアップし
ます。この機会に、家族それぞれのお気に入りの本を見つけて、読書の幅を広
げてみませんか。

◆あかちゃんと布のえほんであそぼう＜科学展関連イベント＞
①サイエンスショー＆工作【要申込】
平成25年1月10日（木）より受付開始

②おはなし会【申込不要】

ボランティア研修会（経験者コース）

村中 李衣 講演会
「ことばの力・ものがたりの力
　　　　　～絵本の読みあいの現場から～」
児童文学作家として、また絵本の読み手として、小児病棟
や老人施設などでも幅広く活躍されている村中李衣さん
をお招きして、おはなしをうかがいます。

日　時：平成25年2月1日（金）10:00～12:00
場　所：小ホール（2階）
講　師：村中 李衣（児童文学作家・梅光学院大学教授）
＊12月3日（月）10:00より電話・FAX・図書館カウンターで
申込受付開始

要申込 ★図書館休館のお知らせ★
12月12日（水）および平成25年1月9日（水）は地域貸出文
庫図書交換のため、休館します。

平成25年2月2日（土）
10:00～12:00
会議室2（3階）

平成25年2月9日（土）
13:30～15:30
会議室2（3階）

平成25年2月23日（土）
10:00～15:00

(12:00～13:00休憩)
大会議室（3階）

男女共同参画社会は、
女性の活き活きステージ

こころの整理術
～ロジカルシンキング～

林田 スマ
(大野城まどかぴあ 館長)

みんなが活きるコミュニケーション
～成果を出す話し合いの方法～

リーダーシップを考えよう！

期間：12月5日（水）～平成25年2月20日（水）
移設先現事務室

アクティブ
ルーム

研修室
3

エレベーター

会議室
2

まどかぴあ3階 案内図

深月 敬子
(株式会社ウイルブレイン)
（教育コンサルタント）

むら　 なか　　　 り　　  え

大雨などの悪天候の際には臨時運休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。

移動図書館「わくわく号」巡回日程表

10:30～11:30 14:00～15:00 15:30～16:30

午      前 午      後曜
日 日

南ヶ丘2区
公民館

栄町公民館

中公民館

乙金台公民館
　

南ヶ丘1区
公民館

つつじヶ丘
公民館

巡町公園
（川久保2丁目）

小田浦公園
（月の浦4丁目）

石坂公園
（月の浦幼稚園横）

釜蓋公民館

 山田公民館

乙金東公民館

若草ふれあい公園
（若草2丁目）

上大利公民館

畑詰公民館

老松神社
（下大利公民館前）

中央コミュニティ
センター

東コミュニティ
センター

　下大利団地　
公民館

仲島公民館
　

大野3号公園
（東大利公民館横）

牛頸公民館
　

北コミュニティ
センター

平野台公民館

10日
　 

3日
17日

11日
25日

4日
18日

13日
27日

6日
20日

14日
　 

7日
21日

月

火

木

金

図書館へゆこう！！ 予告2013年
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・平成25年度　大野城まどかぴあ契約職員募集
・九州戯曲賞大賞作品「家出」/「憑依」リーディング公演
・入門から検定講座まで、パソコン講座開講！
・あなたとわたしのハートフルステージ　好評発売中！
・図書館へゆこう！！2013年　予告
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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。
11月12日現在（その後の変更につきましては、ご容赦ください）

託児

まどかぴあ休館日のお知らせ
12月5日（水）、19日（水）

年末年始：12月28日（金）～平成25年1月4日（金）
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線
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大野城市役所●
まどかぴあ
立体駐車場

水城
出入口

太宰府
インター

●
Mr.Max

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

公益財団法人大野城まどかぴあ

大野城まどかぴあは大野城市以外の方でも自由にご参加・ご利用いただけます。

交通アクセス

■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7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 59台、立体 316台

（ ）

〒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
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/ 1人1回600円 定員有り

（満1歳～就学前まで）

託児　要連絡
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。

※開催日の1週間前まで、または受講決定後に各担当までお申し込みください。

まどかぴあ図書館からのお知らせ
【臨時休館】12月12日（水）、平成25年1月9日（水）

【開館時間延長（試行）】毎週金曜日のみ 10:00～20:00

春日交響楽団2012クリスマスコンサート
●指揮：瀬山智博　●内容：交響曲第9番「合唱付き」、アヴェマリア特集ほか
●1,000円　●14:00～

土曜シアター「スノーホワイト」（字幕スーパー）
●施設利用料1枚300円/6枚綴り1,500円
●①10:00～②14:00～③19:00～

栗コーダーカルテット クリスマスコンサート
NHK「ピタゴラスイッチ」テーマ曲の音楽家が登場。0歳から楽しめます。
●一般1,500円/小学生以下500円/親子ペア1,800円　●14:00～

12/9
(日)

12/22
（土）

12/23
（日･祝）

12/22
（土）

フロアコンサート ～クリスマスに本物のゴスペルジャズを～
●場所：いきいき情報センター 2Fフロア（TEL 928-5000）　
●入場無料　●18:00～

12/15
（土）

おはなしかいのクリスマス
●場所：市民図書館（TEL 921-4646） ●入場無料　●15:00～16:00

12/1
（土）

12/6
（木）

「つくし紫」文化塾2012　―日本の芸能 豊饒なる語りの世界― 
第3回目「現代の語り」 ～村田喜代子 作「蕨野（わらびの）行」～
●場所：筑紫野市生涯学習センター さんあいホール
●大人1,000円/ペア券1,500円/高校生以下無料※要整理券　●15:00～

第27回　名曲コンサート
●ゲスト：藤原道山（尺八）
●大人2,500円/大学生以下1,000円/親子ペア券4,000円　●19:00～

12/1
（土）

12/16
（日）

年忘れ！大爆笑！ミリカ寄席　第2回 おもしろアマ落語家競演会
●500円　●18:30～

那珂川黎明2012　特別歴史講演会 
『弥生時代の貝の道』～安徳台遺跡群を中心に～
●講師：木下 尚子（熊本大学教授）　●入場無料（要入場整理券）　
●10:00～12:00

宝くじ文化公演『桂文珍独演会』
※11月17日(土)より発売しているため、完売の場合があります。
●2,000円（宝くじ助成特別料金）　●14:00～

2/24
（日）

春日市大谷6丁目24番地 ☎092（584）3366春日市ふれあい文化センター

㈶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

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

ミリカローデン那珂川 筑紫郡那珂川町仲２丁目５番１号 ☎092（954）2211

【
日
時
】平
成
25
年
2
月
14
日（
木
）10
時
・
13
時 
開
演

15
日（
金
）10
時 

開
演

【
会
場
】大
ホ
ー
ル　

全
席
指
定

日　付 イベント ページ

1（土）

講演会　中嶋 玲子さん
～地域と共に進めよう　男女共同参画～

11月号
掲載

「女が変わる･男が変わる　
あたらしい働き方」＆「パパ･ママ交流会」

10月号
掲載

1（土）・15（土） わくわくおはなし会（幼児対象） P7

2（日） おせち料理 11月号
掲載

4（火）・18（火） おひざでだっこ ぴよぴよのへや（0歳児対象） P7

6（木） ボランティア研修会（経験者コース）第3回 10月号
掲載

7（金） いつまでも輝きたい！これが私に似合う色 11月号
掲載

7（金）･21（金） 親子のためのブックタイム 4月号
掲載

8（土）・9（日） 第41回福岡アンサンブルコンテスト P4

8（土）・22（土） わくわくおはなし会（小学生以上対象） P7

11（火）・25（火） おひざでだっこ よちよちのへや
（1・2歳児対象） P7

12（水） 地域貸出文庫図書交換 P7

15（土）

シネマランド
シネマモニター企画「素晴らしき哉、人生！」 P4

つながって楽しい！出会って深めよう！
ネットワークからはじまる男女共生のまちづくり

11月号
掲載

16（日） 航空自衛隊 西部航空音楽隊
「第19回ファミリーコンサート」 P4

20（木） ティータイムコンサートVol.195 P4

22（土） 谷川 俊太郎と石川 セリの世界
～詩と音楽の贈り物～ P6

27（木） お正月のフラワーアレンジメント 11月号
掲載

日　付 イベント ページ

1（土） パソコン講座 受付開始 P5

3（月）
女性リーダー養成講座 受付開始 P6

ボランティア研修会（経験者コース）
村中 李衣講演会         P7

6（木） 劇団飛行船マスクプレイミュージカル「みにくい
あひるのこ /3 びきのくま」  友の会チケット発売 P2

10（月） まどかぴあ　ふらっと♭音楽 WEEK　　
友の会チケット発売 P3

12（水） 短期講座 受付開始 P5

13（木） 劇団飛行船マスクプレイミュージカル「みにく
いあひるのこ /3 びきのくま」  一般チケット発売 P2

17（月） まどかぴあ　ふらっと♭音楽 WEEK　　　　
一般チケット発売 P3

21（金） 大野城市民吹奏楽団・中学 3 年生
ジョイントコンサート 2013　  参加者募集締切

11月号
掲載

チケットをご購入いただいたお客様で、介助を必要とされるお客様は、公演前日までに担当
者へご連絡ください。

託児

託児

託児

託児

託児

託児

託児

託児

託児

男女

男女

男女

男女

男女

男女

生涯

生涯

生涯

生涯

生涯

文芸

文芸

文芸

文芸

文芸

文芸

文芸

文芸

文芸

図書

図書

図書

図書

図書

図書

図書

12月 まどかぴあのイベントスケジュール

12月のチケット情報・募集申込情報


