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大野城まどかぴあ 情報誌

Athena Atth
～つどい ふれあい はばたく～

201311
VOL.

209

・まどかぴあ＠アート体験ひろば 参加者募集！！
・短期講座 受講生募集！
・情報サポーター養成講座 参加者募集中！
・マナーアップキャンペーン：マナーを守って快適な読書を

P6
P5

P7

【日時】平成26年2月2日（日）14時開演／13時30分開場
【会場】大ホール　全席指定

「竹の里フェスタ2013in那珂川」竹の里コンサート
●出演：東京楽竹団、バンブーオーケストラ那珂川
●1,000円（大人同伴の小学生以下無料）　●13:00～

岩崎 宏美・佐田 玲子
トーク＆ライブ
～友達でいること・歌うこと～

P3

つくし お隣さん情報 11月 まどかぴあのイベントスケジュール

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。
10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）

ふれあいJAZZコンサート2013 本日はピアノが主役です！
ジャズピアノの魅力をたっぷりお届けします。ソロやピアノトリオ、ビッグバ
ンド（9ピース）等盛りだくさん！
●出演：岩崎大輔ほか　●一般2,000円、高校生以下1,000円　●16:00～

11/23
（土・祝）

土曜シアター「ライフ・オブ・パイ トラと漂流した227日」
●施設利用料1枚300円/6枚綴り1,500円　●①10:00～②14:00～③19:00～

11/16
（土）

「つくし紫」文化塾2013 第1回 「富嶽三十六景」に隠された“北斎・コード”
～江戸絵画の全体を俯瞰しつつ～
●講師：狩野博幸（同志社大学 教授）
●一般1,000円/ペア券1,500円/高校生以下無料※要入場券　●13:30～

11/4
（月・振休）

12/15
（日）

第28回名曲コンサート ～ミュージカルとオペラの祭典～
吉原圭子・青栁素晴＆萩原貴子
日本を代表するソリスト達とオーケストラとの夢の響演!! 
●【指定】2,000円/【自由】一般1,500円/大学生以下1,000円　●15:00～

11/12(火)
～12/1（日）

第44回 筑紫美術協会展　
●場所：文化ふれあい館（TEL 928-0800）
●毎週月曜日休館　●入場無料　●9:00～17:00（最終日は14：00まで）

11/23
（土・祝）

関雅子シャンソンコンサート2013 ～太宰府に贈る愛の讃歌～
●場所：文化ふれあい館（TEL 928-0800）
●入場無料　●14:00～15:30

11/9（土）
・10（日）

第36回那珂川町民文化祭　～文化のチカラでまちづくり～
●入場無料　●両日とも10:00～

11/17
（日）

ちくし見聞録 ～歴史がつなぐ筑紫ロマン～「日田街道と宿場町」
●講師：山村淳彦（筑紫野市歴史博物館）
●無料（要事前受付） ●10:00～

11/24
（日）

12/14
（土）

おはなし会のクリスマス
●場所：プラム･カルコア太宰府（中央公民館）多目的ホール
●主催：市民図書館（TEL：921-4646） 
●入場無料 ●15:00～16:00

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

（公財）太宰府市文化スポーツ振興財団太宰府市五条３丁目1番１号☎092（920）7070

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

第40回春日市文化祭
●芸能発表会・作品展・音楽の玉手箱プレミアムライブ
書道パフォーマンス・米倉斉加年朗読会・バザーほか
●入場無料　●10:00～16:30（4日は16:00まで）

11/3（日・祝）
・4（月・振休）

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

■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 59台、立体 316台
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大野城
出入口

イオン大野城店●

●
ク
ロ
ー
バ
ー
プ
ラ
ザ

筑
紫
通
り

至
福
岡
市

県
道
1
1
2
号
線
（
旧
3
号
線
）

国
道
3
号
線

福
岡
都
市
高
速
道
路

高
速
九
州
自
動
車
道

至
太
宰
府
市

J
R
春
日
駅

J
R
大
野
城
駅

西
鉄
白
木
原
駅

西
鉄
春
日
原
駅

西
鉄
天
神
大
牟
田
線

J
R
鹿
児
島
本
線

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

交通アクセス

託児
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
休館日の
お知らせ

11月6日（水）、
20日（水）

日付 イベント ページ

ページ日付 イベント

1（金）

2（土）

5（火）・19（火）

5（火）～12/10（火）

7（木）

8（金）～25（月）

9（土）

9（土）・10（日）

10（日）・17（日）

12（火）・26（火）

13（水）・12/11（水）
・H26/1/8（水）

14（木）

16（土）

17（日）

23（土・祝）

28（木）

30（土）

パパ・ママのための読書タイム

わくわくおはなし会（幼児対象）

おひざでだっこ ぴよぴよのへや（0歳児対象）

ワード入門～活用

子育てママ応援事業
ママの未来チャレンジ④

ボランティア研修会（第2回）

エクセル入門～活用

シネマランド「人生の特等席」

わくわくおはなし会（小学生以上対象）

第5回九州戯曲賞大賞受賞作品
「タンバリン」リーディング公演　　　　

パソコンで年賀状作成

おひざでだっこ よちよちのへや（1・2歳児対象）

季節を楽しむフラワーアレンジメント（秋冬）

大野城市男女共生講座（第5回）

おとなの楽校　4時間目：家庭科

大野城市民吹奏楽団 第28回定期演奏会

木版画で年賀状作り

ティータイムコンサートvol.206

マスコットキャラクター大相撲「おおのじょう
場所’13」＆キャンドルナイトコンサート

5月号
掲載

P7

P7

10月号
掲載
8月号
掲載
10月号
掲載
10月号
掲載

P4

P7

P2

10月号
掲載

P7

10月号
掲載
9月号
掲載

P2

P4

10月号
掲載

P4

P3

男女平等推進センター アスカーラ 市民グループ活動支援事業
さらなる男女共同参画社会をめざして P6

1（金）

5（火）

13（水）

P3

P6

P4

P5

整理券配布開始

募集開始

申込締切

受付開始

マスコットキャラクター大相撲
「おおのじょう場所’13」
ヘルシーエクササイズ講座
（夜の部・後期）
航空自衛隊西部航空音楽隊
「第20回ファミリーコンサート」

短期講座

17（日）

18（月）

25（月）

29（金）

P2

P6

P6

P3

参加募集開始

友の会チケット発売

一般チケット発売

参加申込締切

大野城市民吹奏楽団・中学3年生
ジョイントコンサート2014

森永 卓郎　講演会

森永 卓郎　講演会

まどかぴあ＠アート体験ひろば

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
当者までご連絡ください。

11月のチケット情報・募集申込情報

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。

〒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/

～広告協賛欄～

12（火）・21(木)・28(木) 情報サポーター養成講座 P6

男女平等推進センター アスカーラ 市民グループ活動支援事業
つながって楽しい！出会って深めよう!　

10月号
掲載

5（火） 男女平等推進センター アスカーラ 市民グループ活動支援事業
男女平等は家庭から

10月号
掲載

男女

男女

男女

生涯

文芸

文芸

文芸

文芸

図書

図書

図書

男女

男女

生涯

生涯

生涯

男女

男女

男女

男女

男女

図書

生涯

図書

生涯

文芸

文芸

文芸

文芸

文芸

文芸

託児

託児

託児

託児

託児

託児

託児

託児

託児

託児
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女優さんと一緒に『落語って面白い！』
対　象：中学生以上
参加費：500円　要申込

ドラマティック！？かるた
対　象：中学生以上
参加費：500円　要申込

ひょいっと！ジャグリング
対　象：小学1年生～6年生
参加費：500円　要申込

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。

イチオシ情報

岩崎 宏美・佐田 玲子  トーク＆ライブ
～友達でいること・歌うこと～

総合案内 TEL（092）586-4000／FAX（092）586-4001
受付時間／9：00～21：00
チケット発売日専用ダイヤル TEL（092）591-1111

[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。

「ロマンス」「万華鏡」「思春期」「聖母たちのララバイ」などで知られ、抜群の歌唱力を持つ岩崎 宏美が、まどかぴあにやってきます!!プラ
イベートでも親交の深い佐田 玲子とともに楽しいトークとミニライブをお届けいたします。お二人のジョイントライブは、ここ、まどかぴ
あのみの開催です。お見逃しなく!!

【時間】13日（木）10:00開演/9:30開場
13:00開演/12:30開場

14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）※2歳以下は膝上無料
団体 （午前）1,300円/（午後）1,200円

託児友の会

先・割

劇団飛行船 マスクプレイミュージカル
「ヘンゼルとグレーテル」

PLAY

車イス 託児

託児

友の会

先行

友の会

先・割

車イス

車イス

【時間】 14:00開演/13:30開場
【会場】 大ホール（1階）　全席指定

まどかぴあ総合案内
ローソンチケット
　（Lコード：89970）
チケットぴあ
　（Pコード：213-061）
劇ナビ（http://gekinavi.jp/）

チケット取扱い

チケット発売日
友の会　12月 9日（月）
一　般　12月16日（月）
両日とも10:00～

平成26年

MUSIC

平成26年

2月2日
（日）

～響け中学生サウンド～
「大野城市民吹奏楽団・中学3年生ジョイントコンサート2014」参加者募集

料金：前　売 3,000円（当日3,500円）
ペア券 5,500円（前売のみ）
※ペア券は友の会割引対象外。まどかぴあ総合案内のみ販売。

第5回九州戯曲賞大賞受賞作品 
「タンバリン」リーディング公演
作：後藤 香（劇団 go to/福岡県）
演出：高山 力造（village80％/福岡県）

【時間】① 9日（土）19:00開演/18:30開場　
②10日（日）14:00開演/13:30開場

【会場】小ホール（2階） 全席自由
料金：前売800円（当日1,000円）
※友の会会員無料ご招待の申し込みは終了しました。

11月 9日(土)
10日(日)

2月13日(木)
14日(金)

12月21日(土)
～23日(月・祝)

PLAY

託児
10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
※詳細はホームページ等をご覧ください。

チケット
取扱い

チケット
発売中

【日時】11月16日（土）10:30～12:00
【会場】小ホール（2階）
【料金】1回券500円

「パリジェンヌのライフスタイルに学ぶ」
4時間目：家庭科

【講師】 山本 ゆりこ （菓子・料理研究家）

託児友の会

先・割

「山本レストラン」など福岡でも活躍中
の菓子・料理研究家、山本 ゆりこさん。
パリに暮らすライター、アトランさやか
さんとの共著「パリのしあわせ10人の
女性たち（仮）」の取材を通して学ん
だ、パリジェンヌたちのしあわせに向
かって生きるコツを教えてもらいます。

まどかぴあ総合案内チケット発売中 チケット取扱い

：①大野城市内在住または在校の平成26年度新中学3年生。
②まどかぴあでの練習（全日程）と公演に参加できること。
③吹奏楽器の演奏経験があること。（経験年数問わず）
④楽器を持参できること。（打楽器を除く）
：所定の申込用紙（11月1日（金）より、まどかぴあホームページ
からもダウンロード可）に、必要事項を記入のうえ「ジョイン
トコンサート」係まで持参または郵送してください。
：11月17日（日）～12月20日（金）消印有効
：平成26年1月26日（日）、2月9日（日）、3月2日（日）、9日（日）、
23日（日）、4月13日（日）
※10:00～17:00までのうち5時間程度。
※若干の変更が生じる場合があります。

応 募 資 格

申 込 方 法

申 込 期 間
練 習 日 程

：平成26年4月27日（日）
※リハーサル4月26日（土）
：無料
：文化芸術振興課　ジョイントコンサート係

公 演 日 程

参 加 費
お問い合わせ

中学校生活の想い出に、大ホー
ルで開催する“大野城市民吹
奏楽団とのジョイントコンサー
ト”に参加してみませんか？他
校の仲間と一緒にアンサンブ
ルを楽しみましょう♪たくさん
のご応募お待ちしています。

九州で活動する劇作家の優れた作品を顕彰する九州戯曲賞。第5
回を迎えた今年は、福岡県の後藤 香（劇団 go to）さんの「タンバ
リン」が大賞を受賞しました。まどかぴあでは大賞作品の魅力を
お伝えするため、リーディング（朗読）公演として上演いたします。
演出・キャストともに地元福岡で活動するメンバーを迎えお送りし
ます。戯曲の魅力をじっくりと味わえるリーディング公演を、この
機会にぜひお楽しみください。

マスコットキャラクター大相撲「おおのじょう場所’13」
＆キャンドルナイトコンサート

11月30日
（土）
EVENT

まどかぴあ＠アート体験ひろば
ART

【時間】 14:00開演/13:30開場
【会場】 大ホール（1階）　全席自由

〔一部〕　○馬頭琴演奏
○モンゴルの歌「オルティン・ドー」
○「スーホーの白い馬」朗読と音楽

〔二部〕　○「雅楽」管絃と舞楽

悠久の音色を奏でる「雅楽」、どこ
までも広く透き通ったモンゴルの
歌と音楽。この二つの素晴らしい
芸術がまどかぴあに集います。

今年も各方面からマスコット
キャラクター達（14体予定）
が集結！真剣勝負に何故か
笑いが…。おちゃめな相撲対
決をぜひお見逃しなく。
また、当日は楽しいイベント
が盛りだくさん♪お誘い合わ
せのうえご来館ください。

第6回大野城まどかぴあ市民企画事業
「雅楽とモンゴルの調べ」

まどかぴあ総合案内
ローソンチケット（Lコード：89686）
チケットぴあ（Pコード：211-838）

チケット
取扱い

チケット
取扱い

チケット
発売中

まどかぴあ総合案内
チケットぴあ
（Pコード：432-469）
ローソンチケット
（Lコード：89971）
エムアンドエム

料金：一般1,000円　学生500円（当日各300円増し）

〈企画〉アジア文化研究会

平成26年

1月19日
（日）

MUSIC & CULTURE

チケット発売日
友の会　12月  5日（木）
一　般　12月12日（木）

整理券
配布場所

整理券配布開始日
11月1日（金）

あっ!と

まどかぴあ＠アート体験ひろば 参加者
募集！！

からだを動かす楽しさ、つくる楽しさ、表現する楽しさ…いろんなかたちのアート体験を、こどもからおとなまで
一緒に楽しめる3日間！「あっ！」と驚くような発見と出会いがあなたを待っています。

プ
ロ
グ
ラ
ム

A B

素敵におやじゴスペル
対　象：自称「おやじ」年齢不問！
参加費：500円　要申込

C

わがやのしるし 家紋をつくろう！
対　象：家族
参加費：1,000円/組　要申込

G
H

I

“工房まる”とつくる！キュートな一輪挿し
対　象：どなたでも
参加費：1,000円（材料費含む）要申込

D
E

親子でチャレンジ♪クワイアチャイム
対　象：小学生以上の子どもとその保護者

※2人1組
参加費：1,000円/組　要申込

F

★各プログラムの開催スケジュール、申込方法等の詳細は、ま
どかぴあ館内ほかで配布のチラシもしくはホームページを
ご覧ください。

託児

申込締切：11月29日（金）必着
※応募多数の場合は抽選。結果は締切後1週間程度でご連絡いたします。
※定員に達しない場合は引き続き申し込みを受け付けます。

あなたもクリエーター！？
デジタルアート体験

対　象：どなたでも
参加費：参加無料　申込不要

友の会

特別
（無料）

※昨年の様子

人形たちの可愛らしいダン
スや、ワクワクドキドキの物
語をご家族そろってお楽しみ
ください！

お母さんのためのダンスワークショップ
対　象：お母さん（お父さんもOK！）とその子ど

も（0歳～未就学児）※2人1組
参加費：500円/組　要申込

かもん

まどかぴあ総合案内（受付時間 9:00～ 21:00）
市内各コミュニティセンター
※予選・決勝それぞれお一人様4枚まで（なくなり次第終了します。）

※時間等詳細はホームページ、チラ
　シをご覧ください。

大野ジョー まどかちゃん
じーも ころう君 だるまちゃん

なかっぱ
いとゴン
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女優さんと一緒に『落語って面白い！』
対　象：中学生以上
参加費：500円　要申込

ドラマティック！？かるた
対　象：中学生以上
参加費：500円　要申込

ひょいっと！ジャグリング
対　象：小学1年生～6年生
参加費：500円　要申込

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。

イチオシ情報

岩崎 宏美・佐田 玲子  トーク＆ライブ
～友達でいること・歌うこと～

総合案内 TEL（092）586-4000／FAX（092）586-4001
受付時間／9：00～21：00
チケット発売日専用ダイヤル TEL（092）591-1111

[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。

「ロマンス」「万華鏡」「思春期」「聖母たちのララバイ」などで知られ、抜群の歌唱力を持つ岩崎 宏美が、まどかぴあにやってきます!!プラ
イベートでも親交の深い佐田 玲子とともに楽しいトークとミニライブをお届けいたします。お二人のジョイントライブは、ここ、まどかぴ
あのみの開催です。お見逃しなく!!

【時間】13日（木）10:00開演/9:30開場
13:00開演/12:30開場

14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）※2歳以下は膝上無料
団体 （午前）1,300円/（午後）1,200円

託児友の会

先・割

劇団飛行船 マスクプレイミュージカル
「ヘンゼルとグレーテル」

PLAY

車イス 託児

託児

友の会

先行

友の会

先・割

車イス

車イス

【時間】 14:00開演/13:30開場
【会場】 大ホール（1階）　全席指定

まどかぴあ総合案内
ローソンチケット
　（Lコード：89970）
チケットぴあ
　（Pコード：213-061）
劇ナビ（http://gekinavi.jp/）

チケット取扱い

チケット発売日
友の会　12月 9日（月）
一　般　12月16日（月）
両日とも10:00～

平成26年

MUSIC

平成26年

2月2日
（日）

～響け中学生サウンド～
「大野城市民吹奏楽団・中学3年生ジョイントコンサート2014」参加者募集

料金：前　売 3,000円（当日3,500円）
ペア券 5,500円（前売のみ）
※ペア券は友の会割引対象外。まどかぴあ総合案内のみ販売。

第5回九州戯曲賞大賞受賞作品 
「タンバリン」リーディング公演
作：後藤 香（劇団 go to/福岡県）
演出：高山 力造（village80％/福岡県）

【時間】① 9日（土）19:00開演/18:30開場　
②10日（日）14:00開演/13:30開場

【会場】小ホール（2階） 全席自由
料金：前売800円（当日1,000円）
※友の会会員無料ご招待の申し込みは終了しました。

11月 9日(土)
10日(日)

2月13日(木)
14日(金)

12月21日(土)
～23日(月・祝)

PLAY

託児
10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
※詳細はホームページ等をご覧ください。

チケット
取扱い

チケット
発売中

【日時】11月16日（土）10:30～12:00
【会場】小ホール（2階）
【料金】1回券500円

「パリジェンヌのライフスタイルに学ぶ」
4時間目：家庭科

【講師】 山本 ゆりこ （菓子・料理研究家）

託児友の会

先・割

「山本レストラン」など福岡でも活躍中
の菓子・料理研究家、山本 ゆりこさん。
パリに暮らすライター、アトランさやか
さんとの共著「パリのしあわせ10人の
女性たち（仮）」の取材を通して学ん
だ、パリジェンヌたちのしあわせに向
かって生きるコツを教えてもらいます。

まどかぴあ総合案内チケット発売中 チケット取扱い

：①大野城市内在住または在校の平成26年度新中学3年生。
②まどかぴあでの練習（全日程）と公演に参加できること。
③吹奏楽器の演奏経験があること。（経験年数問わず）
④楽器を持参できること。（打楽器を除く）
：所定の申込用紙（11月1日（金）より、まどかぴあホームページ
からもダウンロード可）に、必要事項を記入のうえ「ジョイン
トコンサート」係まで持参または郵送してください。
：11月17日（日）～12月20日（金）消印有効
：平成26年1月26日（日）、2月9日（日）、3月2日（日）、9日（日）、
23日（日）、4月13日（日）
※10:00～17:00までのうち5時間程度。
※若干の変更が生じる場合があります。

応 募 資 格

申 込 方 法

申 込 期 間
練 習 日 程

：平成26年4月27日（日）
※リハーサル4月26日（土）
：無料
：文化芸術振興課　ジョイントコンサート係

公 演 日 程

参 加 費
お問い合わせ

中学校生活の想い出に、大ホー
ルで開催する“大野城市民吹
奏楽団とのジョイントコンサー
ト”に参加してみませんか？他
校の仲間と一緒にアンサンブ
ルを楽しみましょう♪たくさん
のご応募お待ちしています。

九州で活動する劇作家の優れた作品を顕彰する九州戯曲賞。第5
回を迎えた今年は、福岡県の後藤 香（劇団 go to）さんの「タンバ
リン」が大賞を受賞しました。まどかぴあでは大賞作品の魅力を
お伝えするため、リーディング（朗読）公演として上演いたします。
演出・キャストともに地元福岡で活動するメンバーを迎えお送りし
ます。戯曲の魅力をじっくりと味わえるリーディング公演を、この
機会にぜひお楽しみください。

マスコットキャラクター大相撲「おおのじょう場所’13」
＆キャンドルナイトコンサート

11月30日
（土）
EVENT

まどかぴあ＠アート体験ひろば
ART

【時間】 14:00開演/13:30開場
【会場】 大ホール（1階）　全席自由

〔一部〕　○馬頭琴演奏
○モンゴルの歌「オルティン・ドー」
○「スーホーの白い馬」朗読と音楽

〔二部〕　○「雅楽」管絃と舞楽

悠久の音色を奏でる「雅楽」、どこ
までも広く透き通ったモンゴルの
歌と音楽。この二つの素晴らしい
芸術がまどかぴあに集います。

今年も各方面からマスコット
キャラクター達（14体予定）
が集結！真剣勝負に何故か
笑いが…。おちゃめな相撲対
決をぜひお見逃しなく。
また、当日は楽しいイベント
が盛りだくさん♪お誘い合わ
せのうえご来館ください。

第6回大野城まどかぴあ市民企画事業
「雅楽とモンゴルの調べ」

まどかぴあ総合案内
ローソンチケット（Lコード：89686）
チケットぴあ（Pコード：211-838）

チケット
取扱い

チケット
取扱い

チケット
発売中

まどかぴあ総合案内
チケットぴあ
（Pコード：432-469）
ローソンチケット
（Lコード：89971）
エムアンドエム

料金：一般1,000円　学生500円（当日各300円増し）

〈企画〉アジア文化研究会

平成26年

1月19日
（日）

MUSIC & CULTURE

チケット発売日
友の会　12月  5日（木）
一　般　12月12日（木）

整理券
配布場所

整理券配布開始日
11月1日（金）

あっ!と

まどかぴあ＠アート体験ひろば 参加者
募集！！

からだを動かす楽しさ、つくる楽しさ、表現する楽しさ…いろんなかたちのアート体験を、こどもからおとなまで
一緒に楽しめる3日間！「あっ！」と驚くような発見と出会いがあなたを待っています。

プ
ロ
グ
ラ
ム

A B

素敵におやじゴスペル
対　象：自称「おやじ」年齢不問！
参加費：500円　要申込

C

わがやのしるし 家紋をつくろう！
対　象：家族
参加費：1,000円/組　要申込

G
H

I

“工房まる”とつくる！キュートな一輪挿し
対　象：どなたでも
参加費：1,000円（材料費含む）要申込

D
E

親子でチャレンジ♪クワイアチャイム
対　象：小学生以上の子どもとその保護者

※2人1組
参加費：1,000円/組　要申込

F

★各プログラムの開催スケジュール、申込方法等の詳細は、ま
どかぴあ館内ほかで配布のチラシもしくはホームページを
ご覧ください。

託児

申込締切：11月29日（金）必着
※応募多数の場合は抽選。結果は締切後1週間程度でご連絡いたします。
※定員に達しない場合は引き続き申し込みを受け付けます。

あなたもクリエーター！？
デジタルアート体験

対　象：どなたでも
参加費：参加無料　申込不要

友の会

特別
（無料）

※昨年の様子

人形たちの可愛らしいダン
スや、ワクワクドキドキの物
語をご家族そろってお楽しみ
ください！

お母さんのためのダンスワークショップ
対　象：お母さん（お父さんもOK！）とその子ど

も（0歳～未就学児）※2人1組
参加費：500円/組　要申込

かもん

まどかぴあ総合案内（受付時間 9:00～ 21:00）
市内各コミュニティセンター
※予選・決勝それぞれお一人様4枚まで（なくなり次第終了します。）

※時間等詳細はホームページ、チラ
　シをご覧ください。

大野ジョー まどかちゃん
じーも ころう君 だるまちゃん

なかっぱ
いとゴン
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毎年恒例、大好評の市民吹奏楽団ス
テージが今年も大ホールで開催さ
れます。前半はシンフォニックステー
ジ、後半は企画ステージとして、世界
一周をテーマに各国のさまざまな
音楽をお届けします。心に響くハー
モニーをどうぞお楽しみください！

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　　　生涯学習センター開館時間／（月～土）9：00～20：00
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

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。

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

10：00～
14：00～
の上映が
対象です託児車イス

11月28日
（木）
MUSIC出演：迎 美樹（ピアノ）、下条 啓介（トランペット）

【時間】12:10～12:50
【会場】多目的ホール（1階）入場無料

11月のティータイムコンサート
は、ピアノとトランペットが登場
します。冬の訪れを感じる今日
この頃…。午後のひと時、心に
響く音色をお楽しみください。

迎 美樹

協賛：メリーゴーランド、株式会社東洋ナビックス、豆香洞コーヒー、
株式会社駿河コーポレーション、美容室ビーボンズ

●受付開始日：11月13日（水）9:00
●受付先：生涯学習センター電話・窓口（先着順）短 期 講 座

講　師：糸瀬 ひとみ（ワイヤーアート ルシェルシェ主宰）
日　程：12月6日（金）
時　間：10:00～12:00
定　員：16名（先着順）
受講料：1,000円　　材料費：1,500円

ワイヤーアートのクリスマス飾り
ワイヤーで、クラシックな
ベル型の壁掛けを作りま
しょう。
下にフックがついているの
で、靴下やオーナメントを
飾っても素敵です。クリス
マス時期でなくともご利
用いただけますよ。

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。 

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

11月13日（水）9：00
受付開始

●受付開始日：11月7日（木）9:00
●受付先：生涯学習センター電話・窓口（先着順）
定期講座を体験してみませんか？お気軽にお申し込みください！
※複数回体験のある講座は、いずれか1日となります。

定 期 講 座
無 料 体 験

11月7日（木）9：00
受付開始

「おもいで」

出演者の思い出の曲や、かつて流行した曲など懐かしい思い出
の音楽をお届けします。今日、出会った音楽が新しい思い出の
１ページになるかもしれません。

平成25年度のテーマ

12月6日
（金）

講　師：川田 幸子
日　程：12月11日(水)
時　間：10:00～14:00
定　員：18名（先着順）
受講料：1,000円　　材料費：1,800円

旬の食材を使った簡単ワクワクおせち
旬の食材を活かした健康的で簡単
にできるおせち料理を作ります。
ワンポイントで、身近な食材を使っ
て身体を癒す方法も学べますよ。
【メニュー】
巻き寿司裏巻き（カリフォルニア巻
き）・簡単ぶりの照り焼き・伊達巻・レ
ンコンつくね団子・からしレンコン・吉
野鶏のおすまし

託児

託児 託児

託児

※作品例

※イメージ

航空自衛隊西部航空音楽隊
「第20回ファミリーコンサート」
【時間】18:30開演/17:45開場
料金：無料（往復はがきでの応募になります。）

MUSIC

※入場者の年齢制限はありませんが、3歳未満のお子
様は保護者のおひざの上で鑑賞をお願いします。

：往復はがきに、①住所 ②氏名 ③年齢 ④入場希望人数
（1名または2名）をご記入のうえお申し込みください。
：〒816-0804 春日市原町3-1-1 
　航空自衛隊春日基地 広報班 ファミリーコンサート係
：10月21日(月)～11月13日(水)消印有効
：返信用はがき（入場券となります）で通知します。

申込方法

申 込 先

申込期間
当選発表

【お問い合わせ】平日：航空自衛隊春日基地広報班 TEL 092-581-4031
土・日・祝日：大野城まどかぴあ TEL 092-586-4000

車イス

11月17日
（日）

大野城市民吹奏楽団
第28回定期演奏会

【時間】14:00開演/13:30開場
【会場】大ホール（1階）　全席自由 　
料金：中学生以上800円（当日同料金）※小学生以下無料

MUSIC

車イス

★日曜日閉館のお知らせ★
日曜日は閉館しております。

「ミリオンダラー・ベイビー」「硫黄島からの手紙」など、
俳優・監督として活躍しているクリント・イーストウッド
が、およそ4年ぶりに主演を務めた感動作。
＜ストーリー＞ガス（クリント・イーストウッド）は長年大
リーグの名スカウトとして腕をふるってきたが、ここのと
ころ年のせいで視力が弱ってきていた。それでもまった
く引退する素振りを見せない彼に、チームは疑いの目を
向ける。窮地に陥った父親に救いの手を差し伸べたの
は、あまり関係が良好とはいえない娘のミッキー（エイ
ミー・アダムス）だった。

11月9日
（土）
CINEMA

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

「人生の特等席」
2012年/アメリカ/111分

監督：ロバート・ロレンツ
出演：クリント・イーストウッド、

エイミー・アダムスほか （C）2012 WARNER BROS．
ENTERTAINMENT　INC．

12月のまどかぴあシネマランドはディズニー/ピクサーの
代表作、「モンスターズ・インク」の前日譚である、「モンス
ターズ・ユニバーシティ」を上映いたします！お楽しみに！

※キッズシネマは通常のシネマと変更点があります。
①（通常）未就学児入場不可⇒3歳以上のお子様から
入場可能（施設利用券1人1枚必要です。）
②3回目上映時の開演時間の変更
（通常）18:00～⇒17:00～
　皆様のご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。

12月21日
（土）
CINEMA

【時間】10:00～/14:00～/
17:00～

　　  （各回30分前開場）

キッズシネマ
「モンスターズ・ユニバーシティ」
2013年/アメリカ/103分/吹替版/2D版

監督：ダン・スカンロン
声の出演：石塚 英彦（ホンジャマカ）、

田中 裕二（爆笑問題）ほか

まどかぴあ総合案内
大野城市民吹奏楽団団員

チケット
取扱いチケット発売中

講　師：松井 麺楽（手打ちそば「まつりの会」会長）
日　程：12月14日（土）
時　間：10:00～13:00
定　員：20名（先着順）
受講料：1,000円　　材料費：1,500円

年越しそば　手打ち体験
ほっとあたたまる年越しそばを、今年は
ご自分で打ってみてはいかがでしょうか。
粉から生地を作る、貴重な体験ができ
ます。
【メニュー】
手打ちそば・天ぷら・そばクレープ

講　師：中島 久美子（華道家元池坊華督）
日　程：12月26日（木）
時　間：13:30～15:30
定　員：15名（先着順）
受講料：1,000円　　材料費：2,000円

お正月の生け花
お正月、ご自宅の玄関を素敵に
飾ってみませんか。
講師が丁寧に指導しますので、
はじめての方でも安心です。
剣山や花器を使った本格的な
生け花が楽しめますよ。

ティータイムコンサート vol.206

楽しい気功
体ほぐし中心のレッスンです。気の巡りの良い身体
を作ることで、自分らしく楽しく生活しませんか？
日程：11月12日・19日・26日（火）
時間：10:00～11:30
定員：各5名

親しむ書道
書道に親しむをモットーに、筆を持つ楽しさを
一緒に学びませんか？
日程：11月22日（金）
時間：10:00～12:00
定員：各3名

楽しいフルート
どなたでも楽しく練習できます。1日1名限定！
あなたもフルートを吹いてみませんか？
日程：11月15日・29日（金）
時間：10:00～12:00
定員：各1名

プリザーブドフラワーアレンジメント
今、ギフトやブライダルで人気のプリザーブドフ
ラワーを、ご自身でアレンジしてみませんか？
日程：12月7日（土）
時間：13:30～15:30
材料費：1,000円　　　定員：各10名※フルートの貸出できます。（無料）

※お持ちの書道道具をご持参ください。

※昨年の様子



45 アテナ2013.11月号 アテナ2013.11月号

毎年恒例、大好評の市民吹奏楽団ス
テージが今年も大ホールで開催さ
れます。前半はシンフォニックステー
ジ、後半は企画ステージとして、世界
一周をテーマに各国のさまざまな
音楽をお届けします。心に響くハー
モニーをどうぞお楽しみください！

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　　　生涯学習センター開館時間／（月～土）9：00～20：00
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

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。

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

10：00～
14：00～
の上映が
対象です託児車イス

11月28日
（木）
MUSIC出演：迎 美樹（ピアノ）、下条 啓介（トランペット）

【時間】12:10～12:50
【会場】多目的ホール（1階）入場無料

11月のティータイムコンサート
は、ピアノとトランペットが登場
します。冬の訪れを感じる今日
この頃…。午後のひと時、心に
響く音色をお楽しみください。

迎 美樹

協賛：メリーゴーランド、株式会社東洋ナビックス、豆香洞コーヒー、
株式会社駿河コーポレーション、美容室ビーボンズ

●受付開始日：11月13日（水）9:00
●受付先：生涯学習センター電話・窓口（先着順）短 期 講 座

講　師：糸瀬 ひとみ（ワイヤーアート ルシェルシェ主宰）
日　程：12月6日（金）
時　間：10:00～12:00
定　員：16名（先着順）
受講料：1,000円　　材料費：1,500円

ワイヤーアートのクリスマス飾り
ワイヤーで、クラシックな
ベル型の壁掛けを作りま
しょう。
下にフックがついているの
で、靴下やオーナメントを
飾っても素敵です。クリス
マス時期でなくともご利
用いただけますよ。

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。 

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

11月13日（水）9：00
受付開始

●受付開始日：11月7日（木）9:00
●受付先：生涯学習センター電話・窓口（先着順）
定期講座を体験してみませんか？お気軽にお申し込みください！
※複数回体験のある講座は、いずれか1日となります。

定 期 講 座
無 料 体 験

11月7日（木）9：00
受付開始

「おもいで」

出演者の思い出の曲や、かつて流行した曲など懐かしい思い出
の音楽をお届けします。今日、出会った音楽が新しい思い出の
１ページになるかもしれません。

平成25年度のテーマ

12月6日
（金）

講　師：川田 幸子
日　程：12月11日(水)
時　間：10:00～14:00
定　員：18名（先着順）
受講料：1,000円　　材料費：1,800円

旬の食材を使った簡単ワクワクおせち
旬の食材を活かした健康的で簡単
にできるおせち料理を作ります。
ワンポイントで、身近な食材を使っ
て身体を癒す方法も学べますよ。
【メニュー】
巻き寿司裏巻き（カリフォルニア巻
き）・簡単ぶりの照り焼き・伊達巻・レ
ンコンつくね団子・からしレンコン・吉
野鶏のおすまし

託児

託児 託児

託児

※作品例

※イメージ

航空自衛隊西部航空音楽隊
「第20回ファミリーコンサート」
【時間】18:30開演/17:45開場
料金：無料（往復はがきでの応募になります。）

MUSIC

※入場者の年齢制限はありませんが、3歳未満のお子
様は保護者のおひざの上で鑑賞をお願いします。

：往復はがきに、①住所 ②氏名 ③年齢 ④入場希望人数
（1名または2名）をご記入のうえお申し込みください。
：〒816-0804 春日市原町3-1-1 
　航空自衛隊春日基地 広報班 ファミリーコンサート係
：10月21日(月)～11月13日(水)消印有効
：返信用はがき（入場券となります）で通知します。

申込方法

申 込 先

申込期間
当選発表

【お問い合わせ】平日：航空自衛隊春日基地広報班 TEL 092-581-4031
土・日・祝日：大野城まどかぴあ TEL 092-586-4000

車イス

11月17日
（日）

大野城市民吹奏楽団
第28回定期演奏会

【時間】14:00開演/13:30開場
【会場】大ホール（1階）　全席自由 　
料金：中学生以上800円（当日同料金）※小学生以下無料

MUSIC

車イス

★日曜日閉館のお知らせ★
日曜日は閉館しております。

「ミリオンダラー・ベイビー」「硫黄島からの手紙」など、
俳優・監督として活躍しているクリント・イーストウッド
が、およそ4年ぶりに主演を務めた感動作。
＜ストーリー＞ガス（クリント・イーストウッド）は長年大
リーグの名スカウトとして腕をふるってきたが、ここのと
ころ年のせいで視力が弱ってきていた。それでもまった
く引退する素振りを見せない彼に、チームは疑いの目を
向ける。窮地に陥った父親に救いの手を差し伸べたの
は、あまり関係が良好とはいえない娘のミッキー（エイ
ミー・アダムス）だった。

11月9日
（土）
CINEMA

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

「人生の特等席」
2012年/アメリカ/111分

監督：ロバート・ロレンツ
出演：クリント・イーストウッド、

エイミー・アダムスほか （C）2012 WARNER BROS．
ENTERTAINMENT　INC．

12月のまどかぴあシネマランドはディズニー/ピクサーの
代表作、「モンスターズ・インク」の前日譚である、「モンス
ターズ・ユニバーシティ」を上映いたします！お楽しみに！

※キッズシネマは通常のシネマと変更点があります。
①（通常）未就学児入場不可⇒3歳以上のお子様から
入場可能（施設利用券1人1枚必要です。）

②3回目上映時の開演時間の変更
（通常）18:00～⇒17:00～
　皆様のご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。

12月21日
（土）
CINEMA

【時間】10:00～/14:00～/
17:00～

　　  （各回30分前開場）

キッズシネマ
「モンスターズ・ユニバーシティ」
2013年/アメリカ/103分/吹替版/2D版

監督：ダン・スカンロン
声の出演：石塚 英彦（ホンジャマカ）、

田中 裕二（爆笑問題）ほか

まどかぴあ総合案内
大野城市民吹奏楽団団員

チケット
取扱いチケット発売中

講　師：松井 麺楽（手打ちそば「まつりの会」会長）
日　程：12月14日（土）
時　間：10:00～13:00
定　員：20名（先着順）
受講料：1,000円　　材料費：1,500円

年越しそば　手打ち体験
ほっとあたたまる年越しそばを、今年は
ご自分で打ってみてはいかがでしょうか。
粉から生地を作る、貴重な体験ができ
ます。
【メニュー】
手打ちそば・天ぷら・そばクレープ

講　師：中島 久美子（華道家元池坊華督）
日　程：12月26日（木）
時　間：13:30～15:30
定　員：15名（先着順）
受講料：1,000円　　材料費：2,000円

お正月の生け花
お正月、ご自宅の玄関を素敵に
飾ってみませんか。
講師が丁寧に指導しますので、
はじめての方でも安心です。
剣山や花器を使った本格的な
生け花が楽しめますよ。

ティータイムコンサート vol.206

楽しい気功
体ほぐし中心のレッスンです。気の巡りの良い身体
を作ることで、自分らしく楽しく生活しませんか？
日程：11月12日・19日・26日（火）
時間：10:00～11:30
定員：各5名

親しむ書道
書道に親しむをモットーに、筆を持つ楽しさを
一緒に学びませんか？
日程：11月22日（金）
時間：10:00～12:00
定員：各3名

楽しいフルート
どなたでも楽しく練習できます。1日1名限定！
あなたもフルートを吹いてみませんか？
日程：11月15日・29日（金）
時間：10:00～12:00
定員：各1名

プリザーブドフラワーアレンジメント
今、ギフトやブライダルで人気のプリザーブドフ
ラワーを、ご自身でアレンジしてみませんか？
日程：12月7日（土）
時間：13:30～15:30
材料費：1,000円　　　定員：各10名※フルートの貸出できます。（無料）

※お持ちの書道道具をご持参ください。

※昨年の様子
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＊ヘルシーエクササイズ講座　後期・夜の部　追加募集！詳細はホームページ・チラシ・ＴＥＬにて。

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 アスカーラ
開館時間／（月～金）9：00～19：00

（土・日・祝日）9：00～17：00

としょかんのおはなし会

図書館特別整理休館のお知らせ：11月11日（月）～12月20日（金）

毎月第1～4火曜日　10：30～
場所：3階キッズルーム（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）

幼児対象　11月2日
小学生以上対象　11月9日

11月5日・19日
11月12日・26日

毎月第1～4土曜日　15：00～
場所：まどかぴあ図書館おはなしの部屋

おひざでだっこ

わくわくおはなし会

託児

：301会議室（3階）
：無料
：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「情報サポーター養成
講座」係までお申し込みください。

会 　 場
受 講 料
申込方法

男女平等推進センターでは、毎月発行の情報誌「すてっぷ」を一緒に作成する仲間を募集しています！
①好奇心あり
②お出かけ情報は必ずチェックしてフットワークは軽め
③ボランティアも月1回くらいなら興味あり
そんなあなたを待っています。

情報サポーター養成講座「出発進行！あなたの発信力」

：平成26年1月25日（土）
：13:30開演 /13:00開場
　（15:00終了予定）
：大ホール（1階）　全席自由
：500円（当日600円）

日 程
時 間

会　場
料 金

あのモリタクさんがまどかぴあに登場！テレビやラジオで大活躍の森永さん、今回
のテーマは「経済+男女共同参画＝！？」。画面越しでは伝わらないモノをぜひ会場
で感じてください。経済ニュースが面白くなるかも。

あなたとわたしのハートフルステージ 森永 卓郎　講演会
～男と女のあり方が変わる 経済も変わる～

日　時：12月7日（土）10:00～12:00
講　師：岩城 和代

（弁護士・福岡県男女共同参画審議会委員）
会　場：301会議室（3階）
主　催：ふくおか県翼の会大野城

平成25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

憲法と聞いただけで一歩引いてしまいがちですが、実は私たち
は憲法に守られて生きています。改正の流れの中で、何が大切な
ことかお互いに学び合い考えましょう。

＜ふくおか県翼の会大野城＞の紹介
福岡県女性海外研修事業「女性研修の翼」に参加した大野城市
在住の団員で平成3年に発足した会。各地域の団員と毎年交流
しながら、情報交換や活動を通じて男女共同参画社会の実現に
向け、行動力を高めようと努めています。

<大野城女性の会＞の紹介
大野城市が開催した「女性問題リーダー研修会」の受講修了生
が設立した会です。女性の地位向上と男女共同参画社会の実現
のために、「自主的な学習や地域活動、他活動グループとの交
流」などを行っています。平成20年度福岡県男女共同参画表彰
団体賞受賞。

今こそ学び考えよう日本国憲法
～私たちと未来の世代のために～

女性が順調にキャリアを重ねていくにはまだまだ課題が山積。
今回は「九州大学病院きらめきプロジェクト」で後続の女性のた
めに活動している講師が、女性が活き活きと働き続けるための
知恵とヒントを伝授します。

さらなる男女共同参画社会をめざして
～女性が働き続けるために～

チケット取扱い

チケット発売日
友の会　11月18日（月）
一　般　11月25日（月）
両日とも10：00～

総合案内

※友の会割引での購入は、お一人様２枚までとさせていただきます。

※手話通訳が必要な方は男女平等推進センター
　までお問い合わせください。

※開催時間は13：30～15：30。ただし第1回のみ13：15開始。

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。

日　時：11月30日（土）10:00～12:00
講　師：樗木 晶子（九州大学病院きらめき

プロジェクト副センター長）
会　場：301会議室（3階）
主　催：大野城女性の会

図書館を利用するすべての方にとって、図書館が心地よい場所であるために、ぜひご一読ください。

図書館の資料は「みんなのもの」です。
人為的な汚損・破損・水濡れなどが著し
い場合や紛失された場合は弁償してい
ただくことがあります。

読み切れなかった場合、次に予約がその資料
に入っていなければ一度だけ継続貸出ができ
ます。（延滞されていた場合、継続貸出はでき
ません。ご注意ください。）

【延長手続き依頼方法】
カウンター受付：返却期限日までに貸出者本人が利用者カードと

貸出延長希望資料を持って来館
館内OPAC・図書館HPから：返却期限日までに「利用照会」に

ログインし貸出中一覧から操作

図書館はおしゃべりに興じる場所
ではありません。館内では静かに
お過ごしください。携帯電話など
の音が出るものは、マナーモードに
してから館内にお入りください。

飲み物・アメ・ガムを含む飲食はで
きません。ご飲食の際は2階ラウン
ドコーナーなどをご利用ください。

居眠り・持ち込み学習
はご遠慮ください。よ
り多くの方が利用でき
るよう、ご協力をお願
いいたします。

筑紫地区マナーアップキャンペーン
10月27日（日）～11月9日（土）

筑紫地区4市1町による図書館マナーの向上を目的とした共同啓発キャンペーンを
実施します。この機会に図書館の利用マナーについて考えましょう。

【本の修理は図書館員にお任せを！】
専用のテープなどで修理しますので、ページが外れた時はそのま
ま図書館員にお知らせください。セロテープは時間が経つと茶色
く変色し、本が痛む原因になります。

 筑紫地区マナーアップキャンペーン：マナーを守って快適な読書を

館内ではお静かに 座席には限りがあります飲食禁止

書架増設に伴うリニューアル工事のため、
図書館と移動図書館わくわく号は休館します。
休館中の本の返却はブックポストをご利用ください。
ポストは県道（旧3号線）側入口横にあります。
※休館日に伴い、図書・CDの返却日が変更となります。

【リニューアル後はこうなる！】
•書架の増設に伴い、蔵書が増えます。
•閲覧席を増設します。
•調べもののお手伝いをする
『レファレンスカウンター』
を設置します。
•『おはなしの部屋』を一新。衛生面
に配慮した造りで小さなお子さん
も安心して利用できます。

返 却 日 を
守りましょう

＜森永 卓郎プロフィール＞
東京大学経済学部経済学科卒
業。現在、経済アナリスト、獨協
大学経済学部教授。専門は労働
経済学と計量経済学。主な出演
番組TBS「がっちりマンデー!!」、
著書も多数。そのほか、金融、恋
愛、オタク系グッズなど、多くの
分野で論評を展開している。

回 日　時 テーマ・講師

2

3

4

11月21日(木)

11月28日(木)

12月5日(木)

1

11月12日(火)

①13:15～13:30

②13:30～15:30

①情報ボランティアはオモシロイボランティアです
講師：原田 ゆみ子（男女平等推進センター アスカーラ所長）

②メディア・リテラシーを学ぼう 日常から見えてくるもの
講師：長谷川 伸子（仕事と暮らし研究所代表）

自分の気持ちを文章にするために
講師：馬場 周一郎
 （西日本新聞社企画委員/元同社編集局文化部長）

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

※長期休館に伴い、上記以外のステーションは稼働しません。

職員通用口 

火

木

金

5日

7日

1日

8日

仲島公民館

牛頸公民館

北コミュニティ
センター

平野台公民館

畑詰公民館 巡町公園

上大利公民館 つつじヶ丘
公民館

乙金東公民館 乙金台公民館

老松神社 小田浦公園

図 書 館 の
本を大切に

託児 車イス友の会

先・割

ちしゃき

受講料：無料
共　催：男女平等推進センター アスカーラ

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電話番号を記入のうえ
　お申し込みください。

休館中の注意点
•CDはブックポストに投函すると壊れることがあり
ますので、総合案内か警備員室へご返却ください。
•期間中はインターネット予約・利用照会からの延長
手続きはできません。



67 アテナ2013.11月号 アテナ2013.11月号

＊ヘルシーエクササイズ講座　後期・夜の部　追加募集！詳細はホームページ・チラシ・ＴＥＬにて。

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 アスカーラ
開館時間／（月～金）9：00～19：00

（土・日・祝日）9：00～17：00

としょかんのおはなし会

図書館特別整理休館のお知らせ：11月11日（月）～12月20日（金）

毎月第1～4火曜日　10：30～
場所：3階キッズルーム（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）

幼児対象　11月2日
小学生以上対象　11月9日

11月5日・19日
11月12日・26日

毎月第1～4土曜日　15：00～
場所：まどかぴあ図書館おはなしの部屋

おひざでだっこ

わくわくおはなし会

託児

：301会議室（3階）
：無料
：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「情報サポーター養成
講座」係までお申し込みください。

会 　 場
受 講 料
申込方法

男女平等推進センターでは、毎月発行の情報誌「すてっぷ」を一緒に作成する仲間を募集しています！
①好奇心あり
②お出かけ情報は必ずチェックしてフットワークは軽め
③ボランティアも月1回くらいなら興味あり
そんなあなたを待っています。

情報サポーター養成講座「出発進行！あなたの発信力」

：平成26年1月25日（土）
：13:30開演 /13:00開場
　（15:00終了予定）
：大ホール（1階）　全席自由
：500円（当日600円）

日 程
時 間

会　場
料 金

あのモリタクさんがまどかぴあに登場！テレビやラジオで大活躍の森永さん、今回
のテーマは「経済+男女共同参画＝！？」。画面越しでは伝わらないモノをぜひ会場
で感じてください。経済ニュースが面白くなるかも。

あなたとわたしのハートフルステージ 森永 卓郎　講演会
～男と女のあり方が変わる 経済も変わる～

日　時：12月7日（土）10:00～12:00
講　師：岩城 和代

（弁護士・福岡県男女共同参画審議会委員）
会　場：301会議室（3階）
主　催：ふくおか県翼の会大野城

平成25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

憲法と聞いただけで一歩引いてしまいがちですが、実は私たち
は憲法に守られて生きています。改正の流れの中で、何が大切な
ことかお互いに学び合い考えましょう。

＜ふくおか県翼の会大野城＞の紹介
福岡県女性海外研修事業「女性研修の翼」に参加した大野城市
在住の団員で平成3年に発足した会。各地域の団員と毎年交流
しながら、情報交換や活動を通じて男女共同参画社会の実現に
向け、行動力を高めようと努めています。

<大野城女性の会＞の紹介
大野城市が開催した「女性問題リーダー研修会」の受講修了生
が設立した会です。女性の地位向上と男女共同参画社会の実現
のために、「自主的な学習や地域活動、他活動グループとの交
流」などを行っています。平成20年度福岡県男女共同参画表彰
団体賞受賞。

今こそ学び考えよう日本国憲法
～私たちと未来の世代のために～

女性が順調にキャリアを重ねていくにはまだまだ課題が山積。
今回は「九州大学病院きらめきプロジェクト」で後続の女性のた
めに活動している講師が、女性が活き活きと働き続けるための
知恵とヒントを伝授します。

さらなる男女共同参画社会をめざして
～女性が働き続けるために～

チケット取扱い

チケット発売日
友の会　11月18日（月）
一　般　11月25日（月）
両日とも10：00～

総合案内

※友の会割引での購入は、お一人様２枚までとさせていただきます。

※手話通訳が必要な方は男女平等推進センター
　までお問い合わせください。

※開催時間は13：30～15：30。ただし第1回のみ13：15開始。

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。

日　時：11月30日（土）10:00～12:00
講　師：樗木 晶子（九州大学病院きらめき

プロジェクト副センター長）
会　場：301会議室（3階）
主　催：大野城女性の会

図書館を利用するすべての方にとって、図書館が心地よい場所であるために、ぜひご一読ください。

図書館の資料は「みんなのもの」です。
人為的な汚損・破損・水濡れなどが著し
い場合や紛失された場合は弁償してい
ただくことがあります。

読み切れなかった場合、次に予約がその資料
に入っていなければ一度だけ継続貸出ができ
ます。（延滞されていた場合、継続貸出はでき
ません。ご注意ください。）

【延長手続き依頼方法】
カウンター受付：返却期限日までに貸出者本人が利用者カードと

貸出延長希望資料を持って来館
館内OPAC・図書館HPから：返却期限日までに「利用照会」に

ログインし貸出中一覧から操作

図書館はおしゃべりに興じる場所
ではありません。館内では静かに
お過ごしください。携帯電話など
の音が出るものは、マナーモードに
してから館内にお入りください。

飲み物・アメ・ガムを含む飲食はで
きません。ご飲食の際は2階ラウン
ドコーナーなどをご利用ください。

居眠り・持ち込み学習
はご遠慮ください。よ
り多くの方が利用でき
るよう、ご協力をお願
いいたします。

筑紫地区マナーアップキャンペーン
10月27日（日）～11月9日（土）

筑紫地区4市1町による図書館マナーの向上を目的とした共同啓発キャンペーンを
実施します。この機会に図書館の利用マナーについて考えましょう。

【本の修理は図書館員にお任せを！】
専用のテープなどで修理しますので、ページが外れた時はそのま
ま図書館員にお知らせください。セロテープは時間が経つと茶色
く変色し、本が痛む原因になります。

 筑紫地区マナーアップキャンペーン：マナーを守って快適な読書を

館内ではお静かに 座席には限りがあります飲食禁止

書架増設に伴うリニューアル工事のため、
図書館と移動図書館わくわく号は休館します。
休館中の本の返却はブックポストをご利用ください。
ポストは県道（旧3号線）側入口横にあります。
※休館日に伴い、図書・CDの返却日が変更となります。

【リニューアル後はこうなる！】
•書架の増設に伴い、蔵書が増えます。
•閲覧席を増設します。
•調べもののお手伝いをする
『レファレンスカウンター』
を設置します。
•『おはなしの部屋』を一新。衛生面
に配慮した造りで小さなお子さん
も安心して利用できます。

返 却 日 を
守りましょう

＜森永 卓郎プロフィール＞
東京大学経済学部経済学科卒
業。現在、経済アナリスト、獨協
大学経済学部教授。専門は労働
経済学と計量経済学。主な出演
番組TBS「がっちりマンデー!!」、
著書も多数。そのほか、金融、恋
愛、オタク系グッズなど、多くの
分野で論評を展開している。

回 日　時 テーマ・講師

2

3

4

11月21日(木)

11月28日(木)

12月5日(木)

1

11月12日(火)

①13:15～13:30

②13:30～15:30

①情報ボランティアはオモシロイボランティアです
講師：原田 ゆみ子（男女平等推進センター アスカーラ所長）

②メディア・リテラシーを学ぼう 日常から見えてくるもの
講師：長谷川 伸子（仕事と暮らし研究所代表）

自分の気持ちを文章にするために
講師：馬場 周一郎
 （西日本新聞社企画委員/元同社編集局文化部長）

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

※長期休館に伴い、上記以外のステーションは稼働しません。

職員通用口 

火

木

金

5日

7日

1日

8日

仲島公民館

牛頸公民館

北コミュニティ
センター

平野台公民館

畑詰公民館 巡町公園

上大利公民館 つつじヶ丘
公民館

乙金東公民館 乙金台公民館

老松神社 小田浦公園

図 書 館 の
本を大切に

託児 車イス友の会

先・割

ちしゃき

受講料：無料
共　催：男女平等推進センター アスカーラ

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電話番号を記入のうえ
　お申し込みください。

休館中の注意点
•CDはブックポストに投函すると壊れることがあり
ますので、総合案内か警備員室へご返却ください。

•期間中はインターネット予約・利用照会からの延長
手続きはできません。
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大野城まどかぴあ 情報誌
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～つどい ふれあい はばたく～

201311
VOL.

209

・まどかぴあ＠アート体験ひろば 参加者募集！！
・短期講座 受講生募集！
・情報サポーター養成講座 参加者募集中！
・マナーアップキャンペーン：マナーを守って快適な読書を

P6
P5

P7

【日時】平成26年2月2日（日）14時開演／13時30分開場
【会場】大ホール　全席指定

「竹の里フェスタ2013in那珂川」竹の里コンサート
●出演：東京楽竹団、バンブーオーケストラ那珂川
●1,000円（大人同伴の小学生以下無料）　●13:00～

岩崎 宏美・佐田 玲子
トーク＆ライブ
～友達でいること・歌うこと～

P3

つくし お隣さん情報 11月 まどかぴあのイベントスケジュール

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。
10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）

ふれあいJAZZコンサート2013 本日はピアノが主役です！
ジャズピアノの魅力をたっぷりお届けします。ソロやピアノトリオ、ビッグバ
ンド（9ピース）等盛りだくさん！
●出演：岩崎大輔ほか　●一般2,000円、高校生以下1,000円　●16:00～

11/23
（土・祝）

土曜シアター「ライフ・オブ・パイ トラと漂流した227日」
●施設利用料1枚300円/6枚綴り1,500円　●①10:00～②14:00～③19:00～

11/16
（土）

「つくし紫」文化塾2013 第1回 「富嶽三十六景」に隠された“北斎・コード”
～江戸絵画の全体を俯瞰しつつ～
●講師：狩野博幸（同志社大学 教授）
●一般1,000円/ペア券1,500円/高校生以下無料※要入場券　●13:30～

11/4
（月・振休）

12/15
（日）

第28回名曲コンサート ～ミュージカルとオペラの祭典～
吉原圭子・青栁素晴＆萩原貴子
日本を代表するソリスト達とオーケストラとの夢の響演!! 
●【指定】2,000円/【自由】一般1,500円/大学生以下1,000円　●15:00～

11/12(火)
～12/1（日）

第44回 筑紫美術協会展　
●場所：文化ふれあい館（TEL 928-0800）
●毎週月曜日休館　●入場無料　●9:00～17:00（最終日は14：00まで）

11/23
（土・祝）

関雅子シャンソンコンサート2013 ～太宰府に贈る愛の讃歌～
●場所：文化ふれあい館（TEL 928-0800）
●入場無料　●14:00～15:30

11/9（土）
・10（日）

第36回那珂川町民文化祭　～文化のチカラでまちづくり～
●入場無料　●両日とも10:00～

11/17
（日）

ちくし見聞録 ～歴史がつなぐ筑紫ロマン～「日田街道と宿場町」
●講師：山村淳彦（筑紫野市歴史博物館）
●無料（要事前受付） ●10:00～

11/24
（日）

12/14
（土）

おはなし会のクリスマス
●場所：プラム･カルコア太宰府（中央公民館）多目的ホール
●主催：市民図書館（TEL：921-4646） 
●入場無料 ●15:00～16:00

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

（公財）太宰府市文化スポーツ振興財団太宰府市五条３丁目1番１号☎092（920）7070

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

第40回春日市文化祭
●芸能発表会・作品展・音楽の玉手箱プレミアムライブ
書道パフォーマンス・米倉斉加年朗読会・バザーほか
●入場無料　●10:00～16:30（4日は16:00まで）

11/3（日・祝）
・4（月・振休）

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

■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 59台、立体 316台
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交通アクセス

託児
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
休館日の
お知らせ

11月6日（水）、
20日（水）

日付 イベント ページ

ページ日付 イベント

1（金）

2（土）

5（火）・19（火）

5（火）～12/10（火）

7（木）

8（金）～25（月）

9（土）

9（土）・10（日）

10（日）・17（日）

12（火）・26（火）

13（水）・12/11（水）
・H26/1/8（水）

14（木）

16（土）

17（日）

23（土・祝）

28（木）

30（土）

パパ・ママのための読書タイム

わくわくおはなし会（幼児対象）

おひざでだっこ ぴよぴよのへや（0歳児対象）

ワード入門～活用

子育てママ応援事業
ママの未来チャレンジ④

ボランティア研修会（第2回）

エクセル入門～活用

シネマランド「人生の特等席」

わくわくおはなし会（小学生以上対象）

第5回九州戯曲賞大賞受賞作品
「タンバリン」リーディング公演　　　　

パソコンで年賀状作成

おひざでだっこ よちよちのへや（1・2歳児対象）

季節を楽しむフラワーアレンジメント（秋冬）

大野城市男女共生講座（第5回）

おとなの楽校　4時間目：家庭科

大野城市民吹奏楽団 第28回定期演奏会

木版画で年賀状作り

ティータイムコンサートvol.206

マスコットキャラクター大相撲「おおのじょう
場所’13」＆キャンドルナイトコンサート

5月号
掲載

P7

P7

10月号
掲載
8月号
掲載
10月号
掲載
10月号
掲載

P4

P7

P2

10月号
掲載

P7

10月号
掲載
9月号
掲載

P2

P4

10月号
掲載

P4

P3

男女平等推進センター アスカーラ 市民グループ活動支援事業
さらなる男女共同参画社会をめざして P6

1（金）

5（火）

13（水）

P3

P6

P4

P5

整理券配布開始

募集開始

申込締切

受付開始

マスコットキャラクター大相撲
「おおのじょう場所’13」
ヘルシーエクササイズ講座
（夜の部・後期）
航空自衛隊西部航空音楽隊
「第20回ファミリーコンサート」

短期講座

17（日）

18（月）

25（月）

29（金）

P2

P6

P6

P3

参加募集開始

友の会チケット発売

一般チケット発売

参加申込締切

大野城市民吹奏楽団・中学3年生
ジョイントコンサート2014

森永 卓郎　講演会

森永 卓郎　講演会

まどかぴあ＠アート体験ひろば

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
当者までご連絡ください。

11月のチケット情報・募集申込情報

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。

〒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/

～広告協賛欄～

12（火）・21(木)・28(木) 情報サポーター養成講座 P6

男女平等推進センター アスカーラ 市民グループ活動支援事業
つながって楽しい！出会って深めよう!　

10月号
掲載

5（火） 男女平等推進センター アスカーラ 市民グループ活動支援事業
男女平等は家庭から

10月号
掲載

男女

男女

男女

生涯

文芸

文芸

文芸

文芸

図書

図書

図書

男女

男女

生涯

生涯

生涯

男女

男女

男女

男女

男女

図書

生涯

図書

生涯

文芸

文芸

文芸

文芸

文芸

文芸

託児

託児

託児

託児

託児

託児

託児

託児

託児

託児
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