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【日時】4月27日（日）15時開演／14時30分開場
【会場】大ホール　全席自由

～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

・シネマランド特別企画　シネマモニター・セレクション
・短期講座＆パソコン講座　受講生募集！
・平成26年度新事業「地域女性リーダー育成事業」がスタートします！
・４市１町図書館共同事業　東日本大震災被災地図書館写真展
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3月 まどかぴあのイベントスケジュールつくし お隣さん情報
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。
2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）

土曜シアター「南極料理人」
●施設利用料1枚300円/6枚綴り1,500円　●①10:00～②14:00～③19:00～

3/15
（土）

KOBUDO ～尺八・チェロ・ピアノコンサート～
●出演：KOBUDOー古武道ー

古川展生（チェロ）、妹尾武（ピアノ）、藤原道山（尺八）
●一般4,000円／高校生以下2,500円　●14:00～

3/16
（日）

3/23
（日）

ミリカシアター　「桜、ふたたびの加奈子」
●施設利用料300円　●①10:00～②14:00～③18:00～

3/8
（土）

ルミナスフェスタ2014　講演会
「薬がいらない体のつくり方」
●講師：木下光敏（薬剤師・ダイエットカウンセラー）
●場所：体育センター　●入場無料　●10:00～12:00

3/23
（日）

3/22
（土）

歴史講座 「ちくし見聞録」　～歴史がつなぐ筑紫ロマン～
『古墳時代の那珂川町』
●講師：佐藤昭則（那珂川町教育委員会）
●入場無料（要事前受付）　●10:00 ～

3/23
（日）

第8回メセナちくしの“吹奏楽祭”
●無料　●12:30～　※満席の場合は、ご入場をお断りすることがございます。

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

まどかぴあ休館日のお知らせ　3月5日（水）、19日（水）

日付 イベント ページ

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。

開催中
～3/9（日）

募集中
～3/31（月）

ルミナスフェスタ 2014
～ステージ発表・展示・飲食バザー・フリーマーケット・体験コーナーほか～ 
●場所：女性センタールミナス（TEL 925-5404）／体育センター
●入場無料　●10:00～16:00（9日は15:00まで）

3/8(土)
9(日)

3/5(水)
～11(火)

「夢野久作と杉山３代研究会」第２回研究大会
8日は研究会総会・基調講演＆研究発表、9日は研究発表を開催。
●場所：筑紫野市生涯学習センター　●各日500円
●8日14:10～／9日9:00～　※研究会員募集中。詳しくはお問合せ下さい。

3/8(土)
9(日)

第18回　くらしのうつりかわり展
●場所：文化ふれあい館（TEL 928-0800）※毎週月曜休館
●入場無料 ●9:00～17:00

ふれあい音楽セミナー第12回　「どこかで聞いた名曲」
●講師：野中圀亨（音楽評論家）
●一般500円／友の会会員無料　●11:00～12:45
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立体駐車場
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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

（ ）

〒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/

ページ日付 イベント

3月のチケット情報・募集申込情報

平成25年度ミリカ文化サークル受講生作品展
●入場無料　●9:00～17:00　※月曜日休館
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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。

開催中～12（水）

1（土）

1（土）・15（土）

3（月）～14（金）

3（月）～20（木）

4（火）・18（火）

7（金）・21（金・祝）

8（土）

8（土）・22（土）

11（火）・25（火）

14（金）

15（土）・16（日）

26（水）

27（木）

4市1町図書館共同事業
東日本大震災被災地図書館写真展

第18回大野城男女共生フォーラム

わくわくおはなし会（幼児対象）

インターネット・メール 

エクセルスキルアップ（中級）

おひざでだっこ ぴよぴよのへや
（0歳児対象）

パパ・ママのための読書タイム

シネマランド特別企画
シネマモニター・セレクション

わくわくおはなし会（小学生以上対象）

おひざでだっこ よちよちのへや
（1・2歳児対象）

男女平等推進センター市民グループ活動支援事業
H25年度報告会とH26年度募集説明会

定期講座発表会

男女平等推進センター
サポーター登録説明会&交流会

ティータイムコンサートVol.210

2月号
掲載

1月号
掲載

17（月）

22（土）

H26年度大野城市男女共生講座
第1回実行委員会

地域女性リーダー育成事業 プレ講座
「めざせ！ワクワクがとまらないまち 大野城」

2月号
掲載

P6

P3

受付開始

受付開始

応募締切

友の会チケット発売

受付開始

一般チケット発売

パソコン講座

短期講座

第7回市民企画事業

H26年度男女平等推進センター
フェスティバル 第1回実行委員会

まどかぴあ おとなの楽校

H26年度大野城市男女共生講座
第1回実行委員会

地域女性リーダー育成事業
「私たちのワクワクが明日をつくる」

まどかぴあ おとなの楽校

1（土）

12（水）

14（金）

17（月）

22（土）

24（月）

DA・N・KA・Iミュージックフェスタ2014 参加グループ募集
●9/7（日）開催のフェスタへの出演グループを募集中！詳しくはお問い合
わせください。

2月号
掲載

H26年度男女平等推進センター
フェスティバル　第1回実行委員会　　    

P6
受付開始

男女平等推進センター アスカーラ リニュー
アル1周年イベント「カルタ大会」

図書

図書

図書

図書

男女

男女

男女

男女

男女

男女

男女

託児

託児

託児

男女

託児

託児

託児

託児

託児

生涯

生涯

図書

生涯

生涯

生涯

文芸

文芸

文芸

文芸

文芸

男女

男女

男女
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大野城なんでもランキングとは…
私たちが大好きな大野城市には素
晴らしい宝物が沢山あります。そ
の宝物を発掘し、大野城市民の元
気と明るさを創りたい。あらゆる記
録を募集して地域の「にぎわい」と
「きずな」を産み出すため、あらゆ
る記録を募集する大野城市版ギネ
ス記録のこと。

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
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。

◆事前ヒアリング・応募受付期間：3月14日（金）まで
※提出前に電話または面談で必ず事前ヒアリングを受け
てください。

◆一次審査（書類選考）：3月下旬
◆二次審査（面　　接）：4月12日（土）
◆最 終 結 果 通 知：4月下旬

まどかぴあでは、今年も地域の皆さんが企画した事業の実施・運営をサポートする「市民企画事業」を募集しま
す。コンサート、演劇、展覧会など…文化芸術に関する企画であればジャンルは問いません。対象となる会場は、
小ホールまたは多目的ホールです。詳しくは、まどかぴあ館内ほかで配布中の応募要項をご覧ください。ホーム
ページからもダウンロードできます。

第7回大野城まどかぴあ市民企画事業 「あなたがプロデューサー」企画募集！

対象経費に対し、上限50万円の経費負担と会場施設
の提供。広報、販売協力など。支援内容

小ホール（118席）または
多目的ホール（可動席300席）対象会場

【小ホールの場合】※最長1週間
12月1日（月）～7日（日）または
平成27年2月16日（月）～22日（日）
※但し、第1・3水曜日は休館日となります。
【多目的ホールの場合】※最長3日間
平成27年1月16日（金）～18日（日）または
平成27年2月6日（金）～8日（日）

『大野城なんでもランキング』では、第1回から引き続き大野
城市のあらゆる記録を募集してきました。その集まった記録
の中から、19個の新しい記録が登録され、
2月15日（土）に認定証交付式を行いました。
記録保持者の一覧を第1回の記録を含め、
まどかぴあホームページにて公開中です！

候補日程

応募スケジュール

定期講座受講生による作品展示・販売・体験イベント・ステージ発表を開催します。

まどかぴあ総合案内

チケット取扱い

まどかぴあ おとなの楽校の平成26年度
ラインナップが決定しました！
今年も素敵な先生方の授業を通して、楽
しい時間を過ごしましょう！皆様の登校を
お待ちしています。

講　　　師教室（会場）開校日時科目時間

5時間目 芸術
2015年

1月17日（土）
10:30～12:00

小ホール
（2階） 中村 信喬（人形師）

【時間割】

【授業料】1回券500円（当日同料金）
5回通し券2,000円（限定60組）
※友の会割引は１回券のみ対象
※全席自由

※日程及び講師などは変更になる可能性があります。

託児友の会

先行

※昨年の様子

平成25年度（第6回）採択事業「雅楽とモンゴルの調べ」

押し花、プリザーブドフラワー、フラワーアレンジメント、水
彩画、洋画入門、やってみよう！絵画、油彩画、はがきの絵と
字、基本デッサン、大人の絵画、水墨画、写真、やきもの、四
季の陶芸、表装、デコパージュ、ステンドグラス、純銀粘土ア
クセサリー、ソープカービング、カルトナージュ、薬膳料理、
韓国宮廷＆家庭料理、パッチワーク、パッチワークキルト、
編み物、俳句、親しむ書道、ペン実用書道、くらしに役立つ
ペン実用書道、篆刻、写経、前結び着付け、気づきの体操、
子どものクラシックバレエ、ジュニアバレエ、こどもお習
字、子供絵画

3/14（金）
締切
※必着

≪これまでの採択実績≫
平成19年度（第1回）
平成21年度（第2回）

平成22年度（第3回）
平成23年度（第4回）
平成24年度（第5回）
平成25年度（第6回）

「歌声喫茶」（音楽/多目的ホール）
グレコローマンスタイル010「スピーカー」（演劇/小ホール）
「踊る美術館」（ダンス/ギャラリーモールほか）
「シルクロード魅惑の民族舞踊」（ダンス/小ホール）
「北の津軽 南のシマ唄＝三味の響き＝」（音楽/小ホール）
「新春スペクタクル能-土蜘-」（伝統芸能/大ホール）
「雅楽とモンゴルの調べ」（音楽/大ホール）

【時間】15:00開演/14:30開場
【会場】大ホール（１階）　全席自由

【会期】3月15日（土）・16日（日）10:00～16:00
【会場】まどかぴあ1階・2階

料金：無料（要整理券）
※3月20日（木）10:00より、まどかぴあ総合案内
にて配布開始（お一人様4枚まで）

～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 MUSIC

車イス

4月27日
（日）

公募により集まった新中学3年生と大野城市民
吹奏楽団とのジョイントコンサートを開催いたし
ます。この日限りの特別メンバーによるコン
サートをお楽しみください。

※第1回練習日の様子 ※昨年度公演の様子

第2回大野城なんでもランキング 結果公開中！

男女平等推進センターでサポーターとして活動してみませんか？
～今年の春は、好奇心満タンでいきましょう！～

チケット発売日
友の会　3月 10 日（月）
一　般　3月 17日（月）
両日とも10:00 ～

EVENT

3月15日(土)
16日(日)

※詳細はパンフレットまたはホームページをご覧ください。

※太極拳以外は全て材料費が必要です。

展　示

お知らせ

15日（土）・16日（日）10:00～16:00

15日（土）10:30～
茶道（大日本茶道学会）お茶会　茶席券：200円(先着50名)
茶道（裏千家）お茶会　茶席券：200円(先着50名)

16日（日）
10:00～12:00
デコパージュ体験（要事前申込）「貝を使った小物作り」　材料費：500円
10:30～
茶道（表千家）お茶会　茶席券：200円(先着50名)
12:00～12:30
太極拳体験

15日（土）・16日（日）10:00～
楽しい押し花「カード作り」　材料費：250円
プリザーブドフラワーアレンジメント「ポットアレンジ」　材料費：500円
初歩からのソープカービング「石鹸デコケーキ」　材料費：500円
はじめてのカルトナージュ「リボントレイ」　材料費：500円

体　験

押し花、プリザーブドフラワー、純銀粘土アクセサリー、ソー
プカービング、カルトナージュ、パッチワーク、編み物

販　売 15日（土）・16日（日）10:00～

フルート、みんなで歌おう、オカリナ、英語deジャズ、太極
拳、前結び着付け、ジュニアバレエ、ストリートダンス、ギ
ターのABC（夜）、ハーモニカ、ハワイアンフラ、ベリーダン
ス、健康フラ、子どものクラシックバレエ

ステージ 16日（日）10:45～14:40終演予定

アスカーラの主催事業や運営をサポートしていただくボラ
ンティアスタッフを募集します。
男女共同参画について学びたい方はもちろん、広報活動や
イベント等に興味のある方、経験や性別は問いません。
お気軽にご参加ください。

説明会＆交流会：3月26日(水)13:30～（1時間程度）
会　　場：303会議室（3階）
応募資格：18歳以上（高校生不可）の方。住所、性別は問いません。
※詳細は男女平等推進センター アスカーラにお問い合わせくだ
さい。

大野城まどかぴあ 検索 「新着情報」へ
まどかぴあホームページ（http://www.madokapia.or.jp/）

1時間目

2時間目

3時間目

4時間目

特活

社会

保健

生活

4月予定

7月12日（土）
10:30～12:00

9月6日（土）
13:30～15:00

11月15日（土）
10:30～12:00

大ホール
（1階）

小ホール
（2階）

小ホール
（2階）

小ホール
（2階）

詳細についてはチラシをご覧ください。

山本 寛
（筑前町大刀洗平和記念館　館長）

内村 直尚
（精神科医・久留米大学医学部教授）

松下 美紀（照明デザイナー）

託児
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大野城なんでもランキングとは…
私たちが大好きな大野城市には素
晴らしい宝物が沢山あります。そ
の宝物を発掘し、大野城市民の元
気と明るさを創りたい。あらゆる記
録を募集して地域の「にぎわい」と
「きずな」を産み出すため、あらゆ
る記録を募集する大野城市版ギネ
ス記録のこと。

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
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。

◆事前ヒアリング・応募受付期間：3月14日（金）まで
※提出前に電話または面談で必ず事前ヒアリングを受け
てください。

◆一次審査（書類選考）：3月下旬
◆二次審査（面　　接）：4月12日（土）
◆最 終 結 果 通 知：4月下旬

まどかぴあでは、今年も地域の皆さんが企画した事業の実施・運営をサポートする「市民企画事業」を募集しま
す。コンサート、演劇、展覧会など…文化芸術に関する企画であればジャンルは問いません。対象となる会場は、
小ホールまたは多目的ホールです。詳しくは、まどかぴあ館内ほかで配布中の応募要項をご覧ください。ホーム
ページからもダウンロードできます。

第7回大野城まどかぴあ市民企画事業 「あなたがプロデューサー」企画募集！

対象経費に対し、上限50万円の経費負担と会場施設
の提供。広報、販売協力など。支援内容

小ホール（118席）または
多目的ホール（可動席300席）対象会場

【小ホールの場合】※最長1週間
12月1日（月）～7日（日）または
平成27年2月16日（月）～22日（日）
※但し、第1・3水曜日は休館日となります。
【多目的ホールの場合】※最長3日間
平成27年1月16日（金）～18日（日）または
平成27年2月6日（金）～8日（日）

『大野城なんでもランキング』では、第1回から引き続き大野
城市のあらゆる記録を募集してきました。その集まった記録
の中から、19個の新しい記録が登録され、
2月15日（土）に認定証交付式を行いました。
記録保持者の一覧を第1回の記録を含め、
まどかぴあホームページにて公開中です！

候補日程

応募スケジュール

定期講座受講生による作品展示・販売・体験イベント・ステージ発表を開催します。

まどかぴあ総合案内

チケット取扱い

まどかぴあ おとなの楽校の平成26年度
ラインナップが決定しました！
今年も素敵な先生方の授業を通して、楽
しい時間を過ごしましょう！皆様の登校を
お待ちしています。

講　　　師教室（会場）開校日時科目時間

5時間目 芸術
2015年

1月17日（土）
10:30～12:00

小ホール
（2階） 中村 信喬（人形師）

【時間割】

【授業料】1回券500円（当日同料金）
5回通し券2,000円（限定60組）
※友の会割引は１回券のみ対象
※全席自由

※日程及び講師などは変更になる可能性があります。

託児友の会

先行

※昨年の様子

平成25年度（第6回）採択事業「雅楽とモンゴルの調べ」

押し花、プリザーブドフラワー、フラワーアレンジメント、水
彩画、洋画入門、やってみよう！絵画、油彩画、はがきの絵と
字、基本デッサン、大人の絵画、水墨画、写真、やきもの、四
季の陶芸、表装、デコパージュ、ステンドグラス、純銀粘土ア
クセサリー、ソープカービング、カルトナージュ、薬膳料理、
韓国宮廷＆家庭料理、パッチワーク、パッチワークキルト、
編み物、俳句、親しむ書道、ペン実用書道、くらしに役立つ
ペン実用書道、篆刻、写経、前結び着付け、気づきの体操、
子どものクラシックバレエ、ジュニアバレエ、こどもお習
字、子供絵画

3/14（金）
締切
※必着

≪これまでの採択実績≫
平成19年度（第1回）
平成21年度（第2回）

平成22年度（第3回）
平成23年度（第4回）
平成24年度（第5回）
平成25年度（第6回）

「歌声喫茶」（音楽/多目的ホール）
グレコローマンスタイル010「スピーカー」（演劇/小ホール）
「踊る美術館」（ダンス/ギャラリーモールほか）
「シルクロード魅惑の民族舞踊」（ダンス/小ホール）
「北の津軽 南のシマ唄＝三味の響き＝」（音楽/小ホール）
「新春スペクタクル能-土蜘-」（伝統芸能/大ホール）
「雅楽とモンゴルの調べ」（音楽/大ホール）

【時間】15:00開演/14:30開場
【会場】大ホール（１階）　全席自由

【会期】3月15日（土）・16日（日）10:00～16:00
【会場】まどかぴあ1階・2階

料金：無料（要整理券）
※3月20日（木）10:00より、まどかぴあ総合案内
にて配布開始（お一人様4枚まで）

～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 MUSIC

車イス

4月27日
（日）

公募により集まった新中学3年生と大野城市民
吹奏楽団とのジョイントコンサートを開催いたし
ます。この日限りの特別メンバーによるコン
サートをお楽しみください。

※第1回練習日の様子 ※昨年度公演の様子

第2回大野城なんでもランキング 結果公開中！

男女平等推進センターでサポーターとして活動してみませんか？
～今年の春は、好奇心満タンでいきましょう！～

チケット発売日
友の会　3月 10 日（月）
一　般　3月 17日（月）
両日とも10:00 ～

EVENT

3月15日(土)
16日(日)

※詳細はパンフレットまたはホームページをご覧ください。

※太極拳以外は全て材料費が必要です。

展　示

お知らせ

15日（土）・16日（日）10:00～16:00

15日（土）10:30～
茶道（大日本茶道学会）お茶会　茶席券：200円(先着50名)
茶道（裏千家）お茶会　茶席券：200円(先着50名)

16日（日）
10:00～12:00
デコパージュ体験（要事前申込）「貝を使った小物作り」　材料費：500円
10:30～
茶道（表千家）お茶会　茶席券：200円(先着50名)
12:00～12:30
太極拳体験

15日（土）・16日（日）10:00～
楽しい押し花「カード作り」　材料費：250円
プリザーブドフラワーアレンジメント「ポットアレンジ」　材料費：500円
初歩からのソープカービング「石鹸デコケーキ」　材料費：500円
はじめてのカルトナージュ「リボントレイ」　材料費：500円

体　験

押し花、プリザーブドフラワー、純銀粘土アクセサリー、ソー
プカービング、カルトナージュ、パッチワーク、編み物

販　売 15日（土）・16日（日）10:00～

フルート、みんなで歌おう、オカリナ、英語deジャズ、太極
拳、前結び着付け、ジュニアバレエ、ストリートダンス、ギ
ターのABC（夜）、ハーモニカ、ハワイアンフラ、ベリーダン
ス、健康フラ、子どものクラシックバレエ

ステージ 16日（日）10:45～14:40終演予定

アスカーラの主催事業や運営をサポートしていただくボラ
ンティアスタッフを募集します。
男女共同参画について学びたい方はもちろん、広報活動や
イベント等に興味のある方、経験や性別は問いません。
お気軽にご参加ください。

説明会＆交流会：3月26日(水)13:30～（1時間程度）
会　　場：303会議室（3階）
応募資格：18歳以上（高校生不可）の方。住所、性別は問いません。
※詳細は男女平等推進センター アスカーラにお問い合わせくだ
さい。

大野城まどかぴあ 検索 「新着情報」へ
まどかぴあホームページ（http://www.madokapia.or.jp/）

1時間目

2時間目

3時間目

4時間目

特活

社会

保健

生活

4月予定

7月12日（土）
10:30～12:00

9月6日（土）
13:30～15:00

11月15日（土）
10:30～12:00

大ホール
（1階）

小ホール
（2階）

小ホール
（2階）

小ホール
（2階）

詳細についてはチラシをご覧ください。

山本 寛
（筑前町大刀洗平和記念館　館長）

内村 直尚
（精神科医・久留米大学医学部教授）

松下 美紀（照明デザイナー）

託児
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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

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。 

★日曜日閉館のお知らせ★
日曜日は閉館しております。

出演：中西 弾（ヴァイオリン）・小野 としたか（コントラバス）
國友 章太郎（ピアノ）

【時間】12:10～12:50
【会場】ギャラリーモール（1階）入場無料　

ティータイムコンサート

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

6年間愛情を注ぎ育ててきたわが子が、もし他人の子
だったら？
『誰も知らない』や『奇跡』の是枝 裕和監督が、福山 雅治
を主演に迎えた本作は、愛や絆、家族をテーマに送る感
動の家族ドラマ。ある日突然、6年間育てた息子が病院
で取り違えられた他人の子どもだったと知らされた対照
的な2組の夫婦が、過酷な決断や葛藤の中で本当に大切
なものを学んでいく姿を描いています。

4月12日
（土）
CINEMA

3月8日
（土）
CINEMA

【時間】①10:00～12:00
②14:00～16:00
③18:00～20:00

　　  （各回30分前開場）

「そして父になる」
2013年/日本/120分

監督：是枝 裕和
出演：福山 雅治、尾野 真千子、真木 よう子、

リリー・フランキーほか

【会場】・【施設利用券】・【取扱い】については、通常のシネマ
ランドと全て同一です。
※施設利用券は、お1人につき1作品1枚必要です。

シネマコーディネーターとして活躍中の古
山 和子さんによる、映画がより楽しくなる
トークを上映開始前にお届けします。映画
と一緒にぜひお楽しみください。

大野城まどかぴあが開館より毎月1回開催しているシネマランドが200回を迎えることができました。
それを記念し“特別企画”としてシネマモニターの皆さんと選んだ「アカデミー賞受賞作品」をテーマに選んだ
3作品を上映いたします。

トーク

古山 和子の映画はやっぱり面白い！

シネマランド特別企画
シネマモニター・セレクション～アカデミー賞受賞作品～

上映作品 上映時間

1

ディズニーが誇る不朽のプリンセス・ストーリー

「美女と野獣」
1991年/アメリカ/92分 （9：30開場）

10：00～

（13：30開場）
14：00～

（17：30開場）
18：00～

監督：ゲーリー・トゥルースデイル、カーク・ワイズ
声の出演：伊藤 恵里、山寺 宏一ほか

2

白黒・サイレントで描く甘く切ない感動の愛のストーリー

「アーティスト」
2011年/フランス/101分

監督：ミシェル・アザナヴィシウス
出演：ジャン・デュジャルダンほか

3

アカデミー賞主要7部門を受賞したラブ・ロマンス

「恋におちたシェイクスピア」
1998年/アメリカ・イギリス/137分

監督：ジョン・マッデン
出演：グウィネス・パトローほか

トーク
付き

トーク
付き

吹替版

※14時・18時の回のみ（30分程度）

●受付先：生涯学習センター電話・窓口（先着順）短 期 講 座3月12日（水）9：00
受付開始

日　程：4月20日(日)
時　間：13:00～16:00
定　員：12名（先着順）
受講料：1,000円
材料費：1,200円
講　師：大久保 貴代子（クレイアート講師）

粘土でカーネーション等を作り、木
の実などと組み合わせてミニアレ
ンジにします。大切な方へのプレ
ゼントにも喜ばれることでしょう。

母の日に贈ろう！
粘土で作るカーネーション

日　程：4月26日、5月24日、6月28日（土）
時　間：10:00～12:30
定　員：15名（先着順）
受講料：3,000円/3回　　材料費：1,500円/回
講　師：原田 静子（Shizuko Harada Cake Lesson主宰）

4月はフワフワシットリなデコレーション
ケーキ、5月はサクッとしたフルーツタル
ト、6月はダックワーズ生地と組み合わせ
たトロピカルフルーツのムースを作ります。
お持ち帰り用の箱つきです。

託児

洋菓子レッスン ～お菓子の時間～

日　程：4月25日（金）、5月9日（金）
時　間：10:00～11:30
定　員：20名（先着順）
受講料：2,000円/2回　　材料費：1,000円/2回
講　師：奈木野 亜紀（ハーブ学習指導員）

ハーブティーで作る手ごね石鹸と
アロマの香りのバスボム作り。ハー
ブやアロマの香りに包まれた空間
で「自分好みの香り」を見つけま
せんか。香りはもちろん、好みの色
も選べます。

託児

ハーブティー石鹸とアロマのバスボム作り

※イメージ

※作品例

※調理例

日　程：基本編①4月11日（金） ②4月12日（土）
応用編①4月18日（金） ②4月19日（土）

時　間：10:00～12:00
定　員：各14名（先着順）
受講料：1,000円/回　　材料費：300円
講　師：藤末 佳美（カラースタイリスト）
※応用編は、基本編または平成25年度までの当講座受講者限定

自分に似合う色をご存知ですか？似合う色は
第一印象を素敵にしてくれます！あなたを美し
く輝かせてくれる「パーソナルカラー」を見つ
けて、いつもの服装やメイクに生かしませんか。

託児

いつまでも輝きたい！これが私に似合う色（基本編/応用編）①・②

●パソコンの基本ソフト：ウィンドウズ7　●定員：18名
●受付先：生涯学習センター電話・窓口（先着順）
※2回目から1時間の自習時間付き

パ ソ コ ン 講 座3月1日（土）9：00
受付開始

託児 託児託児

Facebookを楽しもう！
（初心者向け）

ワード入門インターネットで情報検索

日　程：4月18日（金）～5月30日（金）
までの金曜日　全6回

時　間：13:00～15:00
※自習時間15:00～

受講料：9,600円
教材費：800円
対　象：文字入力ができる方
講　師：有尾 美穂子

日　程：4月21日（月）・22日（火）
全2回

時　間：10:00～12:00
※自習時間9:00～

受講料：3,200円
教材費：400円
対　象：文字入力ができる方
講　師：岡部 充子

日　程：4月14日（月）・15日（火）
全2回

時　間：10:00～12:00
※自習時間9:00～

受講料：3,200円
教材費：400円
対　象：パソコン初心者
講　師：岡部 充子

Facebookの登録と利用上の注意
を学んで、ご自分のメッセージを投
稿したり、相手の投稿に共感したり
して、楽しく活用してみましょう。

ソフトの起動と終了から始めます。
文字入力や段落の書式設定、様々な
図形の挿入、表作成、用紙サイズや
向きの変更など便利な機能を使い
こなし、お知らせ文書を作成します。

インターネットの仕組みと活用方法
を学びます。キーワードから情報の検
索をしましょう。また気に入ったWeb
ページの保存方法や、その他知って
おくと便利な機能もお教えします。

シネマモニターとは…
毎月開催している“まどかぴあシネマランド”の運営を
お手伝いしてくださる、映画が大好きなボランティアの
皆様です。

①8枚回数券の廃止について
2014年3月31日をもちまして、施設利用券8枚回数券の販売
を終了させていただきます。1枚券、4枚回数券はこれまでと
同料金にて販売しております。

②平成26年度まどかぴあシネマランド10月について
2014年10月は、会場の大ホールが改修工事のためシネマランド
をお休みさせていただきます。予めご了承ください。2014年10月
末が有効期限の施設利用券は、11月末までご利用いただけます。

重要な
お知らせ

3月27日
（木）
MUSIC

今年度、最後のティータイムコ
ンサートはストリングストリ
オ。午後のほんのひととき、華
麗で優雅な弦の響きを心ゆく
までお楽しみください♪

中西 弾

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

「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
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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

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。 

★日曜日閉館のお知らせ★
日曜日は閉館しております。

出演：中西 弾（ヴァイオリン）・小野 としたか（コントラバス）
國友 章太郎（ピアノ）

【時間】12:10～12:50
【会場】ギャラリーモール（1階）入場無料　

ティータイムコンサート

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

6年間愛情を注ぎ育ててきたわが子が、もし他人の子
だったら？
『誰も知らない』や『奇跡』の是枝 裕和監督が、福山 雅治
を主演に迎えた本作は、愛や絆、家族をテーマに送る感
動の家族ドラマ。ある日突然、6年間育てた息子が病院
で取り違えられた他人の子どもだったと知らされた対照
的な2組の夫婦が、過酷な決断や葛藤の中で本当に大切
なものを学んでいく姿を描いています。

4月12日
（土）
CINEMA

3月8日
（土）
CINEMA

【時間】①10:00～12:00
②14:00～16:00
③18:00～20:00

　　  （各回30分前開場）

「そして父になる」
2013年/日本/120分

監督：是枝 裕和
出演：福山 雅治、尾野 真千子、真木 よう子、

リリー・フランキーほか

【会場】・【施設利用券】・【取扱い】については、通常のシネマ
ランドと全て同一です。
※施設利用券は、お1人につき1作品1枚必要です。

シネマコーディネーターとして活躍中の古
山 和子さんによる、映画がより楽しくなる
トークを上映開始前にお届けします。映画
と一緒にぜひお楽しみください。

大野城まどかぴあが開館より毎月1回開催しているシネマランドが200回を迎えることができました。
それを記念し“特別企画”としてシネマモニターの皆さんと選んだ「アカデミー賞受賞作品」をテーマに選んだ
3作品を上映いたします。

トーク

古山 和子の映画はやっぱり面白い！

シネマランド特別企画
シネマモニター・セレクション～アカデミー賞受賞作品～

上映作品 上映時間

1

ディズニーが誇る不朽のプリンセス・ストーリー

「美女と野獣」
1991年/アメリカ/92分 （9：30開場）

10：00～

（13：30開場）
14：00～

（17：30開場）
18：00～

監督：ゲーリー・トゥルースデイル、カーク・ワイズ
声の出演：伊藤 恵里、山寺 宏一ほか

2

白黒・サイレントで描く甘く切ない感動の愛のストーリー

「アーティスト」
2011年/フランス/101分

監督：ミシェル・アザナヴィシウス
出演：ジャン・デュジャルダンほか

3

アカデミー賞主要7部門を受賞したラブ・ロマンス

「恋におちたシェイクスピア」
1998年/アメリカ・イギリス/137分

監督：ジョン・マッデン
出演：グウィネス・パトローほか

トーク
付き

トーク
付き

吹替版

※14時・18時の回のみ（30分程度）

●受付先：生涯学習センター電話・窓口（先着順）短 期 講 座3月12日（水）9：00
受付開始

日　程：4月20日(日)
時　間：13:00～16:00
定　員：12名（先着順）
受講料：1,000円
材料費：1,200円
講　師：大久保 貴代子（クレイアート講師）

粘土でカーネーション等を作り、木
の実などと組み合わせてミニアレ
ンジにします。大切な方へのプレ
ゼントにも喜ばれることでしょう。

母の日に贈ろう！
粘土で作るカーネーション

日　程：4月26日、5月24日、6月28日（土）
時　間：10:00～12:30
定　員：15名（先着順）
受講料：3,000円/3回　　材料費：1,500円/回
講　師：原田 静子（Shizuko Harada Cake Lesson主宰）

4月はフワフワシットリなデコレーション
ケーキ、5月はサクッとしたフルーツタル
ト、6月はダックワーズ生地と組み合わせ
たトロピカルフルーツのムースを作ります。
お持ち帰り用の箱つきです。

託児

洋菓子レッスン ～お菓子の時間～

日　程：4月25日（金）、5月9日（金）
時　間：10:00～11:30
定　員：20名（先着順）
受講料：2,000円/2回　　材料費：1,000円/2回
講　師：奈木野 亜紀（ハーブ学習指導員）

ハーブティーで作る手ごね石鹸と
アロマの香りのバスボム作り。ハー
ブやアロマの香りに包まれた空間
で「自分好みの香り」を見つけま
せんか。香りはもちろん、好みの色
も選べます。

託児

ハーブティー石鹸とアロマのバスボム作り

※イメージ

※作品例

※調理例

日　程：基本編①4月11日（金） ②4月12日（土）
応用編①4月18日（金） ②4月19日（土）

時　間：10:00～12:00
定　員：各14名（先着順）
受講料：1,000円/回　　材料費：300円
講　師：藤末 佳美（カラースタイリスト）
※応用編は、基本編または平成25年度までの当講座受講者限定

自分に似合う色をご存知ですか？似合う色は
第一印象を素敵にしてくれます！あなたを美し
く輝かせてくれる「パーソナルカラー」を見つ
けて、いつもの服装やメイクに生かしませんか。

託児

いつまでも輝きたい！これが私に似合う色（基本編/応用編）①・②

●パソコンの基本ソフト：ウィンドウズ7　●定員：18名
●受付先：生涯学習センター電話・窓口（先着順）
※2回目から1時間の自習時間付き

パ ソ コ ン 講 座3月1日（土）9：00
受付開始

託児 託児託児

Facebookを楽しもう！
（初心者向け）

ワード入門インターネットで情報検索

日　程：4月18日（金）～5月30日（金）
までの金曜日　全6回

時　間：13:00～15:00
※自習時間15:00～

受講料：9,600円
教材費：800円
対　象：文字入力ができる方
講　師：有尾 美穂子

日　程：4月21日（月）・22日（火）
全2回

時　間：10:00～12:00
※自習時間9:00～

受講料：3,200円
教材費：400円
対　象：文字入力ができる方
講　師：岡部 充子

日　程：4月14日（月）・15日（火）
全2回

時　間：10:00～12:00
※自習時間9:00～

受講料：3,200円
教材費：400円
対　象：パソコン初心者
講　師：岡部 充子

Facebookの登録と利用上の注意
を学んで、ご自分のメッセージを投
稿したり、相手の投稿に共感したり
して、楽しく活用してみましょう。

ソフトの起動と終了から始めます。
文字入力や段落の書式設定、様々な
図形の挿入、表作成、用紙サイズや
向きの変更など便利な機能を使い
こなし、お知らせ文書を作成します。

インターネットの仕組みと活用方法
を学びます。キーワードから情報の検
索をしましょう。また気に入ったWeb
ページの保存方法や、その他知って
おくと便利な機能もお教えします。

シネマモニターとは…
毎月開催している“まどかぴあシネマランド”の運営を
お手伝いしてくださる、映画が大好きなボランティアの
皆様です。

①8枚回数券の廃止について
2014年3月31日をもちまして、施設利用券8枚回数券の販売
を終了させていただきます。1枚券、4枚回数券はこれまでと
同料金にて販売しております。

②平成26年度まどかぴあシネマランド10月について
2014年10月は、会場の大ホールが改修工事のためシネマランド
をお休みさせていただきます。予めご了承ください。2014年10月
末が有効期限の施設利用券は、11月末までご利用いただけます。

重要な
お知らせ

3月27日
（木）
MUSIC

今年度、最後のティータイムコ
ンサートはストリングストリ
オ。午後のほんのひととき、華
麗で優雅な弦の響きを心ゆく
までお楽しみください♪

中西 弾

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

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

うきうきふれあいひろば
布工作やおりがみであそぼう！布えほんにふれて
あそぶコーナーもあります。
会場：303会議室（3階）

わくわくおはなしひろば
赤ちゃん向けから小学生向けまで合計4回のおはなし
会のリレーです。エプロンシアターの実演もあります。
会場：301会議室（3階）

3月の巡回

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
★土・日・祝日も開館しています★

筑紫地区4市1町の公共図書館が共同事業として被災地の図書
館、および図書館支援隊の活動の様子などの写真を展示します。
期　間：2月27日（木）～3月12日（水）
会　場：ギャラリーモール（1階）

スキルアップのための資格取得講座　カラーコーディネーター3級講座

託児

託児

男女平等推進センター アスカーラ リニューアル1周年イベント開催！！ 
昨年4月6日にリニューアルして1年が経ちま
した。新しくできたキッズルームは、毎日かわ
いい子どもたちの笑顔でいっぱいです。情報
交流ひろばも、市民のみなさんに大いに利用
していただいています。ぜひ、この機会に、ア
スカーラに遊びに来てください。
お待ちしています！

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

中公民館

栄町公民館

巡町公園
（川久保2丁目）

南ヶ丘1区
公民館

つつじヶ丘
公民館

乙金台公民館

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
　

畑詰公民館

若草ふれあい公園
（若草2丁目）

上大利公民館

乙金東公民館

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

3日
17日
31日

10日
24日

4日
18日

11日
25日

6日
20日

13日
27日

7日

14日
28日

月

火

木

金

4市1町図書館共同事業
東日本大震災被災地図書館写真展 4月5日

（土）
イベントのご案内
日時：4月5日（土）11:00～15:00
内容：11:00～15:00　大野城子ども劇場子ども市（多目的ホール 1階）

11:00～12:00　お菓子のつかみどり（情報交流ひろば 3階）
※対象は小学生まで。なくなり次第終了。

11:00～12:00　わくわく工作体験（情報交流ひろば 3階）
11:00～12:00　大野ジョーと自分カレンダーを作ろう！（301会議室 3階）
13:30～14:00　カルタ大会①（和会議室 2階）※先着25名
14:30～15:00　カルタ大会②（和会議室 2階）※先着25名

◆写真でつづるアスカーラの一年（情報交流ひろば 3階）
◆情報誌「すてっぷ」の一年（アスカーラギャラリー 3階）
◆壁新聞「窓」の一年（ギャラリーモール 1階）
※カルタ大会は、3月1日（土）10:00より申し込みを受け付けます。

地域女性リーダー育成事業　私たちのワクワクが明日をつくる
コミュニケーションやチーム作りの
スキルを学んで楽しく仲間づくりを
し、地域の「ほっとけない」をみつけ
るために学びませんか?あなたの
「？」や「！」がワクワクにかわる時、
きっと素敵な明日が待っています。

時　　間：＜午前＞10:00～12:00＜午後＞13:00～15:00
　　　　　※第1回13:00～16:20、第10回13:00～15:00
会　　場：303会議室（3階）※第5回午前のみ小ホール（2階）
受 講 料：無料　　
対　　象：大野城市内在住・在勤の女性
定　　員：30名
申込方法：所定の応募用紙に必要事項を記載し、FAX・郵送・

総合案内およびホームページにて受付
申込期間：3月22日（土）～4月25日（金）

結婚・育児などの理由で退職した方で、再就職を目指す方や資格を取得しスキルアップや転職に活かしたい方のための講座です。
：4月1日（火）～6月3日（火）までの火曜日　全8回
：19:00～21:00
：佐々木 智子（カラーアナリスト）
：306会議室（3階）
：16,000円（テキスト代・資料代含む）
※大野城市内在住・在勤で児童扶養手当等を受給して
いる人を対象に、受講料減額制度があります。詳細
は男女平等推進センターにお問い合わせください。

期 　 間
時 　 間
講 　 師
会 　 場
受 講 料

：電話・FAXにて3月17日（月）まで受付
※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
「カラーコーディネーター3級」係までお申し込みください。

：筑紫地区商工会職業訓練会
電話 092-581-3412　FAX 092-581-3703
大野城市瓦田2-6-12
：筑紫地区商工会職業訓練会
：大野城まどかぴあ男女平等推進センター

申込方法

申 込 先

主 催
共 催

男女共同参画条例制定記念講演会
大野城市では平成18年に「大野城市男女共同参画条例」が施行され、すべての人が仕事・家庭・地域社会などあらゆる場面にお
いて、夢や希望を実現する社会づくりをめざしています。今回は国際化が進む中で女性の活躍について一緒に考えてみたいと思い
ます。詳しくは、アテナ4月号でお知らせします。

回 日にち 内　容
1 5/10 開講式 オリエンテーション 講演

回 日にち 内　容
6 10/11 あなたの「？」や「！」をカタチにしよう！

（グループワーク）2 6/14 男女共同参画基礎講座、他 7 11/8
3 7/12 自己発見講座、コミュニケーション講座 8 12/6 グループワーク発表
4 8/9 みんなが活きるチーム作り講座 9 未定 ワークショップ開催
5 9/13 いろいろな地域の活動事例を学ぼう！ 10 H27/3/14 閉講式 修了証授与 交流会

～広告協賛欄～

おはなし会や布の工作など、楽しいイベントがもり
だくさん！ぜひ、まどかぴあへ遊びに来ませんか？
日時：4月19日（土）10:00～15:00
会場：特設 子どもまつり会場（3階）
すべて入場無料です。

子ども読書の日 記念事業
「第8回 図書館子どもまつり
～子ども読書の日 記念事業～」

予告

※その他、詳細についてはチラシおよびホームページをご覧ください。

※事業日程はすべて土曜日です。

日時：5月24日（土）13:30～15:00　　会場：多目的ホール（1階）

としょかんのおはなし会

毎月第1～4火曜日　10：30～
場所：3階キッズルーム

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　 3月1日・15日
小学生以上対象　3月8日・22日

3月4日・18日
3月11日・25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

（妊娠中の方もぜひどうぞ！）
年令別に参加日程が違います

バザーもあるよ！
お楽しみに。
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協力：おはなしの会「わくわく」
おはなしの会「おひざでだっこ」
布の絵本製作の会「ちくちく」（順不同）

うきうきふれあいひろば
布工作やおりがみであそぼう！布えほんにふれて
あそぶコーナーもあります。
会場：303会議室（3階）

わくわくおはなしひろば
赤ちゃん向けから小学生向けまで合計4回のおはなし
会のリレーです。エプロンシアターの実演もあります。
会場：301会議室（3階）

3月の巡回

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
★土・日・祝日も開館しています★

筑紫地区4市1町の公共図書館が共同事業として被災地の図書
館、および図書館支援隊の活動の様子などの写真を展示します。
期　間：2月27日（木）～3月12日（水）
会　場：ギャラリーモール（1階）

スキルアップのための資格取得講座　カラーコーディネーター3級講座

託児

託児

男女平等推進センター アスカーラ リニューアル1周年イベント開催！！ 
昨年4月6日にリニューアルして1年が経ちま
した。新しくできたキッズルームは、毎日かわ
いい子どもたちの笑顔でいっぱいです。情報
交流ひろばも、市民のみなさんに大いに利用
していただいています。ぜひ、この機会に、ア
スカーラに遊びに来てください。
お待ちしています！

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

中公民館

栄町公民館

巡町公園
（川久保2丁目）

南ヶ丘1区
公民館

つつじヶ丘
公民館

乙金台公民館

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
　

畑詰公民館

若草ふれあい公園
（若草2丁目）

上大利公民館

乙金東公民館

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

3日
17日
31日

10日
24日

4日
18日

11日
25日

6日
20日

13日
27日

7日

14日
28日

月

火

木

金

4市1町図書館共同事業
東日本大震災被災地図書館写真展 4月5日

（土）
イベントのご案内
日時：4月5日（土）11:00～15:00
内容：11:00～15:00　大野城子ども劇場子ども市（多目的ホール 1階）

11:00～12:00　お菓子のつかみどり（情報交流ひろば 3階）
※対象は小学生まで。なくなり次第終了。

11:00～12:00　わくわく工作体験（情報交流ひろば 3階）
11:00～12:00　大野ジョーと自分カレンダーを作ろう！（301会議室 3階）
13:30～14:00　カルタ大会①（和会議室 2階）※先着25名
14:30～15:00　カルタ大会②（和会議室 2階）※先着25名

◆写真でつづるアスカーラの一年（情報交流ひろば 3階）
◆情報誌「すてっぷ」の一年（アスカーラギャラリー 3階）
◆壁新聞「窓」の一年（ギャラリーモール 1階）
※カルタ大会は、3月1日（土）10:00より申し込みを受け付けます。

地域女性リーダー育成事業　私たちのワクワクが明日をつくる
コミュニケーションやチーム作りの
スキルを学んで楽しく仲間づくりを
し、地域の「ほっとけない」をみつけ
るために学びませんか?あなたの
「？」や「！」がワクワクにかわる時、
きっと素敵な明日が待っています。

時　　間：＜午前＞10:00～12:00＜午後＞13:00～15:00
　　　　　※第1回13:00～16:20、第10回13:00～15:00
会　　場：303会議室（3階）※第5回午前のみ小ホール（2階）
受 講 料：無料　　
対　　象：大野城市内在住・在勤の女性
定　　員：30名
申込方法：所定の応募用紙に必要事項を記載し、FAX・郵送・

総合案内およびホームページにて受付
申込期間：3月22日（土）～4月25日（金）

結婚・育児などの理由で退職した方で、再就職を目指す方や資格を取得しスキルアップや転職に活かしたい方のための講座です。
：4月1日（火）～6月3日（火）までの火曜日　全8回
：19:00～21:00
：佐々木 智子（カラーアナリスト）
：306会議室（3階）
：16,000円（テキスト代・資料代含む）
※大野城市内在住・在勤で児童扶養手当等を受給して
いる人を対象に、受講料減額制度があります。詳細
は男女平等推進センターにお問い合わせください。

期 　 間
時 　 間
講 　 師
会 　 場
受 講 料

：電話・FAXにて3月17日（月）まで受付
※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
「カラーコーディネーター3級」係までお申し込みください。

：筑紫地区商工会職業訓練会
電話 092-581-3412　FAX 092-581-3703
大野城市瓦田2-6-12
：筑紫地区商工会職業訓練会
：大野城まどかぴあ男女平等推進センター

申込方法

申 込 先

主 催
共 催

男女共同参画条例制定記念講演会
大野城市では平成18年に「大野城市男女共同参画条例」が施行され、すべての人が仕事・家庭・地域社会などあらゆる場面にお
いて、夢や希望を実現する社会づくりをめざしています。今回は国際化が進む中で女性の活躍について一緒に考えてみたいと思い
ます。詳しくは、アテナ4月号でお知らせします。

回 日にち 内　容
1 5/10 開講式 オリエンテーション 講演

回 日にち 内　容
6 10/11 あなたの「？」や「！」をカタチにしよう！

（グループワーク）2 6/14 男女共同参画基礎講座、他 7 11/8
3 7/12 自己発見講座、コミュニケーション講座 8 12/6 グループワーク発表
4 8/9 みんなが活きるチーム作り講座 9 未定 ワークショップ開催
5 9/13 いろいろな地域の活動事例を学ぼう！ 10 H27/3/14 閉講式 修了証授与 交流会

～広告協賛欄～

おはなし会や布の工作など、楽しいイベントがもり
だくさん！ぜひ、まどかぴあへ遊びに来ませんか？
日時：4月19日（土）10:00～15:00
会場：特設 子どもまつり会場（3階）
すべて入場無料です。

子ども読書の日 記念事業
「第8回 図書館子どもまつり
～子ども読書の日 記念事業～」

予告

※その他、詳細についてはチラシおよびホームページをご覧ください。

※事業日程はすべて土曜日です。

日時：5月24日（土）13:30～15:00　　会場：多目的ホール（1階）

としょかんのおはなし会

毎月第1～4火曜日　10：30～
場所：3階キッズルーム

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　 3月1日・15日
小学生以上対象　3月8日・22日

3月4日・18日
3月11日・25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

（妊娠中の方もぜひどうぞ！）
年令別に参加日程が違います

バザーもあるよ！
お楽しみに。
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【日時】4月27日（日）15時開演／14時30分開場
【会場】大ホール　全席自由

～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

・シネマランド特別企画　シネマモニター・セレクション
・短期講座＆パソコン講座　受講生募集！
・平成26年度新事業「地域女性リーダー育成事業」がスタートします！
・４市１町図書館共同事業　東日本大震災被災地図書館写真展

P6
P7

P5
P4

20143
VOL.

213

3月 まどかぴあのイベントスケジュールつくし お隣さん情報
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。
2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）

土曜シアター「南極料理人」
●施設利用料1枚300円/6枚綴り1,500円　●①10:00～②14:00～③19:00～

3/15
（土）

KOBUDO ～尺八・チェロ・ピアノコンサート～
●出演：KOBUDOー古武道ー

古川展生（チェロ）、妹尾武（ピアノ）、藤原道山（尺八）
●一般4,000円／高校生以下2,500円　●14:00～

3/16
（日）

3/23
（日）

ミリカシアター　「桜、ふたたびの加奈子」
●施設利用料300円　●①10:00～②14:00～③18:00～

3/8
（土）

ルミナスフェスタ2014　講演会
「薬がいらない体のつくり方」
●講師：木下光敏（薬剤師・ダイエットカウンセラー）
●場所：体育センター　●入場無料　●10:00～12:00

3/23
（日）

3/22
（土）

歴史講座 「ちくし見聞録」　～歴史がつなぐ筑紫ロマン～
『古墳時代の那珂川町』
●講師：佐藤昭則（那珂川町教育委員会）
●入場無料（要事前受付）　●10:00 ～

3/23
（日）

第8回メセナちくしの“吹奏楽祭”
●無料　●12:30～　※満席の場合は、ご入場をお断りすることがございます。

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

まどかぴあ休館日のお知らせ　3月5日（水）、19日（水）

日付 イベント ページ

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。

開催中
～3/9（日）

募集中
～3/31（月）

ルミナスフェスタ 2014
～ステージ発表・展示・飲食バザー・フリーマーケット・体験コーナーほか～ 
●場所：女性センタールミナス（TEL 925-5404）／体育センター
●入場無料　●10:00～16:00（9日は15:00まで）

3/8(土)
9(日)

3/5(水)
～11(火)

「夢野久作と杉山３代研究会」第２回研究大会
8日は研究会総会・基調講演＆研究発表、9日は研究発表を開催。
●場所：筑紫野市生涯学習センター　●各日500円
●8日14:10～／9日9:00～　※研究会員募集中。詳しくはお問合せ下さい。

3/8(土)
9(日)

第18回　くらしのうつりかわり展
●場所：文化ふれあい館（TEL 928-0800）※毎週月曜休館
●入場無料 ●9:00～17:00

ふれあい音楽セミナー第12回　「どこかで聞いた名曲」
●講師：野中圀亨（音楽評論家）
●一般500円／友の会会員無料　●11:00～12:45
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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

（ ）

〒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/

ページ日付 イベント

3月のチケット情報・募集申込情報

平成25年度ミリカ文化サークル受講生作品展
●入場無料　●9:00～17:00　※月曜日休館

１月号
掲載

5月号
掲載

2月号
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2月号
掲載
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─
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2月号
掲載

P3
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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。

開催中～12（水）

1（土）

1（土）・15（土）

3（月）～14（金）

3（月）～20（木）

4（火）・18（火）

7（金）・21（金・祝）

8（土）

8（土）・22（土）

11（火）・25（火）

14（金）

15（土）・16（日）

26（水）

27（木）

4市1町図書館共同事業
東日本大震災被災地図書館写真展

第18回大野城男女共生フォーラム

わくわくおはなし会（幼児対象）

インターネット・メール 

エクセルスキルアップ（中級）

おひざでだっこ ぴよぴよのへや
（0歳児対象）

パパ・ママのための読書タイム

シネマランド特別企画
シネマモニター・セレクション

わくわくおはなし会（小学生以上対象）

おひざでだっこ よちよちのへや
（1・2歳児対象）

男女平等推進センター市民グループ活動支援事業
H25年度報告会とH26年度募集説明会

定期講座発表会

男女平等推進センター
サポーター登録説明会&交流会

ティータイムコンサートVol.210

2月号
掲載

1月号
掲載

17（月）

22（土）

H26年度大野城市男女共生講座
第1回実行委員会

地域女性リーダー育成事業 プレ講座
「めざせ！ワクワクがとまらないまち 大野城」

2月号
掲載

P6

P3

受付開始

受付開始

応募締切

友の会チケット発売

受付開始

一般チケット発売

パソコン講座

短期講座

第7回市民企画事業

H26年度男女平等推進センター
フェスティバル 第1回実行委員会

まどかぴあ おとなの楽校

H26年度大野城市男女共生講座
第1回実行委員会

地域女性リーダー育成事業
「私たちのワクワクが明日をつくる」

まどかぴあ おとなの楽校

1（土）

12（水）

14（金）

17（月）

22（土）

24（月）

DA・N・KA・Iミュージックフェスタ2014 参加グループ募集
●9/7（日）開催のフェスタへの出演グループを募集中！詳しくはお問い合
わせください。

2月号
掲載

H26年度男女平等推進センター
フェスティバル　第1回実行委員会　　    

P6
受付開始

男女平等推進センター アスカーラ リニュー
アル1周年イベント「カルタ大会」

図書

図書

図書

図書

男女

男女

男女

男女

男女

男女

男女

託児

託児

託児

男女

託児

託児

託児

託児

託児

生涯

生涯

図書

生涯

生涯

生涯

文芸

文芸

文芸

文芸

文芸

男女

男女

男女

8アテナ2014.3月号


