
4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。
3月11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「世界にひとつのプレイブック」
●施設利用料1枚300円／6枚綴り1,500円　●①10:00～②14:00～③19:00～

4/19
（土）

那珂川吹奏楽団20周年記念演奏会
●入場無料（要入場整理券）　●13:30～

4/12
（土）

筑前琵琶演奏会
●場所：文化ふれあい館（TEL 928-0800）
●入場無料 ●14:00～15:00

4/13
（日）
5/5

（月・祝）

那珂川吹奏楽団ロビーコンサート
●入場無料　●10:00～12:00

募集中
文化会館サポーターズバンク　登録メンバー募集！
文化会館の主催事業をサポートして下さるボランティアさんを募集しています。
詳しくはお問い合わせください。

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　4月2日（水）、16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。

4/１(火)
～25（金）
5/１(木)
～25（日）

4/12(土)
～7/13(日)

宝満山拓本展
●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

4/6(日)
～13(日)

筑紫野市文化会館 開館30周年記念公演

雅楽　～ 筑紫楽所～
●一般2,000円／小学生～高校生1,000円　●13:30～

5/18
（日）

第18回　定期利用団体作品展　ふれあい文化祭
●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

春日市少年少女合唱団 第18回定期演奏会
●500円　●14:00～

4/16
（水）

ふれあい音楽セミナー第1回　「バレエ『くるみ割り人形』」
●講師：野中圀亨（音楽評論家）
●一般500円／友の会会員無料　●14:15～15:35

4/27
（日）
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立体駐車場
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太宰府
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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

4月のチケット情報・募集申込情報

那珂川杜の美術展シリーズ　工芸美術『吾陵展』　～桜～
●入場無料　●10:00～16:00（最終日は15:00まで）

Athena Atth
大野城まどかぴあ 情報誌

～つどい ふれあい はばたく～
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松下 美紀
【照明デザイナー】

中村 信喬【人形師】

山本 寛
【筑前町立大刀洗平和記念館 館長】

竹中 圭子
【大刀洗平和記念館朗読部会 講師】

前川 清【歌手】 内村 直尚
【久留米大学医学部神経精神医学講座 教授】

1時間目：特活 2時間目：社会 3時間目：保健

松下 美紀
4時間目：生活

中村 信喬【人形師】

5時間目：芸術

・「熊川 哲也と“バレエの世界”」開催決定！！
・短期講座＆パソコン講座　受講生募集！
・男女共同参画条例制定記念講演会を開催します！
・第8回 図書館子どもまつり～子ども読書の日 記念事業～

P6
P5
P3

20144
VOL.

214

P7

1（火）・15（火）

3(木）～6/5（木）

5（土）

毎週金・土曜日

5（土）

8（火）・22（火）

9（水）

12（土）・26（土）

14（月）・15（火）

①18（金）②19（土）

18（金）～5/30（金）

19（土）

20（日）

21（月）・22（火）

25（金）・5/9（金）

26（土）・5/24（土）
・6/28（土）

おひざでだっこ ぴよぴよのへや
（0歳児対象）

ヘルシーエクササイズ講座（前期）

わくわくおはなし会（幼児対象）

パパ・ママのための読書タイム

男女平等推進センター
リニューアルオープン1周年記念イベント

おひざでだっこ よちよちのへや
（1～2歳児対象）

市民グループ活動支援事業説明会

わくわくおはなし会（小学生以上対象）

インターネットで情報検索

いつまでも輝きたい！
これが私に似合う色（応用編）

ワード入門

第8回 図書館子どもまつり
～子ども読書の日 記念事業～

母の日に贈ろう！
粘土で作るカーネーション

Facebookを楽しもう！
（初心者向け）

ハーブティー石鹸とアロマのバスボム作り

洋菓子レッスン ～お菓子の時間～

P7

2月号
掲載

P7

P6

3月号
掲載

P7

P6

P7

3月号
掲載

3月号
掲載

3月号
掲載

P7

3月号
掲載

27（日）
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

P3

3月号
掲載

3月号
掲載

3月号
掲載

1（火）

7（月）

P5

P6

パソコン講座

あなたとわたしのための元気塾

受付開始

受付開始

9（水） P5短期講座 受付開始

10（木）
2月号
掲載

再就職のためのパソコン講座 申込締切

（昼の部のみ）

11/15
（土）

7/12
（土）

9/6
（土）

2015
1/17
（土）

4/1
（火）

17

24（木） ティータイムコンサートVol.211 P4

12（土） シネマランド「そして父になる」　　 P4

1(火)～6/3（火） カラーコーディネーター3級講座 3月号
掲載

①11（金）②12（土）
いつまでも輝きたい！
これが私に似合う色（基本編）

3月号
掲載

ちくしがくそががく

1（火） おとなの楽校　1時間目：特活 P3

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。
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図書

図書

図書
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男女

男女
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託児
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大野城まどかぴあ友の会
“まどかぴあ倶楽部”会員募集中！

まどかぴあが指定する公演のチケット先行発売や割
引（最大20％まで）、更新された方への500円の鑑賞
券プレゼントなど…。魅力満載の友の会に入会しま
せんか。7月6日（日）に開催される「熊川 哲也と“バレ
エの世界”」も先行発売・割引対象となります。入会は
随時可能です。総合案内（1階）またはお電話にてお申
し込みください。
※友の会についての詳細は、必ず入会申込書をご確認ください。

年会費

1,500 円
※随時入会可

先行発売 チケット
料金割引

更新特典 チケット
送料無料 情報送付

会員
プレゼント

特典内容

喫茶割引 協力店
サービス

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。

MUSIC

4月27日
（日）

EVENT

3月15日(土)
16日(日)

文化芸術振興課

生涯学習センター

4/27（日）

4/1（火）

7/6（日）

7/12（土）

8/9（土）・10（日）

9/6（土）

8/30（土）

毎月1回

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

まどかぴあ市民大学「おとなの楽校」
1時間目：特活

熊川 哲也と“バレエの世界”

まどかぴあ市民大学「おとなの楽校」
2時間目：社会

公共ホール演劇ネットワーク事業
「暗いところからやってくる」

まどかぴあ市民大学「おとなの楽校」
3時間目：保健

ティータイム・スペシャルコンサートVol.1

シネマランド

4月

5月

6月

7月

・いつまでも輝きたい！これが私に似合う色（基本編 /応用編）
・母の日に贈ろう！粘土で作るカーネーション
・ハーブティー石鹸とアロマのバスボム作り
・洋菓子レッスン ～お菓子の時間～
・リフレッシュ☆ストレッチ
・姿勢改善でスタイルアップ ピラティス

・エジプシャン ベリーダンス
・なかよし家族のベビーマッサージ
・シルバークレイのアクセサリー作り

・初夏の茶懐石
・センスアップのお手伝い～美しい歩き方と立ち居振る舞い～
・UVレジンで作るネックレス

・マタニティヨガ
・ゆかた着付け

男女平等推進センター

毎週金・土曜日

4/1（火）～6/3（火）

4/3（木）～6/5（木）

5/10（土）～31（土）

5/24（土）

6/7（土）～10/18（土）

パパ・ママのための読書タイム

カラーコーディネーター3級講座

ヘルシーエクササイズ講座（前期・全10回）

男性のための輝き人生塾

男女共同参画条例制定記念講演会

5/10（土）～H27/3/14（土） 地域女性リーダー育成事業（全10回）

あなたとわたしのための元気塾（全5回）
まどかぴあ図書館

4/19（土）

7/20（日）～8/30（土）

7/26（土）

第8回 図書館子どもまつり
～子ども読書の日 記念事業～

こどものくに

おはなし会スペシャル「夜ばなし」

7/20（日） 紙のどうぶつえん

6/26（木）～8/28（木） ヘルシーエクササイズ講座（中期・全9回）

※平成26年3月11日時点での予定です。日程・内容等は変更とな
る場合があります。詳しくはお問い合わせください。

上半期事業ラインナップ

毎月1回（8月除く） ティータイムコンサート

まどかぴあイチオシの事業をご紹介します！このほかにも
様々なイベントや講座をご用意していますので、詳しくは毎
月のアテナをご覧ください。

まどかぴあ総合案内

チケット取扱い

まどかぴあ市民大学　おとなの楽校の
今年度の時間割が決定しました！
今年も素敵な先生方にかこまれて、楽しい
時間を過ごしましょう。皆様の登校を心待
ちにしています。

テーマ・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）

「祈りから生まれたひとがた」
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

※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・割チケット発売中

まどかぴあ総合案内

チケット取扱い

チケット発売日
友の会　5月 8日（木）
一　般　5月15日（木）
両日とも10:00 ～

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1日（火）
18:30～19:30

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）

「前川 清 ちょっといい話 ここだけの話 
～春一番の笑顔をおとどけ！～」
前川 清（歌手）

「戦争の悲惨さと平和の大切さを
目と耳と心で考える」
山本 寛（筑前町立大刀洗平和記念館 館長）
竹中 圭子（大刀洗平和記念館朗読部会 講師）

「ぐっすり眠って健康長寿
― 睡眠はこころとからだのバロメーター ―」
内村 直尚（久留米大学医学部神経精神医学講座 教授）

「松下 美紀、照明の世界」
松下 美紀（照明デザイナー）

7/1（火）～11/6（木） 大野城市男女共生講座（全5回）

第17回男女平等推進センター
アスカーラフェスティバル

8月下旬

託児

まどかぴあ総合案内チケット取扱いチケット発売中

今年度も素敵な先生方をお迎えして、まどかぴ
あ市民大学「おとなの楽校」を開校します！4月
から来年1月までの5回シリーズです。お得な
通し券もありますのでぜひご注目ください♪
【日　時】4月1日（火）18:30開演/18:00開場
【会　場】大ホール（1階）　全席自由
【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）

「前川 清 ちょっといい話 ここだけの話 
 ～春一番の笑顔をおとどけ！～」

1時間目：特活

【講師】 前川 清（歌手）
1時間目は博多座から前川 清さ
んがまどかぴあへやってきま
す！博多座の公演から歌につい
て普段聞けないお話が盛り沢
山！楽しいトークにご期待くだ
さい！

車イス

友の会

先・割
託児

車イス

友の会

先・割
託児 車イス

4月27日
（日）
MUSIC

中学生と市民吹奏楽団が心を一つにし、みなさまに素晴らしい生
の音楽をお届けします。ご家族、お友達をお誘いあわせのうえ、お
気軽にご来場ください♪

世界的バレエダンサー・熊川 
哲也氏によるトークイベント
の開催が決定しました！バレ
エの魅力や楽しみ方、バレエ
を学ぶ次の世代の子どもた
ちへのメッセージなど、存分
に語っていただきます。この
機会をぜひお見逃しなく！

【時間】15:00開演/14:30開場
【会場】大ホール（1階） 全席自由
料金：無料（要整理券）

【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2,000円（当日2,500円）

子ども（中学生以下）800円（当日1,000円）
※未就学児入場不可

～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

7月6日
（日）
TALK

熊川 哲也と
“バレエの世界”

7/25（金） 親子読書会

※まどかぴあ総合案内で配布中（お一人様4枚まで）。予定枚数に
達した場合は配布終了となりますので、ご了承ください。

※昨年の様子

5/9（金）～7/17（木）
再就職のためのパソコン講座
～日商PC検定（文書作成）3級～

Ⓒ言美歩

4/5（土） リニューアルオープン１周年記念イベント

※友の会割引は1回券
　のみ対象

緊急
決定

開催
決定
!
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大野城まどかぴあ友の会
“まどかぴあ倶楽部”会員募集中！

まどかぴあが指定する公演のチケット先行発売や割
引（最大20％まで）、更新された方への500円の鑑賞
券プレゼントなど…。魅力満載の友の会に入会しま
せんか。7月6日（日）に開催される「熊川 哲也と“バレ
エの世界”」も先行発売・割引対象となります。入会は
随時可能です。総合案内（1階）またはお電話にてお申
し込みください。
※友の会についての詳細は、必ず入会申込書をご確認ください。

年会費

1,500 円
※随時入会可

先行発売 チケット
料金割引

更新特典 チケット
送料無料 情報送付

会員
プレゼント

特典内容

喫茶割引 協力店
サービス

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。

MUSIC

4月27日
（日）

EVENT

3月15日(土)
16日(日)

文化芸術振興課

生涯学習センター

4/27（日）

4/1（火）

7/6（日）

7/12（土）

8/9（土）・10（日）

9/6（土）

8/30（土）

毎月1回

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

まどかぴあ市民大学「おとなの楽校」
1時間目：特活

熊川 哲也と“バレエの世界”

まどかぴあ市民大学「おとなの楽校」
2時間目：社会

公共ホール演劇ネットワーク事業
「暗いところからやってくる」

まどかぴあ市民大学「おとなの楽校」
3時間目：保健

ティータイム・スペシャルコンサートVol.1

シネマランド

4月

5月

6月

7月

・いつまでも輝きたい！これが私に似合う色（基本編 /応用編）
・母の日に贈ろう！粘土で作るカーネーション
・ハーブティー石鹸とアロマのバスボム作り
・洋菓子レッスン ～お菓子の時間～
・リフレッシュ☆ストレッチ
・姿勢改善でスタイルアップ ピラティス

・エジプシャン ベリーダンス
・なかよし家族のベビーマッサージ
・シルバークレイのアクセサリー作り

・初夏の茶懐石
・センスアップのお手伝い～美しい歩き方と立ち居振る舞い～
・UVレジンで作るネックレス

・マタニティヨガ
・ゆかた着付け

男女平等推進センター

毎週金・土曜日

4/1（火）～6/3（火）

4/3（木）～6/5（木）

5/10（土）～31（土）

5/24（土）

6/7（土）～10/18（土）

パパ・ママのための読書タイム

カラーコーディネーター3級講座

ヘルシーエクササイズ講座（前期・全10回）

男性のための輝き人生塾

男女共同参画条例制定記念講演会

5/10（土）～H27/3/14（土） 地域女性リーダー育成事業（全10回）

あなたとわたしのための元気塾（全5回）
まどかぴあ図書館

4/19（土）

7/20（日）～8/30（土）

7/26（土）

第8回 図書館子どもまつり
～子ども読書の日 記念事業～

こどものくに

おはなし会スペシャル「夜ばなし」

7/20（日） 紙のどうぶつえん

6/26（木）～8/28（木） ヘルシーエクササイズ講座（中期・全9回）

※平成26年3月11日時点での予定です。日程・内容等は変更とな
る場合があります。詳しくはお問い合わせください。

上半期事業ラインナップ

毎月1回（8月除く） ティータイムコンサート

まどかぴあイチオシの事業をご紹介します！このほかにも
様々なイベントや講座をご用意していますので、詳しくは毎
月のアテナをご覧ください。

まどかぴあ総合案内

チケット取扱い

まどかぴあ市民大学　おとなの楽校の
今年度の時間割が決定しました！
今年も素敵な先生方にかこまれて、楽しい
時間を過ごしましょう。皆様の登校を心待
ちにしています。

テーマ・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）

「祈りから生まれたひとがた」
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

※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・割チケット発売中

まどかぴあ総合案内

チケット取扱い

チケット発売日
友の会　5月 8日（木）
一　般　5月15日（木）
両日とも10:00 ～

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1日（火）
18:30～19:30

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）

「前川 清 ちょっといい話 ここだけの話 
～春一番の笑顔をおとどけ！～」
前川 清（歌手）

「戦争の悲惨さと平和の大切さを
目と耳と心で考える」
山本 寛（筑前町立大刀洗平和記念館 館長）
竹中 圭子（大刀洗平和記念館朗読部会 講師）

「ぐっすり眠って健康長寿
― 睡眠はこころとからだのバロメーター ―」
内村 直尚（久留米大学医学部神経精神医学講座 教授）

「松下 美紀、照明の世界」
松下 美紀（照明デザイナー）

7/1（火）～11/6（木） 大野城市男女共生講座（全5回）

第17回男女平等推進センター
アスカーラフェスティバル

8月下旬

託児

まどかぴあ総合案内チケット取扱いチケット発売中

今年度も素敵な先生方をお迎えして、まどかぴ
あ市民大学「おとなの楽校」を開校します！4月
から来年1月までの5回シリーズです。お得な
通し券もありますのでぜひご注目ください♪
【日　時】4月1日（火）18:30開演/18:00開場
【会　場】大ホール（1階）　全席自由
【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）

「前川 清 ちょっといい話 ここだけの話 
 ～春一番の笑顔をおとどけ！～」

1時間目：特活

【講師】 前川 清（歌手）
1時間目は博多座から前川 清さ
んがまどかぴあへやってきま
す！博多座の公演から歌につい
て普段聞けないお話が盛り沢
山！楽しいトークにご期待くだ
さい！

車イス

友の会

先・割
託児

車イス

友の会

先・割
託児 車イス

4月27日
（日）
MUSIC

中学生と市民吹奏楽団が心を一つにし、みなさまに素晴らしい生
の音楽をお届けします。ご家族、お友達をお誘いあわせのうえ、お
気軽にご来場ください♪

世界的バレエダンサー・熊川 
哲也氏によるトークイベント
の開催が決定しました！バレ
エの魅力や楽しみ方、バレエ
を学ぶ次の世代の子どもた
ちへのメッセージなど、存分
に語っていただきます。この
機会をぜひお見逃しなく！

【時間】15:00開演/14:30開場
【会場】大ホール（1階） 全席自由
料金：無料（要整理券）

【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2,000円（当日2,500円）

子ども（中学生以下）800円（当日1,000円）
※未就学児入場不可

～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

7月6日
（日）
TALK

熊川 哲也と
“バレエの世界”

7/25（金） 親子読書会

※まどかぴあ総合案内で配布中（お一人様4枚まで）。予定枚数に
達した場合は配布終了となりますので、ご了承ください。

※昨年の様子

5/9（金）～7/17（木）
再就職のためのパソコン講座
～日商PC検定（文書作成）3級～

Ⓒ言美歩

4/5（土） リニューアルオープン１周年記念イベント

※友の会割引は1回券
　のみ対象

緊急
決定

開催
決定
!
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平成26年度ティータイムコンサート上半期開催スケジュール

川岡 麻紀（ピアノ）篠木 千明（フルート）

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。

●受付先：生涯学習センター電話・窓口
 （先着順）短 期 講 座

赤ちゃんの心身の発達だけでなく、コミュニケーションにも最適です。
ママやパパだけでなく、ご家族の方もどうぞ。

なかよし家族のベビーマッサージ①・②

託児

託児

託児

日　程：5月30日（金）
時　間：13:30～16:00
定　員：18名（先着順）
受講料：1,000円　　材料費：1,500円
講　師：滝本 理佳（ジュエリーメイキング講師）

スタンプや型抜きで純銀粘土のチャー
ムを作り、リボンに通してブレスレットに
仕上げます。5月受付開始の「UVレジン
で作るネックレス」講座の、レジンと組み
合わせるデザインにもできます。

シルバークレイのアクセサリー作り

日　程：5月14日・28日、6月11日（水）
時　間：19:00～20:30
定　員：16名（先着順）
受講料：3,000円/3回
講　師：藤井 直子/Naeema（ベリーダンスインストラクター）

日　程： ①5月29日（木）　②5月31日（土）
時　間：10:00～11:30　 定　員：各15組（先着順）
受講料：1,000円　　　　 材料費：200円
対　象：2～9ヵ月の赤ちゃん1名と保護者1名
講　師：大塚 かずみ（スマイルベビー協会代表）

本場エジプシャンスタイルのベリーダンスです。
インナーマッスルを鍛え体の内側から綺麗に
なりましょう。年齢・経験問わず始められます。

エジプシャン ベリーダンス

日　程：4月23日（水）　　　時　間：19:00～20:30
定　員：16名(先着順)　　　受講料：1,000円
講　師：MASUMI（ピラティス・ヨガインストラクター）

良い姿勢は見た目に美しいだけでなく、肩こりや腰痛の緩和にも効果大
です。ピラティスで体幹を強化して、美しいボディラインを目指しましょう。

姿勢改善でスタイルアップ　ピラティス

日　程：4月22日（火）　　　時　間：10:00～11:30
定　員：16名(先着順)　　　受講料：1,000円
講　師：矢渡 理奈（Gボールインストラクター）

体軸、体幹（肩甲骨、骨盤）を整えて代謝の良い美しい体、疲れにくい
体に！Gボールも使いながら、楽しく体を動かしてリフレッシュしましょう。

リフレッシュ☆ストレッチ
●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

4月1日（火）9：00 受付開始4月9日（水）9：00 受付開始

託児

託児

デジカメ画像の取り込みと
保存、活用（初心者向け）

エクセル入門（夜）

はじめてのパソコン ゆっくり入門

日　程：5月15日（木）～6月19日（木）
までの木曜日　全6回

時　間：19:00～21:00
※自習時間18:00～

受講料：9,600円
教材費：800円
対　象：文字入力ができる方
講　師：竹中 ひとみ

日　程：5月17日・24日（土）　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

日　程：5月12日（月）～6月30日（月）
までの月曜日　全8回

時　間：10:00～12:00
※自習時間9:00～

受講料：12,800円
教材費：1,000円
対　象：初めてパソコンを扱う方
講　師：有尾 美穂子

デジカメ写真をパソコンに取り込む方法と
整理方法を学びます。WindowsLiveフォ
トギャラリーで簡単な画像編集（明るさや
色の調整、トリミング等）をしてみましょう。

基本操作をじっくり学びます。表やグラ
フ作成、関数、印刷設定など便利な機能
を学び、文字入力→表作成→書式設定
→関数→グラフを自分で作成できるよ
うに学びます。

パソコンの電源の入れ方とマウスの使
い方から始めます。文字の入力方法を学
び、文字サイズや色の変更をしましょう。
また、図の挿入をしてイラストを入れた
文章を作成します。

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
※ご入場の際にお一人様1枚の施設利用券が必要です。 
まどかぴあ総合案内 

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

2009年、ソマリア海域で起こった海賊による貨物船人
質事件を、トム・ハンクス主演、『ボーン・スプレマシー』や
『ユナイテッド93』のポール・グリーングラス監督が映画
化したサスペンスドラマ。船員の救出と引き換えに、たっ
た1人4日間にわたって海賊の人質となった船長の誇りと
拘束された恐怖を体現するトム・ハンクスの熱演と、海
軍特殊部隊ネイビーシールによる救出作戦を迫力ある
映像で描いています。

5月10日
（土）

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
は終了させていただきました。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

CINEMA

【時間】①10:00～12:14　
②14:00～16:14
③18:00～20:14
（各回30分前開場）

「キャプテン・フィリップス」
2013年/アメリカ/134分/字幕版

監督：ポール・グリーンブラス
出演：トム・ハンクス、キャサリン・キーナー、

バーカッド・アブディほか

6年間育てた息子は、他人の子でした。
学歴、仕事、家庭といった望むものを自分の手で掴み取っ
てきた野々宮 良多（福山 雅治）。ある日、産院からの電話
で、6歳になる息子が取り違えられた他人の子だと判明す
る。戸惑いながらも交流を始める2つの家族。早い方がい
いという良多の意見で、息子たちの“交換”が決まるが、
そこから、良多の本当の“父”としての葛藤が始まる――。
「血のつながりとは、家族とはいったい何か？」と、魂に深
く問う、衝撃の物語。

4月12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

4月24日
（木）
MUSIC

今年度のトップバッターはフ
ルートの可愛らしい音色を
春のあたたかい陽気にのせ
てお届けします。ごゆっくり
お楽しみください♪

協賛：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

「オーケストラの旅」

人々を魅了する音色を奏でる楽器をピックアップして音楽をお届けします。歴史や仕組
みなど楽器の素晴らしさを学びながら、上質な音楽をお楽しみください。

平成26年度のテーマ

ティータイムコンサート vol.211

出演：篠木 千明（フルート）
川岡 麻紀（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・スペシャルコンサート開催決定♪
『こんな音楽が聴いてみたい』『もっと音楽の時間を楽しみたい』
というお客様のために、“ティータイム・スペシャルコンサート”を
半期に1回開催します！毎月のティータイムコンサートとはひと
味違う、ゆったりとしたホールで良質な音楽を楽しめる豪華なコ
ンサート。心やすらぐ休日の午後に、優雅な音楽の世界をお楽し
みください。

※UVレジンとの組み合わせ例

※作品例

【開催日】Vol.1 8月30日（土）
Vol.2 平成27年3月8日（日）

【会　場】大野城まどかぴあ　小ホール（2階）
入場料：各500円
※未就学児入場不可
※出演者などの詳しい情報は随時お知らせいたします。

※8月はティータイムスペシャルコンサートのため有料です。

4月24日（木） 5月22日（木） 6月26日（木）

7月24日（木） 8月30日（土） 9月25日（木）
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平成26年度ティータイムコンサート上半期開催スケジュール

川岡 麻紀（ピアノ）篠木 千明（フルート）

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。

●受付先：生涯学習センター電話・窓口
 （先着順）短 期 講 座

赤ちゃんの心身の発達だけでなく、コミュニケーションにも最適です。
ママやパパだけでなく、ご家族の方もどうぞ。

なかよし家族のベビーマッサージ①・②

託児

託児

託児

日　程：5月30日（金）
時　間：13:30～16:00
定　員：18名（先着順）
受講料：1,000円　　材料費：1,500円
講　師：滝本 理佳（ジュエリーメイキング講師）

スタンプや型抜きで純銀粘土のチャー
ムを作り、リボンに通してブレスレットに
仕上げます。5月受付開始の「UVレジン
で作るネックレス」講座の、レジンと組み
合わせるデザインにもできます。

シルバークレイのアクセサリー作り

日　程：5月14日・28日、6月11日（水）
時　間：19:00～20:30
定　員：16名（先着順）
受講料：3,000円/3回
講　師：藤井 直子/Naeema（ベリーダンスインストラクター）

日　程： ①5月29日（木）　②5月31日（土）
時　間：10:00～11:30　 定　員：各15組（先着順）
受講料：1,000円　　　　 材料費：200円
対　象：2～9ヵ月の赤ちゃん1名と保護者1名
講　師：大塚 かずみ（スマイルベビー協会代表）

本場エジプシャンスタイルのベリーダンスです。
インナーマッスルを鍛え体の内側から綺麗に
なりましょう。年齢・経験問わず始められます。

エジプシャン ベリーダンス

日　程：4月23日（水）　　　時　間：19:00～20:30
定　員：16名(先着順)　　　受講料：1,000円
講　師：MASUMI（ピラティス・ヨガインストラクター）

良い姿勢は見た目に美しいだけでなく、肩こりや腰痛の緩和にも効果大
です。ピラティスで体幹を強化して、美しいボディラインを目指しましょう。

姿勢改善でスタイルアップ　ピラティス

日　程：4月22日（火）　　　時　間：10:00～11:30
定　員：16名(先着順)　　　受講料：1,000円
講　師：矢渡 理奈（Gボールインストラクター）

体軸、体幹（肩甲骨、骨盤）を整えて代謝の良い美しい体、疲れにくい
体に！Gボールも使いながら、楽しく体を動かしてリフレッシュしましょう。

リフレッシュ☆ストレッチ
●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

4月1日（火）9：00 受付開始4月9日（水）9：00 受付開始

託児

託児

デジカメ画像の取り込みと
保存、活用（初心者向け）

エクセル入門（夜）

はじめてのパソコン ゆっくり入門

日　程：5月15日（木）～6月19日（木）
までの木曜日　全6回

時　間：19:00～21:00
※自習時間18:00～

受講料：9,600円
教材費：800円
対　象：文字入力ができる方
講　師：竹中 ひとみ

日　程：5月17日・24日（土）　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

日　程：5月12日（月）～6月30日（月）
までの月曜日　全8回

時　間：10:00～12:00
※自習時間9:00～

受講料：12,800円
教材費：1,000円
対　象：初めてパソコンを扱う方
講　師：有尾 美穂子

デジカメ写真をパソコンに取り込む方法と
整理方法を学びます。WindowsLiveフォ
トギャラリーで簡単な画像編集（明るさや
色の調整、トリミング等）をしてみましょう。

基本操作をじっくり学びます。表やグラ
フ作成、関数、印刷設定など便利な機能
を学び、文字入力→表作成→書式設定
→関数→グラフを自分で作成できるよ
うに学びます。

パソコンの電源の入れ方とマウスの使
い方から始めます。文字の入力方法を学
び、文字サイズや色の変更をしましょう。
また、図の挿入をしてイラストを入れた
文章を作成します。

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
※ご入場の際にお一人様1枚の施設利用券が必要です。 
まどかぴあ総合案内 

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

2009年、ソマリア海域で起こった海賊による貨物船人
質事件を、トム・ハンクス主演、『ボーン・スプレマシー』や
『ユナイテッド93』のポール・グリーングラス監督が映画
化したサスペンスドラマ。船員の救出と引き換えに、たっ
た1人4日間にわたって海賊の人質となった船長の誇りと
拘束された恐怖を体現するトム・ハンクスの熱演と、海
軍特殊部隊ネイビーシールによる救出作戦を迫力ある
映像で描いています。

5月10日
（土）

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
は終了させていただきました。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

CINEMA

【時間】①10:00～12:14　
②14:00～16:14
③18:00～20:14
（各回30分前開場）

「キャプテン・フィリップス」
2013年/アメリカ/134分/字幕版

監督：ポール・グリーンブラス
出演：トム・ハンクス、キャサリン・キーナー、

バーカッド・アブディほか

6年間育てた息子は、他人の子でした。
学歴、仕事、家庭といった望むものを自分の手で掴み取っ
てきた野々宮 良多（福山 雅治）。ある日、産院からの電話
で、6歳になる息子が取り違えられた他人の子だと判明す
る。戸惑いながらも交流を始める2つの家族。早い方がい
いという良多の意見で、息子たちの“交換”が決まるが、
そこから、良多の本当の“父”としての葛藤が始まる――。
「血のつながりとは、家族とはいったい何か？」と、魂に深
く問う、衝撃の物語。

4月12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

4月24日
（木）
MUSIC

今年度のトップバッターはフ
ルートの可愛らしい音色を
春のあたたかい陽気にのせ
てお届けします。ごゆっくり
お楽しみください♪

協賛：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

「オーケストラの旅」

人々を魅了する音色を奏でる楽器をピックアップして音楽をお届けします。歴史や仕組
みなど楽器の素晴らしさを学びながら、上質な音楽をお楽しみください。

平成26年度のテーマ

ティータイムコンサート vol.211

出演：篠木 千明（フルート）
川岡 麻紀（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・スペシャルコンサート開催決定♪
『こんな音楽が聴いてみたい』『もっと音楽の時間を楽しみたい』
というお客様のために、“ティータイム・スペシャルコンサート”を
半期に1回開催します！毎月のティータイムコンサートとはひと
味違う、ゆったりとしたホールで良質な音楽を楽しめる豪華なコ
ンサート。心やすらぐ休日の午後に、優雅な音楽の世界をお楽し
みください。

※UVレジンとの組み合わせ例

※作品例

【開催日】Vol.1 8月30日（土）
Vol.2 平成27年3月8日（日）

【会　場】大野城まどかぴあ　小ホール（2階）
入場料：各500円
※未就学児入場不可
※出演者などの詳しい情報は随時お知らせいたします。

※8月はティータイムスペシャルコンサートのため有料です。

4月24日（木） 5月22日（木） 6月26日（木）

7月24日（木） 8月30日（土） 9月25日（木）



67 アテナ2014.4月号 アテナ2014.4月号

協力：おはなしの会「わくわく」
図書館ボランティアおはなしの会「おひざでだっこ」
図書館ボランティア布の絵本製作の会「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）

※他の会場でも実施中です。詳しくは大野城市役所子育て支
　援課（TEL 580-1862）までお問い合わせください。

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

市民グループ・団体が企画・実施する事業を募集します！

託児

託児

託児

託児

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・地域社会などのあらゆる場面にお
いて、個性や能力を発揮できる社会づくりをめざしています。今
回は、中央官庁に在籍しながら国連機関に出向し、「戦争復興支
援のプロ」として活動してこられた野田 順康さん
をお迎えします。国際化が進む中で女性の活躍
について考えてみませんか？

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

中公民館

南ヶ丘2区
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）

釜蓋公民館

石坂公園
（月の浦幼稚園横）

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）

東コミュニティ
センター

中央コミュニティ
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

7日
21日

14日
28日

1日
15日

8日
22日

3日
17日

10日
24日

4日
18日

11日
25日

月

火

木

金

男性のための輝き人生塾
～チャレンジする男性を応援します～

日常生活において、社会情勢や家庭事情の
変化に対応できるように、健康・介護・料理に
ついての基本を学びます。
これからのセカンドライフをもっと元気で充
実させるための輝き人生塾です。

テ ー マ：「福岡の国際化と女性」（仮）
日　　時：5月24日（土）13:30～15:00
講　　師：野田 順康（西南学院大学法学部教授）
会　　場：多目的ホール（1階）
定　　員：100名
受 講 料：無料
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「条例記念講演会」係
までお申し込みください。

：①多目的ホール（1階）
②301会議室（3階）
③調理実習室（2階）

：30名
：無料
（調理実習の材料費のみ実費負担）
：男性
（団塊世代の方、これから定年を迎える方）
：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「男性のための輝き人生塾」係まで
お申し込みください。

会 　 場

定 　 員
受 講 料

対 　 象

申込方法

地域で活動する市民グループ・団体が企画・実施
する男女共同参画に関する事業（講演会、講座、
ワークショップ、展示会など）を募集します。素敵
なアイディアをセンターと一緒にカタチにして活
動の輪を広げてみませんか！

：対象事業に対し1団体につき、企画に応じて10万円を上限に助成。
会場・施設・付帯設備の提供。広報などの協力等。
：8月～平成27年1月

：4月9日（水）13:30～　※302会議室（3階）
：4月14日（月）～5月16日（金）
：6月中旬までに通知します。

支 援 内 容

実 施 期 間
〈応募スケジュール〉
応募要項説明会
応募受付期間
選考結果通知

パパ・ママのための読書タイム
子育て中は、ゆっくりと本を選んだり、読書をする
時間がとれなかったり…そんなパパとママのため
にお子さんをお預かりし、まどかぴあ図書館で自
分時間を楽しんでいただくためのご提案です。
育自のための素敵な時間をつくりませんか？

：まどかぴあ図書館（1階）
お子さまは託児ルーム（2階）

：各回親子7組（定員になり次第締切）
：託児料としてお子さま一人600円
：満1歳～就学前のお子様とその保護者
：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「読書タイム」係までお申し込みください。

：各回1週間前（本についての質問がある場合も1週間前ま
でにお知らせください。）

会 場

定 員
受 講 料
対 象
申込方法

申込締切

今年も開催します！ 毎年人気
「あなたとわたしのための元気塾」
性別や年齢に関係なく、女性も男性も伸びやかに
暮らす社会づくりに向けて学ぶ講座です。
6月から10月まで下記の日程で開催します。
詳細は5月号に掲載予定です！お楽しみに♪

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？

新学期の始まりです。新しいお友だちと出会うよう
に、すてきな本と出会ってみませんか？
楽しいおはなし会もありますよ！

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。

第8回 図書館子どもまつり
～子ども読書の日 記念事業～

図書館では、毎月第1・3火
曜日11:00よりブックスター
トを行っています。
（11:30まで受付）

対象者：大野城市内在住の平成25年4月以降に生まれ
た赤ちゃん
対象者には生後４ヵ月以降に案内状を送ります。

～ご存知ですか？～ ブックスタート
こんにちは あかちゃん　絵本で えがお

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　 4月5日
小学生以上対象　4月12日・26日

4月1日・15日
4月8日・22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！）

としやす

◆毎週金・土曜日　10:00～11:30

◆日程

日時 テーマ・講師

①「健康づくりの理論と実践」（仮）
水原 博而
（福岡大学スポーツ科学部非常勤講師）

5/10（土）
10:00～12:00

②「介護は突然に
自分らしくケアメンしよう！」（仮）
緒方 有為子
（北九州市高齢者と介護の質向上推進会議委員）

5/17（土）
10:00～12:00

③「プロに学ぶ料理の基本」
　窪 祐子（調理師・菓子料理研究家）

5/31（土）
10:00～13:00

～広告協賛欄～

絵本を介して親子が楽しくふれあい、
絆を深めることを応援するため、赤ちゃんと保護者に対し絵本
の読み聞かせを行い、絵本を手渡す運動です。大野城市でも
平成25年度からこのブックスタート事業に取り組んでいます。

ブックスタートとは

第1回 第2回 第3回 第4回 第5回

6月7日 7月5日 8月2日 9月6日 10月18日

※すべて土曜日(10:00～12:00)に開催します。
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協力：おはなしの会「わくわく」
図書館ボランティアおはなしの会「おひざでだっこ」
図書館ボランティア布の絵本製作の会「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）

※他の会場でも実施中です。詳しくは大野城市役所子育て支
　援課（TEL 580-1862）までお問い合わせください。

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

市民グループ・団体が企画・実施する事業を募集します！

託児

託児

託児

託児

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・地域社会などのあらゆる場面にお
いて、個性や能力を発揮できる社会づくりをめざしています。今
回は、中央官庁に在籍しながら国連機関に出向し、「戦争復興支
援のプロ」として活動してこられた野田 順康さん
をお迎えします。国際化が進む中で女性の活躍
について考えてみませんか？

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

中公民館

南ヶ丘2区
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）

釜蓋公民館

石坂公園
（月の浦幼稚園横）

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）

東コミュニティ
センター

中央コミュニティ
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

7日
21日

14日
28日

1日
15日

8日
22日

3日
17日

10日
24日

4日
18日

11日
25日

月

火

木

金

男性のための輝き人生塾
～チャレンジする男性を応援します～

日常生活において、社会情勢や家庭事情の
変化に対応できるように、健康・介護・料理に
ついての基本を学びます。
これからのセカンドライフをもっと元気で充
実させるための輝き人生塾です。

テ ー マ：「福岡の国際化と女性」（仮）
日　　時：5月24日（土）13:30～15:00
講　　師：野田 順康（西南学院大学法学部教授）
会　　場：多目的ホール（1階）
定　　員：100名
受 講 料：無料
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「条例記念講演会」係
までお申し込みください。

：①多目的ホール（1階）
②301会議室（3階）
③調理実習室（2階）

：30名
：無料
（調理実習の材料費のみ実費負担）
：男性
（団塊世代の方、これから定年を迎える方）
：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「男性のための輝き人生塾」係まで
お申し込みください。

会 　 場

定 　 員
受 講 料

対 　 象

申込方法

地域で活動する市民グループ・団体が企画・実施
する男女共同参画に関する事業（講演会、講座、
ワークショップ、展示会など）を募集します。素敵
なアイディアをセンターと一緒にカタチにして活
動の輪を広げてみませんか！

：対象事業に対し1団体につき、企画に応じて10万円を上限に助成。
会場・施設・付帯設備の提供。広報などの協力等。
：8月～平成27年1月

：4月9日（水）13:30～　※302会議室（3階）
：4月14日（月）～5月16日（金）
：6月中旬までに通知します。

支 援 内 容

実 施 期 間
〈応募スケジュール〉
応募要項説明会
応募受付期間
選考結果通知

パパ・ママのための読書タイム
子育て中は、ゆっくりと本を選んだり、読書をする
時間がとれなかったり…そんなパパとママのため
にお子さんをお預かりし、まどかぴあ図書館で自
分時間を楽しんでいただくためのご提案です。
育自のための素敵な時間をつくりませんか？

：まどかぴあ図書館（1階）
お子さまは託児ルーム（2階）

：各回親子7組（定員になり次第締切）
：託児料としてお子さま一人600円
：満1歳～就学前のお子様とその保護者
：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「読書タイム」係までお申し込みください。

：各回1週間前（本についての質問がある場合も1週間前ま
でにお知らせください。）

会 場

定 員
受 講 料
対 象
申込方法

申込締切

今年も開催します！ 毎年人気
「あなたとわたしのための元気塾」
性別や年齢に関係なく、女性も男性も伸びやかに
暮らす社会づくりに向けて学ぶ講座です。
6月から10月まで下記の日程で開催します。
詳細は5月号に掲載予定です！お楽しみに♪

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？

新学期の始まりです。新しいお友だちと出会うよう
に、すてきな本と出会ってみませんか？
楽しいおはなし会もありますよ！

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。

第8回 図書館子どもまつり
～子ども読書の日 記念事業～

図書館では、毎月第1・3火
曜日11:00よりブックスター
トを行っています。
（11:30まで受付）

対象者：大野城市内在住の平成25年4月以降に生まれ
た赤ちゃん
対象者には生後４ヵ月以降に案内状を送ります。

～ご存知ですか？～ ブックスタート
こんにちは あかちゃん　絵本で えがお

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　 4月5日
小学生以上対象　4月12日・26日

4月1日・15日
4月8日・22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！）

としやす

◆毎週金・土曜日　10:00～11:30

◆日程

日時 テーマ・講師

①「健康づくりの理論と実践」（仮）
水原 博而
（福岡大学スポーツ科学部非常勤講師）

5/10（土）
10:00～12:00

②「介護は突然に
自分らしくケアメンしよう！」（仮）
緒方 有為子
（北九州市高齢者と介護の質向上推進会議委員）

5/17（土）
10:00～12:00

③「プロに学ぶ料理の基本」
　窪 祐子（調理師・菓子料理研究家）

5/31（土）
10:00～13:00

～広告協賛欄～

絵本を介して親子が楽しくふれあい、
絆を深めることを応援するため、赤ちゃんと保護者に対し絵本
の読み聞かせを行い、絵本を手渡す運動です。大野城市でも
平成25年度からこのブックスタート事業に取り組んでいます。

ブックスタートとは

第1回 第2回 第3回 第4回 第5回

6月7日 7月5日 8月2日 9月6日 10月18日

※すべて土曜日(10:00～12:00)に開催します。



4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。
3月11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「世界にひとつのプレイブック」
●施設利用料1枚300円／6枚綴り1,500円　●①10:00～②14:00～③19:00～

4/19
（土）

那珂川吹奏楽団20周年記念演奏会
●入場無料（要入場整理券）　●13:30～

4/12
（土）

筑前琵琶演奏会
●場所：文化ふれあい館（TEL 928-0800）
●入場無料 ●14:00～15:00

4/13
（日）
5/5

（月・祝）

那珂川吹奏楽団ロビーコンサート
●入場無料　●10:00～12:00

募集中
文化会館サポーターズバンク　登録メンバー募集！
文化会館の主催事業をサポートして下さるボランティアさんを募集しています。
詳しくはお問い合わせください。

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　4月2日（水）、16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。

4/１(火)
～25（金）
5/１(木)
～25（日）

4/12(土)
～7/13(日)

宝満山拓本展
●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

4/6(日)
～13(日)

筑紫野市文化会館 開館30周年記念公演

雅楽　～ 筑紫楽所～
●一般2,000円／小学生～高校生1,000円　●13:30～

5/18
（日）

第18回　定期利用団体作品展　ふれあい文化祭
●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

春日市少年少女合唱団 第18回定期演奏会
●500円　●14:00～

4/16
（水）

ふれあい音楽セミナー第1回　「バレエ『くるみ割り人形』」
●講師：野中圀亨（音楽評論家）
●一般500円／友の会会員無料　●14:15～15:35

4/27
（日）
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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

4月のチケット情報・募集申込情報

那珂川杜の美術展シリーズ　工芸美術『吾陵展』　～桜～
●入場無料　●10:00～16:00（最終日は15:00まで）

Athena Atth
大野城まどかぴあ 情報誌

～つどい ふれあい はばたく～

※
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カーンコーン
キーンコー

ン

松下 美紀
【照明デザイナー】

中村 信喬【人形師】

山本 寛
【筑前町立大刀洗平和記念館 館長】

竹中 圭子
【大刀洗平和記念館朗読部会 講師】

前川 清【歌手】 内村 直尚
【久留米大学医学部神経精神医学講座 教授】

1時間目：特活 2時間目：社会 3時間目：保健

松下 美紀
4時間目：生活

中村 信喬【人形師】

5時間目：芸術

・「熊川 哲也と“バレエの世界”」開催決定！！
・短期講座＆パソコン講座　受講生募集！
・男女共同参画条例制定記念講演会を開催します！
・第8回 図書館子どもまつり～子ども読書の日 記念事業～

P6
P5
P3

20144
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P7

1（火）・15（火）

3(木）～6/5（木）

5（土）

毎週金・土曜日

5（土）

8（火）・22（火）

9（水）

12（土）・26（土）

14（月）・15（火）

①18（金）②19（土）

18（金）～5/30（金）

19（土）

20（日）

21（月）・22（火）

25（金）・5/9（金）

26（土）・5/24（土）
・6/28（土）

おひざでだっこ ぴよぴよのへや
（0歳児対象）

ヘルシーエクササイズ講座（前期）

わくわくおはなし会（幼児対象）

パパ・ママのための読書タイム

男女平等推進センター
リニューアルオープン1周年記念イベント

おひざでだっこ よちよちのへや
（1～2歳児対象）

市民グループ活動支援事業説明会

わくわくおはなし会（小学生以上対象）

インターネットで情報検索

いつまでも輝きたい！
これが私に似合う色（応用編）

ワード入門

第8回 図書館子どもまつり
～子ども読書の日 記念事業～

母の日に贈ろう！
粘土で作るカーネーション

Facebookを楽しもう！
（初心者向け）

ハーブティー石鹸とアロマのバスボム作り

洋菓子レッスン ～お菓子の時間～

P7

2月号
掲載

P7

P6

3月号
掲載

P7

P6

P7

3月号
掲載

3月号
掲載

3月号
掲載

P7

3月号
掲載

27（日）
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

P3

3月号
掲載

3月号
掲載

3月号
掲載

1（火）

7（月）

P5

P6

パソコン講座

あなたとわたしのための元気塾

受付開始

受付開始

9（水） P5短期講座 受付開始

10（木）
2月号
掲載

再就職のためのパソコン講座 申込締切

（昼の部のみ）

11/15
（土）

7/12
（土）

9/6
（土）

2015
1/17
（土）

4/1
（火）

17

24（木） ティータイムコンサートVol.211 P4

12（土） シネマランド「そして父になる」　　 P4

1(火)～6/3（火） カラーコーディネーター3級講座 3月号
掲載

①11（金）②12（土）
いつまでも輝きたい！
これが私に似合う色（基本編）

3月号
掲載

ちくしがくそががく

1（火） おとなの楽校　1時間目：特活 P3

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。

図書

図書

図書

図書

男女

男女

男女

託児

託児

託児

男女

男女

託児

託児

託児

託児

託児

託児

託児

図書

生涯

生涯

生涯

生涯

生涯

生涯

生涯

生涯

生涯

生涯

男女

文芸

文芸

文芸

男女

託児

託児

文芸
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