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・こどもとおとなのためのお芝居「暗いところからやってくる」
・短期講座＆パソコン講座　受講生募集！
・大野城市男女共生講座7月開講！　受付開始！
・～ご存知ですか？～　移動図書館車「わくわく号」P7

P6
P5

P3

深夜放送同窓会Part4

【日時】7月19日（土）　18:00開演／17:30開場
【会場】大ホール　全席指定

井上  悟井上  悟井上  悟

林田 スマ林田 スマ林田 スマ佐田 玲子佐田 玲子佐田 玲子白鳥 英美子（トワ・エ・モワ）白鳥 英美子（トワ・エ・モワ）白鳥 英美子（トワ・エ・モワ）山田 パンダ（かぐや姫）山田 パンダ（かぐや姫）山田 パンダ（かぐや姫）

～わたしのメモリー～
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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。

白鳥 英美子
（トワ・エ・モワ）
白鳥 英美子

（トワ・エ・モワ）
白鳥 英美子

（トワ・エ・モワ） 佐田 玲子
山田 パンダ
（かぐや姫）
山田 パンダ
（かぐや姫）
山田 パンダ
（かぐや姫）

井上 悟井上 悟井上 悟

林田 スマ

深夜放送同窓会Part4
　　　　　～わたしのメモリー～
【時間】18：00開演/17：30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）

青春時代の思い出は心のふるさ
と。青春時代の友人は人生の宝
物。さぁ、ご一緒にあの頃へ！深夜
放送同窓会Part4は、さらにパワー
アップして皆様をお持ちしていま
す。実行委員会オリジナル企画満
載で、当日まどかぴあのギャラリー
モールが懐かしくて楽しい深夜放
送通りになるのです。

【開催日】7月20日（日）～8月26日（火）

図書

図書

図書

図書

図書

男女

生涯

生涯

生涯

生涯

生涯

文芸

文芸

文芸

講　　師：津田 三朗（造形作家・彫刻家）
日　　時：7月20日（日）
　　　　　①10:00～11:30 ②14:00～15:30
場　　所：多目的ホール（1階）
定　　員：各回30名（先着順）
申込方法：6月23日（月）10:00より図書館窓口もしくは
　　　　　電話（586̶4010）で受付開始

ダンボールで好きな動物を作ってみよう！できあがった動
物たちを館内にかざって、まどかぴあに動物園を作ろう。

日　　時：7月21日（月・祝）・22日（火）・23日（水）
　　　　　13:30～15:30
場　　所：ギャラリーモール（1階）
申込方法：直接会場へお越しください。

事前申し込みはいりません。自由に参加できますので、
どうぞお気軽にお立ち寄りください♪

●ダンボールでどうぶつをつくろう（参加無料）

託児友の会

先・割
車イス

今年の夏はどんなことをしよう？
まどかぴあでは夏休みの子どもたちを対象に、
たくさんのイベントを用意しています。
夏休みはまどかぴあへＧＯ！

時間や内容など、詳しくは各課窓口および総合案内
までお問い合わせください。

●紙のどうぶつえん夏休み教室（参加無料） 要申込

館長メッセージ

紙のどうぶつえん 夏休み教室
ダンボールでどうぶつをつくろう
おひざでだっこおはなし会（1～2歳児対象）
こども向けティータイムコンサート　vol.214
石鹸でかわいいオブジェを作ろう！
親子読書会
わくわくおはなし会夏休みスペシャル「夜ばなし」
パソコンでオリジナルシールを作ろう！
親子と託児サポーターとの交流会
小さなキャンバスに描くお絵かき

20（日）

21（月・祝）・22（火）・23（水）

22（火）

24（木）

25（金）

26（土）

29（火）

30（水）

まどかぴあ総合案内
チケットぴあ（Pコード：228-007）
ローソンチケット（Lコード：85321）
劇ナビ（http://gekinavi.jp/）

アーティスト パーソナリティ

　　　　深夜放送通り
～さぁ夏だ！祭りだ！YAH！YAH！YAH！～

【開店時間】14:00～17:30
【会場】ギャラリーモール（1階）

今年も喫茶コーナーや特産品のバザーなど、イベント
の前から楽しめる“深夜放送通り”が登場！

同時開催

7月19日
（土）
MUSIC

これまで好評を博した『深夜放送同窓会』の第4弾を開催します！今回は「スマッ
シュイレブン」や「ユー・アンド・ミー」など福岡の深夜放送で活躍していた井上 悟
と林田 スマの2人のパーソナリティを迎え、かぐや姫の山田 パンダ、トワ・エ・モ
ワの白鳥 英美子、そしてお馴染み佐田 玲子による懐かしいフォークソングをお
届けします。ラジオの深夜放送が青春そのものだった時代を思い出しながら、一
緒に青春時代の思い出に再会しませんか？

チケット
取扱い

チケット発売中

7月

図書

図書

図書

図書

キッズシネマ（3歳以上入場可）　　　　　　　　　　　　
わくわくおはなし会（幼児対象）
おひざでだっこおはなし会（0歳児対象）
スイーツデコ

わくわくおはなし会（小学生対象）
おひざでだっこおはなし会（1～2歳児対象）
パパとクッキング

2（土）

2（土）・16（土）

5（火）・19（火）

8（金）

9（土）・10（日）

9（土）・23（土）

12（火）・26（火）

23（土）

平成26年度公共ホール演劇ネットワーク事業
こどもとおとなのためのお芝居
「暗いところからやってくる」

8月
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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。

【日　時】7月12日（土）10:30～12:00
【会　場】小ホール（2階）
【授業料】1回券500円（当日同料金）

「戦争の悲惨さと平和の大切さを目と耳と心で考える」

2時間目：社会

【講師】 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）
風化させてはならない戦争の事実を解
りやすい解説と心を込めた朗読で学ん
でいきます。目と耳と心で、一緒に平和
について考えてみませんか？

撮影：田中 亜紀

8月9日（土）
10日（日）
PLAY

託児友の会

先・割

託児友の会

先・割

白鳥 英美子
（トワ・エ・モワ）

山田 パンダ
（かぐや姫）

井上 悟

  平成26年度公共ホール演劇ネットワーク事業
  こどもとおとなのためのお芝居「暗いところからやってくる」

【時間】9日（土）17:00開演/16:30開場
　　　10日（日）14:00開演/13:30開場
【会場】大ホール舞台上舞台（1階）　全席自由

料金：一般2,000円（当日2,500円）
　　　子ども（高校生以下）1,000円（当日1,500円）※要学生証/未就学児入場不可

助成：一般社団法人全国モーターボート競走施行者協議会、一般財団法人地域創造、公共ホール演劇ネットワーク事業

作：前川 知大　演出：小川 絵梨子
出演：大窪 人衛、浜田 信也、伊勢 佳世、盛 隆二、岩本 幸子、木下 三枝子

いつもの大ホールとは違っ
た特別な客席で、こどもも
おとなも楽しめる演劇公演
をお届けします。
夏休み最後の3日間を描く、
どこか懐かしく、不思議な
おはなしです。

熊川 哲也氏が魅力あふれ
る“バレエの世界”を語る
トークショー。当日は熊川
氏主宰のバレエスクール
「K-BALLET SCHOOL」の
生徒によるパフォーマンス
披露もあり！

車イス

チケット取扱い

チケット発売日
友の会　6月2日（月）
一　般　6月9日（月）
両日とも10：00～

まどかぴあ総合案内
チケットぴあ（Pコード：436-287）
ローソンチケット（Lコード：85593）
劇ナビ（http://gekinavi.jp/）

亡くなった祖母の家に住むことになった
天野一家。中学生の輝夫は、どことなく薄
暗い家が怖かった。部屋のすみっこや
ちょっとした影に、何かがいるような気がし
てならない。
「影を消すには、光を消すしかないんだ
よ。」そう言われて暗くしてみると…
どうやらやっぱり、ぼくの隣に何かがいる。

あらすじ

観劇前ワークショップ開催！
「暗いところからやってくる」をより楽しく鑑賞するために、観劇前に
ちょっとしたお芝居体験や、見どころのヒントをご紹介！終演後には、
みんなで感想を話し合って、作品をより深く楽しみます！
開 催 日：8月10日（日）11：00～（60分程度）・終演後30分程度
対　　象：小学校1年生～6年生　　定　　員：20名程度
参 加 費：無料（要8月10日観賞チケット購入・事前申し込み）
申込方法：チケットをご購入後、下記の必要事項を申

込用紙に明記のうえ、FAX・電話・総合案内
のいずれかにてお申し込みください。
①氏名（ふりがな）②年齢 ③住所 ④電話
番号 ⑤保護者氏名及び日中連絡が可能
な電話番号

ど
う
や
ら
や
っ
ぱ
り
、

ぼ
く
の
隣
に
何
か
が
い
る
。

7月6日
（日）
TALK

託児友の会

先・割
車イス

熊川 哲也 と
“バレエの世界”
【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

まどかぴあ総合案内
ローソンチケット
（Lコード：85676）

チケット
取扱い

チケット発売中

©言美歩

まどかぴあ総合案内チケット取扱いチケット発売中
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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

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
※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

監督：クリスチャン・ヴァンサン
出演：カトリーヌ・フロ、ジャン・ドルメッソンほか

原作：道尾 秀介「カラスの親指」　監督：伊藤 匡史
出演：阿部 寛、村上 ショージ、石原 さとみ、能年 玲奈ほか

その一皿がフランスを変えた。
フランスの片田舎で小さなレストランを経営しているオルタ
ンスは、突然パリの中心部にある大統領官邸のエリゼ宮殿へ
と招かれ、フランソワ・ミッテラン大統領のプライベートシェフ
に任命される。彼女は規律に縛られた男社会の厨房で孤立し
ながらも、ひたすら料理の味を追求していく…。
フランス官邸史上唯一の女性シェフの真実が今、明かされる。
あなたの「美味しい」がくつがえる、心地よい衝撃をどうぞ。

6月14日
（土）
CINEMA

【時間】①10:00～11:35　
②14:00～15:35
③18:00～19:35
（各回30分前開場）

「大統領の料理人」
2012年/フランス/95分/字幕版

直木賞作家・道尾 秀介の同名ベストセラー小説を、「テ
ルマエ・ロマエ」の阿部 寛とお笑い芸人・村上 ショージ
の主演で映画化。2人が演じる悲しい過去を背負う凸凹
サギ師コンビが、彼らのもとに転がり込んできた美人姉
妹（石原 さとみ、能年 玲奈）と1人のノッポ（小柳 友）と
チームを組み、一世一代の大勝負に挑む。ユーモラスな
人情模様とトリッキーなストーリー展開でスリリングに
描く痛快エンタテインメント・ミステリー。

7月12日
（土）
CINEMA

【時間】①10:00～12:40
②14:00～16:40
③18:00～20:40
（各回30分前開場）

「カラスの親指」
2012年/日本/160分

MUSIC

ティータイムコンサート vol.213
スペシャルコンサート Vol.1
チェンバロって？
鍵盤楽器といえば誰もが知る“ピアノ”を思い浮
かべると思いますが、実はピアノよりも古くから
演奏されている鍵盤楽器はチェンバロなんで
す！弦を弾きながら奏でる音色は優しく心地よ
い不思議な音。ヴァイオリンやチェロの響きとと
もにチェンバロの魅力に触れてみませんか？
【日時】8月30日（土）14:00開演/13:30開場
【会場】小ホール（2階）
入場料：500円　※未就学児入場不可

Vol.2は平成27年3月8日（日）開催！

6月26日
（木）

今月はオーボエの登場です！午後のほんのひととき、
オーボエの響きある豊かな音色でコンサートをお届け
します♪

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

出演：山本 亜津子（オーボエ）
土師 さおり（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

「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 託児

チケット
取扱い

チケット発売日
友の会　 6月17日（火）／一般　 6月24日（火）

両日とも10：00～

まどかぴあ総合案内
ローソンチケット
（Ｌコード：85981）

友の会

先行

第9回大野城まどかぴあ
版画ビエンナーレ

博多座「市民半額観劇会」
作 品 募 集

チェンバロの
登場です！

【事前エントリー】
8月1日（金）～29日（金）

詳細はホームページまたは
応募要項をご覧ください。

【日時】8月13日（水）13:00～、14日（木）13:00～/18:00～
　　　　　15日（金）13:00～、16日（土）12:00～/17:00～
料　　金：Ａ席7,750円（通常15,500円）
　　　　　※取扱い手数料として、1枚の場合は400円（2枚の場合は700円）と振替手数料が掛かります。
定　　員：各回100人（応募者多数の場合は抽選）
申込方法：ハガキに希望日時（1公演のみ）、参加人数（2人まで）と代表者の
　　　　　「〒、住所、氏名、電話番号、年齢」を明記してお送りください。
申込期限：6月23日（月）消印有効　※当選者のみ通知
申 込 先：〒810-8799　日本郵便㈱福岡中央郵便局留「市民半額会」宛て
問い合わせ先：市民半額会事務局（日本演劇興行協会）TEL 092-751-8258

出 演 者：平野 綾・花總 まり（Ｗキャスト）、涼風 真世ほか

イメージ画像

博多座８月公演 ミュージカル「レディ・ベス」公演が半額で観劇できます。
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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

●受付先：生涯学習センター電話・窓口（先着順）短 期 講 座6月11日（水）9：00
受付開始

●パソコンの基本ソフト：ウィンドウズ7 Office2010　
●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6月2日（月）9：00
受付開始

男性のためのセルフケア お手当て法と自然料理

定期講座ピックアップ

託児

託児

エクセル活用ワード入門エクセル活用（夜）

日　程：7月7日（月）～8月11日（月）
　　　　までの月曜日　全6回
時　間：10:00～12:00
　　　　※自習時間9:00～
受講料：9,600円
教材費：800円
対　象：文字入力できる方
講　師：有尾 美穂子

日　程：7月3日（木）～8月7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：エクセルの操作経験がある方
講　師：竹中 ひとみ

基本的な表や関数をおさらいし、
さらに様々な関数（ I F 関 数・
VLOOKUP関数・HLOOKUP関
数・COUNTIF関数・SUMIF関
数）とデータベースやテーブル機能、
複合グラフ作成を学びます。

日　程：第2・4土曜日　　　時　間：10:00～11:30
講　師：相良 智津子

日　程：第3火曜日　　　時　間：10:00～13:00
講　師：川田 幸子

男性限定で、のびのびと身体を動か
してリフレッシュしませんか。
簡単でゆっくりした動きで心身とも
に整えていきます。
深いところまでほぐれますよ。

お手当て法では身近な食材を使って
身体を癒す方法を学びます。
調理実習では季節の食材を美味しく
食し、体の免疫力をアップさせる方法
を学びます。

基本的な表や関数をおさらいし、
さらに様々な関数（ I F 関数・
VLOOKUP関数・HLOOKUP関
数・COUNTIF関数・SUMIF関数）
とデータベースやテーブル機能、
複合グラフ作成を学びます。

基本操作をじっくり学びます。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、文書の作成をします。

日　程：7月18日（金）～8月29日
　　　　（金）までの金曜日　全6回
時　間：14:00～16:00
　　　　※自習時間16:00～
受講料：9,600円
教材費：800円
対　象：エクセルの操作経験がある方
講　師：岡部 充子

日　程：7月11日（金）　　時　間：10:00～11:30
定　員：18名（先着順）　
受講料：1,000円
講　師：平山 久美子（ヨガインストラクター）

妊婦さんでも無理なくできる運動です。
ゆっくりと自分の身体と心に向き合うヨガは、
妊娠期に特有の腰痛やむくみ、ストレスの
解消に効果があり、胎児にも良い影響が与え
られますよ。

託児

マタニティヨガ

日　程：7月23日（水）
時　間：19:00～21:30
定　員：16名（先着順）
受講料：1,000円
講　師：下川 智子
　　　（前結び着付け教室講師・高等師範）

今年の夏は、ご自分でゆかたを着てみませんか？
講師が着方を実演したあと、着付けと基本の
帯結び、アレンジにも挑戦していきます。

ゆかた着付け

無料体験できます！6月は、14日・28日（土）です。 随時申込受付中です！お気軽にお問い合わせください。
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男女平等推進センター
アスカーラ

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

大野城市男女共生講座
毎年大好評のお楽しみ講座が7月からスタートしま
す。多彩な講師による講演、館外研修など、様々な分
野における学びを深める講座です。皆さんの好奇心と
探求心を刺激します。

：10:00～12:00（第3回は～15：30）
：100名（第1回は180名）
：無料（館外研修のみ別途）
：多目的ホール（1階）
　※第4回は小ホール（2階）
：6月2日（月）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、「男女共生講座」
係までお申し込みください。（第3回の申し込みは
第1回終了後に行います）

時 　 間
定 　 員
受 講 料
会 　 場

申込方法

日にち回 テーマ・講師

託児

あなたとわたしのための元気塾
（全5回）

弁護士による臨時無料電話相談
女性の権利110番

スキルアップのための簿記講座
（日商簿記3級）

託児

期　間：8月8日（金）～11月7日（金）（全28回）
時　間：9:30～12:00
講　師：高島 喜代美（福岡地区職業訓練会講師）
受講料：17,000円（テキスト代・資料代含む）

※大野城市内在住・在勤で、生活保護・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。託
児料も無料です。詳しくは男女平等推進センターへお問
い合わせください。

会　場：3階会議室

日　時：6月７日（土）10:00～12:00
講　師：宮地 歌織（佐賀大学男女共同参画推進室特任助教）

定　　員：40名　　　
受 講 料：無料　　　
会　　場：303会議室（3階）
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、「元気塾」
係までお申し込みください。

日　時：6月25日（水）10:00～16:00
当日相談電話　092-586-4032
主　催：福岡県弁護士会・日本弁護士連合会
共　催：大野城まどかぴあ男女平等推進センター

申込方法：6月16日（月）9:00より電話・FAX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
を記入のうえ「簿記3級」係まで7月15日（火）までに
お申し込みください。

申 込 先：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

主　催：筑紫地区商工会職業訓練会
共　催：大野城まどかぴあ男女平等推進センター

結婚・育児などの理由で退職し再就職をめざす方や、
ビジネススキルを身につけて再就職や転職に活かし
たい方のための講座です。
経理事務に必要な会計知識を身につけましょう。

女性に対する暴力や離婚に関する諸問題、職場における差別
など、女性の権利一般に関する無料電話相談を実施します。
これらの問題に詳しい弁護士が適切なアドバイスを行いま
す。お気軽にご相談ください。

〈第1回〉日本は「男女共同参画・後進国」！
～世界105/136位からの脱却に
向けて、海外から学ぶコト～

世界経済フォーラムが発表している
「ジェンダーギャップ指数」の順位が毎
年後退している日本。今足りないこと
は何なのか？海外事情などを踏まえて
のお話しです。

日　時：7月5日（土）10:00～12:00
講　師：池田 郷（西日本新聞社 編集局社会部記者）

〈第2回〉防災・災害の現場から　
　　　活躍する新しい力
災害の現場を取材した新聞記者の
「目」からみた現状は？地域で「がんば
る」住民の取り組みについてもお話し
いただきます。

万事OK　ライブ！
伊藤 比呂美（詩人）

知っておきたい！私たちの暮らしと消費税
芥川 義清（福岡財務支局財務主幹）

館外研修（マイクロバス使用）北九州市方面

いい大人も楽しむ絵本のコンサート
松田 ゆう子、梯 美砂子
（“絵本を聴こう～朗読と音楽～”クオリアの会）

もっと知りたい高血圧と心房細動 ～医療を支える女性医師～
樗木 晶子（九州大学大学院医学研究院保健学部門教授）

7月15日（火）

8月5日（火）

①9月16日（火）
②9月18日（木）

10月9日（木）

11月18日（火）

１

２

３

４

５

託児

ちしゃき
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10:30～11:30

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/

雨が降って外で遊べないときは、
図書館へ遊びに来ませんか？たく
さんの本や楽しいお話が皆さんを
待っていますよ。

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　6月7日・21日
小学生以上対象　6月14日・28日

6月3日・17日
6月10日・24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へや

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！）

～広告協賛欄～

6月の巡回

～ご存知ですか？～
移動図書館車『わくわく号』

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

巡町公園
（川久保2丁目）

栄町公民館

つつじヶ丘
公民館

南ヶ丘1区
公民館

小田浦公園
（月の浦4丁目）

乙金台公民館

釜蓋公民館

石坂公園
（月の浦幼稚園横）

畑詰公民館

山田公民館

上大利公民館

若草ふれあい公園
（若草2丁目）

老松神社
（下大利公民館前）

乙金東公民館

東コミュニティ
センター

中央コミュニティ
センター

仲島公民館

下大利団地
公民館

牛頸公民館

大野3号公園
（東大利公民館横）

平野台公民館

北コミュニティ
センター

2日
16日
30日

9日
23日

3日
17日

10日
24日

5日
19日

12日
26日

6日
20日

13日
27日

月

火

木

金

「わくわく号」は、約3,700冊を載せて、市内24カ
所のステーションを巡回している移動図書館車
です。
・図書館の利用者カードで本を借りることができます
・現住所を確認できる証明書類（免許証・保険証・住所と
生年月日を裏面に記入した学校の名札など）があれ
ば、利用者カードを発行できます
・わくわく号にない本もリクエストできます（ただし
CD・コミックスはわくわく号での貸出不可）

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。

★地域貸出文庫図書交換のお知らせ★
6月11日（水）および6月25日（水）は、地域貸
出文庫の図書交換のため、まどかぴあ図書館は
休館します。

話題の本や好きな作家の本、「こんな本を持って
きて欲しい」など、お気軽にご要望ください。

ボランティア研修会[経験者コース] 要申込
語りの実践講座

図書館・学校などで子どもと本にかかわるボランティア
をしている方のための講座です。語り（ストーリーテリン
グ）のスキルアップを図りたい方、ぜひご参加ください。
講師：徳永 明子
　　　（きりん文庫かすが主宰・福岡女学院天神サテライト講師）
　　　佐藤 佳子
　　　（春日おはなしはらっぱ・エルマー語りの会所属）
時間：10:00～12:00
対象：語り（ストーリーテリング）経験者で、３回全てに出席できる方

第１回
第２回
第３回

７月９日（水）
１１月１２日（水）
平成２７年２月２５日（水）

３０６会議室
（３階）

語りの実践

日程 会場 内容



6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。
5月13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「ダイアナ」
●施設利用料1枚300円／6枚綴り1,500円　●①10:00～②14:00～③19:00～

6/21
（土）

6/25
（水）

6/14
（土）

心に響く写真展　写真家・野田 栄太朗の人物写真を展示
●場所：文化ふれあい館（TEL 928-0800）※毎週月曜休館（祝日の場合翌日）
●入場無料 ●9:00～17:00（最終日は16:00まで）

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
6月4日（水）、18日（水）

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
～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（祝日の場合翌日）
●入場無料 ●9:00～17:00

筑紫野市文化会館 開館30周年記念公演
徳永玲子とビジョンズが贈る～絵本と音の玉手箱～VOL.2
●高校生以上500円／3歳～中学生300円／2歳以下無料　
●①11:00～②14:00～

6/15
（日）

筑紫野市文化会館 開館30周年特別記念公演
スローライフ～まつり筑紫野 星あそび～
●12日【前夜祭13:00～20:00】
　　　 エアードーム式プラネタリウム★夕方ミュージック、ランタンづくり
●13日【本祭10:00～15:30】
　　　 舞台発表や体験コーナー、バザーなど全館あげてのお祭り！

7/12（土）
13（日）

6/15（日）
～29（日）

レトロインストおやじバンド　FORしゃんどふるーるコンサート
●場所：文化ふれあい館（TEL 928-0800）
●入場無料 ●14:00～15:00

笑門来福ふれあい寄席　落語教育委員会 春日編
柳家喜多八・三遊亭歌武蔵・柳家喬太郎 三人会
●一般2,000円／高校生以下1,000円　●15:30～

7/12
（土）

ふれあい音楽セミナー第３回　「５拍子の抒情」
●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

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。

■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/

6月のチケット情報・募集申込情報

3（火）・17（火） P7

5（木）

おひざでだっこ ぴよぴよのへや
（0歳児対象）

6（金）～7/11（金）

7（土）

エクセル入門

初夏の茶懐石

5月号
掲載

5月号
掲載

あなたとわたしのための元気塾（第1回）

続・デジカメ写真の取り込みと保存、活用 5月号
掲載

5月号
掲載

5月号
掲載

5月号
掲載

5月号
掲載

4月号
掲載

7（土）・14（土）

7（土）・21（土）

14（土）

わくわくおはなし会（幼児対象） P7

わくわくおはなし会（小学生以上対象） P7

10（火）・24（火）

13（金）

おひざでだっこ よちよちのへや
（1～2歳児対象）

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～

P7

P4シネマランド「大統領の料理人」　

UVレジンで作るネックレス

14（土）・28(土）

21(土）

26（木） ティータイムコンサートVol.213

パパの楽々育児塾

3月号
掲載

私たちのワクワクが明日をつくる（第2回）

弁護士による臨時無料電話相談
女性の権利110番

P4

25（水） P6

毎週金・土曜日 パパ・ママのための読書タイム

ページイベント日付

2（月）

9（月）

受付開始

友の会チケット発売

受付開始

友の会チケット発売

一般チケット発売

受付開始

P3

パソコン講座 P5

公共ホール演劇ネットワーク事業
こどもとおとなのためのお芝居
「暗いところからやってくる」

一般チケット発売
P3

公共ホール演劇ネットワーク事業
こどもとおとなのためのお芝居
「暗いところからやってくる」

11（水）

17（火）

23（月）

短期講座 P5

P4ティータイム・スペシャルコンサートVol.1

受付開始
こどものくに 紙のどうぶつえん夏休み教室 P2

24（火） ティータイム・スペシャルコンサートVol.1 P4

大野城市男女共生講座 P6

ページイベント日付
井上  悟

林田 スマ佐田 玲子白鳥 英美子（トワ・エ・モワ）山田 パンダ（かぐや姫）

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。

陸上自衛隊第4音楽隊　ふれあいコンサート
●入場無料　※要入場整理券　●14:00～

6/15
（日）

ご存知！ど素人田舎芝居！劇団『やまもも』第27回定期公演
●1,000円　●14:00～

6/22
（日）

ミリカ文化講演　五木 寛之講演会
●1,800円　●14:30～

7/6
（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

交通アクセス

託児

託児

託児

託児

託児

託児

託児

託児

図書

図書

図書

図書

図書

生涯

生涯

生涯

生涯

生涯

生涯

生涯

男女

男女

男女

男女

男女

男女

文芸

文芸

文芸

文芸

文芸

文芸
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