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・第17回男女平等推進センターフェスティバル　チケット発売中！
・ティータイム・スペシャルコンサートVol.1
・短期講座＆パソコン講座　受講生募集！
・紙のどうぶつえん 開園します！ P7

P2

P5
P3

【日時】8月23日（土）
　　　　13時30分開演／13時開場

【会場】大ホール　全席自由

「天才」と称される若き津軽三味線奏者！

浅野 祥（津軽三味線奏者）
「天才」と称される若き津軽三味線奏者！

浅野 祥（津軽三味線奏者）

漫画「だめんず・うぉ～か～」で大ブレイク！

倉田 真由美（漫画家）
漫画「だめんず・うぉ～か～」で大ブレイク！

倉田 真由美（漫画家）
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～つどい ふれあい はばたく～

輪 舞

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
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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。

撮影：田中 亜紀

深夜放送同窓会Part4
～わたしのメモリー～

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：228-007）
ローソンチケット（Lコード：85321）
劇ナビ（http://gekinavi.jp/）

託児友の会

先・割
車イス

白鳥 英美子
（トワ・エ・モワ）

佐田 玲子山田 パンダ
（かぐや姫）

パーソナリティ

林田 スマ井上 悟

料金：前売2,000円（当日2,500円）

【時間】18:00開演/17:30開場
【会場】大ホール（1階）　全席指定

ラジオの深夜放送が全盛期だった頃に流れていた懐かしいフォー
クソングを、福岡の深夜放送で活躍していた井上 悟と林田 スマ
の進行でお送りします。当時の懐かしい思い出話と音楽に包まれ
ながら、“青春時代”を思い出してみませんか？

7月19日
（土）
MUSIC

8月23日
（土）

【時間】13:30開演/13:00開場
【会場】大ホール（１階） 全席自由
料金：前売1,000円（当日1,300円）

チケット取扱い
チケット発売日

友の会　発売中 　　　　　　 
一　般　7月1日（火）10:00～

託児友の会

先行
車イス

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

夏のRondo  ～共生の輝き～

まどかぴあ総合案内
※男女平等推進センター窓口・電話にて予
約および問い合わせを受け付けます。

バザー出店団体・グループ募集中！   
バザーに出店される市内で活動するグループ・団体を募集しています。
※申込受付期間　7/1（火）～7/18（金）。詳しくはお問い合わせください。

男女平等推進センターフェスティバルは一般公募による実行委員会が企画・運営しています。

天才と称される若き津軽
三味線奏者の圧倒的な演
奏力！伝統をつなぐ魂を
込めたステージをお楽し
みください。

漫画「だめんず・うぉ～か～」がブレイク
し、エッセイなどの執筆活動のほか、テ
レビ・ラジオなど多方面で活躍中の倉田 
真由美さんをお迎えします。
子育てをしながら、自分らしく働き、力強
く生きるヒントをお伝えします。

毎年、男女平等推進センターの開館を記念
して行われているフェスティバル。今年の出
演者はパワフルです！伝統を受け継いでいく
ことの大切さ、そしてそれを自分なりに変え
ていく勇気。自
分らしくありの
ままに未来に向
かって一歩を踏
み出してみませ
んか。 実行委員会の皆さん実行委員会の皆さん実行委員会の皆さん

第1部　津軽三味線 「伝承と挑戦」 第2部　講演＆ミニトーク 「自分らしく ありのままで」

浅野 祥
（津軽三味線）

中西 久美
（フルート）

國友 章太郎
（ピアノ）

第9回大野城まどかぴあ版画ビエンナーレ 作 品 募 集

事前エントリー期間
作品搬入

8月1日（金）～8月29日（金）必着
9月6日（土）・9月7日（日）

第8回大賞作品『遊離』
奥島 麻子

まもなく事前エントリー開始！
出品には必ず事前エントリー期間内に、
出品申込書の提出が必要です。

※詳しい申し込み方法、応募規定等はまどかぴあ館内等に設置の応募要項またはホームページをご覧ください。

「深夜放送通り」

【開店時間】14:00～17:30
【会場】ギャラリーモール（1階）

特産品の販売や喫茶など楽し
いコーナーがいっぱい！
少し早めにお出かけください。

同時
開催

アーティスト

輪 舞

講　 師：倉田 真由美（漫画家）

ミニトーク：倉田 真由美、浅野 祥
聞  き  手：林田 スマ（大野城まどかぴあ館長）
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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開演/10：00開場
【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 亜紀撮影：田中 亜紀撮影：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

  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

まもなく開催！ここでしか聞けな
い貴重なトーク、K-BALLET 
SCHOOLの生徒によるパフォー
マンスも見応え充分。熊川 哲也
の情熱あふれる“バレエの世界”
を、まどかぴあ大ホールでご体感
ください！

車イス

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：436-287）
ローソンチケット（Lコード：85593）
劇ナビ（http://gekinavi.jp/）

お芝居の体験をしてみたり、作品の見どころや
より楽しむためのヒントを探してみよう！
日　時：8月10日（日）11:00～12:00、終演後
対　象：小学校1年生～6年生　
参加費：無料
　　　　（要8月10日鑑賞券購入/事前申込）

7月6日
（日）
TALK

8月30日
（土）
MUSIC

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

【時間】14:00開演/13:30開場
【会場】小ホール（2階）　全席自由
料金：500円（当日同料金）※未就学児入場不可

※未就学児入場不可まどかぴあ
総合案内チケット取扱いチケット発売中

まどかぴあ総合案内
ローソンチケット（Ｌコード：85981）チケット取扱いチケット発売中

実行委員会の皆さん

観劇前ワークショップ開催！

チェンバロって？
ピアノよりも古くから演奏されている
鍵盤楽器「チェンバロ」。弦を弾きなが
ら奏でる音色は優しくも不思議な音。
チェンバロの魅力を弦楽四重奏とあ
わせてお楽しみください。

《出演》
村上 暁美（チェンバロ）、響ホール室内合奏団（弦楽四重奏） 託児友の会

先行

イメージ図

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

ティータイム・スペシャルコンサートVol.1
～華麗なるバロック音楽・
　　　　チェンバロの旋律～

©言美歩

ティータイム・スペシャルコンサートとは…
「こんな音楽が聴いてみたい」「もっと音楽を楽
しみたい」というお客様のために、ひと味違った
音楽を楽しめる豪華なコンサートです！
今回はヨーロッパ17・18世紀に演奏されていた
「チェンバロ」がまどかぴあに登場です！

「ぼくの隣に何かがいる―――」
主人公《輝夫》は、少し怖がりな中学生。
亡くなった祖母の家に住むことになった
が、輝夫はどことなく薄暗い祖母の家が
怖かった。そんな輝夫の部屋をのぞき見
しているような客席で、子どもから大人
まで、不思議でちょっと懐かしい夏休み
最後の三日間のおはなしをお楽しみくだ
さい。

参加者募集

《演奏曲目》（予定）
♪カノン/パッヘルベル作曲 ♪Ｇ線上のアリア/バッハ作曲 他

※当日券の販売はございません。

完売御礼！
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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、株式会社駿河コーポレーション

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

監督：クリス・ルノー、ピエール・コフィン
声の出演：笑福亭 鶴瓶、中島 美嘉、中井 貴一ほか

今度は“正義”でだまします。
悲しい過去を背負い、サギ師になったタケ（阿部寛）と、成
り行きで相棒となった新米サギ師テツ（村上ショージ）。そ
んな2人の元に、美人姉妹（石原さとみ、能年玲奈）と1人
のノッポ（小柳友）が転がり込む。3人もまた不幸な生い立
ちを背負っていた。こうして、ひとつ屋根の下に集まった5
人だったが、タケが過去に起こした事件によって、人生を
かけた一世一代の大勝負に挑まざるを得なくなっていく。

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

「月泥棒」の一件以来、孤児3姉妹のパパとなった怪盗グルー
は、悪党稼業から足を洗い、平穏に暮らしていた。そんなある
日、グルーの仲間でバナナが大好物の黄色い不思議な生物
“ミニオン”たちが何者かに誘拐されてしまう。グルーは娘た
ちと捜査官ルーシーとともに“ミニオン”救出の冒険にでる!

キッズシネマについて…
◆キッズシネマは3歳からご入場できます。
◆施設利用券は年齢に関わらず、お一人様1枚必要です。
◆最終回のみ、通常の開始時間と異なります。

8月2日
（土）
CINEMA

【時間】①10:00～11:38
②14:00～15:38
③17:00～18:38
（各回30分前開場）

「怪盗グルーのミニオン危機一発」
2013年/アメリカ/98分　【吹替版/2D】

MUSIC

こどものくに 参加事業

vol.214 7月24日
（木）

夏休みにおくる子ども向けティータイム
コンサート！子どもも大人も楽しめる楽
曲を、ハープとフルートの可愛らしく優し
い音色にのせてお届けいたします♪

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：Ensemble Organisation アオイノオト
上村 育代（ハープ）
森山 仁美（フルート） 「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

上村 育代 森山 仁美

こどものくに 参加事業 ～夏休みの思い出作りをしませんか？～

大野城なんでもランキング
記録
大募集!!

なんでもランキングとは…
大野城市にある素晴らしい宝物を発掘し、
「にぎわい」と「きずな」を生み出すことで、
市民を元気にする大野城市版ギネス記録のこと。

おおの大文字大鼓を
はじめ、今年もたくさ
んの仲間が集まり勇壮
な和太鼓の演奏をお
届けします。みなさま
お誘い合わせのうえぜ
ひご来場ください。

大文字大鼓とその仲間たち
ジョイントコンサート2014

7月27日
（日）
MUSIC

【時間】13:00開演/12:30開場
【会場】大ホール（1階） 全席自由
料金：500円（当日同料金）※未就学児無料

車イス

大文字大鼓

※昨年の公演

MUSIC

「大野城なんでもランキング」では、市民や市内の
企業活動で生まれた記録を募集中です。

今年も「紙ひこーき大会」を開催し
ます。参加は無料！子どもから大人
までふるってご参加ください！

こどものくに 参加事業
「紙ひこーき大会」

日時：7月22日（火）
　　　①13:00～
　　　②15:00～
　　　※各回30分前
　　　　より受付開始
会場：大ホール（1階）
　　　参加無料

※「なんでもランキング」および「紙ひこーき大会」の詳細については
　チラシ・ホームページ等をご覧ください。

まどかぴあ総合案内
大文字大鼓団員

チケット
取扱い

チケット発売中

こどものくに 参加事業

ティータイムコンサート

キッズシネマ

【時間】12:10～12:50
【会場】ギャラリーモール（1階）
　　　 入場無料
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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7月9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7月1日（火）9：00
受付開始

託児

エクセル入門
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
べます。

日　程：8月18日・25日、9月1日・8日・22日・29日（月）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25日（金）
時　間：10:00～12:00
定　員：16名（先着順）
受講料：800円
材料費：500円～700円
対　象：小学生 
講　師：猪本 眞樹子（ソープ＆フルーツカービング講師）

石鹸や粘土を使ってかわいいオブジェを作ってみませんか。
2作品の中から、好きなものを選んで作れます。

託児

石鹸でかわいいオブジェを作ろう！

日　程：7月29日（火）
時　間：10:00～12:00
定　員：20名（先着順）
受講料：800円　　　
材料費：50円
対　象：小学生以上 
講　師：有尾 美穂子（パソコン講座講師）

パソコンを使ってオリジナルシールを作りましょう。
自分の好きなイラストを選んで作ることができますよ。

パソコンでオリジナルシールを作ろう！ 

日　程：7月30日（水）
時　間：10:00～12:00
定　員：16名（先着順）
受講料：800円　　材料費：800円
対　象：小学生
講　師：川野 正（画家）

小さなかわいいキャンバスにお絵かきしてみませんか。
いつもと違ったお絵かきで、楽しい時間を過ごしましょう。

小さなキャンバスに描くお絵かき

日　程：8月8日（金）
時　間：10:00～12:00
定　員：16名（先着順）
受講料：800円
材料費：500円
対　象：小学3年生以上
　　　  （保護者同伴の場合は幼稚園児以上）
講　師：大久保 貴代子（クレイアート講師）

写真立てか宝箱に、クリームを絞って、フルーツや
クッキー、ビーズなどを飾ってデコレーションします。
夏休みの思い出に!!

スイーツデコ

日　程：8月23日（土）
時　間：10:30～13:30
定　員：12組（先着順）
受講料：1,000円/組
材料費：1,000円/組
対　象：小学生と保護者（男性）2人1組
講　師：窪 祐子（お料理・お菓子研究家）

お子さんと一緒に楽しくお料理してみませんか？お料
理が苦手な男性やお子さんでも簡単に作れるように
お教えします。
＜メニュー＞　
ハンバーガー、メロンパン、メロンクリームソーダ

パパとクッキング

こどものくに 参加事業 ～夏休みの思い出作りをしませんか？～こどものくに 参加事業 ～夏休みの思い出作りをしませんか？～こどものくに 参加事業 ～夏休みの思い出作りをしませんか？～

※作品例
※作品例

※作品例

※作品例

※調理例

お申し込み受付は7月9日（水）9：00より行います。
1回のお電話で複数のお申し込みはご遠慮ください。
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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

あなたとわたしのための元気塾（全5回）

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2級講座

託児

期　間：9月9日（火）～11月25日（火）までの火曜日
　　　　全11回
時　間：18:30～21:00
講　師：佐々木 智子（カラーアナリスト）
会　場：306会議室（3階）
受講料：27,000円（テキスト代・資料代含む）

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。

申込方法：8月1日（金）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「カラーコーディネーター2級」係まで
8月22日（金）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

結婚・育児などの理由で退職し再就職をめざす
方や仕事能力のスキルアップをして再就職や
転職を有利にしたい方のための講座です。

日　時：8月2日（土）10:00～12:00
講　師：原 健一（佐賀県DV総合対策センター 所長）

〈第3回〉DVをなくすために
　　　私たちができること
DVによる事件が後を絶たず、また自分で
も気付かないうちにDV被害者、加害者に
なっていることもあります。DVをなくす
ために私たちにできることとは？「DVを
知る」ことから、「これからは何ができる
か」について考える講座です。

日　時：9月6日（土）10:00～12:00
講　師：阪井 俊文（九州女子大学 非常勤講師）

〈第4回〉メディアが男女の付き合い方に
　　　及ぼす影響とは
メディアが発信する情報は、私たちの生
活に大きな影響を与えています。日頃、ど
のように情報と関わっているかによって、
男女の付き合い方も変わるようです。
「人やメディアとどうすれば上手く付き合
えるか？」一緒に考えてみませんか。

こどものくに 参加事業こどものくに 参加事業

講座の案内に託児マークがある講座・イベントに参加され
る場合は、託児をご利用いただけます。まどかぴあ2階にあ
る託児ルームで、託児サポーター養成講座を受講した託児
サポーター“ママ・ポケット”がお子様
を大切にお預かりします。

会　場：多目的ホール（1階）
定　員：親子40組（先着順・定員になり次第締め切ります）
参加料：無料
申込方法：7月1日（火）10：00より電話・FAX・総合案内および

ホームページにて受付開始

現在託児を利用している親子、これから託児を利用してま
どかぴあのイベントや講座に参加してみたいと思っている
親子大集合！サポーターと遊び、おしゃべりして、託児のこと
をもっとよく知ってください。
笑顔いっぱいの時間をすごしましょう！

こどものくに 参加事業
親子と託児サポーターとの交流会

まどかぴあ託児のご案内

託児

７月29日（火）10:00～11:30
紙人形劇「桃太郎」
工作「牛乳パックで何ができるかな？」
親子遊び
おやつの試食など
まどかぴあの託児を利用して
いる、または託児のことを知り
たい親子
※子どもは就学前まで

日　時；
内　容：

対　象：

対象年齢：満1歳～小学校就学前
料　　金：お子様1人1回につき600円

＜託児利用の手順＞
①事前のお申し込みが必要です。「託児申込書（※1）」にご記入のう
え、ご利用日の1週間前までに各イベント・講座担当へ提出してく
ださい。
②ご利用日当日、お子様を託児ルームに預けるときに「託児利用
券（※2）」をお渡しください。
※1「託児申込書」はまどかぴあの各窓口に設置しています。
　　また、ホームページからダウンロードすることもできます。
※2「託児利用券」は各窓口で販売しています。

☆ご注意ください☆
・お子様の体調のすぐれない場合は、事故防止・他のお子様の
感染防止のため、お預かりできないことがあります。
・お子様の人数に合わせて託児サポーターの人数を決めてい
ます。お申し込み後のキャンセルは必ずご連絡ください。

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
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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/

こどものくに 参加事業こどものくに 参加事業こどものくに 参加事業こどものくに 参加事業こどものくに 参加事業こどものくに 参加事業

時　　間：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：図書館窓口もしくは
　　　　　電話にて受付中
対　　象：5歳以上
講　　師：津田 三朗
　　　　 （造形作家・彫刻家）

紙のどうぶつえん 夏休み教室
（参加無料・要申込）

7月20日
（日）

第36回親子読書会
～親子で心ゆたかな時間をすごそう～
（参加無料・要申込）

7月25日
（金）

時　　間：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

ダンボールでどうぶつをつくろう
（参加無料・申込不要）

7月21日（月・祝）
～23日(水）

時　　間：9:15～12:00
申込方法：7月1日（火）10:00より図書館窓口もしくは電話

にて受付開始

暑い夏の夜、ちょっぴりこわいおはなしを聞きに来ませんか？
いつもとちがうスペシャルな夜のおはなし会。ご家族おそろい
でどうぞ。
時　　間：19:00～20:00
場　　所：303会議室（3階）
対　　象：小学生から大人まで（未就学児入場不可）

※当日は19：00開始となりますので、小学生につ
いては保護者同伴または会場までの送迎を原
則とします。

わくわくおはなし会
夏休みスペシャル「夜ばなし」
（参加無料・申込不要）

7月26日
（土）

定員内容（部門） 場所

※子どもだけでの参加はできません。 
共催：大野城市地域貸出文庫連絡協議会

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

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

石坂公園
（月の浦幼稚園横）

釜蓋公民館

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

中央コミュニティ
センター

東コミュニティ
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

7日

14日
28日

　1日
15日
29日

8日
22日

3日
17日
31日

10日
24日

4日
18日

11日
25日

月

火

木

金

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。

おはなし会・ロケット作り 全2回
（各回35組）多目的ホール（1階）

世界に1冊の自分の本を作ろう・
ぶんぶんごま作り 20組 301会議室（3階）

幸せを呼ぶふくろう・
ぶんぶんごま作り 35組 303会議室（3階）

楽しい水族館 15組 304会議室（3階）

ダンボールでいろいろな動物を作ってみよう♪作った
動物たちをまどかぴあに飾って、“まどかぴあ 紙のどう
ぶつえん”の開園です！

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　7月5日・19日
小学生以上対象　7月12日

7月1日・15日
7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！）
（※10：00～整理券配付。定員30組）

南コミュニティセンター

まどかぴあ図書館で借
りた本を、図書館以外で
返却できる場所として、
南コミュニティセンター
に返却ポストを設置しま
した。どうぞご利用くだ
さい。
※CD、他の図書館の本は返
却できません。ご了承くだ
さい。

 試行 南コミュニティセンターに
返却ポストを設置しました

大野城市南ヶ丘5丁目9番1



7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。
6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）

中西 和久 コンサートドラマ「ピアノのはなし」
●一般2,500円／高校生以下1,200円　●14:00～

8/30
（土）

8/23
（土）

7/19（土）
～9/28（日）

いきいき情報センターでは、親子（小学生）で体験できる「夏休み講座」を企
画しています。思い出と作品づくりに参加しませんか？
講座内容や日時、受講料など詳細はお問い合わせください。
●場所：いきいき情報センター(TEL 928-5000)

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　7月2日（水）、16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。

7/3（木）
～6（日）

七夕飾り
●場所：文化ふれあい館（TEL 928-0800）
●入場無料 ●9:00～17:00（最終日は15:30まで）

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】スタードーム★星を探してみよう
　　　 ランタンづくり、エアードーム式プラネタリウム（要電話申し込み）
●13日【本祭10:00～15:30】
　　　 舞台発表や体験WS、バザーなど全館あげてのお祭り！

7/12（土）
13（日）

筑紫野市文化会館 開館30周年特別記念公演
TAO YELLOW SPECIAL LIVE 2014 
―タオ イエロー スペシャルライブ―
●指定席 一般4,000円／指定席 小学生～高校生2,000円
●自由席3,000円　●15:30～

8/3
（日）

夏休み講座
受講生募集！

パネル展示　「太宰府市民遺産展」
●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

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）

音楽の玉手箱ガラコンサート
●出演：岩崎 大輔、山崎 箜山、小野 弥生、広沢 薫、
　　　　は～とけあQuartet
●一般1,500円／高校生以下1,000円　●14:00～

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/

7月のチケット情報・募集申込情報

1（火）・15（火） おひざでだっこ ぴよぴよのへや（0歳児対象）

3（木） 読み聞かせボランティア入門講座（第3回）

P7

P7

P7

P4

P7

P2

P7

P7

P4

P4

P7

P5

P7

P4

P6

P5

P5

P3

3（木）～8/7（木） エクセル活用（夜） 6月号
掲載

5（土）
あなたとわたしのための元気塾（第2回） 6月号

掲載

パパの楽々育児塾（第2回） 5月号
掲載

5月号
掲載

5（土）・19（土） わくわくおはなし会（幼児対象）

6（日） 熊川 哲也と“バレエの世界”

7（月）～8/11（月）

おひざでだっこ よちよちのへや　
（1～2歳児対象）

6月号
掲載

8（火）・22（火）

ワード入門

11（金） マタニティヨガ 6月号
掲載

10（木） 読み聞かせボランティア入門講座（第4回） 5月号
掲載

9（水） ボランティア研修会 語りの実践講座（第1回） 6月号
掲載

12（土）
シネマランド「カラスの親指」

P3おとなの楽校　2時間目：社会

私たちのワクワクが明日をつくる（第3回）

わくわくおはなし会（小学生以上対象）

15（火） 大野城市男女共生講座（第1回） 6月号
掲載

3月号
掲載

18（金）～8/29（金） エクセル活用 6月号
掲載

19（土） 深夜放送同窓会Part4

20（日） 紙のどうぶつえん夏休み教室

21（月・祝）～23（水） ダンボールでどうぶつをつくろう

22（火） 大野城なんでもランキング　紙ひこーき大会

23（水） ゆかた着付け

石鹸でかわいいオブジェを作ろう！

6月号
掲載

24（木） ティータイムコンサートVol.214

25（金）
第36回親子読書会

26（土）
パパの楽々育児塾（第3回）

パソコンでオリジナルシールを作ろう！

小さなキャンバスに描くお絵かき

5月号
掲載

わくわくおはなし会夏休みスペシャル
「夜ばなし」
大文字大鼓とその仲間たち
ジョイントコンサート2014

こどものくに参加事業
親子と託児サポーターとの交流会

27（日）

29（火）

毎週金・土曜日

30（水）

パパ・ママのための読書タイム 4月号
掲載

ページイベント日付

受付開始9（水） 短期講座 P5

受付開始第36回親子読書会 P7

受付開始
1（火）

パソコン講座 P5

受付開始こどものくに参加事業
親子と託児サポーターとの交流会 P6

一般チケット発売
男女平等推進センターフェスティバル P2

ページイベント日付

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。

ミリカシアター夏休みこども映画まつり　「プレーンズ」（ディズニー映画）
●施設利用料300円　●①10:00～②13:00～③16:00～

7/21
（月・祝）

上方落語福岡県人隊　ミリカローデン那珂川寄席
●1,500円　●18:30～

8/6
（水）

ミリカシアター夏休みこども映画まつり
「映画プリキュアオールスターズ　NewStage3永遠のともだち」
●500円　●①10:00～②13:00～③16:00～

8/10
（日）
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