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・“かるたGAかたる男女共同参画”読み札募集！
・第9回大野城まどかぴあ版画ビエンナーレ事前申し込み開始
・短期講座＆パソコン講座　受講生募集！
・第19回まどかぴあ読書感想画コンクール作品募集
・大野城まどかぴあ 臨時職員登録受付中!!
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定期講座（6ヵ月間）
受講生募集！

ヵ月間）
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10月開講
NEW!

NEW!

NEW!

エジプシャン・ベリーダンスエジプシャン・ベリーダンスエジプシャン・ベリーダンス

スタイルアップ・ピラティススタイルアップ・ピラティススタイルアップ・ピラティス

大人のクラシックバレエ大人のクラシックバレエ大人のクラシックバレエ
お手当て法と自然料理お手当て法と自然料理お手当て法と自然料理

はじめてのフラワーアレンジメントはじめてのフラワーアレンジメントはじめてのフラワーアレンジメント

茶道（裏千家）茶道（裏千家）茶道（裏千家）

はじめてのカルトナージュはじめてのカルトナージュはじめてのカルトナージュ ボディワーク
～男性のための体操～

ボディワーク
～男性のための体操～

ボディワーク
～男性のための体操～
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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

8月30日
（土）
MUSIC

【時間】①14:00開演/13:30開場※完売いたしました。
　　　②18:00開演/17:30開場　追加公演決定！
【会場】小ホール（2階）　全席自由
料金：一般500円（当日同料金）※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：85981）

チケット取扱いチケット発売中

《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）

《演奏予定曲目》
♪カノン（パッヘルベル）
♪Ｇ線上のアリア（バッハ） ほか

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

 追加公演開催決定!!　
好評につき、追加公演が決定いたしました！同日の18時開演です。
詳しくはチラシ、ホームページをご覧ください。

10月開講　定期講座（6ヵ月間）　受講生募集スタート！

申込期限
申込方法

注意事項

：8月19日（火）必着
：指定の申込用紙に必要事項を記入のうえ、ハガキ・FAX・窓口にてご提出ください。
※申込用紙は「受講生募集」・ホームページに掲載中です。
：①先着順ではありません。
②募集人数を超えた場合は抽選となります。
③申込者が一定数に満たない場合は、講座を中止することがあります。
※詳しくは「受講生募集」またはホームページをご覧ください。

ＮＥＷ！ 受講生から要望の多かった講座が新しくスタート！

10月から始まる定期講座（6ヵ月間）の受講生を募集します。

エジプシャン・ベリーダンス
第2・4水曜日（月2回）
19:00～20:30
優雅でエレガント
なエジプシャン
スタイルのベリー
ダンスを踊ってみ
ませんか。

スタイルアップ・ピラティス
第2・4水曜日（月2回）
19:00～20:30
体幹を強化し、美し
い姿勢、しなやか
なボディラインを
手に入れましょう。

大人のクラシックバレエ
第2・4金曜日（月2回）
10:30～12:00
初めての方でも無
理なく身体を動か
せるバレエクラス
です。心も身体も
美しく磨いていき
ましょう。

“かるたGAかたる男女共同参画”読み札募集！

：大野城市内外を問わずどなたでも応募できます。
：応募用紙に必要事項を記入のうえ、郵送・FAX・メー
ル・持参のいずれかで応募ください。（応募用紙は
窓口で配布するほか、ホームページでもダウンロー
ドできます。）

応 募 資 格
応 募 方 法

：五・七・五調などのようにリズムよく簡潔に表した読み札
としてください。一人何点でも応募可能です。
　詳細はホームページをご覧ください。
 〈例〉○い 育児の役割　パパとママとの　タッグが大事

：平成26年8月18日（月）～9月30日（火）まで
：大野城まどかぴあ男女平等推進センター 
：大野城市、大野城市教育委員会

応 募 規 定

募 集 期 間
主 催
共 催

「男だから、女だから」などの固定的な性別役割分担意識に関
する日頃の疑問や気づき、男女共同参画の視点から見た望ま
しい未来への願いを込めたカルタの読み札を募集します。

めったに聴けない！
　　　チェンバロの音色、聴いてみませんか？

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～

※初歩からの
　ソープカービング

ピアノよりも古くから演奏され、弦を弾きなが
ら音を奏でる鍵盤楽器、チェンバロ。
その優しくもなんとも不思議なチェンバロの
音色に、弦楽四重奏をあわせてクラシックの
名曲をお届け致します。小さな空間で“観て・
聴いて・感じて”贅沢な音楽の時間をごゆっく
りとお楽しみください。
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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。

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

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　※10日のみ完売
【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

いよいよ公演日が近づいてきま
した！夏休み最後の三日間を描
く本作品は、大ホールの舞台上
に客席も作ります。いつもより
近い距離で、お芝居をお楽しみ
いただけますよ。

チケット取扱いチケット発売中 まどかぴあ総合案内

料金：一般800円（当日1,000円）
　　　※中学生以下は無料

チケット取扱いチケット発売中 まどかぴあ総合案内
迷子座座員

お問い合わせ：092-571-4280（相撲鳥）

託児友の会

先・割
車イス

託児友の会

先・割
車イス

直訴という大罪におよび、お縄となる
藤吉。果たしてその運命は？
迷子座が贈る創作民話。郷土牛頸村
の人々の情けに熱い物語をお楽しみ
ください。

8月31日
（日）
PLAY

車イス

大野城市民劇団迷子座定期公演

「牛頸年貢騒動」
【時間】14:00開演/13:30開場
【会場】大ホール（1階） 全席自由

料金：一般3,500円（当日4,000円）
　　　学生2,000円（当日2,500円）※未就学児入場不可

ピアノの巨匠ジャン＝マルク・ルイサダが
まどかぴあにやってきます！

11月7日
（金）
MUSIC

【時間】19:00開演/18:30開場
【会場】大ホール（1階） 全席指定

入賞・入選作品展覧会

ギャラリートーク

いよいよ事前エントリーが始まります！全国から多くの作品が集まる版画展、作品を制作している皆様はふるってご応募ください！
10月から始まる展覧会には審査を経て選ばれた作品が並びます。お気軽にお越しください。

第9回大野城まどかぴあ版画ビエンナーレ

日　時：10月5日（日）～ 19日（日） 
　　　　10:00～18:00（最終日のみ17：00まで）
会　場：多目的ホール（1階）　入場無料 

表　　　彰　　　式

日　時：10月5日（日）13:30～14:30
会　場：小ホール（2階）

審査員による講演会

「境界に佇む銅版画」
～司馬江漢から浜田知明、駒井哲郎、深沢幸雄、池田満寿夫について～
日　時：10月5日（日）14:30～15:20（予定）
会　場：小ホール（2階）　入場無料（要事前申し込み）
講　師：池田 良二（武蔵野美術大学教授）

日　時：10月5日（日）15:30～16:30（予定）
会　場：多目的ホール（1階）　入場無料（事前申し込み不要）
話し手：池田 良二（武蔵野美術大学教授）
　　　　佐藤 陽子（大野城まどかぴあ名誉館長）

申込方法：はがき・メール（宛先：bungei@bb.csf.ne.jp）またはFAX
にて、下記の5点を明記のうえ、お申し込みください。
（1.名前 2.住所 3.学校名（あれば） 4.電話番号 5.申込人数）
申込締切：9月25日（木）必着

 （申し込み多数の場合は抽選。定員50名程度。）

事前エントリー：8月1日（金）～29日（金） 　作品搬入：9月6日（土）・7日（日）

※詳細は応募要項および展覧会チラシ、またはホームページをご覧ください。

チケット取扱い

チケット発売日
友の会　9月 4日（木）
一　般　9月11日（木）
両日とも10：00～

まどかぴあ総合案内
ローソンチケット、チケットぴあ
劇ナビFUKUOKA　http://gekinavi.jp/

大野城なんでもランキング記録
大募集!!

大野城市民や市内の企業活動で生まれた記録を募集中
です！“自分が一番”と思う記録を奮ってご応募ください！
詳しくはチラシ、ホームページをチェック！
※ご応募いただいた記録は厳正に審査いたします。また
審査後、各ランキング1位の方へ認定証を交付します。

ジャン=マルク・ルイサダ
ピアノリサイタル

作 品 募 集

ジャン=マルク・ルイサダ

来日公演開催決定!!
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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：伊吹 有喜　　監督：タナダ ユキ
出演：永作 博美、石橋 蓮司、二階堂 ふみ　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

NHKでドラマ化もされた伊吹 有喜の小説を「百万円と
苦虫女」のタナダ ユキ監督が映画化した感動作。母が遺
したあるレシピによって、離れ離れになっていた家族が再
び集い、それぞれが抱えた心の傷と向き合いながら再生
していく姿を描く。主人公は「八日目の蝉」の永作 博美。
その父親に石橋 蓮司。二階堂 ふみ、岡田 将生など、注
目のキャストで描く繊細な人間ドラマ。

その奇跡は、一人じゃ起こせない
月泥棒の偉業を成し遂げ、3姉妹の父親となったグルー
は、悪徳稼業から足を洗い、悪と戦う超極秘組織「反悪党
同盟」の捜査官として活動していた。そんなある日、グ
ルーの仲間で、バナナが大好物の謎の黄色い生物ミニオ
ンたちが、何者かに誘拐されてしまう。グルーは3姉妹と
美人捜査官ルーシーと共に救出に乗り出す。

キッズシネマについて…
◆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、通常と上映開始時間が異なります。

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】

9月13日
（土）
CINEMA

【時間】①10:00～12:09
②14:00～16:09
③18:00～20:09
（各回30分前開場）

「四十九日のレシピ」
2013年/日本/129分

九州で活動する劇作家の作品を顕彰すること
を目的に創設された九州戯曲賞。日本を代表
する劇作家である岩松 了、中島 かずき、古城
十忍、横内 謙介、岡田 利規による最終審査を
経て、第6回受賞作品が決定いたしました。

受賞作品については九州地域演劇協議会
ホームページをご覧ください。
（http://www.krtc.info/）

こどものくに 参加事業
キッズシネマ ★3歳からご入場できます★

お知らせ第6回九州戯曲賞
受賞作品決定

近日情報公開！お楽しみに！
アテナ、チラシ、ホームページなどをご覧ください。

【日　時】9月6日（土）13:30開演/13:00開場
【会　場】小ホール（2階）　全席自由
【授業料】1回券500円（当日同料金）

「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～」

3時間目：保健

【講師】 内村 直尚
　　　　（久留米大学医学部 神経精神医学講座 教授）
加齢とともに、睡眠時間は短くなります。また、24時間社会で昼夜のリズ
ムが崩れたり、ストレスによって不眠になると、肥満、糖尿病や高血圧症、
脂質異常症など、メタボリック症候群に陥りやすくなります。一方、不眠が
引き金となりうつ病、自殺あるいは認知症という深刻な事態を招くことも
あります。ぐっすり眠って健康で長生きするコツを一緒に学びませんか？！

託児友の会

先・割

まどかぴあ総合案内

チケット取扱い

チケット発売中

まどかぴあにて関連イベント開催予定!!

8月31日
（日）
MUSIC

【時間】14:00開演/13:30開場
【会場】プラム・カルコア太宰府（太宰府市中央公民館）
　　　市民ホール　全席自由 
料金：一般500円（当日700円）※3歳以上有料

まどかぴあ総合案内
筑紫野市文化会館、春日市ふれあい文化センター
ミリカローデン那珂川、プラム・カルコア太宰府

チケット
取扱い

チケット
発売中

筑紫地区の少年少女合唱団による、若く元気な歌声をお届けするコンサート
です。各合唱団ステージから全体合唱まで、笑顔いっぱいの心に響く歌声を
お楽しみください。

ちくし地区の少年少女合唱団による
「第11回少年少女合唱団ジョイントコンサート」

出演：大野城市少年少女合唱団、筑紫野市ちくしの少年少女合唱団、春日市少年
　　　少女合唱団、那珂川町少年少女合唱団、太宰府市少年少女合唱団きらり
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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8月7日（木）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：各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8月1日（金）9：00
受付開始

前期6ヵ月間 定期講座発表会

託児託児託児

デジカメ画像の
取り込みと保存

ワード入門はじめてのパソコン
ゆっくり入門

日　程：9月13日（土）～10月18日（土）
までの土曜日　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：岡部 充子

日　程：9月5日（金）～10月24日（金）
までの金曜日　全8回

時　間：13:00～15:00
　　　　※自習時間15：00～
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：竹中 ひとみ

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
ラストを入れた文書を作成します。

日　時：9月19日（金）・20日（土）　10：00～16：00
会　場：ギャラリーモール（1階）

8月13日（水）、14日（木）、15日（金）の
電話・窓口受付は
9:00～17:00
（入金手続き9:00～16:00）

とさせていただきます。

受講生の作品展示や講座紹介のパネルを展示します。
体験・販売も予定しています。

上記時間以外のお問い合わせ、入金手続き等
は総合案内（1階）へお願いいたします。

デジカメで撮った写真をパソコン
に取り込んで保存する方法を学び
ます。取り込んだ写真を整理する
方法も学びましょう。

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、文書を作成します。

日　程：9月13日・20日（土）
　　　　全2回
時　間：13:00～15:00
　　　　※自習時間15:00～
受講料：3,200円
教材費：400円
対　象：文字入力できる方
講　師：藤田 志保

※昨年度の様子

ポーセラーツ体験～シール感覚の絵付けをしよう～ 

日　程：9月5日（金）
時　間：10:00～11:30
定　員：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）

日　程：9月26日（金）　時　間：13:30～16:00
定　員：12名（先着順）
受講料：1,000円　　　材料費：1,000円/個
講　師：Sachi Terrace（ポーセラーツインストラクター）
※食器はティーカップ・お皿・湯のみから選べます。

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。

託児

なかよし家族のベビーマッサージ

※作品例

託児

★受付時間変更のお知らせ★

ポーセラーツは真っ白な陶器に好き
な転写紙（シールのようなもの）を貼り、
デザインする工芸です。多忙な日々か
ら離れ、リフレッシュしてみませんか。
オリジナルの食器で食卓を彩りましょう。
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夏のRondo ～共生の輝き～

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

公開講座「人が動けば、地域の風が吹く」
私たちのまちをもっと住みよいまちにするには？
各地で取り組まれているまちづくり活動に携わり、数多くの
事例を知る講師にお話しいただきます。
“地域を愛する老若男女、みんな集まれ！„

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

スキルアップのための講座

託児

託児

日　時：9月13日（土）10:00～12:00
会　場：小ホール（2階）
講　師：田北 雅裕
　　　　（九州大学人間環境学研究院専任講師）
参加料：無料　　定　員：70名（先着順）
対　象：興味関心のある方ならどなたでも
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

平成26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

日　時：8月30日（土）10:00～12:00
講　師：山根 佑介
　　　　（（一社）日本メンターコーチ協会認定 しつもんプロ

デューサー主宰）
テーマ：「子どものやる気スイッチをＯＮにしよう！」
会　場：306会議室（3階）　
参加料：無料　　定　員：30名
主　催：パパ・ママちかっぱ応援団

　　　　若い力で伝統に新風を吹き込む！
出　演：浅野 祥（津軽三味線）
　　　　中西 久美（フルート）、國友 章太郎（ピアノ）

市内で活動している団体によるバザー。お菓子や生活用品
など、多彩な品々が並びます。小さなお子様向けのお楽し
みコーナーもあります。
※バザーは品物が売切れ次第終了します。

8月23日
（土）

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
輪 舞

自分らしくありのままに･･･
未来に向かって“あなたの一歩”を踏み出してみませんか。

男女平等推進センターフェスティバルは実行委員形式で企画・運営しています。

※男女平等推進センター窓口・電話でも予約および問い合わせを受け付けます。
※託児および手話通訳の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。

料金：前売1,000円（当日1,300円）

まどかぴあ総合案内

期　　間：9月2日（火）～9月16日（火）までの火・木曜日（全5回）
時　　間：18:30～21:30　　　会　　場：202会議室（2階）
講　　師：竹中 ひとみ（まどかぴあ生涯学習センター講師）
受 講 料：8,000円（テキスト代・資料代含む）

　※商工会員の場合は5,000円
申込期間：8月21日（木）まで　　定　員：20名（先着順）
主　　催：大野城市商工会

※受講料減額制度あり。詳細はお問い合わせください。
申込方法：電話・FAXにて受け付け

※FAXの場合 ①郵便番号 ②住所 ③氏名 ④電話番号を記
入のうえ希望講座名を明記してお申し込みください。

申 込 先：大野城市商工会（大野城市瓦田2-6-12）
電話　092-581-3412　　FAX　092-581-3703

共　　催：大野城まどかぴあ男女平等推進センター アスカーラ

実践！JW－CAD初級講座

期　　間：9月18日（木）～11月13日（木）までの月・木曜日（全15回）
時　　間：18:30～21:00　　　会　　場：304会議室（3階）
講　　師：筑紫地区商工会工業振興協議会契約講師
受 講 料：17,000円（テキスト代別途4,860円）

　※商工会員の場合は9,000円
申込期間：8月4日（月）～8月28日（木）　　定　員：35名（先着順）
主　　催：筑紫地区商工会工業振興協議会

福祉住環境コーディネーター2級講座

※8/13（水）～8/15（金）9：00～17：00

チケット
取扱い

チケット
発売中

会　場：大ホール（1階）　全席自由

〈きらめきバザー〉　時間 10：00～16：30　
場所 ギャラリーモール、多目的ホール（1階）

津軽三味線　「伝統と挑戦」　13:30～第1部

　　　　人生の様々なステージにおいて力強く生きる！
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）

講演　「自分らしくありのままで」　14:35～16：00第2部

倉田 真由美

田北 雅裕

浅野 祥

パパママ応援事業

日　時：9月6日（土）10:00～11:30
講　師：村上 文子（わらべうた講師）、他
テーマ：「親子で一緒にわらべうた」
　　　　「子どもに寄り添う生活リズム」
会　場：202会議室（2階）　
参加料：300円　　定　員：30名
主　催：福岡友の会　筑紫方面

お父さん・お母さんも一緒に生活力

日　時：9月10日（水）10:00～12:00
講　師：下倉 樹
　　　　（きっず～な代表、食育インストラクター）
テーマ：「ドレッシング作り講座」
会　場：調理実習室（2階）
参加料：1,000円（材料費含む）　　定　員：20名
主　催：ままいる

ままいるのママ応援講座

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
　　　　　※定員になり次第締め切ります。
共　　催：大野城まどかぴあ男女平等推進センター アスカーラ

地域で活動する市民グループ・団体と男女平等推進
センターが協働で開催するイベントです。
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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/

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

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

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

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

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

平野台公民館

北コミュニティ
センター

4日
18日

11日
25日

　5日
19日

12日
26日

7日
21日

14日
28日

　1日
15日
29日

8日
22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。

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　8月2日・16日
小学生以上対象　8月9日・23日

8月5日・19日
8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～整理券配布。定員30組）

第19回
　～想像してごらん 描いてごらん～

あなたの出会った本の世界はどんなものですか？夏休みに出会った本、今までに読んだ本で特に印象に残っている場面を
絵にしてみませんか？たくさんのご応募をお待ちしております。

応募資格
題　　材
応募点数
募集部門

応募規定

応募方法

応募期間

提 出

審　　査
審 査 員
発　　表

表　　彰

展示期間
展示箇所

市内外を問わず幼児（年中・年長にあたる年齢）・小学生まで
自由（ただし、教材・紙芝居は不可）
一人1点
幼児（年中・年長にあたる年齢）の部
小学校低学年（1～3年生）の部
小学校高学年（4～6年生）の部
①用　紙：画用紙（54×38ｃｍ）規格外は審査の対象外とします。
②画　材：クレヨン・パステル・水彩・油絵の具など自由

（版画、はりえ、異素材のはりつけは不可）
③応募票：作品の裏面右肩に所定の応募票を貼り、読んだ
本のどんな場面を描いたのかを100字以内で記入する
※作品は返却します。各自（団体応募の場合は代表者）図書館まで
取りに来てください。
※入賞作品の著作権は主催者側に帰属します。
所定の応募票に記入のうえ、図書館へ持参または郵送（名前
は漢字で記入し、フリガナをつける）
※団体での応募の場合、所定の名簿に記入し、作品は名簿順に並べ
て提出してください。
※応募規定・応募方法に沿わないものは受け付けできません。

9月1日（月）～10月14日（火）※郵送の場合は当日消印有効。
（ただし、9月22日（月）～10月1日（水）は図書整理期間のため図書館は休館します。）
〒816-0934　大野城市曙町二丁目3番1号
大野城まどかぴあ図書館「読書感想画コンクール」応募係
まで郵送または持参
11月22日（土）（審査は非公開とします）
津田 三朗(彫刻家)／安河内 俊明(画家)
本人または学校宛てに通知、およびまどかぴあ情報誌
『アテナ』に掲載
最優秀賞　全応募作品から1点

（賞状・五千円相当の図書カード）
優 秀 賞　幼児・小学校低学年・小学校高学年部門から各3点

（賞状・三千円相当の図書カード）
優 良 賞　幼児・小学校低学年・小学校高学年部門から各5点

（賞状・二千円相当の図書カード）
※表彰式は平成27年1月下旬予定。最優秀賞を受賞されると次回
のポスターにその受賞作品が掲載されます。

平成27年1月下旬頃予定
ギャラリーモール（1階）

ま ど か ぴ あ 読 書 感 想 画 コ ン ク ー ル

★長期休館のお知らせ★

期間：9月22日（月）～10月1日（水）
上記期間中、図書特別整理のため、まどかぴあ図書館と移
動図書館わくわく号は休館します。皆さまにはご迷惑をお
かけしますが、ご理解の程よろしくお願い申し上げます。

講　師：白根 恵子（佐賀女子短期大学教授）
時　間：10:00～12:00（全2回）　受講料：無料
対　象：子どもと本にかかわるボランティアに関心の

ある方。第2回にご参加の方はブックトークに
関心があり、第1回に参加の方に限ります。

申込方法：8月1日（金）10：00より図書館カウンター
　　　　電話およびFAXにて受付開始

ボランティア研修会　児童研修会
子どもに本をとどけたい
～ブックトークを中心に～

託児

日にち 会　場 内　容定員

第1回 60名9月11日
（木）

303会議室
（3階）

講演「子どもに本を
　　  とどけたい」

第2回 40名9月18日
（木）

301会議室
（3階） ブックトーク実践

子どもたちに本を手渡すことについて楽しく学びませんか？



8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。
7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「モンスターズ・ユニバーシティ」（日本語吹替え版）
●施設利用料1枚300円／6枚綴り1,500円　●①10:00～②14:00～③19:00～

8/9
（土）

山崎まさよし LIVE SEED FOLKS in 那珂川　
チケット発売のお知らせ
7/29（火） ミリカ倶楽部会員先行発売　　8/2（土） 一般発売
●5,500円

8/10
（日）

10/19
（日）

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～

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　8月6日（水）、20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。

8/9
（土）

音の玉手箱～マリンバとヴィブラフォンで聴く名曲たち～
●場所：文化ふれあい館（TEL 928-0800）
●入場無料 ●14：00～15：00

8/9（土）
～11/3（月・祝）

まるごと太宰府歴史展2014
●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

8/6
（水）

8/3
（日）

DA・N・KA・I ミュージックフェスタ 2014
ベンチャーズ、ＰＰＭ、ビートルズ…パワフルなステージをお届けします！　
●一般／800円　高校生以下／無料　●12:00

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　小学生～高校生2,000円　
●自由席／3,000円　●15:30

9/7
（日）

8/23
（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

8/30
（土）

中西和久 コンサートドラマ「ピアノのはなし」
ひとり芝居の中西和久がピアノの生演奏にのせて贈る音物語。 
●一般2,500円／高校生以下1,200円　●14:00
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大野城市役所●
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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/

8月のチケット情報・募集申込情報

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～

2（土）

シネマランド キッズシネマ
「怪盗グルーのミニオン危機一発」　

P4

あなたとわたしのための元気塾（第3回） 5月号
掲載

2（土）・16（土） わくわくおはなし会（幼児対象） P7

5（火） 大野城市男女共生講座（第2回） 6月号
掲載

5（火）・19（火） おひざでだっこ ぴよぴよのへや（0歳児対象） P7

8（金） スイーツデコ 7月号
掲載

8（金）～11/7（金） スキルアップのための簿記講座3級 6月号
掲載

9（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」

P3

私たちのワクワクが明日をつくる
（第4回）

3月号
掲載

9（土）・23（土） わくわくおはなし会（小学生以上対象） P7

10（日）
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」

P3

12（火）・26（火） おひざでだっこ よちよちのへや
（1～2歳児対象）

P7

18（月）～9/29（月） エクセル入門 7月号
掲載

23（土）
パパとクッキング 7月号

掲載
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 P6

市民グループ活動支援事業
パパママ応援事業 P6

30（土）

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～ P2

31（日） 大野城市民劇団迷子座定期公演
「牛頸年貢騒動」 P3

毎週金・土曜日 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

1（金） パソコン講座 受付開始

事前申し込み受付

受付開始

申込必着

P5

1（金）～29（金）

18（月）

第9回大野城まどかぴあ版画ビエンナーレ P3

募集開始
“かるたGAかたる男女共同参画”読み札 P2

7（木）

～19（火）

短期講座 P5

10月開講　定期講座（6ヵ月間） 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。

登録を希望される方は、所定の用紙に記入のうえ、持参または郵送
してください。所定の用紙はホームページからもダウンロードする
ことができます。

まどかぴあホームページ　http://www.madokapia.or.jp/

大野城まどかぴあ　
★臨時職員登録受付中!!★

大野城まどかぴあ 検索

職員募集ページへ

エジプシャン・ベリーダンス

スタイルアップ・ピラティス

大人のクラシックバレエ
お手当て法と自然料理

はじめてのフラワーアレンジメント

茶道（裏千家）

はじめてのカルトナージュ ボディワーク
～男性のための体操～

残席わずか

託児

託児

託児

託児

託児

託児

託児

図書

図書

図書

図書

生涯

生涯

生涯

生涯

生涯

生涯

男女

男女

男女

託児

託児

託児

託児

男女

男女

男女

託児

男女

男女

文芸

文芸

文芸

文芸

文芸

文芸
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