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前期6ヵ月間　定期講座発表会

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。

9月19日（金）
20日（土）
CULTURE

文化芸術振興課 生涯学習センター　〈パソコン講座〉

男女平等推進センター

まどかぴあ図書館

下半期事業ラインナップ まどかぴあイチオシの事業をご紹介します！この他にも様々なイベント
や講座をご用意していますので、毎月のアテナをご覧ください。

※平成26年8月8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。詳細はお問い合わせください。

展　示 体　験19日（金）・20日（土）　10:00～16:00

・季節を楽しむ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
・大人の絵画教室
・はじめてのカルトナージュ
・初歩からのソープカービング
・TAOエナジー　気づきの体操

・お手当て法と自然料理
・写経
・ペン実用書道（土）
・初歩からの前結び着付け
・はじめてのベリーダンス

販　売 19日（金）・20日（土）　10:00～16:00

・はじめてのカルトナージュ
・初歩からのソープカービング ※写真はイメージです

※昨年度の様子

※昨年度の様子

定期講座（前期6ヵ月間）受講生による作品展示・販売・体験イベントを開催します。
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）
※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。

19日（金）・20日（土）　10:00～15:00
・初歩からのソープカービング
　「石鹸デコ」　材料費：500円
20日（土）　10:00～15:00
・はじめてのカルトナージュ
　「リボントレー」　材料費：500円
・季節を楽しむフラワーアレンジメント
　「ボックスアレンジ」　材料費：800～1000円

※材料がなくなり次第、終了となります。

10/5（日）～19（日）

10/10（金）・11（土）

11/7（金）

11/15（土）

11/16（日）

11/20（木）～28（金）

12/7（日）

12/13（土）・14（日）

平成27年1/8（木）～2/22（日）

1/17（土）

1/17（土）・18（日）

1/18（日）

2/11（水・祝）

2/12（木）・13(金)

3/1（日）

3/8（日）

毎月1回（10月除く）

毎月1回（3月除く）

11/7（金）～12/12（金）

11/9（日）・16（日）

11/15（土）

12/1（月）～12/22（月）

平成27年1/9（金）～2/13（金）

1/17（土）～3/7（土）

1/19（月）～1/29（木）

2/2（月）～2/26（木）

2/10（火）～3/17（火）

2/20（金）～3/27（金）

3/5（木）・12（木）

第9回大野城まどかぴあ版画ビエンナーレ
第29回高文祭　演劇部門　福岡地区大会
ジャン＝マルク・ルイサダ ピアノリサイタル
市民大学「おとなの楽校」 4時間目：生活
大野城市民吹奏楽団 第29回定期演奏会

万能グローブ ガラパゴスダイナモス
「ボスがイエスマン」

西部航空自衛隊「第21回ファミリーコンサート」
福岡アンサンブルコンテスト
俳優のための殺陣実践講座（養成コース／体験コース）
市民大学「おとなの楽校」 5時間目：芸術
第7回市民企画事業　んまつーポス「いっすんぼうし」
まどかぴあ落語会「桂 春蝶独演会」

「スタンド・バイ・ユー －家庭内再婚－」
出演：ミムラ、戸次 重幸、真飛 聖、勝村 政信 　ほか

劇団飛行船マスクプレイミュージカル「ジャックと豆の木」
マスコットキャラクター大相撲大会（予定）
ティータイム・スペシャルコンサートVol.2
シネマランド
ティータイムコンサート

ワード入門

おさらいするパソコン

Word2010で年賀状作成

パワーポイント

エクセル入門

はじめてのパソコン　ゆっくり入門

デジカメ画像の編集

アクセス入門

ワード入門

エクセル活用

インターネットで情報検索

10/2・9・16 (木)

10/30（木）

平成27年1/22（木）～2/3（火）

毎月第1～4火曜日

毎月第1～4土曜日

10/4（土）

10/29（水）～11/21（金）

11月

11/12（水）～平成27年2/13（金）

12/11（木）～平成27年3/26（木）

12月～1月予定

毎週金・土曜日赤ちゃん向け読み聞かせボランティア入門講座

ブックスタートボランティア研修会

図書館へゆこう！！2015年

おひざでだっこ（赤ちゃん向けおはなし会）

わくわくおはなし会（幼児・小学生向けおはなし会）

啓発サポーターフォローアップ講座〈公開講座〉
「変わってしまった女」と「変わりたくない男」

子育てママ応援講座（全4回）

情報サポーター養成講座

日商簿記3級（夜）

ヘルシーエクササイズ講座（後期・全11回）

あなたとわたしのハートフルステージ

パパ・ママのための読書タイム
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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。

託児友の会

先・割
車イス

ショパンといえばルイサダ。ピアノの詩人と謳われるフランス
の巨匠、ジャン＝マルク・ルイサダの来日公演開催が決定いた
しました！九州ではまどかぴあだけ！
ルイサダの奏でる音はロマンティックかつ神秘的…世界トップ
クラスの音色をぜひ大ホールで体感してください。クラシック
が初めてという方にもオススメです。

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
料金：一般3,500円（当日4,000円）
　　　学生2,000円（当日2,500円）※高校生以下（要学生証）
　　　※未就学児入場不可

第9回大野城まどかぴあ版画ビエンナーレ　入賞・入選作品展覧会

10月5日（日）　表彰式・審査員による講演会・ギャラリートーク

表彰式

講演会

ギャラリー
トーク

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（Lコード：88401）
チケットぴあ（Pコード：240-735）
劇ナビFUKUOKA　http://gekinavi.jp/

ジャン=マルク・ルイサダ ピアノリサイタル
《プロフィール》

【公演スケジュール】 【会場】大ホール舞台上舞台（1階）　全席自由 
料金：一般2,800円（当日 3,000円）
　　　学生1,500円（前売のみ）
　　　※大学・専門学生以下/要学生証
友の会会員特別料金：一般2,500円/学生1,350円
※その他お得な割引チケットあり。詳しくは劇団ホームページ
　（www.galapagos-dynamos.com）などをご覧ください。

地元福岡を拠点に活動し、若者を中心に圧倒的な
人気を誇る若手劇団「万能グローブ ガラパゴスダ

イナモス」が、まどかぴ
あに初登場！スピード
感のあるストーリー展
開と、最後に押し寄せる
怒涛の笑いの渦にご期
待ください！

[万能グローブ ガラパゴスダイナモスとは？]
脚本・演出の川口 大樹による“ある一定の状況下でもがく登場人物の葛藤やフラストレーションをあ
くまでポップに描き、笑いに昇華させたシチュエーションコメディ”は、若い世代はもちろん、老若男
女、普段演劇を観ない人でも楽しめるわかりやすいストーリーで高い評価を得ている。イムズホール
公演で1500名動員、福岡、東京、宮崎三都市ツアーや年間総動員数3000名突破など、現在全国から
大いに注目を集めている劇団である。

11月20日（木）
～28日（金）

PLAY

万能グローブ ガラパゴスダイナモス 第19回公演 「ボスがイエスマン」

託児友の会

先・特
車イス

チケット取扱い

チケット発売日
友の会　9月19日（金）
一　般　9月26日（金）
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：88016）
チケットぴあ（Pコード：438-767）
イープラス（http://eplus.jp/galapa/）
スリーオクロック・CoRichチケット！

第10回公演「すごくいいバカンス」

主催：万能グローブ ガラパゴスダイナモス、テレビ西日本

舞台写真：藤本彦

11/20
（木）

21
（金）

22
（土）

23
（日・祝）

24
（月・振休）

25
（火）

26
（水）

27
（木）

28
(金)

◯

◯

14:00

18:30

19:30

開演
日

◯

◯

○ ◯

◯

○

（各回30分前開場）

◯ ○ ○◯

【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 

【時間】13:30～14:30　【会場】小ホール（2階）
※すべて入場無料

「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～
【時間】14:30～15:20　【会場】小ホール（2階）
申込締切：9月25日（木）必着　※申込方法は展覧会チラシをご覧ください。

要事前
申込

【時間】15:30～16:30　【会場】多目的ホール（1階）
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）

版画レクチャー「基本と楽しみ方」

【日時】10月12日（日）
　　　①10:30～12:00（基本編）
　　　②14:00～16:30（体験編）
　　　※①②いずれかのみの参加も可能
　　　　（途中入退場自由）
【会場】多目的ホール（1階）
　　　参加無料（事前申込不要）

関連
企画

「版画」と言っても、その技法は様々
です。今回は各技法の説明や道具の
紹介に加え、版画製作を少しだけ体
験していただきます。

ジャン＝マルク・ルイサダ（Jean-Marc Luisada）
　6歳でピアノを始めたルイサダにとって、彼
の音楽の才能を決定づけたのは、2人の教師で
ある。パリで彼らのもとで勉強を始め、ロンドン
のユーディ・メニューイン音楽学校で学んだあ
と、16歳でパリ国立高等音楽院のピアノ科・室
内楽科に入学。その両方の課程で一等賞（プル
ミエ・プリ）をとり、1978年には大学院に進学。

　1983年ミラノで開催されたディノ・チアーニ国際ピアノ・コン
クールで第2位入賞。1985年にはワルシャワでのショパン国際ピ
アノ・コンクールで第5位に入賞、併せて国際批評家賞を受賞。
　2005年には、4ヶ月にわたりNHKスーパーピアノレッスン、ショ
パン編（NHK教育テレビ）に講師として出演。2007年にもNHK教
育テレビで再放送された。
　2014年にはアクロス福岡シンフォニーホールにて収録された
アルバム「ショパン 14のワルツ＆7つのマズルカ」がリリースされ
ている。

※託児は14:00、18:30開演の
　回が対象
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MUSIC

3時間目：保健
「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～」

【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
ましょう ！

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

母の遺言は、「四十九日の大宴会」でした。
妻・乙美を亡くして生きる気力を失っていた良平（石橋
蓮司）のもとに、夫の不倫で離婚を決意した娘の百合子
（永作 博美）が戻ってくる。そんな2人の前に派手な服
を着た不思議な少女イモ（二階堂 ふみ）が現れる。イモ
は乙美から頼まれていた四十九日までの家事を引き受
けにやってきたと言い、乙美が残したというレシピの存
在を伝える。

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

次回のシネマランドは

11月8日（土）開催

10月10日（金）
11日（土）
PLAY

【時間】10日（金）9：30開会式/10:00開演 
　　　11日（土）10:00開演
【会場】大ホール（1階）　全席自由 
料金：無料　※未就学児入場不可

福岡地区にある高校の演劇部がそれぞれ60分以内の作品を上演しま
す。審査ののち、上演作品の中から２校が優秀賞に選ばれ、県大会への
出場が決まります。高校生の若さあふれる演劇をお楽しみください。

第29回福岡県高等学校総合文化祭
演劇部門　福岡地区大会

vol.216ティータイムコンサート

出演：松本 さくら（ヴァイオリン）
藤島 彩（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

9月25日
（木）

今月はオーケストラの要、ヴァイオリンの
登場です！滑らかで艶のある音色をクラ
シックの名曲にのせてお届けします♪

協賛：株式会社東洋ナビックス、豆香洞コーヒー、美容室ビーボンズ、
　　　株式会社駿河コーポレーション

「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

MUSIC

10月のシネマランドについて
2014年10月は会場の大ホールが改修工事のため、シネマランドはお休みさせていただきます。
何卒ご了承いただきますようお願い申し上げます。なお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。

車イス

博多座「市民半額観劇会」

【日時】11月6日（木）11：00～/16：00～、7日（金）11：00～、8日（土）16：00～
　　　9日（日）16：00～、10日（月）11：00～、11日（火）11：00～、15日（土）16：00～
料　　金：Ａ席7,250円（通常14,500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）と振替手数料がかかります。
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：9月24日（水）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
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平日10時～18時）

出 演 者：藤山 直美ほか
博多座11月公演「笑う門には福来る」が半額で鑑賞できます。

【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）

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

松本 さくら
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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9月10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：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9月1日（月）9：00
受付開始

託児

デジカメ画像の編集パソコン検定～ワード・エクセル
（日本情報処理検定協会）

日　程：10月19・26日（日）
時　間：10:00～15:00（12:00～13:00休憩時間）
　　　　※自習時間19日15:00～、
　　　　　　　　　26日9:00～、15:00～
受講料：6,400円　　　　教材費：600円
対　象：画像の取り込みと保存ができる方
講　師：藤田 志保

日　程：10月16・20・23・27・30日、11月6・13・20・27日、
12月4日 （月・木）　　　　※検定日12月7日（日）

時　間：19:00～21:00　 ※自習時間18:00～
受講料：16,000円　　　 教材費：2,500円
対　象：エクセルで四則演算ができる方
講　師：坂根 美津子

日本情報処理検定協会主催の検定（日本語ワープロ検定、情
報処理検定）の級取得を目指します。ワードでの文書作成の
基礎とエクセルの基礎を学ぶ、資格取得に向けた講座です。

デジカメで撮った写真をパソコンで編集してみま
しょう。明るさや色の調節、トリミングなどを学べ
ます。

インターネットで情報検索エクセル活用

日　程：10月22・29日（水）
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：有尾 美穂子

日　程：10月20・27日、11月3・10・17・24日（月）
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：エクセルの操作経験がある方
講　師：有尾 美穂子

基本的な表や関数をおさらいし、さらに様々な関数（IF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。

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
くと便利な機能も学べます。

はじめての陶芸　

日　程：10月3・10・17・24日（金）
時　間：10:00～12:00
定　員：16名（先着順）
受講料：4,000円
講　師：廣川 達夫（通訳ガイド）

日　程：10月7・14・21・28日、11月4日（火）　
時　間：13:00～16:30　　定　員：16名（先着順）
受講料：5,000円　　　　　材料費：300円
講　師：松永 浩明（陶工房 浩hiro主宰）

「しゃべりたい！」と思っても、一歩が
踏み出せない方。英会話が初めての
方でも、基本フレーズを覚えて、さあ、
英会話を始めてみましょう。

託児

始めてみよう英会話 初級編

※写真はイメージです。
　飯椀は1つ仕上げます。

託児
陶芸をイチから学んで、自分でオリジナルの器を作ってみま
せんか。今回は、手びねりで飯椀と箸置き作りに挑戦します。
できた器はぜひ活用してくださいね。

楽しく歌おう　

日　程：10月8・22日、11月12日（水）
時　間：19:00～20:30
定　員：20名（先着順）　　受講料：3,000円
講　師：相葉 園美（ボイストレーナー）

深い呼吸によりインナーマッスルを鍛え、体の内側から声を出してみま
せんか。歌うことで体の開放感を得られます。

託児
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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

：9月20日（土）13:30～15:30
：齋藤 文男（法学者、九州大学名誉教授）
：小ホール（2階）
：無料　　　
：40名
：ふくおか県翼の会　大野城

日 時
講 師
会 場
参 加 料
定 員
主 催

：10月25日（土）13:30～15:30
：304会議室（3階）
：無料　　　
：36名
：男女平等社会の実現を推進する「チームF」

日 時
会 場
参 加 料
定 員
主 催

：10月4日（土）13:30～15:30
：三浦 清一郎（生涯学習通信「風の便り」編集長）
：303会議室（3階）
：無料　　　　
：40名（定員になり次第締め切ります）
：興味関心のある方ならどなたでも
：電話・FAX・総合案内およびホームページにて受付中

日 時
講 師
会 場
受 講 料
定 員
対 象
申込方法

託児

啓発サポーターフォローアップ講座
〈公開講座〉

「変わってしまった女」と「変わりたくない男」
～何をやっても難しい時代 せめて分かり合える努力をしましょう～

託児

スキルアップのための簿記講座
日商簿記3級（夜）

期　間：11月12日（水）～平成27年2月13日（金）（全28回）
時　間：18:30～21:00
講　師：高嶋 喜代美（福岡地区職業訓練会講師）
会　場：304会議室（3階）
受講料：17,000円（テキスト代含む）

※大野城市内在住・在勤で、生活保護・児童扶養手当等
を受給している方を対象に受講料減額制度がありま
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。

定　員：30名

申込方法：10月1日（水）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級講座」係に10月24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

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 アスカーラ

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。

近年増加している男性の自死について、社会的な視点で
一緒に考えてみませんか。（講師未定）

子育てママ応援講座
ママの未来チャレンジ～夢をカタチに～ （全4回）

会　場：303会議室（3階）、他　　　受講料：無料
定　員：30名（定員になり次第締め切ります）
対　象：子育て中の女性（12歳未満まで）
　　　　＊全講座受講可能な方

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

「オンナ」と「オトコ」はなぜ分かり合えないのか。
社会構造のシステムを学びながら、そのナゾを解
明します。解明したアカツキには明るい男女共同
参画社会が･･･。

男女平等参画の視点で暮らしと
政治を考える

：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。
：大野城まどかぴあ男女平等推進センター アスカーラ

申込方法

共 催

男だからって 
がんばりすぎないで いいんだよ

託児

「ママの夢実現キャリアプラン」
園田 博美
（株式会社キャリア研究所 代表取締役）

10月29日（水）
10:00～12:00

「ママのボディ＆マインドリフレッシュ」
中山 めぐみ
（ヨガ＋バレエ　グラース　代表）

11月6日（木）
10:00～12:00

「ママのおうち起業（基礎知識）」
清水 麗子（NPO法人エコマム理事長）

11月14日（金）
10:00～12:00

「ママの未来チャレンジ～夢をカタチに～」
田川 りさ（nikoMammy 代表理事）
中西 俊子
（（一社）産前産後サポーター協会　心ゆるり）
中村 路子（Ｍｅｌｌｉｃｏｒｅ 代表）

11月21日（金）
10:00～12:00

１

回 日時 テーマ・講師

２

３

４

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　　 

家事育児で忙しい日々を過ごすママ。「子育ては
楽しいけど、何か物足りない。何かを始めてみた
いけど、何がしたいのかわからない」そんなママ
たちの未来を応援する講座です。自分の夢、自分
らしさを見つけてみませんか？

なぜ農山漁村の
跡取りには

嫁が来ないの？

なぜ現代の
子育ては難しいと
言われるの？

男らしく？
女らしく？嫁 VS. 姑

“かるた GA かたる　男女共同参画”読み札募集！
締切は9月30日（火）。応募はお早めに！
詳しくは、館内チラシ・HPをご覧ください。
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10:30～11:30

図書館

大ホール

職員通用口

市役所側入り口

多目的ホール 東側入り口

ロビー

総合案内

ポスト

警
備
員
室

県
道
112
号
線
（
旧
国
道
3
号
線
）

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/

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（妊娠中の方もぜひどうぞ！）

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　9月6日・20日
小学生以上対象　9月13日9月2日・16日

9月9日・23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

（※10:00より整理券配布・定員30組）

～広告協賛欄～

14:00～15:00 15:30～16:30
午      前 午      後曜

日 日

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。

赤ちゃん向け読み聞かせ
ボランティア入門講座

初心者で赤ちゃん向けの読み聞かせに興味
をお持ちの方を対象とした講座です。

講　師：原 敬子
　　　　（春日おはなしはらっぱ・筑紫野市民図書館の会『金のすず』所属）
時　間：10:00 ～12:00（全3回）
対　象：赤ちゃん向け読書ボランティア活動を始めて、おおむね
　　　　3年以内の初心者の方。3回の講座すべてに出席できる方。
受講料：無料　　定　員：20名
申込方法：9月1日（月）10:00より図書館カウンター・電話
　　　　およびFAXにて受付開始

第１回 10月2日
（木）

和会議室
（2階）

赤ちゃん向けおはなし会に
ついて（講義）

第2回 10月9日
（木）

301会議室
（3階）

絵本の紹介・講習、わらべ
うた講習、プログラムの
立て方について

第3回 10月16日
（木）

和会議室
（2階）

受講者による絵本・わらべ
うたの実技および講評

日にち 会　場 内　　容

中央コミュニティ
センター

石坂公園
（月の浦幼稚園横）

南ヶ丘2区
公民館

東コミュニティ
センター 釜蓋公民館 中公民館

下大利団地
公民館 山田公民館 栄町公民館

仲島公民館 畑詰公民館 巡町公園
（川久保2丁目）

大野3号公園
（東大利公民館横）

若草ふれあい公園
（若草2丁目）

南ヶ丘1区
公民館

牛頸公民館 上大利公民館 つつじヶ丘
公民館

北コミュニティ
センター 乙金東公民館 乙金台公民館

平野台公民館

1日

8日

2日
16日

9日

4日
18日

11日

5日
19日

12日 老松神社
（下大利公民館前）

小田浦公園
（月の浦4丁目）

月

火

木

金

移動図書館「わくわく号」巡回日程表

期間：9月22日（月）～10月1日（水）
図書特別整理のため、図書館と移動図書館わくわく号は休館します。
休館中の本の返却はブックポストをご利用ください。ポストは県道（旧3号線）
側入口横にあります。
※休館に伴い、図書・ＣＤの返却日が変更となります。

★図書館特別整理休館のお知らせ★

【休館中の注意点】
・ＣＤはブックポストに投函すると壊れることがありますので、総合案内か警備員室へご返却ください。
・期間中はインターネット予約・利用照会からの延長手続きはできません。

託児



9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。
8月8日現在（その後の変更につきましては、ご容赦ください）

「バスの日記念イベント」
～いつでも、どこへでも、バスに乗ってでかけよう～
●入場無料（一部有料）　●10:00～15:00

9/14
（日）

9/23
（火・祝）

第6回市民参加型ミュージカル
「ようこそほほえみシティへ！」（1日2回公演）
●大人1,500円／子ども1,000円　●①11:00～ ②15:00～

9/28
（日）

航空自衛隊　西部航空音楽隊
ふれあいコンサート in 筑紫野
9/8（月）までに往復はがきで申し込み　※詳しくは問い合わせください。
●入場無料（要申込み）　●14：30

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
9月3日（水）、17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。

9/23
（火・祝）

スチールパン演奏会～カリブの風が美しく優しい音色と笑顔を奏でる～
●演奏：Steel Pan Crazy(ぱん吉)　●場所：文化ふれあい館（TEL 928-0800）
●入場無料 ●14:00～15:00

開催中
～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

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

9/7
（日）

野田 愛子＆イグナツ・リシェツキ　デュオリサイタル
●出演：野田 愛子（シカゴ交響楽団ヴァイオリニスト）
　　　　イグナツ・リシェツキ（ポーランド出身ピアニスト）
●一般1,000円／大学生以下500円　●15:00

9/13
（土）

9/10
（水）

ふれあい音楽セミナー第６回「ルネサンスのフランドル音楽」
●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

9/20
（土）

土曜シアター「タイピスト！」（字幕スーパー）
●施設利用料 1枚300円／6枚綴り 1,500円　
●①10:00～ ②14:00～ ③19:00～

大野城
出入口
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●
ク
ロ
ー
バ
ー
プ
ラ
ザ

筑
紫
通
り

至
福
岡
市

県
道
1
1
2
号
線
（
旧
3
号
線
）

国
道
3
号
線

福
岡
都
市
高
速
道
路

高
速
九
州
自
動
車
道

至
太
宰
府
市

J
R
春
日
駅

J
R
大
野
城
駅

西
鉄
白
木
原
駅

西
鉄
春
日
原
駅

西
鉄
天
神
大
牟
田
線

J
R
鹿
児
島
本
線

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/

9月のチケット情報・募集申込情報

9/21
（日）

第3回ミリカ子育て応援フェスタ
●入場無料（一部有料）　●10：00～15：00

2（火）～16（火） 実践！JW-CAD初級講座

2（火）・16（火） P7おひざでだっこ ぴよぴよのへや（0歳児対象）

5（金） なかよし家族のベビーマッサージ

5（金）～10/24（金） はじめてのパソコン　ゆっくり入門

6（土）

P4おとなの楽校　3時間目：保健

あなたとわたしのための元気塾（第4回）

6（土）・20（土） P7わくわくおはなし会（幼児対象）

9（火）・23（火・祝） P7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
お父さん・お母さんも一緒に生活力

9（火）～11/25（火） カラーコーディネーター2級講座

10（水） 市民グループ活動支援事業
ママ応援講座　

P4シネマランド「四十九日のレシピ」

13（土） 私たちのワクワクが明日をつくる
（第5回）

市民グループ活動支援事業
男女平等参画の視点で暮らしと政治を考える

P7わくわくおはなし会（小学生以上対象）

13（土）・20（土） デジカメ画像の取り込みと保存

13（土）～10/18（土） ワード入門

19（金）・20（土） 前期6ヵ月間　定期講座発表会　開催

16（火）・18(木) 大野城市男女共生講座（第3回）館外研修

18(木) ボランティア研修会　
児童研修会（第2回）

18（木）～11/13（木）

20（土）

8月号
掲載

8月号
掲載

6月号
掲載

8月号
掲載

8月号
掲載

8月号
掲載

8月号
掲載

11（木） ボランティア研修会　
児童研修会（第1回）　

8月号
掲載

7月号
掲載

8月号
掲載

8月号
掲載

8月号
掲載

8月号
掲載

7月号
掲載

福祉住環境コーディネーター2級講座

25（木） P4

P6

P2

ティータイムコンサートVol.216

26（金） ポーセラーツ体験
～シール感覚の絵付けをしよう～

毎週金・土曜日 4月号
掲載

8月号
掲載

パパ・ママのための読書タイム

ページ

ページ

イベント日付

1（月）
パソコン講座 受付開始 P5

4（木） ジャン＝マルク・ルイサダ ピアノリサイタル
友の会チケット発売

P3

10（水） 短期講座 受付開始 P5

11（木）

第9回大野城まどかぴあ版画ビエンナーレ
審査員・池田 良二講演会

ジャン＝マルク・ルイサダ ピアノリサイタル
一般チケット発売

P3

19（金） 万能グローブ ガラパゴスダイナモス
「ボスがイエスマン」 友の会チケット発売

P3

25（木）
参加申込締切

P3

赤ちゃん向け読み聞かせボランティア
入門講座(全3回) 受付開始

P7

26（金） 万能グローブ ガラパゴスダイナモス
「ボスがイエスマン」 一般チケット発売

P3

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。

図書

図書

図書

図書

図書

図書

生涯

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

男女

男女

男女

男女

託児

託児

託児
文芸

託児

託児

託児

図書
託児

託児

文芸

託児

託児

託児

託児

託児

文芸

託児

託児

文芸

文芸

文芸

文芸

文芸
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