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・平成27年度　公益財団法人大野城まどかぴあ 契約職員募集
・スタンド・バイ・ユー　チケット発売開始！
・短期講座＆パソコン講座　受講生募集！　
・育休カフェ＆トーク　参加者募集中！
・図書館へゆこう！！2015年　予告
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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。

【時間】12日（木）10:00開演/ 9:30開場
　　　　　　 　13:00開演/12:30開場
　　　13日（金）10:00開演/ 9:30開場
　　　（全3ステージ）
【会場】大ホール（１階）　全席指定

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」 2月12日(木)
13日(金)

チケット取扱い

まどかぴあ総合案内
チケットぴあ（Pコード：439-821）
ローソンチケット（Lコード：89263）
エムアンドエム

チケット発売日
友の会　12月4日（木）／一般　12月11日（木）

両日とも10：00～

料金：一般 1,500円（当日同料金）
団体 （午前）1,300円/（午後）1,200円

　　　※2歳以下は膝上無料

平成27年

PLAY

詳しい内容については募集要項をご覧ください。
【申込方法】所定の用紙に必要事項をご記入のうえ、提出してください。

申込用紙、募集要項はまどかぴあで配布。ホームページからも
ダウンロードできます。

【受付期間】12月1日（月）～19日（金）　平日9：00～17：00
【お問い合わせ・申込先】公益財団法人大野城まどかぴあ　
　　　　　　　　  管理課　電話：092-586-4006

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

平成27年度 ★契約職員募集★

大野城まどかぴあ 検索

職員募集 お知らせ（新着情報）

まどかぴあ館内に装飾ボランティア「かざり隊」のみなさん
によるクリスマスの飾り付けが行われます。お楽しみに♪

★クリスマス装飾のお知らせ★

Ayano.So

装飾の様子装飾の様子装飾の様子

または へ

【時間】15:00開演/14:30開場
【会場】大ホール（1階）　全席指定STORY

二組の夫婦が連れ立って貸別荘に休暇に訪れていたが、
藤沢ハルカ（ミムラ）と　誠治（勝村 政信）が車で買い出し
に出かけたところ、帰り道が大雪で遮断され、ホテルに閉じ
込められてしまう。草食系の二人はやがてそれぞれの伴侶へ
の不満をぶちまけ、意気投合。そのまま、一夜をホテルで過
ごすことに……。
一方、貸別荘に残された　愛子（真飛 聖）と藤沢英明（戸次

重幸）は、元々恋人同士でもあり、やはりそれぞれの伴侶への
悪口を並べ立て、こちらも意気投合。焼け木抗に火がついて、
肉食系の濃密な一夜を過ごすことに……。
翌朝、ハルカと　が貸別荘に戻ってくるが、そのうち互い
の昨晩の過ごし方がバレて、てんやわんやに。貸別荘の管理
人（モト冬樹）とその妻（広岡 由里子）、アルバイトの町田君
（馬場 良馬）まで巻き込んで、馬鹿馬鹿しい修羅場が始まる。
果たして、彼らはどういう結論を出し、どの家に帰るのだ

ろうか――。

スタンド・バイ・ユー
～家庭内再婚～

まどかぴあ総合案内
チケットぴあ（P コード：439-827）
ローソンチケット (L コード：89262)
劇ナビ FUKUOKA（http://gekinavi.jp/）

託児友の会

先・割
車イス

託児友の会

先・割
車イス

料金：前売6,000円（当日6,500円）
　　　※未就学児入場不可

チケット
取扱い

脚本：岡田 惠和　×　演出：堤 幸彦
出演：ミムラ　戸次 重幸　真飛 聖　勝村 政信

モト冬樹　広岡 由里子　馬場 良馬

結婚しても後悔、離婚しても後悔。
　　　　後悔のない人生などないということです。

チケット発売日
友の会　12月1日（月）
一　般　12月8日（月）
両日とも10：00～

製作：東宝／テレビ朝日　協力：ピクニック　後援：大野城市／九州朝日放送

平成27年

2月11日
（水・祝）

PLAY
二組の夫婦の果てしなき喧嘩バトル
二組の夫婦の果てしなき喧嘩バトル
二組の夫婦の果てしなき喧嘩バトル

草食系 VS 肉食系草食系 VS 肉食系草食系 VS 肉食系

©2014.Hasbro.All Rights Reserved.©2014.Hasbro.All Rights Reserved.

マスクプレイミュージカルは、
　　　　 　　まるで動く絵本のよう！
愛らしいお人形達が

素敵な歌やダンスにのせて、
きっとドキドキ・ワクワクさせてくれます。
今回の作品は、少年が雲の向こうの世界へ冒険
するイギリス民話の名作「ジャックと豆の木｣。
平成15年に上演し好評をいただいた作品が、
音楽を一新し、更にドラマティックになってまどか
ぴあの大ホールに帰ってきます。
天井まで伸びる大きな豆の木。美しく楽しく弾む
ようなミュージカルナンバー。子ども達のワク
ワクドキドキする顔。
新しく甦る「ジャックと豆の木」にどうぞご期待
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。

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。第6回の大賞受賞者と最終審査員によ
るトークイベントを開催致します。大賞受賞作品にまつわる
話が聞けるとても貴重な機会です！

託児友の会

特別
【時間】14:00開演/13:30開場
【会場】小ホール（2階）　全席自由
料金：一般500円
　　　※友の会会員は無料ご招待・要事前申込。

チケット
取扱い

まどかぴあ総合案内
◆電話予約
◆メール予約【bungei@bb.csf.ne.jp】

第6回九州戯曲賞 関連企画トークイベント
～劇作家を知り、
　　　 戯曲の声をきく～

平成27年

1月11日
（日）
TALK

チケット発売中 ※件名を『戯曲トークチケット予約』とし、本
文に『①氏名②チケット枚数③電話番
号』を記入のうえ、上記宛先までメール
をお送りください。こちらから折り返しを
もって予約完了となります。

俳優のための殺陣実践講座2015
参加者募集中！

体験コース 全1回

「劇団☆新感線」にも出演するプロの俳優による本格指導！
一日限定のボディアクション体験講座で、「魅せる」ための
からだの表現を体験してみましょう。
※体験コースでは剣を使った殺陣は行いません。

一般向け

俳優・俳優志望者向けの養成コース参加者も募集中（12月15日（月）
締切）。詳細は募集チラシまたはホームページをご覧ください。

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：88712）
チケットぴあ（Ｐコード：439-360）
劇ナビFUKUOKA（http://gekinavi.jp/）

チケット取扱い

平成27年

1月18日
（日）
PLAY

託児友の会

先・割

まどかぴあ新春落語会 
「桂 春蝶 独演会」
【時間】①11:00開演/10:30開場　　
　　　②15:00開演/14:30開場
【会場】小ホール（2階）　全席自由
料金：一般2,500円（当日3,000円）

噺家と観客との距離間が絶妙
の小ホールで、巧みな話術を
お楽しみください。 主催：シアターネットプロジェクト

5時間目：芸術

「祈りから生まれたひとがた」

【講師】 中村 信喬
　　　（人形師）

講師は山笠の飾り山の人形などの制作に携わってい
る人形師の中村 信喬さんです。人形師として、形を
追い求めるのではなく「魂を追う」活動を続けてい
らっしゃいます。

【日　時】平成27年1月17日（土）10:30開演/10:00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

平成27年　　　

1月17日（土）
18日（日）
PLAY

【時間】 平成27年1月17日（土）14:00開演/13:30開場
　　　　　　　　　　18日（日）14:00開演/13:30開場
【会場】 多目的ホール（1階）　全席自由

「んまつーポス～いっすんぼうし～」を、より楽しむためのヒント

①んまつーポスって？
グループ名は、スポーツマンの逆読み。多
ジャンルとのコラボレーションをしながらダ
ンス創作・上演活動及び学校での教育活動を
行っています！宮崎から、大野城へ初上陸☆

②コンテンポラリー・ダンスって？
創作ダンスの総称。新しいこと、現代的な
こと、という意味で幅広く使われる言葉で
す。今回は、語りや映像や音楽と一緒に楽
しめるダンスをご期待ください！

③おとなも子どもも楽しめる？
子どもの時期は、誰にだってあった（ある）
はず。その時の、わくわくとドキドキを思
い出せるきっかけが盛りだくさん。家族
みんなで楽しめます！

第７回大野城まどかぴあ市民企画事業
親子で観るコンテンポラリー・ダンス 『んまつーポス～いっすんぼうし～』

まどかぴあ総合案内
MIYAZAKI　C-DANCE CENTER
　　　　　　  　チケットフォーム

託児友の会

先・特
車イス

料金：おとな2,000円（当日2,500円）
　　　こども（小学生～大学生）1,000円（当日同料金）
　　　※3歳～小学生未満：無料（要保護者同伴）
　　　親子ペア2,500円（前売のみ）
　　　友の会会員特別料金（前売のみ）おとな1,800円 こども900円

〈企画〉　んまつーポス＋高橋 るみ子

チケット取扱いチケット発売中

Ayano.SoAyano.SoAyano.So

日　　時：平成27年2月7日（土）13:30～16:30
参 加 費：1,000円　要事前申込（1月14日（水）締切必着）
定　　員：25名程度　※応募多数の場合は抽選

装飾の様子

二組の夫婦の果てしなき喧嘩バトル

草食系 VS 肉食系

み
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MUSIC

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。

出演：小野 弥生（ソプラノ）
夏川 由紀乃（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

12月25日
（木）

今月はソプラノとピアノでお届けいたし
ます！クリスマスの午後のほんのひとと
き、美しく艶やかな歌声をお楽しみくだ
さい♪

協賛：株式会社東洋ナビックス、豆香洞コーヒー、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

小野 弥生

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、1st.hair、
　　　エーアンドエスフレーミング工房、株式会社駿河コーポレーション

監督：スティーブ・マックイーン
出演：キウェテル・イジョフォー、マイケル・ファスベンダー、
　　　ベネディクト・カンバーバッチ、ブラッド・ピット　ほか

あきらめない。
1841年、奴隷制度廃止前のニューヨーク。自由黒人の音楽
家・ソロモンは愛する家族と共に幸せな生活を送っていた。
しかし、ある日突然誘拐され、奴隷としてニューオーリンズへ
売り飛ばされてしまう。農園で労働を強いられ、エップスら
白人たちの差別と暴力に苦しみながらも、尊厳を失わない
ソロモン。そして12年の歳月が流れたある日、カナダ人労働
者バスとの出会いが、彼の運命を大きく変えていく…。

≪大切なお知らせ≫
2014年10月のシネマランドは、大ホール改修工事のためお休みさせて
いただきました。
それに伴い、有効期限が2014年10月から2016年3月までの施設利用
券については、有効期限を1カ月延長させていただきます。まどかぴあ総
合案内にお越しいただくか、シネマランド当日、大ホール受付の職員にお
声掛けください。なお延長の手続きは2016年3月末まで行います。

「舟を編む」の石井 裕也監督が、早見 和真の同名小説を映画
化。母の突然の病気をきっかけに、バラバラだった家族が再
生していくさまを描く人間ドラマ。1月10日

（土）
CINEMA

平成27年

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

「それでも夜は明ける」
2013年/アメリカ/134分

監督：石井 裕也
出演：妻夫木 聡、池松 壮亮、原田 美枝子　ほか

12月6日
（土）
CINEMA

【時間】①10:00～11:57
②14:00～15:57
③18:00～19:57
（各回30分前開場）

「ぼくたちの家族」
2014年/日本/117分

スペシャルコンサートVol.2
（ティータイムコンサートVol.222）

「もっと音楽の時間を楽しみたい！」というお客様のために、半
期に1回開催するティータイム・スペシャルコンサート。
Vol.2は弦楽アンサンブルの登場です！
《出演》　中西 弾（ヴァイオリン）　ほか

【日時】平成27年3月8日（日）14:00開演 /13:30開場
【会場】小ホール（2階）　全席自由
入場料：500円※未就学児入場不可

託児

チケット取扱い

チケット発売日
友の会　平成27年1月13日（火）
一　般　平成27年1月20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 ※Vol.1の様子

友の会

先行

12月13日（土）
14日（日）
MUSIC

【時間】13日（土）9:30～高等学校の部・中学校の部
　　　14日（日）9:30～中学校の部
【会場】大ホール（1階）　全席自由

福岡・筑前・筑後地区の中高生による若さ溢れる
コンテストです。演奏はもちろん、演奏者の真剣な
表情にもご注目ください。

第43回
福岡アンサンブル
コンテスト

まどかぴあ総合案内

料金：800円（当日1,000円）※未就学児入場不可
チケット取扱いチケット発売中

vol.219ティータイムコンサート

博多座「市民半額観劇会」

【日時】平成27年2月4日（水）11:30～、
　　　5日（木）16:30～、6日（金）11:30～、
　　　9日（月）16:30～、11日（水・祝）16:30～
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：12月8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
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平日10時～18時）

出 演 者：市川 染五郎ほか
博多座2月公演　花形歌舞伎「伊達の十役」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

短 期 講 座12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

12月1日（月）9：00
受付開始

エクセル入門

日　程：平成27年1月9・16・23・30日、
　　　　2月6・13日（金）
時　間：13:00～15:00　※自習時間15：00～
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

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なりま
しょう。

託児

はじめてのパソコン　ゆっくり入門

日　程：平成27年1月17・24・31日、
　　　　2月7・14・21・28日、3月7日（土）
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：岡部 充子

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、文字サイズや色の編集、図の挿入をして
イラストを入れた文書を作成します。

デジカメ画像の編集

日　程：平成27年1月19・22・26・29日（月・木）
時　間：19:00～21:00　※自習時間18：00～
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：竹中 ひとみ

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。
明るさや色の調整、トリミングなどを学べます。

託児

お金を貯めるのって難しいと思ってい
ませんか？お金はちょっとの工夫で、簡
単に貯まるようになります。他では聞け
ない裏話も満載でお待ちしています。

託児

託児

貯まる人の貯蓄術！他では聞けない
ナイショの話

日　程：平成27年1月14日（水）　
時　間：10:00～12:00　 
定　員：20名（先着順）　　 受講料：900円
講　師：安西 範芳（ファイナンシャルプランナー）

旬の食材を使って日本料理の伝統、そして茶の心とおも
てなしの心を学びます。

立春の茶懐石

日　程：平成27年1月29日（木）　
時　間：10:30～14:00　 
定　員：18名（先着順）　　 
受講料：1,000円　　　　材料費：1,600円
講　師：村上 二三（料理研究家）

使われていないネクタイはありま
せんか？素敵なポーチに変身しま
す。型紙なしで出来るのでとても
簡単ですよ。

電話・窓口でお申込みください。
（先着順）
茶道、華道、絵画、デコパージュ、
韓国語会話、俳句、社交ダンス、お
てがるクッキング、フルート、子ど
も美術教室（小学生）など、他にも
多数開講中です。

リサイクル手芸　ネクタイのポーチ

日　程：平成27年1月31日（土）　
時　間：10:00～12:00　 
定　員：20名（先着順）　　 
受講料：1,000円　　　　材料費：200円
講　師：大貫 弘子（福岡市環境教育学習講師）

定期講座　中途受講生募集中！

向　付　鮃昆布じめ梅肉酢
　汁　　よもぎ麩合わせ味噌仕立て
　飯　　芹ご飯
椀盛り　ゆり根しんじょみぞれ汁仕立て
焼きもの　鰆酒粕漬け焼き
預け鉢　蓮根の信田焼き
強　肴　干し柿と大根の白酢あえ

※材料の都合で、内容を変更
　する場合があります。

●受付先：生涯学習センター　電話・窓口（先着順）

※作品例

※調理イメージ

託児

バレエの要素を取り入れたストレッチ
で、代謝を上げ、姿勢を美しく整えて、
しなやかな身体になりましょう。

やさしいバレエストレッチ

日　程：平成27年1月13・27日、2月10・24日（火）
時　間：10:30～12:00
定　員：16名（先着順）　 受講料：4,000円
講　師：塚原 亜紀（バレエ講師）
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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

林 真理子　講演会完売御礼！！
あなたとわたしのハートフルステージ

～私の仕事から～
福岡にゆかりのある「柳原白蓮」のお話を交え
ながら、女性が輝くための生き方について語っ
ていただきます。

＜プロフィール＞
日本大学芸術学部文芸
学科卒業。直木賞をは
じめ数々の賞を受賞し、
「白蓮れんれん」や「野
心のすすめ」などベスト
セラー多数の人気作家。
現在、直木賞の選考委
員を務める。

託児 車イス友の会

先・割

1月20日
（火）
TALK

平成27年

【時間】 18:30開演/18:00開場
【会場】 大ホール（1階）　全席自由
※未就学児入場不可
当日券（600円）のみ若干あります。
お問い合わせください。

劇遊びワークショップとしゃべり場

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

子育てママ応援事業　育休カフェ＆トーク

託児

託児

＜要予約＞
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

＜託児ご利用者の声＞
・託児に来るのを毎回楽しみにしています。
・子どもがスタッフの方たちが大好きで、とても楽しそうにし
ています。
・安心して講座を受けることができるので助かっています。

（託児担当者によるインタビューより）

まどかぴあ託児のご案内

：平成27年2月1日（日）
　＜午前の部＞10:00～12:00　
　＜午後の部＞14:00～16:00
　※午前・午後どちらも同じ内容です。
：劇団道化役者（2名）
：202会議室（2階）
：500円（親子）　　　定　　員：15組（親子）
：1歳～小学校3年生までの親子
：大野城子ども劇場
　電話　092-572-0544　FAX　092-572-9341
：大野城子ども劇場
：大野城まどかぴあ男女平等推進センター 
　アスカーラ

日 時

講 師
会 場
受講料
対 象
申込先

主 催
共 催

講座の案内に右記の託児マークがある講座
やイベントは託児サービスをご利用いただけ
ます。まどかぴあ2階にある託児ルームで、託
児サポーターの“ママ・ポケット”がお子様を
大切にお預かりします。

タオルやしゃもじ・お玉などの台所用品が、変身して動き出す
みたて遊びを親子で楽しみます。

※手話通訳が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。

詳しくはホームページ（http://www.madokapia.or.jp/takuji/）を
ご覧ください。

：平成27年1月24日（土）13:30～16:00
：306会議室（3階）
：無料
：30名（先着順）
：育児休業取得中のママ・パパ、または取得
前後の方、育児休業取得に関心のある方

日 　 時
会 　 場
参 加 料
定 　 員
対 　 象

育児休業を取得し仕事を継続する女性が増えてい
ます。休業中、24時間育児中心の生活から一転し、
仕事と家事育児の両立をどうやっていったらいいの
か不安な日々を過ごしていませんか？前向きな気持
ちで復帰に臨めるように、パートナーとの家事育児
の分担方法や、仕事を再開するうえでの心構えなど
をサポートする講座です。子育てしながら働き続け
たい、育児休業に関心のある方もご参加いただけ
ます。

　第1部　 講演　13:30～14：30
　　　子育てしながら働き続けるために
　　　　　　　～育児休業と復帰への心構え～
講師：田中 彩（NPO法人ママワーク研究所　理事長）

　第2部　 グループワーク　14:40～15:40
　　　やっぱり気になる子どものこと　
　　　限られた時間でしっかり育てる　バランス講座＆ワーク
育休体験談：中山 淳子（NPO法人ママワーク研究所　理事）

　第3部　 つながる交流会　15:40～16:00
　　　カフェ＆トークタイムをお楽しみください。

田中 彩

中山 淳子

託児
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ももんちゃん ぽっぽー
（童心社）

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/

10:30～11:30

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）

12月2日・16日
12月9日・23日

幼児対象　12月6日・20日
小学生以上対象　12月13日・27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）

14:00～15:00 15:30～16:30

午      前 午      後曜
日 日

※平野台公民館は工事中のため、公民館横のふれあい公園に巡回します。
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。

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

大野3号公園
（東大利公民館横）

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）

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

平野台ふれあい公園
（平野台公民館横）

9日

2日
16日

1日
15日

8日
22日

4日
18日

11日
25日

5日
19日

12日
26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

クリスマスの本をさがしにぜひ
図書館へ。
おはなし会ではたのしい冬の
おはなしもあります。

休館のお知らせ
12月10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。

図書館へゆこう！！ 2015年 予 告

数多くの作品を生み出されている著者の絵本
製作にまつわるお話や、作品の読み聞かせが
あります。親子で楽しめる講演会です。
日時：1月25日（日）13:30～15:00
※1月8日（木）より受付開始
　（定員100名）
場所：小ホール（2階）

◆とよたかずひこワークショップ

色鉛筆やクレヨンなどの画材を使って、8ページ
絵本の製作を行います。
小学生対象です。

日時： 1月25日（日）10:00～12:00
※1月8日（木）より受付開始（定員15名）

◆親子でつくろう！アンのお菓子
「赤毛のアン」に出てくるお菓子をいっしょに作りましょう♪
小学生以上とその保護者対象です。
日時：2月1日（日）①10：00～12：00　②14:00～16:00
※1月13日（火）より受付開始（2部制／定員各12組24名）

◆あかちゃんと布のえほんであそぼう
日時：1月27日（火）①10:00～10:45　②11:00～11:45
※1月5日（月）より受付開始（2部制／定員各20組40名）

その他にも様々なイベントを企画しています。
詳細は次号に掲載します。

◆とよたかずひこ講演会
　「ももんちゃんとあそぼうinまどかぴあ」

平成27年1月22日（木）～2月3日（火）
楽しいイベントや展示など、図書館へ行きたくなる催しが盛りだくさん！どうぞお楽しみに！



12月 まどかぴあのイベントスケジュール

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。

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/

12月のチケット情報・募集申込情報

1（月）～22（月） 11月号
掲載パワーポイント

2（火）・16（火） P7おひざでだっこ ぴよぴよのへや
（0歳児対象）

4（木） 11月号
掲載

プリザーブドフラワーで
Xmasのナチュラルリース作り

6（土）
P4シネマランド「それでも夜は明ける」　　

6（土）・20（土） P7わくわくおはなし会（幼児対象）

7（日） 11月号
掲載

3月号
掲載

航空自衛隊 西部航空音楽隊
第21回ファミリーコンサート

私たちのワクワクが明日をつくる
（第8回）

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）

11（木） 11月号
掲載～お菓子の時間～ホワイトクリスマス　　

11（木）～
H27/3/26（木）

10月号
掲載昼の部のみ

ヘルシーエクササイズ講座（後期）

11月号
掲載

市民グループ活動支援事業
子どもの未来を考える講演会

13（土）
11月号
掲載おせち料理

13（土）・14（日） P4第43回福岡アンサンブルコンテスト

13（土）・27（土） P7わくわくおはなし会（小学生以上対象）

14（日） 11月号
掲載

市民グループ活動支援事業
年末大掃除前に『お片付けボード』を使って
楽しく学ぼう！整理のキホン　

25（木） P4ティータイムコンサートVol.219　　

26（金） 11月号
掲載お正月のフラワーアレンジメント

毎週金・土曜日 4月号
掲載パパ・ママのための読書タイム

ページイベント日付

1（月）
友の会チケット発売スタンド・バイ・ユー P2

受付開始パソコン講座 P5

4（木） 友の会チケット発売
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」 P2

8（月） 一般チケット発売スタンド・バイ・ユー P2

10（水） 受付開始短期講座 P5

11（木） 一般チケット発売
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」 P2

15（月）
参加申込締切

俳優のための殺陣実践講座2015
〈俳優・俳優志望者向けコース〉

参加申込締切
大野城市民吹奏楽団・中学3年生
ジョイントコンサート2015

11月号
掲載
11月号
掲載

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。
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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

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。
11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「アントキノイノチ」
●施設利用料1枚300円／6枚綴り1,500円　●①10:00～ ②14:00～

1/18
（日）

12/20
（土）

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

筑紫野市文化会館 開館30周年特別記念公演
第29回名曲コンサート・スペシャル「第九」演奏会
●指揮：大友直人　管弦楽：九州交響楽団
●一般3,000円／大学生以下1,000円　●15:00

12/7
（日）

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くださるボランティアさんを募集中。
　詳しくはお問い合わせください。

募集中

12/13
（土）

ミュージアムコンサート ～クリスマスによせて～
●演奏：歌と語りの会『アザレア』
●場所：文化ふれあい館（TEL 928-0800）
●入場無料 ●14:00～15:30

12/20
（土）

フロアコンサート ～癒しの歌声と朗読＆ピアノ演奏～
●歌：松石恭子　ピアノ：岩崎大輔　朗読：真希子
●場所：いきいき情報センター（TEL 928-5000）
●入場無料 ●14:00～15:30

1/17
（土）

フルートコンサート ～フルートが奏でるやさしい世界～
●出演：森岡 有裕子
●場所：プラム・カルコア太宰府（中央公民館）TEL 921-2101
●一般1,000円／高校生以下500円　※親子券あり ●14:00～

伊藤京子サロンコンサート
●出演：伊藤 京子（ピアノ）
●こどもと一緒にクラシック（親子向け）　500円／ペア800円　13：30～14：00
●ショパン～こころの調べ～（一般向け）　1,000円／ペア1,600円　15：00～16：00

1/24
（土）

劇団かかし座 ハンド・シャドウズ・アニマーレ
手と体だけでつくり出す、新鮮な驚きに満ちた「手影絵」の世界。
●一般1,500円／高校生1,000円／中学生以下500円　
●①13:00～ ②16:00～

那珂川黎明2014
特別歴史講演会「原始古代の社会と親族」
●講師：田中良之（九州大学教授）　●入場無料（要入場整理券）　
●10:00～12:00

那珂川吹奏楽団　第18回定期演奏会
●500円　●14:00～

那珂川町少年少女合唱団　第2回定期演奏会
●入場無料（要入場整理券）　●14:00～

12/23
（火・祝）

12/21
（日）

12/21
（日）

まどかぴあ図書館からのお知らせ　[臨時休館日]12月10日（水）

まどかぴあ休館日のお知らせ
12月3日（水）、17日（水）

年末年始：12月28日（日）～平成27年1月4日（日）
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