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・男女共同参画かるた　受賞作品決定！
・学習室の利用に関するご案内
・第7回大野城まどかぴあ市民企画事業「いっすんぼうし」
・短期講座＆パソコン講座　受講生募集！
・図書館へゆこう！！2015年
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1/22（木）⇒2/3（火）
たかずひこ講演会◆とよたたかずひこ講演会◆とよた

　1/25（日）13時30分～15時
　会場：小ホール
◆とよたかずひこワークショップ
　1/25（日）10時～12時
　会場：301会議室

『ももんちゃん　ぽっぽー』（童心社）『ももんちゃん　ぽっぽー』（童心社）『ももんちゃん　ぽっぽー』（童心社）

図書館へゆこう!!
２０１５年

Athena Athh
～つどい ふれあい はばたく～
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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。

三好 真代（大野城市）
　

米田 遥（大野東中学校）

中嶋 正信（福岡市）

【まどかぴあ賞】【教育長賞】【市長賞】

※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。

大野城まどかぴあ 検索

職員募集
ページ

お知らせ
（新着情報）

空いている時に限り一部の会議室等を有料で学習室と
して開放しています。
●利用期間：土・日・祝日（休館日を除く）及び大野城市立小・中

学校の冬休み・春休み・夏休み期間
●利用区分：
　
　
　　　　　　※小・中学生のみの利用の場合は9:00から17:00まで
●利用負担金：学生等　100円/1区分1人
　　　　　　一　般　200円/1区分1人
※詳しくは総合案内までお問い合わせください。

または へ

男女共同参画の視点を取り入れたカルタの読み札募集
の“かるた GA かたる男女共同参画”。
平成26年8月1日（金）～9月30日（火）の応募期間中、
福岡県内外から1229首ものご応募をいただきました。
選考委員会による厳正な審査の結果、44首の受賞作品
が決定しました。
なお、受賞作品については1月8日（木）より、まどかぴあ
1階のギャラリーモールにて展示を行います。

昨年大好評を得た、マスコットキャラクターによる大相撲
「おおのじょう場所」が今年も開催されます。今回も話題の
キャラクターたちがまどかぴあに勢ぞろい！その他楽しい
イベントも同時開催！詳細は乞うご期待！

その他受賞作品、詳細は
HP（http://www.madokapia.or.jp/）をご覧ください。

たくさんのご応募ありがとうございました！

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

チケット発売中 ―夢は、どんな時も 
ぼくの味方なんだ―

「神様、ぼくに空を飛べる翼を
ください」
巨人にさらわれた少女メア
リーを助けるため、ジャックが
向かったのは、なんと大空に
浮かぶ雲の上！誰もが一度
は持つ、空への憧れ…。一粒
の豆と少年の夢が、奇跡を起
こします！ハラハラドキドキの
ジャックの冒険物語。

【かるた GA かたる男女共同参画】 読み札受賞作品決定 ！

【時間】12日（木）10:00開演/09:30開場
　　　　　　　13:00開演/12:30開場
　　　13日（金）10:00開演/09:30開場
　　　　　　　（全3ステージ）
【会場】大ホール（１階）　全席指定

託児友の会

先・割

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」

PLAY

車イス

2月12日(木)
13日(金)

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

大野城いちばん隊共催
マスコットキャラクター大相撲
「おおのじょう場所’15」

3月1日
（日）
EVENT

募集要項と登録用紙は1月5日（月）よりまどかぴあで
配布します。また、まどかぴあホームページからもダウ
ンロードすることができます。

★平成27年度 臨時職員登録開始！！★学習室の利用に関するご案内

午　前

9:00～12:00

午　後

13:00～17:00

夜　間

18:00～21:00

◆マスコットキャラクター大相撲（大ホール）
◆ダンスパフォーマンス（大ホール）
◆マスコットキャラクターと遊ぼう！（多目的ホール）
いずれも入場無料
※各イベント詳細は次号にて発表します。

※昨年の様子※昨年の様子※昨年の様子

Ayano.So
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市 長 賞
　（最優秀賞）　

教 育 長 賞

ま ど か ぴ あ 賞
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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。

わくわくドキドキがつまった『んまつー
ポス』の世界をのぞきにきませんか？
家族みんなで楽しめますよ。

劇作家たちはどのようにして描きたい世界と向き合い、作品
を創っているのでしょうか。大賞受賞作品を通して劇作家の
思いや受賞秘話など、魅力を語る戯曲の“声”に注目です。

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～

1月11日
（日）
TALK

チケット発売中 ※件名を『トークイベントチケット予約』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。

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

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）

「咲くやこの花大賞」大衆芸能部
門を受賞している実力派。上方
落語を存分にご堪能ください。 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、「魂を
追う」活動を続けていらっしゃいます。

【日　時】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

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

【時間】15:00開演/14:30開場
【会場】大ホール（1階）　全席指定

スタンド・バイ・ユー
～家庭内再婚～

託児友の会

先・割
車イス

2月11日
（水・祝）

PLAY

【時間】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

1月17日（土）
18日（日）

PLAY

博多座「市民半額観劇会」

【日時】3月6日（金）12:00～、7日（土）16:00～、
　　　11日（水）11:00～、12日（木）12:00～、
　　　13日（金）11:00～、15日（日）16:00～、17日(火)16:00～
料　　金：Ａ席6,000円（通常12,000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：1月9日（金）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
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：博多 華丸、酒井 美紀　ほか
博多座3月公演　「めんたいぴりり」公演が半額で観劇できます。

「深夜放送同窓会Part5」実行委員会募集

事業の企画・運営をしていただける方募集！
【応募資格】
【活動内容】
　
【就任期間】
【申込方法】
　
【申込締切】
※詳細は必ず応募用紙にてご確認ください。

18歳以上であれば、住所・性別は問いません。
①事業内容のアイディアを考える。
②事業の企画・運営。
2月～イベント終了まで
所定の応募用紙をご覧
ください。
1月23日（金）必着

ゲスト：中島 かずき（劇団☆新感線座付作家）
　　　　古城 十忍（劇作家・演出家）

※昨年の様子

Ayano.SoAyano.SoAyano.So

完売御礼！！
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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：関原 弘二（チェロ）
中村 寛子（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

1月22日
（木）

新年最初のティータイムコンサートは、
チェロとピアノでお届けします！チェロ
の優雅かつ情熱的な音色を、ご堪能くだ
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

関原 弘二

中西 弾

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：石井 裕也
出演：妻夫木 聡、池松 壮亮、原田 美枝子　ほか

ある日告げられた母の余命。その日からぼくたち
は奇跡を信じて動き出した―
若菜家の母・玲子（原田 美枝子）は、末期の脳腫瘍で余命１週
間と宣告される。認知症のような状態になった玲子はそれま
で話すことのなかった家族への本音をぶちまけ、長男・浩介
（妻夫木 聡）、次男・俊平（池松 壮亮）、夫・克明（長塚 京三）を
動揺させる。やがて経済破綻や家庭内不信など、家族に隠さ
れていた問題が明るみになる中で、浩介と俊平は最後の「悪
あがき」を決意する。

同性愛に対して差別と偏見が強く根付いていた1970年代
のアメリカの実話をもとに、育児放棄されたダウン症の少年
と一緒に暮らすため、司法や周囲の偏見と闘うゲイカップル
の姿を描いた人間ドラマ。ゲイであるがゆえに法の壁に阻
まれる苦悩を、アラン・カミング（テレビドラマ「グッド・ワイ
フ」シリーズほか）とギャレット・ディラハント（「LOOPER」ほ
か）が熱演する。
血のつながりはなくとも、少年を守るため奔走する主人公た
ちの無償の愛が胸を打つ。

2月14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

監督：トラヴィス・ファイン
出演：アラン・カミング、ギャレット・ディラハント、
　　　アイザック・レイヴァ　ほか

1月10日
（土）
CINEMA

【時間】①10:00～11:37
②14:00～15:37
③18:00～19:37

（各回30分前開場）

「チョコレートドーナツ」
2014年/アメリカ/97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）
ティータイム・スペシャルコンサートの第2弾は
優雅な弦の旋律にのせてフルートの華やかな響
きとともに弦楽アンサンブルをお贈りします。
午後のほんのひととき、クラシックからポップス
まで、上質な音楽の時間を心ゆくまでお楽しみ
ください。
≪出演≫
中西 弾（ヴァイオリン）
小野 としたか（コントラバス）
國友 章太郎（ピアノ）　　　　ほか

【日時】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 託児友の会

先行

託児

vol.220ティータイムコンサート

3月のシネマランドは、毎年恒例のシネマモニター企画をお届けします。
シネマランド専属のボランティア シネマモニターの皆さんと大野城まど
かぴあが一緒にテーマを決め選定した作品を上演します。上映作品は現
在選定中です。

シ ネ マ モ ニ タ ー 企 画

3月14日
（土）
CINEMA

上映作品は
2月号にて
発表

チケット
取扱い

チケット発売日
友の会　 1月13日（火）／一般　 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
（Ｌコード：82231）

弦楽
アンサンブルの
登場です！
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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1月14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1月5日（月）9：00
受付開始

アクセス入門

音楽に合わせて簡単なステップを
踏みながら、楽しく運動しましょう。
年齢問わずご参加ください。姿勢
もキレイになって、レッツ アンチエ
イジング♪

託児

健康・美容ステップクラス

日　程：2月2・5・9・12・16・
19・23・26日（月・木）

時　間：19:00～21:00
　　　　※自習時間18:00～
受講料：12,800円
教材費：1,000円
対　象：エクセルで四則計算

ができる方
講　師：大渕 真紀子

データベースの作成、テーブルの
作成、クエリの作成などアクセス
の基本操作が学べます。

ワード入門
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。

託児

エクセル活用
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。

託児

日　程：2月3・17日、3月3日（火）
時　間：①10:00～10:50　
　　　　②11:00～11:50　　　
定　員：各10名（先着順）　　
受講料：2,400円
講　師：古藤 由美（コトウダンススタジオ主宰）

ボールペンと筆ペンを使い、日々
のくらしの中で使う字の練習を
しましょう。祝儀袋やハガキを
使って、上書き、名前、住所の書
き方を練習します。オリジナル
の消しゴム印も作ります。

託児

くらしの書

日　程：2月2・9日（月）
時　間：13:30～15:30　　
定　員：20名（先着順）　　
受講料：2,000円　　材料費：500円
講　師：髙原 久美（書道講師）

吊り下げタイプのオシャレなハンギン
グバスケットを作ってみませんか。
ワイヤーアートのテクニックを楽しく
ご紹介します。お部屋のインテリアに
どうぞ。

託児

ワイヤーアートの
ハンギングバスケット

日　程：2月23日（月）
時　間：13:30～16:30　　　
定　員：16名（先着順）　　
受講料：1,000円　　材料費：1,000円
講　師：糸瀬 ひとみ（ワイヤーアート ルシェルシェ主宰）

チョコレートをたっぷりかけた
ケーキを作ります。お菓子作り
に興味のある方、バレンタイン
に手作りのチョコレート菓子を
贈りたい方、一緒に作ってみま
せんか。

託児

チョコレート菓子レッスン

日　程：2月5日（木）
時　間：10:30～13:30　　　
定　員：18名（先着順）　　
受講料：1,000円　　材料費：2,000円 ※箱代含む
講　師：原田 静子（Shizuko Harada Cake Lesson主宰）

日　程：2月10・17・24日、
　　　　3月3・10・17日（火）
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：文字入力ができる方
講　師：有尾 美穂子

日　程：2月20・27日、
　　　　3月6・13・20・27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：エクセルの操作経験

がある方
講　師：竹中 ひとみ

※作品例※調理例

※作品例

[お詫びと訂正]12月号掲載の短期講座「やさしいバレエストレッチ」の日程は、
（誤）1月13日　→　（正）3月10日　でした。お詫びして訂正いたします。
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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

託児サポーター養成講座
～あなたにできる子育て支援ボランティアです～

女性のための起業支援セミナー
～夢をカタチに！  アスカーラでスタート！～

託児

：30名
：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「託児サポーター養成
講座」係までお申し込みください。

定 員
申込方法

：30名
：電話・総合案内およびホームページにて受付中

定 員
申込方法

：無料受 講 料

：2,000円受 講 料

◆講演会　3月7日（土） 13:30～15:30
会場：多目的ホール（1階）　参加料：500円
講演「マスメディアと男女共同参画」　
講師：阪井 俊文（九州女子大学非常勤講師）
パネルディスカッション
「女性アナウンサーと共に考えるメディアのこれまで、そしてこれから」
パネリスト：古山 和子（シネマコーディネーター）
　　　　　 安田 瑞代（RKB毎日放送コンテンツ制作部長）
　　　　　 福田 典子（RKB毎日放送アナウンサー）
コメンテーター：阪井 俊文
コーディネーター：林田 スマ（大野城まどかぴあ館長）

2月6日（金）
10:00～12:00
306会議室（3階）

2月27日（金）
10:00～11:30
306会議室（3階）

2月20日（金）
10:00～11:30
306会議室（3階）

2月13日（金）
13:00～16:00
多目的ホール（1階）

ボランティアと託児について学ぼう！
講師：古賀 桃子
　　　（特定非営利活動法人ふくおかNPOセンター代表）
参加者と託児サポーター会員との交流会

子どもと遊ぼう！ふれあおう！
講師：田中 厚子（子育て支援アドバイザー）

2月9日（月）～2月23日（月）の間に託児実習を1回

子どもと保護者とのコミュニケーション
　　　　　　　～より良い託児をめざして～
講師：吉塚 和美（福岡こども短期大学講師）

子どもを守るための幼児安全法（幼児救急救命）
講師：日本赤十字社福岡県支部
　　　幼児安全法担当職員

１

回 日時・会場 内　　容

２

【開会式・表彰式】
10：00～12：00
多目的ホール（1階）

古山 和子 安田 瑞代 福田 典子

10:00～16:00
ギャラリーモール（1階）

3月7日（土）

「男女共同参画」小中学生図画ポスター・
標語コンクール表彰式
※展示は2月28日（土）～3月10日（火）

活動団体によるバザー

パネル展示（3階アスカーラギャラリー）
学習会（3階会議室）

活動団体による
ワークショップ

3月7日（土）
～14日（土）

日　程 内　　容

３

４

2月21日（土）
10:00～15:00
303会議室（3階）

2月28日（土）
10:00～15:00
303会議室（3階）

①後輩たちへのメッセージ
　～わたしらしく輝いて働くということ～
　講師：林田 スマ（大野城まどかぴあ館長）
②わたしの起業体験と取り組み
　講師：創業者
③起業の準備と心構え
～安心してスタートを切るために～
④起業のための資金調達
　③・④講師：西岡 隆（中小企業診断士）
⑤交流会　～輝くなかまとつながろう～

①知らないと損をする税金のいろは
　講師：力丸 宣康（公認会計士・税理士）
②知っていると得をする起業時の助成金
　講師：国島 洋介（社会保険労務士）
③売上・利益計画の立て方　
④ビジネスプランの立て方、まとめ方
　③・④講師：西岡 隆（中小企業診断士）

回 日時・会場 テーマ・講師

１

２

起業を考えたり、起業間もない人、新しい働き方を求
めているあなたへの応援セミナーです。

第19回大野城男女共生フォーラム「輝き　はばたく！  明日へつなぐ」

★平成27年度ボランティア実行委員 大募集★

託児

託児

男女の自立と共同参画のまちづくりをめざして
男女共生フォーラムを開催します。

託児

まどかぴあ主催のイベントや講座の託児サービスを
お願いする「託児サポーター」の養成講座です。
一緒にイキイキと活動しませんか?

男女平等推進センターフェスティバル実行委員会

興味のある方はお気軽にお問い合わせください。きっと新しい出会いや発見がありますよ！

男女平等推進センターの開設を記念して毎年開催している
フェスティバルを企画・運営する委員会です。

説明会：3月19日（木）13：30～15：00
　　　　アクティブルーム（3階）

申込方法：電話・FAXおよび男女平等推進センター窓口にて受付中。詳細はHP・館内チラシをご覧ください

大野城市男女共生講座実行委員会

7月から11月にかけて、月1回開講予定の「男女共生講座」を
企画・運営する委員会です。

説明会：3月16日（月）13：30～15：00
　　　　アクティブルーム（3階）

主催：大野城女性の会
　　　第19回大野城男女共生フォーラム実行委員会　
後援：大野城市、大野城市教育委員会、公益財団法人大野城まどかぴあ男女平等推進センター アスカーラ
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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/

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）

1月 6日・20日
1月13日・27日

幼児対象　1月17日
小学生以上対象　1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

（※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）

13日
27日

6日
20日

5日
19日

26日

8日
22日
15日
29日
9日
23日
16日
30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

図書館へゆこう！！ 2015年　1月22日（木）～2月3日（火）
すべて
無料

◆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」

※1月8日（木）10:00より図書館カウンター・電話にて受付開始。
定員になり次第終了。
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
会場：小ホール（2階）　　定員：100名（要申込） ◆第19回まどかぴあ図書館感想画コンクール

　入賞作品展示

たくさんの応募作品の中から選ばれた力作を、ぜひご覧ください。

日時：1月24日（土）～1月30日（金）
会場：ギャラリーモール（1階）

◆とよたかずひこワークショップ

※1月8日（木）10：00より図書館カウンター・電話にて受付開始。
定員になり次第終了。

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。

日時：1月25日（日）10:00～12:00
会場：301会議室（3階）　　定員：15名（要申込）
対象：小学校1年生～6年生

◆あかちゃんと布のえほんであそぼう

※1月5日（月）10:00より図書館カウンター・電話にて受付開始。
定員になり次第終了。

わらべうたや布のえほんを使った、あかちゃん（0・1・2歳児）向けの
おはなし会です。

日時：1月27日（火）①10:00～10:45　②11:00～11:45
会場：和会議室（2階）　　定員：各回20組40名（要申込）

◆親子でつくろう！アンのお菓子

※1月13日（火）10:00より図書館カウンター・電話にて受付開始。
定員になり次第終了。

「赤毛のアン」に出てくるおいしいお菓子をいっしょにつくりましょう♪

日時：2月1日（日）①10:00～12:00　②14:00～16:00
会場：調理実習室（2階）　　定員：各回12組24名（要申込）
対象：小学校1年生以上とその保護者（2人1組）
講師：窪 祐子（お菓子・お料理研究家）

◆布のえほん&エプロンシアター展示

ボランティアのみなさんが作った、布のえほんやエプロンシアター
を展示します。実際にさわって遊んでみてください。

日時：1月22日（木）～2月3日（火）
会場：おはなしのへや（図書館内）

◆わくわくおはなしまつり

わくわくおはなし会の拡大版！いつものおはなし会とはちょっとち
がった、スペシャルなおはなし会です。

日時：1月24日（土）15:00～16:00　　会場：303会議室（3階）
対象：3歳以上（満席になり次第、入場をお断りすることがあります。）

◆館内特集「日本のキセキ」－軌跡と奇跡－

2015年は、終戦から70年という日本にとって忘れてはならない節
目の年です。日本が現代に至るまでに培ってきた、社会・経済・伝統
文化・ポップカルチャーなど、様々な分野の資料を集めた特集コー
ナーを設置します。改めて「日本」について考えてみませんか？

日時：1月22日（木）～2月3日（火）
場所：図書館内新刊コーナー横

まだまだ寒い冬が続きますね。
図書館では楽しいおはなし会が
皆さんをお待ちしています。

『こちょこちょ
　ももんちゃん』（童心社）
『こちょこちょ
　ももんちゃん』（童心社）



1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/

1月のチケット情報・募集申込情報

6（火）・20（火） P7おひざでだっこ ぴよぴよのへや
（0歳児対象）

9（金）～2/13（金） 12月号
掲載エクセル入門

10（土） P4シネマランド「ぼくたちの家族」

10（土）・24（土） P7わくわくおはなし会（小学生以上対象）

11（日） P3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～

13（火）・27（火） P7おひざでだっこ よちよちのへや
（1～2歳児対象）

27（火）～3/10（火） 12月号
掲載やさしいバレエストレッチ

14（水） 12月号
掲載

貯まる人の貯蓄術！
他では聞けないナイショの話

P3おとなの楽校　5時間目：芸術

17（土） HP
掲載

市民グループ活動支援事業
知っとこ！子育てで必要なお金のこと！

P7わくわくおはなし会（幼児対象）

17（土）・18（日） P3第7回大野城まどかぴあ市民企画事業
「んまつーポス～いっすんぼうし～」

17（土）～3/7（土） 12月号
掲載はじめてのパソコン　ゆっくり入門

18（日） P3まどかぴあ新春落語会
「桂 春蝶 独演会」

19（月）～29（木） 12月号
掲載デジカメ画像の編集

20（火） 12月号
掲載林 真理子講演会

22（木） P4ティータイムコンサートVol.220

22（木）～2/3（火） P7図書館へゆこう！！2015年

24（土）
P7わくわくおはなしまつり

12月号
掲載育休カフェ＆トーク

25（日）
とよたかずひこ講演会

P7

P7

とよたかずひこワークショップ

27（火） P7あかちゃんと布のえほんであそぼう

29（木） 12月号
掲載立春の茶懐石

31（土） 12月号
掲載リサイクル手芸　ネクタイのポーチ

パパ・ママのための読書タイム毎週金・土曜日 4月号
掲載

ページイベント日付

20（火） 一般発売
ティータイム・スペシャルコンサートVol.2 P4

14（水）
受付開始短期講座 P5

参加申込締切
俳優のための殺陣実践講座2015
〈体験コース〉

12月号
掲載

13（火） 友の会発売
ティータイム・スペシャルコンサートVol.2 P4

8（木）
受付開始とよたかずひこワークショップ P7

受付開始とよたかずひこ講演会 P7

5（月）

受付開始
あかちゃんと布のえほんであそぼう P7

受付開始パソコン講座 P5

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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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。
12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）

1/18
（日）

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

ふるさと応援寄席　筑紫野市ふるさと親善大使
立川生志落語会
古典落語を深化させて現代に繋ぐ生志。師匠談志ゆずりのシュールな話芸を
お楽しみください。
●会場：筑紫野市生涯学習センター2階　さんあいホール
●3,000円　●14:00～

2/11
（水・祝）

クラシック音楽の楽しみ方講座Vol.6
Enjoy!!　和楽器　邦楽のひびき　～三味線、太鼓、笛～
女性４人による日本の優美な伝統音楽と解説とともにお楽しみください。
●一般1,000円／大学生以下500円　●14:30～

2/21
（土）

1/6（火）
～3/15（日）

第19回　くらしのうつりかわり展
●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
1/10（土）オープニングイベントおやつ付（無料）昔遊び大会13:00～15:00

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 092-921-2101
●一般1,000円／高校生以下500円／親子券（一般800円・高校生以下400円）
●14:00～

伊藤京子サロンコンサート
●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～

宝くじ文化公演 ビゼー作曲 オペラ「カルメン」〈全4幕 日本語公演〉
●一般2,000円／高校生以下1,000円　●16:00～

2/28
（土）

平成26年度歴史講座　「ちくし見聞録」
「霊峰 宝満山」
●講師：山村信榮（太宰府市教育委員会）　●入場無料（要事前申し込み）　
●10:00～12:00

第16回　那珂川町音楽祭　「合唱の祭」
●入場無料　●午前の部10:00～／午後の部13:30～

第16回　那珂川町音楽祭　「ピアノの祭」
●入場無料　●午前の部10:00～／午後の部13:30～

2/8
（日）

1/18
（日）

2/7
（土）

まどかぴあ休館日のお知らせ
1月7日（水）、21日（水）

年末年始：12月28日（日）～1月4日（日）

『ももんちゃん　ぽっぽー』（童心社）
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