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・「俳優のための殺陣実践講座2015」公開特別講義　見学者募集!
・パソコン講座　受講生募集！
・ヘルシーエクササイズ講座　受講生募集！
・第19回まどかぴあ読書感想画コンクール　入賞者発表！
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※昨年の様子※昨年の様子

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。

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

【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

【日時】2月22日（日）13:30～16:30
【会場】大ホール（1階）　入場無料

（1年間・6ヵ月間）受講生募集スタート！

◆はじめての陶芸

はじめて陶芸に挑戦する方のための講座です。
手びねりの技法と焼き物ができるまでの流れを
実践的に学びます。

定 期 講 座平成27年度4月開講
4月から始まる定期講座（1年間・6ヵ月間）の受講生を募集します。
新しい講座も登場します！
※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。

第1・3火曜日（月2回）13:30～16:30

＜1年間講座＞

◆洋菓子レッスン
　～お菓子の時間～

手作りのお菓子は皆を笑顔にして素敵な会話が
生まれます。レッスンは丁寧に一人一台の仕上げ
です。美味しい紅茶とともに楽しみましょう。

第4木曜日（月1回）10:30～13:30
◆楽しく歌おう

体幹を使って気持ちよく歌いましょう。
ボイストレーニングによる腹式呼吸の有酸素運動は
全身の血液の循環を良くします。

第2・4水曜日（月2回）19:00～20:30

＜6ヵ月間講座＞

◆始めてみよう英会話

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

第1・3・4金曜日（月3回）10:00～12:00

2月17日（火）必着
申込者が募集人数を超えた場合は抽選します。
2月25日（水）以降、定員に空きのある講座は電話・窓口
にて先着受付。

申込期限

申込方法
指定の申込用紙に必要事項をご記入のうえ、
郵送・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。

注意事項
申し込みの結果は、全員に通知します。
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。

【時間】15:00開演/14:30開場
【会場】大ホール（1階）　全席自由

託児

～響け！中学生サウンド～
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

車イス料金：無料（要整理券）
※3月21日（土・祝）10:00より、まどかぴあ総合案内にて配布開始
　（お一人様4枚まで）

公募により集まった新中学3
年生（現在中学2年生）と大
野城市民吹奏楽団とのジョ
イントコンサートを開催いた
します。素敵なコラボレー
ションをお楽しみください♪

4月26日
（日）
MUSIC

「劇団☆新感線」などの舞台で俳優・アクション監督として
活躍する川原 正嗣氏をゲスト講師に迎え、一般の方もご
見学いただける公開特別講義を行います！
参加者による成果発表として、和太鼓の生演奏と殺陣のコ
ラボレーションも披露。
見応えのある内容をぜひお見逃しなく！

託児

託児

託児

※見学ご希望の方は①氏名（ふりがな）②
電話番号③見学者人数を明記のうえ、
メール（件名：殺陣講座2015見学希望
／宛先：bungei@bb.csf.ne.jp）にて
お申し込みください。 ゲスト講師：川原 正嗣

「俳優のための殺陣実践講座2015」 公開特別講義　見学者募集！ 入場無料

筑紫地区の
公共施設を

まわって、

チケット半
券とスタン

プを集めて
、

プレゼント
をＧＥＴしよ

う！！



アテナ2015.2月号3

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。

筑紫地区公立文化施設研究協議会共同事業
つくし☆おとなり さ・ん・ぽ スタンプラリー

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’14」

3月1日
（日）
EVENT

第８回大野城まどかぴあ市民企画事業「あなたがプロデューサー」企画募集！

※昨年の様子※昨年の様子

まどかぴあでは、今年も地域の皆さんが企画した事業の実施・運営をサポートする「市民企画事業」を実施します。文化芸術に関する
企画であればジャンルは問いません。詳しくは、応募要項をご覧ください。ホームページからもダウンロ―ドできます。
 支援内容
対象経費に対し、小ホール・多目的ホールの場合上限50万円、大ホールの場合上限
100万円の経費負担と会場施設の提供。広報、販売協力など。
 対象会場
小ホール（118席）・多目的ホール（最大可動席300席）
大ホール（783席/舞台上舞台の場合最大可動席150席）
 実施期間  ※但し、第1・第3水曜日は休館日となります
【小ホールの場合】※最長１週間
8月24日（月）～30日（日）、11月16日（月）～22日（日）
【多目的ホールの場合】※最長１週間
平成28年2月29日（月）～3月6日（日）
【大ホールの場合】※最長3日間
平成28年2月26日（金）～2月28日（日）

※詳しい応募規定等はホームページ
　または3月以降にまどかぴあ館内に
　設置される応募要項をご覧ください。

開館当初より隔年で開催してきた「大野城まどかぴあ総
合美術展」が、第10回を迎える今年、大きく生まれ変わり
ます！

POINT①

〈応募スケジュール〉※3月20日（金）必着締切
◆応募要項配布開始：2月9日（月）
◆事前説明会：2月28日（土）11:00開始（12:00終了予定）
　※要申込／参加希望者は2月23日（月）までに電話でお申し込みください。
◆事前ヒアリング、応募受付期間：2月9日（月）～3月20日（金）
　※提出前に電話または面談で必ず事前ヒアリングを受けてください。
◆一次審査：4月上旬
◆二次審査：4月19日（日）（予定）
◆最終結果通知：4月下旬

「おおのじょう場所’14」

大野ジョーカルタ大会

みなさんおなじみの大野ジョーやまどか
ちゃん他16体（予定）のキャラクターたち
による、熱い戦いが開催されます！今回は
東と西に分かれての団体戦！お気に入り
のキャラクターをぜひ応援してください！

出演：大野ジョー
　　　まどかちゃん　ほか
料金：無料

【時間】10:30～12:30　
【会場】大ホール（1階）　全席自由

大野城市のPRの一環として作られた「大野
ジョーカルタ」を使った大会です。
予選を勝ち抜き、決勝が行われる会場は、多
くの観客、そしてキャラクターたちが待つ、
大ホールです！果たしてチャンピオンになる
のは誰か？！みなさんの挑戦をお待ちしてい
ます！

大相撲に出演するキャラク
ターたちが集結！東西の
チーム分けや、大相撲とカル
タ大会のデモンストレーショ
ンを行います！入場無料で
す！愛くるしいキャラクター
たちにぜひ会いに来てくだ
さい！

大野城まどかぴあの初代館長・池田 満寿夫氏の、従来の芸
術の枠にとどまらない多彩な活躍にちなんで、大きく「平面」
と「立体」の2部門に分け、ジャンルや表現方法にとらわれな
い自由で独創的な作品を募集します！

全国から広く作品を募集し、地域
のみなさまに幅広く質の高い美術
作品を鑑賞していただける展覧会
を目指します！

料金：参加無料　※要事前申し込み
申込方法：電話による事前申し込み。
　　　　　詳細はチラシをご覧ください。

【時間・会場】（予選）10:30～ 多目的ホール（1階）
　　　　　 （決勝）14:00～ 大ホール（1階）

詳細はアテナ3月号でお知らせ予定です

料金：無料（入退場自由）

【時間】11:00～12:30（予定）
【会場】多目的ホール（1階）

2月8日（日）
「おおのじょう場所’14」
公開記者会見

大野城まどかぴあアートビエンナーレ2015

ジャンルの枠を撤廃！

POINT② 全国公募に！

【開催期間】5月1日（金）～10月31日（土）
【景　　品】特賞1本、各館賞20本（5種類×4本）

参加
公共施設

◆大野城まどかぴあ　　　◆春日市ふれあい文化センター
◆プラム・カルコア太宰府　◆筑紫野市文化会館
◆ミリカローデン那珂川
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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：秋田 悠一郎（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

2月26日
（木）

２月のティータイムコンサートは、ピアノでお届けいたし
ます！普段は伴奏が多いピアノですが、今回は主役で
の登場です。オーケストラに華を添えるピアノの音色を、
ぜひお楽しみください♪※電子ピアノでの演奏となります。

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

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

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

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

僕たちは忘れない。
ぽっかり空いた心の穴が愛で満たされた日々―。
1979年、カルフォルニア。シンガーを夢見るルディ。ゲイであるこ
とを隠して生きる弁護士のポール。母の愛情を受けずに育ったダ
ウン症の少年・マルコ。世界の片隅で3人は出会い幸せな家庭を築
き始める。しかし幸福な時間は長く続かなかった。ゲイであるがゆ
えに法と好奇の目にさらされ、ルディとポールはマルコから引き離
されてしまう…。血はつながらなくても、法が許さなくても、奇跡的
に出会い深い愛情で結ばれる3人。見返りを求めず、ただ愛する人
を守るために奮闘する彼らの姿に本物の愛を目撃する。

2月14日
（土）
CINEMA

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

【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

国家権力によって比類ない殺人技術を
叩き込まれた男が、1人の少女の中に、
自らの人間性の回復を託そうとする姿
を描く森村 誠一の原作を映画化。
※一部過激な表現が含まれます。

「野生の証明」
1978年/日本/143分

監督：佐藤 純彌
出演：高倉 健、中野 良子、薬師丸 ひろ子、夏八木 勲　ほか

新田 次郎の小説『八甲田山死の彷徨』を黒澤
明の愛弟子で東宝青春映画の旗手として知ら
れた森谷 司郎監督が完全映画化。日露戦争
前夜、八甲田山を雪中行軍することになった青
森第5連隊と弘前第31連隊の姿を描く、極限
状態での組織のあり方を問いかけた作品。

「八甲田山」
1977年/日本/169分

監督：森谷 司郎
出演：高倉 健、北大路 欣也、緒方 拳、栗原 小巻　ほか

ヴァイオリン、コントラバスの豊かな弦の音色に、
煌びやかなフルートが華を添えます。素敵な男性
ユニットでお贈りする、特別なコンサート。観ても、
聴いても楽しめる上質なクラシック音楽を、ごゆっ
くりとご堪能ください。

【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 託児友の会

先行

Vol.221ティータイムコンサート

シ ネ マ モ ニ タ ー 企 画

3月7日
（土）
CINEMA

秋田 悠一郎

～高倉 健 特集～
3月のシネマランドは、ボランティア“シネマモニター”の皆さん
と一緒に選定する『シネマモニター企画』を開催！
今回は2014年11月10日に亡くなった福岡出身の名優・高倉
健さんの出演映画を上映します。205本の出演作の中から選ん
だ作品を是非大ホールのスクリーンでお楽しみください。

「野生の証明」
「八甲田山」
「野生の証明」

１

２

３

10:00～12:23

14:00～16:49

18:00～20:23

時間（各回30分前開場）上映作品
■ タイムテーブル

3月8日
（日）
MUSIC

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）

「昼さがりの男たち（仮）」

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：82231）

≪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
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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

●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2月2日（月）9：00
受付開始

インターネットで情報検索 日　程：3月5・12日（木）
時　間：14:00～16:00　※自習時間16:00～
受講料：3,200円　　　教材費：400円
対　象：文字入力ができる方
講　師：岡部 充子

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、知っ
ておくと便利な機能も学べます。

託児

★定期講座発表会のお知らせ★

日　時：3月14日（土）・15日（日）10:00～16:00
会　場：大野城まどかぴあ館内
内　容：作品展示、体験、販売、（15日のみ）ステージ発表

定期講座（1年間・6ヵ月間）の発表会を開催します。
お誘い合わせのうえ、ぜひご来館ください。

※講座によって、体験や販売、ステージ発表の日時が
　異なります。
　詳しくは、まどかぴあホームページまたはアテナ
　3月号をご覧ください。

大野城まどかぴあ 検索

生涯学習センター 定期講座発表会

発表会の様子

　参加予定講座
茶道、華道、絵画、写真、陶芸、書道、表装、俳句、
ステンドグラス、カルトナージュ、デコパージュ、
ソープカービング、フラワーアレンジメント、
押し花、純銀粘土アクセサリー、パッチワーク、
編み物、薬膳料理、着付け、ダンス、バレエ、ギター、
フルート、オカリナ、歌　　など

～広告協賛欄～
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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

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3級講座

期　間：4月7日（火）～6月2日（火）　（全8回　毎週火曜日）
時　間：18:30～21:00（平成27年度より時間数が増えます）
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：18,000円（テキスト代・資料代含む）
※大野城市在住・在勤で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。詳細は男女平等推進センターにお問い合わせください。

日　時：3月24日（火）10:00～12:00
会　場：301会議室（3階）
内　容：平成27年度募集要項の説明、平成26年度に

実施した市民グループ・団体のノウハウや成果
の発表、交流会。

※平成26年度に事業を開催したグループ・団体は、10団
体です。アスカーラは、対象経費の助成、事業運営ノウ
ハウの提供等で、グループ・団体の活動を支援します。

申込方法：電話・ＦＡＸにて3月20日（金）まで受付
※FAXの場合①郵便番号②住所③氏名④電話
番号をご記入のうえ「カラーコーディネーター
3級」係まで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

色彩の知識を身につけて、ビジネスシーンに活かしませんか。日商カラー
コーディネーター検定試験（3級）対策と、演習によって実際に色彩を活用
するための講座です。

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

再就職チャレンジ講座～本気でパソコン！本気で就職！～

期　間：全期間　4月27日（月）～7月2日（木）※全24回　主に月・火・木曜日
　　　　＜パソコン実技＞　4月27日（月）～6月18日（木）
　　　　＜検定日＞　6月22日（月）・23日（火）※希望日に受験
　　　　＜再就職フォローアップ講座＞　6月30日（火）・7月2日（木）
時　間：9:30～12:00
講　師：竹中 ひとみ（有限会社アキラ企画）、他
対　象：結婚・育児などの理由で退職し、再就職をめざす女性
　　　　Wordの基本操作ができる方
会　場：202会議室（2階）
定　員：20名（申し込み多数の場合は抽選）
受講料：11,000円（テキスト代・資料代含む）

※講座開始後の返金は致しません。
※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。詳しくはお問い合わせください。

申込方法：2月10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
※FAXの場合①郵便番号②住所③氏名④電話
番号⑤託児の有無をご記入のうえ「チャレン
ジパソコン」係までお申し込みください。

申込期限：3月31日（火）必着
受講決定通知：申込者全員に文書でお知らせします

結婚・育児などの理由で仕事を退職し、再就職をめざす女性のためのスキルアップ（Excel）講座です。実技終了後、履歴書
に書ける資格取得のためにExcel3級検定にチャレンジします！再就職フォローアップ講座も同時開催！受講を終えるころには、
きっと不安が自信に変わるでしょう！実習日（4/27除く）は、自習時間（30分）付き。Wordの振り返りもあります。
※この講座に限り、託児は無料です。受講決定後4/20（月）までにお申し込みください。

託児

ヘルシーエクササイズ講座
（全30回＋健康講話2回）

毎年大好評のヘルシーエクササイズ講座。
自分のペースで楽しく体を動かして
リフレッシュしませんか？
※今年度は年間一括募集のみとなります

市民グループ活動支援事業
平成27年度募集説明会を

開催します！
地域で活動する市民グループ・団体が、企画・運
営・実施する男女共同参画に関する事業（講演会、
講座、ワークショップ、展示会、調査研究）を今年も
募集します。説明会に参加して、アイデアやひらめ
きをカタチにしませんか。まどかぴあがみなさんの
舞台です！

期　　間：

時　　間：
講　　師：

内　　容：
定　　員：
受 講 料：

会　　場：
申込方法：

申込期間：

決定通知：

＜前期／10回＞4/2～6/11
＜中期／12回＞7/30～10/29
＜後期／10回＞11/26～H28/2/4
※健康講話は、6/11・10/8に303会議室にて昼・夜の部あり
＜昼の部＞13:30～15:00　＜夜の部＞19:00～20:30
＜昼の部＞藤 像救子、船越 光子（日本健康体操連盟）　
＜夜の部＞土井 孝子（日本健康体操連盟）
ソフトジム（ゴムボール）を使った運動、ソフトエアロビクス、ヨガなど
昼の部・夜の部ともに70名（申し込み多数の場合は抽選）
7,500円※講座開始後の返金はいたしません。
※別途ソフトジム（ゴムボール）代金1,200円が必要（お持ちでない
方のみ）
多目的ホール（1階）・303会議室（3階）
2月2日（月）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。
※FAXの場合①郵便番号②住所③氏名④電話番号⑤昼夜の希望
⑥受講経験の有無⑦ソフトジム購入希望の有無⑧託児の有無（昼
の部のみ）をご記入のうえ「ヘルシーエクササイズ係」までお申し
込みください。
3月6日（金）まで
※事前に体験・見学をしたい方はお申し出ください。
　（26年度後期講座期間中の2/5・19・26、3/5のいずれか）
申込者全員に3月中旬頃、ハガキでお知らせします。

託児

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託児の有無をご記入の
うえ「グループ支援」係までお申し込
みください。

託児

パソコンの自信を
つけて、再就職に
本気でチャレンジ!!
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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）

2月 3日・17日
2月10日・24日

幼児対象　2月7日・21日
小学生以上対象　2月14日・28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）

10日
24日

3日
17日

9日
23日

2日
16日

5日
19日

12日
26日

6日
20日

13日
27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

暖かい春はすぐそこに。
図書館で一足早く春を
見つけませんか？

第19回　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 入賞者発表！
本を読んで心に浮かんだ風景や感情を1枚の絵に表現する読書感想画。862点におよぶ応募作品の中から、昨年11月に行われた
安河内 俊明氏（画家）と 津田 三朗氏（彫刻家）による審査の結果、最優秀賞には平井 敦詞さんの『ふるさとお話の旅 福岡 春日の
伯賢さん』が選ばれました。入賞者は下記のみなさんです。おめでとうございます！　 （順不同・敬称略)

●最優秀賞 平井　敦詞（大谷小学校5年）
『ふるさとお話の旅 福岡　春日の伯賢さん』

●優秀賞
　［幼児の部］

　［低学年の部］

　［高学年の部］

今泉　智輝（大野南保育所）
『ぐるんぱのようちえん』
宮原　央暉（水城保育園）
『とべバッタ』
郡司掛　琉也（大野北保育所）
『じゃがいもポテトくん』
大石　智輝（筑紫東小学校3年）
『海をかっとばせ』
佐々木　菜花（大野小学校1年）
『したきりすずめ』
山口　沙織（月の浦小学校2年）
『はじめてのおつかい』
豊山　宗華（大野北小学校6年）
『銀河鉄道の夜』
安東　愛良（のぞみが丘小学校5年）［画塾］
『虔十公園林』
中条　菜々子（太宰府西小学校6年）
『魔女の宅急便その6　それぞれの旅立ち』

●優良賞
　［幼児の部］

　［低学年の部］

　［高学年の部］

谷口　さくら（南ヶ丘保育園）
『三びきのやぎのがらがらどん』
兒玉　琉里（筒井保育所）
『スイミー』
粟田　涼羽（大野東幼稚園）
『もりのかくれんぼう』
小林　直之（平野保育園）
『三びきのやぎのがらがらどん』
平本　龍（森の木幼稚園）
『さかなはさかな』
石橋　信一（大野東小学校1年）
『クレヨン王国の12ヶ月』
入江　颯志（大野南小学校3年）[画塾]
『ちからたろう』
伊東　花蓮（平野小学校3年）
『ぞくぞく村のかぼちゃ怪人』
小山田　奨矢（大野南小学校1年）
『地球のこどもたちへ』
山口　華歌（大利小学校3年）
『ダ・ヴィンチ空をとぶ　マジックツリーハウス24』
新ケ江　海成（大野北小学校4年）
『エルマーと16ぴきのりゅう』
萩原　直幸（大野小学校5年）
『大野城物語』
藤澤　花梨（春日野小学校6年）
『風の又三郎』
竹田　大洋（月の浦小学校5年）
『大どろぼうホッツェンプロッツ』
島崎　真衣（筑紫小学校4年）
『タッジーマッジーと三人の魔女』

　ま ど　　か ぴ あ 読 書 感 想 画　コ ン ク ー 　  ル



2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/

2月のチケット情報・募集申込情報

1（日）
1月号
掲載親子で作ろう！アンのお菓子

2（月）～26（木） 1月号
掲載アクセス入門

2（月）・9（月） 1月号
掲載くらしの書

3（火）～3/3(火） 1月号
掲載健康・美容ステップクラス

3（火）・17（火） P7おひざでだっこ ぴよぴよのへや
（0歳児対象）

5（木） 1月号
掲載チョコレート菓子レッスン

6（金）～27（金） 1月号
掲載託児サポーター養成講座　

12月号
掲載劇遊びワークショップとしゃべり場

7（土） 12月号
掲載

俳優のための殺陣実践講座2015
〈体験コース〉

7（土）・21（土） P７わくわくおはなし会（幼児対象）

10（火）～3/17（火） 1月号
掲載ワード入門

10（火）・ 24（火） P７おひざでだっこ よちよちのへや
（1～2歳児対象）

11（水・祝） 1月号
掲載スタンド・バイ・ユー～家庭内再婚～

12（木）・13（金） P2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」

14（土） P4シネマランド「チョコレートドーナツ」

14（土）・28（土） P7わくわくおはなし会（小学生以上対象）

20（金）～3/27（金） 1月号
掲載エクセル活用

21（土）・28（土） 1月号
掲載女性のための起業支援セミナー

22（日） P2俳優のための殺陣実践講座2015
〈公開特別講義〉

23（月） 1月号
掲載ワイヤーアートのハンギングバスケット

25（水） 6月号
掲載

ボランティア研修会　
語りの実践講座（第3回）

26（木） P4ティータイムコンサートVol.221

毎週金・土曜日 4月号
掲載パパ・ママのための読書タイム

2（月）
受付開始パソコン講座 P5

10（火） 受付開始再就職チャレンジ講座 P6

～17（火） 申込必着4月開講　定期講座 P2

9（月） 事前ヒアリング・応募受付開始
第8回大野城まどかぴあ市民企画事業

受付開始
平成27年度ヘルシーエクササイズ講座

事前説明会参加申込締切
第8回大野城まどかぴあ市民企画事業

P3

P6

23（月） P3

ページイベント日付

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。
1月13日現在（その後の変更につきましては、ご容赦ください）

2/14（土）
15（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
●一般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を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）

開催中
～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

3/7（土）
8（日）

ルミナスフェスタ2015 
～ステージ発表・展示・飲食バザー・フリーマーケット・体験コーナーほか～
●場所：女性センタールミナス（TEL925-5404）／体育センター
●入場無料　●10:30～16:00（8日は15:00まで）

14th春日ジュニアドラマセミナー発表公演
「ジプシーと宇宙人 ～私たちが友だちになるまでのコトバ～」
【作・演出】後藤 香
●300円　●14（土）19:00～／15（日）14:00～

土曜シアター　「そして父になる」
●施設利用料1枚300円／6枚綴り1,500円　●①10:00～ ②14:00～

2/21
（土）

2/28
（土）

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～

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～

第16回　那珂川町音楽祭　「吹奏楽の祭」
●入場無料　●13:30～

2/11
（水・祝）

2/8
（日）

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～

2/7
（土）

まどかぴあ休館日のお知らせ
2月4日（水）、18日（水）
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