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・ ・ “OMURA室内合奏団＆合唱”コンサート　出演者募集！“OMURA室内合奏団＆合唱”コンサート　出演者募集！
・ ・ 短期講座＆パソコン講座　受講生募集！短期講座＆パソコン講座　受講生募集！
・ ・ 講演会「未来につなぐ 私たちのまちづくり」開催講演会「未来につなぐ 私たちのまちづくり」開催
・ ・ 「第9回　図書館子どもまつり」「第9回　図書館子どもまつり」

・ “OMURA室内合奏団＆合唱”コンサート　出演者募集！
・ 短期講座＆パソコン講座　受講生募集！
・ 講演会「未来につなぐ 私たちのまちづくり」開催
・ 「第9回　図書館子どもまつり」
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７月４日（土）13時30分開演／13時開場　大ホール　全席指定

この子たちの夏
1945・ヒロシマ ナガサキ

朗読劇

原 日出子根岸 季衣高橋 紀恵

島田 歌穂かとう かず子旺 なつき
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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。

文化芸術振興課

生涯学習センター

8/9（日） ちくし地区の少年少女合唱団による「第12回少年少女合唱団ジョイントコンサート」

7/4（土）
朗読劇「この子たちの夏」
　　　　1945・ヒロシマ ナガサキ

男女平等推進センター

まどかぴあ図書館

4/18（土）

7/18（土）

8/23（日）

第9回　図書館子どもまつり
～子ども読書の日記念事業～

紙のどうぶつえん

親子読書会

7/18（土）～8/30（日）こどものくに

毎月1回（9月除く） ティータイムコンサート

毎月1回 シネマランド

9/19（土） まどかぴあ市民大学 おとなの楽校3時間目

4/26（日） 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

5/16（土） 水戸岡 鋭治 文化講演会

6/28（日）～7/12（日） 大野城まどかぴあアートビエンナーレ2015

4/4（土） まどかぴあ市民大学 おとなの楽校1時間目

9/6（日） ティータイム・スペシャルコンサートVol.3

7/18（土） まどかぴあ市民大学 おとなの楽校2時間目

8月下旬予定 第18回男女平等推進センターフェスティバル

8/25（火）～11/17（火）カラーコーディネーター2級講座

7月～11月 大野城市男女共生講座（全5回）

7/27（月）～11/2（月） 日商簿記3級講座

6/6（土）～10/3（土） あなたとわたしのための元気塾（全5回）

6/27（土）～9/26（土） 大野城パパ大学（全4回）

5/29（金）～6/19（金） 情報サポーター養成講座（全4回）

5/23（土） 男女共同参画条例制定記念講演会

4/4（土） アスカーラまつり

4/7（火）～6/2（火）カラーコーディネーター3級講座

4/27（月）～7/2（木） 再就職チャレンジ講座

4/2（木）～平成28年2/4（木） ヘルシーエクササイズ講座

7/25（土） おはなし会スペシャル「夜ばなし」

8月

短 期 講 座 いつまでも輝きたい！これが私に似合う色
すっきりボディメイク
なかよし家族のベビーマッサージ
やさしいバレエストレッチ

パソコン講座 インターネット
短 期 講 座 はじめての中国語、バスケットにつくる花束

沖縄の音色～初めての三線～
パソコン講座 エクセル入門（夜）、はじめてのパソコン

パワーポイント
短 期 講 座 テーブルで気軽に茶道、バラの飾り巻き寿司

グラスアートのフォトフレーム、産前＆産後ヨガ
筆ペンに親しむ

短 期 講 座 夏の絵手紙
パソコン講座 はじめてのパソコン、ワード入門

ワード＆エクセル 復習
短 期 講 座 ゆかた着付け
パソコン講座 エクセル活用（夜）、はじめてのパソコン

4月

5月

6月

7月

友の会

先・割
【時間】13:30開演/13:00開場
【会場】大ホール（1階）　全席指定

託児

朗読劇
この子たちの夏
1945・ヒロシマ ナガサキ

車イス料金：一般3,000円（当日3,500円）
　　　学生500円（当日1,000円）※高校生以下（要学生証）
　　　※未就学児入場不可

唯一の戦争被爆国である日本。日本人としての経験を記
憶に留めたいと、遺稿や手記、詩歌などの膨大な資料の
中から「母と子」に絞り朗読劇としてまとめたのが本作品
です。夏の一日に、その言葉に耳を傾けてみてください。

7月4日
（土）
PLAY

まどかぴあ総合案内
チケットぴあ（Pコード：443-369）
ローソンチケット（Lコード：84912）
劇ナビFUKUOKA

チケット取扱い

チケット発売日
友の会 4月21日（火）
一　般 4月28日（火）
両日とも10:00～

旺 なつき

高橋 紀恵

かとう かず子

根岸 季衣

島田 歌穂

原 日出子

※平成27年3月11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。詳しくはお問い合わせください。

上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！このほかにも
様々なイベントや講座をご用意していますので、詳しくは毎
月のアテナをご覧ください。
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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。

オーケストラをバックにコーラスをうたおう ！
“OMURA室内合奏団＆合唱”コンサート

出演者募集

※練習日程・応募方法等は、
まどかぴあ館内設置の募
集チラシもしくはホーム
ページをご覧ください。

長崎を中心に活動するプロ・オーケストラ「OMURA室内
合奏団」と、まどかぴあ大ホールで共演してみませんか？
12月に開催するオーケストラ＆合唱コンサートのコーラ
ス隊のメンバーを募集します！

水戸岡氏は鉄道デザインに留ま
らず、商業施設や街づくりにまで
及んでいます。今回は鉄道デザイ
ンだけでなく地域の活性化や魅
力的な街づくりに果たすデザイン
の役割、そして感動を与え楽しく
なるデザインをいかに生み出して
いるか、思いやこだわりとともに
語っていただきます。

大野城まどかぴあの初代館長・池田 満寿夫氏は、既存の芸術の枠にとどまらず多彩に活躍した芸術
家でした。池田氏のような新たな発想と挑戦する意欲を持った作家を求め、既存の価値観に捉われな
い、自由で独創的な作品を広く全国より募集します。

【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 500円（当日同料金）
　　　友の会会員 無料（要事前申込）
　　　※友の会会員以外の方も、チケットを購入いただければご入場いただけます。

車イス

【公演日時】12月23日（水・祝）14:00開演予定
【プログラム（予定）】
第1部【オーケストラ演奏】モーツァルト／交響曲第38番「プラハ」
第2部【合唱曲】ヴィヴァルディ／グロリア
応募資格：以下のすべてに該当する方
　　　　　高校生以上／住所問わず／公演および原則全ての
　　　　　練習日程に参加できる方／合唱・声楽経験者
定　　員：40名程度
　　　　　※書類審査後、5月16日（土）にワークショップ形式
　　　　　　のオーディションを行います。
参 加 費：500円
応募締切：4月29日（水・祝）必着
応募方法：所定の応募用紙にて郵送・FAX・直接持ち込みにて
　　　　　申し込み

募集部門：立体・平面　※但し、版画作品・映像作品は除く
出 品 料：1点2,000円／2点3,500円　※部門に関わらず1人2点まで
　 賞 　：大野城まどかぴあ大賞（30万円）・大野城市長賞（10万円）　他
審 査 員：池田 良二（武蔵野美術大学教授）、海老塚 耕一（多摩美術大学教授）
　　　　　安永 幸一（福岡アジア美術館顧問）

大野城まどかぴあ友の会「まどかぴあ倶楽部」招待講演
水戸岡 鋭治 文化講演会

5月16日
（土）
TALK

まどかぴあ総合案内
ローソンチケット（Ｌコード：84635）チケット取扱いチケット発売中

託児 車イス友の会

特別
（無料）

友の会
招待について

友の会招待のお申し込みはお席に余裕が
ある場合のみ受付いたします。

【日　時】4月4日（土）18:30開演／18：00開場
【会　場】大ホール（1階）　全席自由
【授業料】1回券500円（当日同料金）
　　　　5回通し券2,000円（限定40組）
　　　　　※友の会割引は１回券前売のみ対象

秋山 幸二さんにスポーツ精神を学ぶ授業
「野球人生、これまで、そしてこれから」

1時間目

【講師】 秋山 幸二
　　　　（前ソフトバンクホークス監督・野球解説者）

今年も素敵な先生方をお迎え
して年間5回シリーズでお送り
する「まどかぴあ市民大学 お
となの楽校」。1時間目は大ホー
ルでの開校式！秋山 幸二さん
をお迎えして、ご自身の野球人
生を通して語る、スポーツの楽
しさと厳しさ、そして、子ども
たちの未来に向けてのメッ
セージをお届けします。

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

OMURA室内合奏団

撮影・筒井 義昭

 大野城まどかぴあアートビエンナーレ2015　作品募集！

【事前エントリー期間】5月1日（金）～27日（水）必着
【作品搬入】5月31日（日）・6月1日（月） 詳しくは

応募要項または
ホームページを
ご覧ください
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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。

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 

vol.223ティータイムコンサート

出演：田中 優子（オーボエ）
　　　遠藤 姿子（ピアノ）

田中 優子

【時間】12:10～12:50
【会場】ギャラリーモール（1階）
　　　入場無料

4月23日
（木）

今年度のトップバッターはオーボエ奏者 田中 優子さ
んの登場です！
オーボエの柔らかく豊かな音色をあたたかい春風に
のせて、春らしいコンサートをお届け致します♪

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

「音の言葉（ことのは）」

日本国内の作曲家から生まれた曲を含め音楽をお届けいたします。
奏で、うたい、“言葉”のように流れ伝わる音に想いを馳せながらお楽しみください。

平成27年度のテーマ

MUSIC

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

早くに両親を亡くし一軒家に2人で暮らす引っ込み思案で
恋に奥手な弟とパワフルな姉は不器用ながらも平穏に暮
らしていた。そんなある日、1通の手紙が誤って配達された
ことをきっかけに、それぞれの恋と人生が懸った騒動を巻
き起こしていく。2013年に向井 理、片桐 はいりの2人が
主演した舞台の映画化。互いを大切に思いあう不器用な姉
弟に訪れる幸せの行方を描いたハートウォーミングコメ
ディ。

5月9日
（土）
CINEMA

監督：西田 征史
出演：向井 理、片桐 はいり、山本 美月　ほか

【時間】①10:00～11:54
②14:00～15:54
③18:00～19:54
（各回30分前開場）

「小野寺の弟・小野寺の姉」
2014年/日本/114分

初めてのニューヨーク 人生の輝きを取り戻す旅
シャシは、夫と子ども2人につくすごく普通のインドの主婦。悩み
は家族で唯一英語が出来ないことだった。そんなある日、ニュー
ヨークに暮らす姉から姪の結婚式の手伝いを頼まれる。家族より
一足先にニューヨークに向かったシャシだが、コーヒーもまともに
頼めずパニックに陥る。そんな彼女の目に飛び込んできたのは「4
週間で英語が話せる」という英会話学校の広告。一念発起し、皆に
内緒で英会話学校に通い始めるシャシだったが…。

4月11日
（土）
CINEMA

監督：ガウリ・シンデー
出演：シュリデビ、アディル・フセイン、アミターブ・バッチャン　ほか

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

「マダム・イン・ニューヨーク」
2012年/インド/134分/字幕版

上半期開催スケジュール

※9月はティータイム・スペシャルコンサートのため有料です。

5月28日（木）4月23日（木） 6月25日（木）

7月23日（木） 8月27日（木） 9月6日（日）※

第1部は中学生のフレッシュなサウン
ドをお楽しみいただく単独ステージ。
第2部はこの日限りの特別メンバーに
よる合同ステージ。暖かな春のサウン
ドに包まれてみませんか？ご家族、お
友達をお誘い合わせのうえご来場く
ださい。

【時間】15:00開演/14:30開場
【会場】大ホール（１階）　全席自由
料金：無料（要整理券）※お一人様４枚まで
　　　※まどかぴあ総合案内で配布中。予定枚数に達した場合
　　　　は配布終了となりますので、ご了承くださいませ。

～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

4月26日
（日）
MUSIC

託児 車イス

博多座「市民半額観劇会」

料　　金：Ａ席9,000円（通常18,000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（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：4月23日（木）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：四代目 中村 雁治郎ほか

博多座6月公演　四代目中村 雁治郎襲名披露「六月博多座
大歌舞伎」公演が半額で観劇できます。

【日時】6月2日（火）、3日（水）、5日（金）、6日（土）
　　　※上記日程すべて昼の部（11:00～）、夜の部（16:30～）の2公演開催。
　　　　昼の部と夜の部では演目が異なります。
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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／

4月29日（水・祝）の受付は9:00～17:00
（入金手続き9:00～16:00）とさせて
いただきます。

（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4月8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4月2日（木）9：00
受付開始

エクセル入門（夜）

託児 託児

日　程：4月24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
講　師：大塚 かずみ（スマイルベビー協会代表）

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。パ
パとの参加もできます。

なかよし家族のベビーマッサージ

日　程：4月28日、5月12・26、6月9・23日、
　　　　7月14日（火）
時　間：10:30～12:00
定　員：16名（先着順）　　受講料：6,000円
講　師：塚原 亜紀（バレエ講師）

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、しなやかな体になりましょう。

やさしいバレエストレッチ

日　程：5月14・21・28日、
　　　　6月4・11・18日（木）
時　間：19:00～21:00
　　　　※自習時間18:00～
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
できるように学びます。

はじめてのパソコン

日　程：5月15・22・29日、6月5・
12・19・26日、7月3日（金）

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：有尾 美穂子

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
字サイズや色の変更、イラストを入れ
た文書を作成します。

バスケットにつくる花束

日　程：5月9日（土）
時　間：13:30～15:00
定　員：18名（先着順）
受講料：1,000円
材料費：1,500円
講　師：生野 千鶴
　　　  （専心池坊 英国風フラワー

アレンジメント教授）

沖縄の音色
～初めての三線～

日　程：5月12・26日、6月9・23日、
　　　　7月7日（火）
時　間：10:00～12:00
定　員：10名（先着順）
受講料：6,000円
材料費：20,000円（三線とバチ）
　　　　＋100円
講　師：垣花 真由美
　　　　　（八重山古典民謡保存会教師）

沖縄の三線（蛇皮線）を弾いてみませんか？
独特の音色は誰の心も癒してくれます。基本
から学びながら楽
しく練習しましょう。
楽器は初めてとい
う方にもおススメ
です!!

はじめての中国語
中国語にチャレンジしましょう。
中国語での自己紹介からはじ
めて、色々な場面での会話を
学びます。

正面から見るとまるで花束のような、
バスケットを使ったフラワーアレンジ
です。できあがったらそのまま飾れる
デザインで、豪華なリボンもついてい
ます。母の日のプレゼントにもどうぞ。

託児

パワーポイント

日　程：5月23・30日（土）
時　間：10:00～15:00
　　　　（12:00～13:00休憩）
　　　　※自習時間
　　　　　9:00～、15：00～
受講料：6,400円
教材費：600円
対　象：文字入力ができる方
講　師：藤田 志保

文字入力と書式設定、図形の挿入な
ど基本操作を学びます。特殊効果やア
ニメーションも使い、プレゼンテー
ションの実施と資料の作成をします。

日　程：5月8・15・22・
　　　　29日（金）
時　間：10:00～11:30
定　員：20名（先着順）
受講料：4,000円
講　師：畢 玉娟
　　　　（中国語講師） 託児

託児

託児



6アテナ2015.4月号

男女共同参画条例制定記念講演会
未来につなぐ 私たちのまちづくり～阪神・淡路／東日本大震災を乗り越えて～

“聞きたい！やりたい！伝えたい！”
情報サポーター養成講座

大野城パパ大学
～研究テーマ「パパの育児力UP」～

あなたとわたしのための元気塾 託児利用券交換のお知らせ

すべての市民が、その個性と能力を尊重され、平和で
心豊かに暮らすことのできる男女共同参画社会の実
現をめざして、大野城市は、平成18年に「大野城市男
女共同参画条例」を制定しました。このことを記念し
て、毎年講演会を開催しています。今回は、阪神淡路大
震災で被災され、災害復興の調査研究や東日本大震
災の支援に活躍されている山地 久美子さんを講師に
お迎えします。防災・減災・復興に強いまちづくりにつ
いてのお話です。

託児

5月23日
（土）
TALK

【時間】 13：30～15：00　【会場】 多目的ホール（1階） 講　　師：山地 久美子（大阪府立大学人間社会学部研究員）
定　　員：100名
受 講 料：無料
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
　　　　　　「条例記念講演会」係まで
　　　　　　お申し込みください。

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

男女平等推進センターでは、毎月発行の情報誌「すてっぷ」
や新聞切抜き掲示物「窓」を一緒に作成する仲間を募集して
います。
「新聞を読んでボランティア活動?!」「自分の文章や写真を
誰かに伝えたい！」
そんな好奇心旺盛なあなたのご参加をお待ちしています。
“楽しく学んで情報力UP！”

※すべて土曜日（10:00～12:00）に開催します

託児

性別や年齢に関係なく、女性も男性も伸びやかに
暮らす社会づくりに向けて学ぶ講座です。6月から
10月まで下記の日程で開催します。
詳細は5月号に掲載予定です。

4月から託児料金が変更になります。現在お持ち
の旧託児利用券（600円）は、3階男女平等推進
センターで300円の託児利用券2枚と交換させ
ていただきます。

交換期間は平成27年9月末までと
させていただきます。

託児

：10:00～12:00（全回）
：無料
：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「情報サポー
ター養成講座」係までお申し込みください。

時 間
受講料
申込方法

：303会議室（3階）
：40名（先着順）

会 場
定　員

「ボランティアってなあに？」・現サポーターとの交流会
冨岡 郁雄

（NPO法人日本ソーシャルコーチ協会理事長）
5月29日（金）

「メディア・リテラシーを学ぼう！」
林田 真心子

（福岡女学院大学メディア・コミュニケーション学科講師）

「伝えるコツを学ぼう！発信って楽しい！」
佐々木 喜美代

（NPO法人アジアン・エイジング・ビジネスセンター上席研究員）

「まわしよみ新聞を作ろう！」
安武 信吾

（西日本新聞社地域づくり事業部 企画委員）
※都合により講師が変更になる場合もあります

１

6月5日（金）2

6月12日（金）3

6月19日（金）4

内　容　・　講　師日　程

第1回

6月6日

第2回

7月4日

第3回

8月1日

第4回

9月5日

第5回

10月3日

回

「育児はママ任せだから…」のパパや「もっと子育てのこと知
りたい！」のパパに贈る応援講座です。パパの育児参画で家
族がhappy！に。イクメンをめざすパパ、ぜひこの機会に
チャレンジしてみませんか。

託児

：無料
：パパ・プレパパ／ママ・プレママ
：電話・FAX・総合案内およびホームページにて
　5月1日（金）より受付開始
※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「パパ大学」ま
でお申し込みください。

受 講 料
対 　 象
申込方法

：30名定 　 員

写真の撮り方6月27日（土）
10:00～12:00

親子遊び7月25日（土）
13:30～15:30

コミュニケーション8月22日（土）
10:00～12:00

まとめ（卒業式）9月26日（土）
10:00～12:00

２

１

４

３

内　　容日　時 会　場回

304会議室
（3階）

多目的ホール
（1階）

301会議室
（3階）

301会議室
（3階）
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4月より巡回曜日を一部変更しています。(赤字が変更箇所です)

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）

4月 7日・21日
4月14日・28日

幼児対象　4月4日
小学生以上対象　4月11日・25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

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。
※東コミュニティセンターの巡回曜日は金曜日へ変更となります。

南コミュニティセンター
への巡回が始まります。
(隔週月曜)

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

南コミュニティ
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

東コミュニティ
センター 乙金東公民館 乙金台公民館

平野台公民館

7日
21日

14日
28日

6日
20日

13日
27日

2日
16日
30日

9日
23日

3日
17日

10日
24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

協力：おはなしの会「わくわく」
赤ちゃん向け読みきかせボランティア「おひざでだっこ」
布の絵本製作の会「ちくちく」　（順不同）

うきうきふれあいひろば
布工作やおりがみを作ろう！
布えほんにふれてあそぶコーナーもあります。
会場：303会議室（3階）

わくわくおはなしひろば
赤ちゃん向けから小学生向けまで合計4回のおはなし会
のリレーです。エプロンシアターの実演もあります。
会場：301会議室（3階）

おはなし会や布の工作など、楽しいイベントが
もりだくさん！ぜひ、まどかぴあへ来てくだ
さい！

日時：4月18日（土）10:00～15:00
会場：特設 子どもまつり会場（3階）
すべて入場無料です。

「第9回　図書館子どもまつり
～子ども読書の日記念事業～」

4月の巡回

新学期の始まりです。
新しいお友だちと
出会うように、すてきな本と
出会ってみませんか？
楽しいおはなし会もありますよ！

南コミュニティセンター

まどかぴあ図書館で借りた本を、図書館以外で返却で
きる場所として、南コミュニティセンターに返却ポスト
を設置しています。どうぞご利用ください。
※CD、他の図書館の本は返却できません。ご了承ください。

南コミュニティセンターに
返却ポストを設置しています。

大野城市南ヶ丘5丁目9番1



4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/

4月のチケット情報・募集申込情報

2（木）
～H28/2/4（木）

2月号
掲載ヘルシーエクササイズ講座

3（金）～11（土）
3月号
掲載

いつまでも輝きたい！これが私に似合う色
（金曜コース）/（土曜コース）　

P3

P7

P7

P4

P7

P7

P7

P4

P4

おとなの楽校1時間目

4（土）
3月号
掲載みんな集合！！ アスカーラまつり

わくわくおはなし会（幼児対象）

7（火）～6/2（火）
2月号
掲載

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

7（火）・21（火） おひざでだっこ ぴよぴよのへや
（0歳児対象）

おひざでだっこ よちよちのへや
（1～2歳児対象）

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

再就職チャレンジ講座
～本気でパソコン！本気で就職！～

8（水）～5/27（水）
3月号
掲載すっきりボディメイク

11（土） シネマランド
「マダム・イン・ニューヨーク」

11（土）・25（土） わくわくおはなし会（小学生以上対象）

14（火）・28（火）

18（土） 図書館子どもまつり

23（木） ティータイムコンサートVol.223

26（日）

20（月）・27（月）
3月号
掲載インターネット

27（月）～7/2（木）
2月号
掲載

毎週金・土曜日
HP
掲載パパ・ママのための読書タイム

受付開始短期講座

受付開始パソコン講座

P5

2（木）

P5

受付開始情報サポーター養成講座 P6

28（火）
一般チケット　発売開始

朗読劇　この子たちの夏
P2

29（水・祝）
出演者募集　締切

“OMURA室内合奏団＆合唱”コンサート
P3

21（火）
友の会チケット　発売開始

朗読劇　この子たちの夏
P2

ページイベント日付

ページイベント日付

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。
3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）

4/18
（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

あなたもピアニスト！
●実施日：5月1日、10日　●対象：中学生以上のピアノ経験者
詳しくはお問合せください。定員になり次第、締め切ります。
●大ホール500円　多目的ホール200円
●11:00～12:00　13:00～19:00

4/4（土）～
募集開始

国際ソロプチミスト太宰府認証20周年記念事業
櫻井よしこチャリティ講演会　テーマ『女性が輝く時代』
●一般2,000円／大学生以下1,500円　●14：00　　　完売御礼
問い合わせ先：国際ソロプチミスト太宰府事務局 TEL092-555-6988

4/25
（土）

4/1（水）
～25（土）

第19回文化ふれあい館定期利用団体作品展
ふれあい文化祭（前期）
※サークル体験あり。(材料費のみ負担)詳細はお尋ねください。
●場所：文化ふれあい館（TEL 928-0800）※毎週月曜休館
●入場無料 ●9:00～17:00

4/11（土）
～7/20（月・祝）

四王寺山拓本展
●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

4/11
（土）

サクソフォンアンサンブル「大樹」コンサート
●場所：文化ふれあい館（TEL 928-0800）
●入場無料 ●14:00～15:00

土曜シアター　「大統領の料理人」
●施設利用料1枚300円／6枚綴り1,500円　
●①10:00～ ②14:00～ 

春日市少年少女合唱団 第19回定期演奏会
●第1部：合唱ステージ／第2部：ア・カペラステージ／第3部：合唱ミュージカルステージ
●500円　●14:00～

4/26
（日）

那珂川杜の美術展シリーズ
工芸美術『吾稜展』　～竹雨～
●入場無料　●10:00～16:00（最終日は15:00まで）

4/12（日）
～19（日）

ミリカ寄席　「三遊亭円楽独演会」
●3,000円　●14:00

7/12
（日）

・ “OMURA室内合奏団＆合唱”コンサート　出演者募集！
・ 短期講座＆パソコン講座　受講生募集！
・ 講演会「未来につなぐ 私たちのまちづくり」開催
・ 「第9回　図書館子どもまつり」

まどかぴあ休館日のお知らせ
4月1日（水）、15日（水）

劇団「やまもも」第28回定期公演「浅間の鴉」
●1,000円　●13:00

5/31
（日）
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交通アクセス

託児 1人1回300円 定員有り（10か月～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。
※ 改 正 平成27年4月1日より託児料および対象が変更になりました。
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