
大野城まどかぴあ 情報誌
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・ 「つくし☆おとなり さ・ん・ぽ」が始まります！
・ 短期講座　受講生募集！
・ 大野城パパ大学　受講生募集中！
・ 読み聞かせスキルアップ講座のご案内
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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。

日本初のクルーズトレイン「ななつ
星in九州」のデザイナーとして脚光
を浴びた水戸岡氏の講演会を開
催。デザインの役割や使命につい
て、そして私たちに感動を与えてく
れるデザインをいかに生み出して
いるか語っていただきます。

当館の初代館長・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、従
来のジャンルによる規定を撤廃し、「立体」と「平面」という2つの大きな部門の中で、
既存の価値観に捉われない、より自由で独創的な作品を広く全国より募集します。
大野城まどかぴあは、各地で活動する作家たちの新たな可能性を模索する場とし
て、また、地域の人びとが幅広く質の高い美術作品と出会い触れることのできる
アートの発信地となることを目指しています。
多彩な作品のご応募をお待ちしています！

出品には必ず下記の期間内に事前エントリーが必要です。応募要項に付属の出品申込書に
必要事項を記入して、まどかぴあに持参または郵送してください。
※応募要項はホームページからもダウンロードできます。

【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）
　　　※友の会招待のお申し込みがお済みでない方は総合案内までお問い
　　　　合わせください。

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

 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）

5月16日
（土）
TALK

託児 車イス友の会

特別
（無料）

撮影・筒井 義昭

事前エントリー開始 ！！

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

日本が世界に誇る伝統芸能であ
る歌舞伎の魅力を、歌舞伎俳優 
中村 鴈治郎氏ならではのエピ
ソードを交えながら歌舞伎の楽し
み方や伝統芸能の奥深さをたっぷ
りと語っていただきます。
また、素踊り「七福神」長唄連中も
あわせてお楽しみください。

【時間】18:30開演/18:00開場
【会場】大ホール（1階）　全席指定
料金：一般1,500円（当日2,000円）
　　　※未就学児入場不可

歌舞伎俳優 
四代目 中村 鴈治郎トークイベント

5月27日
（水）
TALK

託児 車イス

まどかぴあ総合案内
チケットぴあ（P コード：629-281）
ローソンチケット (L コード：85542)

チケット
取扱い

チケット発売日
友の会　
一　般　5月1日（金）
両日とも10：00～

入賞・入選作品展覧会　入場無料

★  詳しい応募規定等は応募要項またはホームページをご覧ください ★

審査員によるギャラリートーク　入場無料
日時：6月28日（日）～7月12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） 

表　彰　式

日時：7月5日（日）14:00～15:00
会場：大ホール（1階）

日時：7月5日（日）15:30～16:30（予定）
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）
　　　　海老塚 耕一（多摩美術大学教授）
　　　　安永 幸一（元福岡アジア美術館顧問）
ナビゲーター：林田 スマ（大野城まどかぴあ館長）

友の会

先・割

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

 大野城まどかぴあアートビエンナーレ2015 作品募集

発　売　中
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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。

【日　時】7月18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）
　　　　　※友の会割引は１回券前売のみ対象

風に吹かれて、沖縄を知る授業
「うちなー（沖縄）は、やまと（日本）の合わせ鏡」

2時間目

【講師】 西表 宏（香蘭女子短期大学教授）
【沖縄・八重山民謡演奏】 垣花 真由美
「めんそーれ・おーりとーり・んみゃーち（いらっしゃい）」。
訪れる人々をとらえて離さない魅力いっぱいの沖縄の
風土や文化、言葉（うちなーぐち）に触れてみませんか。
沖縄・八重山民謡の三線（さんしん）演奏で、民の心をお
楽しみください。

託児友の会

先・割

車イス託児友の会

先行

まどかぴあ総合案内

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）
　　　高校生以下500円（当日1,000円）※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、詩歌など膨大な資料
の中から、テーマを「母と子」に絞り朗読劇としてまとめ
たのが本作。1985年の初演以来繰り返し上演され、全
国47都道府県で786回公演を行ってきました。息子を
叱ったまま補習授業の学校へ送り出した母の後悔。親
兄弟を荼毘にふした少年の思い。そして「生きよう、生
き抜こう！」と明るく必死に生きた子どもたちの言葉。
暑い夏の一日、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
ローソンチケット（Lコード：84912）
チケットぴあ（Pコード：443-369）
劇ナビFUKUOKA（http://gekinavi.jp/）

チケット取扱いチケット発売中

旺 なつき

高橋 紀恵

かとう かず子

出演（五十音順）

根岸 季衣

島田 歌穂

原 日出子

チケット発売中

チケット取扱い

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」

8月9日
（日）
MUSIC

【時間】14:00開演/13:30開場
【会場】大ホール（1階）　全席自由
料金：500円（当日700円）
　　　※3歳以上有料

まどかぴあ総合案内
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
ローソンチケット

チケット
取扱い

チケット発売日
友の会　6月 5日（木）
一　般　6月12日（木）
両日とも10：00～

夏の暑い日、清々しい
歌声に耳をかたむけ
てはいかがですか？
筑紫地区にある合唱
団が一堂に会し、それ
ぞれの演奏をお届け
します♪

《出演》
大野城市少年少女合唱団
春日市少年少女合唱団
那珂川町少年少女合唱団　ほか

※他にも10月まで文化芸術振興担当が主催するイベントが対象となります。
※他館の対象イベントにつきましては、各館にお問い合わせください。

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

5月1日
（金）
応募受付
開始

「つくし☆おとなり さ・ん・ぽ」のスタンプラリーが5月1日
（金）より応募受付を開始しました。この機会に是非、筑紫地
区の公立施設をまわってみてください。

まどかぴあ開催の半券対象事業

シネマランド「小野寺の弟・小野寺の姉」

水戸岡 鋭治 文化講演会

歌舞伎俳優 中村 鴈治郎 トークイベント

5月9日（土）

5月16日（土）

5月27日（水）

※応募に関する詳細は応募用紙をご覧ください。

筑紫地区の公共施設をまわって
チケットの半券とスタンプを集めて
賞品をゲットしよう！

スタンプラリー

過去公演の様子
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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.224ティータイムコンサート

出演：Holz Klang Trio（ホルツクラングトリオ）
　　　木村 奈津美（オーボエ）
　　　中山 知奈美（クラリネット）
　　　平田 恵梨（ファゴット）

木村 奈津美 中山 知奈美 平田 恵梨

【時間】12:10～12:50
【会場】ギャラリーモール（1階）　入場無料

5月28日
（木）

木管トリオの登場です！優しく温かい音色をもつ
オーボエ、クラリネット、ファゴット。アンサンブルが
奏でる“木の響き”を感じながらお楽しみください♪

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

「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

命をかけて世界中を飛び回る女性が、彼女の不在中に起
こった出来事を知り、仕事か家庭かという人生の選択に迫
られる姿を描く。主演のジュリエット・ビノシュが、母として、
妻として、報道写真家として、ひたむきに生きる主人公を熱
演している。監督は元報道カメラマンのエーリク・ポッペ。自
らの実体験に基づく物語として誕生した本作は、主人公の
愛と苦悩をリアルに描いている。

6月13日
（土）
CINEMA

監督：エーリック・ポッペ
出演：ジュリエット・ビノシュ、ニコライ・コスター＝ワルドー　ほか

【時間】①10:00～11:58
②14:00～15:58
③18:00～19:58
（各回30分前開場）

「おやすみなさいを言いたくて」
2012/ノルウェー・アイルランド・スウェーデン合作/118分/字幕版

日本一“不器用な姉弟”の恋と人生が、今、動き出す ! !
小野寺 進（向井 理）と姉のより子（片桐 はいり）は、早くに両親を
亡くし、それ以来ずっと2人で一緒に一軒家に住んでいる。33歳
になる進は真面目ながら寝癖をつけたままにしておくようなズボ
ラな性格。40歳になるより子は髪型に強いこだわりを持っており、
きっちりした性格。特に仲がいいわけではないが、笑いあり、不器
用ながらもお互いを思いながら暮らしていた。そんなある日、家
に誤配達の郵便が届いたことから、2人に転機が訪れる…。

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

大野城なんでもランキング
実行委員（認定員）募集

大野城なんでもランキングとは…
大野城市版ギネス記録。市内で一番と思うものを集めて
認定することで、話題を生み出し大野城市を誇りに思って
もらい、大野城市を元気にする事業です。

「大野城なんでもランキング委員会」では一緒に
活動してくださる実行委員（認定員）を募集中です。

【応募資格】18歳以上の方ならどなたでもOK
【活動内容】「大野城なんでもランキング」に係る活動全般
　　　　　 ◆運営委員会
　　　　　 ◆「紙ひこーき大会」などのイベント運営
　　　　　 ◆集めた記録の認定　　　　　　　　などなど
【就任期間】2017年3月まで（1年更新制）
【申込方法】所定の応募用紙にて申込

博多座「市民半額観劇会」

場　　所：博多座（福岡市博多区下川端町2-1）
料　　金：Ａ席7,750円（通常15,500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（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：5月25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：全役交互出演

博多座７月公演　ミュージカル「レ・ミゼラブル」公演が半額
で観劇できます。

【日時】７月9日（木）18:00～、12日（日）17:00～
　　　14日（火）13:00～、18:00～、15日（水）18:00～、
　　　21日（火）18:00～、22日（水）13:00～
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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／
5月4日（月）・5日（火）・6日（水）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5月13日（水）9：00
受付開始

託児

日　程：6月23日（火）
時　間：13:30～15:30
定　員：12名（先着順）　
受講料：1,100円　　材料費：1,500円
講　師：中吉 典子（グラスアート講師）

グラスアートは、熱を一切使いません。
自由に曲げられるリード線と特殊フィル
ムを使って、誰でも簡単にステンドグラ
ス風の作品が楽しめる、新しいクラフト
です。

グラスアートの
フォトフレーム

託児

日　程：6月1日（月）
時　間：10:00～12:00
定　員：12名（先着順）　
受講料：1,100円　　材料費：400円
講　師：粟山 宗啓（表千家教授）

テーブルで、気軽に茶道を楽しみ
ませんか。自分でもお茶を点てら
れるようになって、自宅でも楽し
みましょう。流派は問わずご参加
ください。

テーブルで気軽に茶道

託児

日　程：6月30日、7月7日（火）
時　間：10:00～12:00
定　員：20名（先着順）　　
受講料：2,000円　　材料費：800円
講　師：髙原 久美（書道講師）

筆ペンを使って文字の練習をし
ます。線の書き方から始めて、
カタカナ、ひらがな、漢字を練
習し、素敵な暑中見舞いも書い
てみましょう。美文字のコツも
お教えします。

筆ペンに親しむ

託児

日　程：6月18日（木）
時　間：10:30～13:30
定　員：14名（先着順）　　
受講料：1,100円　　材料費：1,500円
講　師：クルリ マイコ（飾り巻き寿司インストラクター）

美しいバラの飾り巻き寿司
を作ってみませんか。食卓が
華やぐ飾り巻きはおもてな
しにぴったり。初めての方も
ちょっとしたコツできれいに
巻けます。細巻きからお花に
なる「のの字」も作ります。

バラの飾り巻き寿司

生涯学習センターでは、受講生
の要望などを取り入れながら、
定期講座（1年間、6ヵ月間）、短期
講座（1回～複数回）、パソコン講
座を実施しています。
登録は、随時受け付けています。
講座を行ってみたい方は、ぜひ、
登録にお越しください。講師登録
をお待ちしています。

茶道、華道、絵画、工芸、語学、料理、音楽など、様々なジャンルの講座を
開講しています。受付は電話・窓口にて先着順です。すでに満員の講座も
ありますのでお申し込み、お問い合わせはお早めにお願いいたします。
また見学ができる講座もあります。ご希望の場合は、事前にご連絡くだ
さい。※お子様の同伴はご遠慮いただいています。

定期講座　中途受講生募集中！ ★講師登録受付中★

※作品例

※調理例
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大野城まどかぴあ男女平等推進センター アスカーラ　出前講座

あなたとわたしのための元気塾（全5回）

大野城パパ大学
～研究テーマ『パパの育児力UP』～（全4回）登録団体募集

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

地域や学校、グループ・サークル、職場など、みなさんの
「学びたい！」や「どうにかしたい！」etc…のためにアス
カーラの出前講座を活用してみませんか？ご希望の内容
をやさしく、わかりやすくお話しします。一緒に素敵な講座
を考えましょう！

※開催日時は全て土曜日の10:00～12:00です。

性別にかかわらず男性も女性も伸びやかにイキイキと暮らす社
会づくりに向けて学ぶ講座です。6月から10月まで毎月1回、興
味深いテーマで素敵な講師をお迎えします！しっかり学んで、心
のエネルギーを満タンにしましょう。
1回のみのご参加も可能です。

託児

男女共同参画の推進に取り組む団体のみなさんを応援する
ために、27年度登録団体を募集しています。詳細は、ホーム
ページ（男女平等推進センター 市民活動団体）をご覧いた
だくか、3階男女平等推進センター窓口でお尋ねください。

※登録団体には年度ごとの登録申請が必要です。

：40名（先着順）
：303会議室（3階）
：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「元気塾」係までお申し
込みください。

定　員
会 場
申込方法

：無料受講料

：大野城市内在住か勤務・通学している5名以上のグルー
プ・企業など
：内容に応じて一緒に考えていきます。講師料は無料です。
　材料費等は実施団体負担となります。
：主催団体にて手配（大野城市内）をお願い致します。
：開催希望日1ヵ月前までに要申込。詳しくは、まどかぴあ
館内等で配布中のチラシまたはホームページをご覧く
ださい。

対 象

講 師

会 場
申し込み

パパの「笑顔＋自立」を教育の基本理念とし
て、大野城パパ大学を6月から9月まで毎月
第4土曜日に開講します。「もっと子どもを喜
ばせたい！」「結局、子育てって何をしたらい
いのか分からない？」「仕事が忙しくって、な
かなか…」「ボクもイクメンになれるかな～」
という方、お気軽に参加してください！

託児

：6月27日（土）10:00～12:00
：金井 崇（トータルデザインプロデュースチアー代表）
：304会議室（3階）
：30名（先着順）
：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「大野城パパ
大学」係までお申し込みください。

出前講座はこんなテーマなどで開催できます！
＜一般男女向け＞

・気持ちが伝わるコミュニケーション
・今から始まる人生の棚卸
　～より自分らしく活き活きと～
・働こう！話そう！育てよう！一緒に　など

＜保護者向け＞
・子どもが笑顔になる素敵な言葉
・お金で学ぶ親子のコミュニケーション
・知っていますか？デートDV　など

＜シニア世代向け＞
・ITでつなぐ新しい絆づくり
・10歳若返る!?「たんでん」を鍛えよう　など
・他人ごとではない！認知症について学ぼう
・高齢社会をしっかり生きるため
　～60歳からの人生とお金～
・ウェルカム エイジング～会社の後の人生～　など

※その他、開催テーマについてはご相談ください

登録団体に登録すると…
★会議や作業にアクティブルーム
（3階）が利用できます
★アクティブルームのロッカー・レ
ターボックス・パソコン・カラー
印刷機が利用できます

★情報交流ひろばの掲示板、チラ
シスタンドが利用できます

★アスカーラギャラリーの使用が
できます

日　時
講　師
会 場
定 員
申込方法

：無料受講料

困難を抱えた子どもへの理解と支援
土井 高徳（土井ホーム 代表）6月6日1

テーマ・講師日　程回

10月3日5

9月5日4

8月1日3

もう専業主婦にはなれない。～変わりはじめた結婚のカタチ～
雁瀬 暁子（ワークライフバランス研究所 代表）
世界の事例から学ぼう！男女共同参画
吉崎 邦子（福岡女子大学名誉教授）
メディア×子ども×ジェンダー

古野 陽一（NPO法人子どもとメディア 専務理事）
自分らしく生きる～仕事と育児のバランス～

小津 智一（NPO法人ファザーリング・ジャパン九州 代表）

7月4日2

◆

◆

◆
◆

※詳細については男女平等推進センターまでお問い合わせください。

アスカーラから出前講座のお届けです！

★普段ご使用のカメラをご持参ください。親子で参加できます。

＜第1回＞パパの写真はプロ級だ！カメラの基本講座

“アスカーラをステージにして
　　　　　　活躍の場を広げてください！”
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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）

5月05日・19日
5月12日・26日

幼児対象　5月2日・16日
小学生以上対象　5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）

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。
※7日(木)は休館日ですが、わくわく号は通常通り運行いたします。

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
ふれあい公園

19日

12日
26日

18日

11日
25日

14日
28日

7日
21日

1日
15日
29日

8日
22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
読み聞かせボランティアおおむね3年以上の経験がある方を対象
に、おはなし会のスキルアップを目的とした講座を実施します。

読み聞かせスキルアップ講座
5月の巡回

新緑まぶしい季節です。
すがすがしい初夏の空気を
楽しみつつ、図書館まで遊びに
来ませんか？

託児

おはなし会について
学年や季節に合わせた絵本の選び方6月4日（木）第1回

プログラム発表・実践7月16日（木）第4回

プログラム作り7月2日（木）第3回

わらべうたや手遊び・プログラムの立て方
について6月18日（木）第2回

：上村 篤子（やかまし村文庫主宰）
　永吉 由美子（おひさまおはなし会代表）※第2回のみ
：10:00～12:00
：301会議室（3階）
：読み聞かせボランティアをしている方で、おおむね3年以
上の経験がある方。
　4回すべての講座に出席できる方。
：無料
：5月11日（月）10:00より図書館カウンター・電話にて受付
開始

講 師

時 間
会 場
対 象

受講料
申込方法

：25名（先着順）定 員

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。

～広告協賛欄～



5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/

5月のチケット情報・募集申込情報

P7わくわくおはなし会（幼児対象）2（土）・16（土）

P7おひざでだっこ ぴよぴよのへや
（0歳児対象）　

5（火・祝）・19（火）

4月号
掲載はじめての中国語8（金）～29（金）

P4シネマランド
「小野寺の弟・小野寺の姉」

9（土）
4月号
掲載バスケットにつくる花束

P7わくわくおはなし会（小学生以上対象）9（土）・23（土）

P7おひざでだっこ よちよちのへや
（1～2歳児対象）

12（火）・26（火）

4月号
掲載沖縄の音色～初めての三線～12（火）～7/7（火）

4月号
掲載エクセル入門（夜）14（木）～6/18（木）

4月号
掲載はじめてのパソコン15（金）～7/3（金）

P2水戸岡 鋭治　文化講演会16（土）

4月号
掲載男女共同参画条例制定記念講演会23（土）

4月号
掲載パワーポイント23（土）・30（土）

P2歌舞伎俳優 
四代目 中村 鴈治郎トークイベント

28（木）

27（水）

4月号
掲載情報サポーター養成講座

P4ティータイムコンサートVol.224

29（金）～6/19（金）

HP
掲載パパ・ママのための読書タイム毎週金・土曜日

受付開始大野城パパ大学

1（金）

4月号
掲載

P2
一般発売

歌舞伎俳優 四代目 中村 鴈治郎トークイベント

P2
受付開始

大野城まどかぴあアートビエンナーレ2015
事前エントリー

27（水） P2
受付締切

大野城まどかぴあアートビエンナーレ2015
事前エントリー

受付開始読み聞かせスキルアップ講座11（月） P7

受付開始短期講座13（水） P5

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。
4月10日現在（その後の変更につきましては、ご容赦ください）

5/16
（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

第九回“ふるさと応援”ちくしの寄席
立川生志　柳家さん光　落語会
筑紫野市出身の落語家二人が初共演！！
●一般2,500円　●14：00　
●場所：筑紫野市生涯学習センターさんあいホール

7/11
（土）

開催中
～7/20（月・祝）

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（後期）
※サークル体験(材料費のみ負担)・見学あり。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

5/9
（土）

筑前琵琶演奏会
●出演：東恵美（大師範旭秀）
●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　「美女と野獣」
●施設利用料1枚300円／6枚綴り1,500円　
●①10:00～ ②14:00～ 

募集中
ロビーコンサート出演者募集！
毎月1回開催しているロビーコンサートに、あなたも出演してみませんか？
詳しくはホームページをご覧ください。

ふれぶん音楽大学　
第1回「バッハの音楽 ～その秘密に迫る～」
●講師：西田紘子（九州大学大学院助教）
●一般500円／友の会会員無料　●14:00～15:30

5/24
（日）

まどかぴあ休館日のお知らせ
5月7日（木）、20日（水）

5/1（金）
～26（火）

四王寺山拓本展 ―大野城築造1350年―
●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

大野城
出入口

イオン大野城店●

●
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県
道
1
1
2
号
線（
旧
3
号
線
）
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線
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市
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駅

西
鉄
白
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原
駅

西
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日
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駅
西
鉄
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牟
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鹿
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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

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。

※第1水曜日が振替休日のため次の平日の7日（木）が休館日となります。

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）

あさま　     からす

ミリカシアター　「鍵泥棒のメソッド」
●300円（施設利用料）　●①10:00～　②13:00～　③16:00～

5/23
（土）

劇団ミリカ夢e-studio 第5回定期公演
筑前琵琶とともに那珂川平家物語 「岩門城主原田次郎種直」
　～花若 父を偲んで鎌倉へ上るの段～
●800円　●午前の部11:00／午後の部14:00

6/21
（日）
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