
大野城まどかぴあ 情報誌
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・ ちくし地区少年少女合唱団ジョイントコンサート　チケット発売！
・ 短期講座＆パソコン講座　受講生募集！
・ 大野城市男女共生講座7月開講！　受付開始！
・ ご存知ですか？移動図書館車わくわく号
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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。

全国から集まった作品の中から選ばれた入賞・入選作品を一堂に展示します。ジャンルや表現
方法の枠に捉われない、多彩で上質な作品をじっくりとご鑑賞ください。

まどかぴあギャラリーモールのガラス一面
に、みんなで一つの大きな壁画をつくりま
す。小さなお子様も大人の方も、お一人様
で、お友達連れで、ご家族皆様で、どうぞお
気軽にご参加ください！　　　　　

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ました。
暑い夏の一日、「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

関連企画ワークショップ

「空に大きな絵を描こう ！ 」
審査員によるギャラリートーク

日時：7月4日（土）13：00～16：00
　　　※時間内であればいつでも自由に参加可能
会場：ギャラリーモール（1階） 

日程：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）　入場無料 

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）
※表彰式・ギャラリートークともに入賞・入選者以外も
ご入場いただけます  入場無料・事前申込不要

 大野城まどかぴあアートビエンナーレ2015 入賞・入選作品展覧会

講　　師：津田 三朗（造形作家・彫刻家）
日　　時：7月18日（土）　①10:00～11:30 ②14:00～15:30
場　　所：多目的ホール（1階）
対　　象：5歳以上（未就学児は要保護者同伴）
定　　員：各回30名（先着順）
申込方法：6月22日（月）10:00より図書館窓口もしくは
　　　　　電話（586̶4010）で受付開始

ダンボールで好きな動物を作ってみよう！できあがった動物たち
を館内にかざって、まどかぴあに動物園を作ろう。

日　　時：7月19日（日）・20日（月・祝）・21日（火）　13:30～15:30
場　　所：ギャラリーモール（1階）
申込方法：直接会場へお越しください。
※未就学児のみでのご参加はできません。未就学児は保護者同伴でご参加ください。

事前申し込みは不要です。自由に参加できますので、どうぞ気軽
にお立ち寄りください♪

●ダンボールでどうぶつをつくろう（参加無料）

今年の夏はどんなことをしよう？
まどかぴあでは
夏休みの子どもたちを対象に、
たくさんのイベントを用意しています。
夏休みはまどかぴあへＧＯ！

他イベントなど詳細は次号でお知らせします。

●紙のどうぶつえん夏休み教室（参加無料） 要申込

参加無料・事前申込不要

7月18日（土）～8月30日（日）

「ダンボールで
どうぶつをつくろう」
昨年のようす

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
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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
青い空と海、白いサンゴ礁の美しい自然に恵まれた沖
縄。古くからアジア諸国との交易がさかんに行われ、
様々な影響を受けながら独自の歴史や文化を育んだ沖
縄。そして、日本の合わせ鏡の沖縄。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

※前売券は完売いたしました。

8月9日
（日）
MUSIC

完売御礼

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」
【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
筑紫野市文化会館
プラム・カルコア太宰府
ミリカローデン那珂川
ローソンチケット（Lコード ： 86147）

チケット取扱い

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

ちくし地区の少年少女合唱団
が、日頃の練習成果を披露し、
若く涼やかな歌声をお贈りしま
す。個性あふれる各合唱団のス
テージや、100名を超す子ども
たちによる全体合唱など、親子
で楽しめるコンサートです。

［お詫びと訂正］
5月号で掲載しまし
たチケット発売日に
誤りがありました。
右記が正しい日程
となります。訂正
してお詫びいたし
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、
　　　太宰府市東風少年少女合唱団、筑紫野市ちくしの少年少女合唱団、
　　　那珂川町少年少女合唱団
演奏予定曲：「太陽のマーチ」「サウンド・オブ・ミュージック」
　　　　　　「くるみ割り人形」 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

「つくし☆おとなり さ・ん・ぽ」
スタンプラリーが開催中で
す。この機会に、是非筑紫地区
の公立文化施設をまわってみ
てください。

まどかぴあ主催の半券対象事業

まどかぴあシネマランド「おやすみなさいを言いたくて」

朗読劇　この子たちの夏　1945・ヒロシマ ナガサキ

おとなの楽校2時間目

6月13日（土）

7月4日（土）

7月18日（土）

※応募に関する詳細は応募用紙をご覧ください。

【参加施設】
筑紫野市文化会館
春日市ふれあい文化センター
大野城まどかぴあ
プラム・カルコア太宰府
ミリカローデン那珂川

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

大野城なんでもランキング
実行委員（認定員）募集

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。

 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）
※応募の詳細は応募用紙をご覧ください。

大野城なんでもランキングとは…

受付中
応募締切
10月31日
（土）

「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。
「紙ひこーき大会」や「じゃんけん大会」を運営した
り、ランキングに登録できそうな新たに企画を考え
たり、一緒に活動してみませんか？

はるかぜ
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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.225ティータイムコンサート

出演：山野 裕子（フルート）
　　　菅谷 怜子（ピアノ）

山野 裕子 菅谷 怜子

【時間】12:10～12:50
【会場】ギャラリーモール（1階）　入場無料

6月25日
（木）

6月はフルートによるコンサートをお届け致します。
澄み切った爽やかなフルートの音色をごゆっくりお楽しみ
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

『グラン・トリノ』などの名匠クリント・イーストウッドが監督
を務め、ブロードウェイの大ヒットミュージカルを基に描く
ドラマ。1960年代にザ・ビートルズと並ぶほどの人気を
誇ったアメリカの伝説的ポップスグループ、ザ・フォー・シー
ズンズの光と影、そして「君の瞳に恋してる」の誕生秘話を
描いています。メンバー4人の友情と不和、栄光と転落の物
語が胸に響く。

7月18日
（土）
CINEMA

監督：クリント・イーストウッド
出演：ジョン・ロイド・ヤング、クリストファー・ウォーケン　ほか

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

「ジャージー・ボーイズ」
2014/アメリカ/134分/字幕

愛する家族か　使命ある仕事か　彼女が選ぶのは―
報道写真家のレベッカ（ジュリエット・ビノシュ）は、愛する家
族に支えられ、紛争地帯など危険に身をさらしながら世界
各地の問題を取材し、誰も気づいていない現実を伝えよう
とレンズを向けている。どんなに離れていても家族の絆は
固いと思っていたが、彼女が命を落としかねない事件に巻
き込まれたことから、家族の形に疑問を持つマーカスや心
を閉ざすステフら家族の本心が見えてくる。自分の仕事が
愛する家族を苦しめていたことに気付いたレベッカは、葛
藤の末ある決断をする…。

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

ボランティアスタッフ
サポーターバンクぐるぐる　登録メンバー募集 ！

まどかぴあで行う公演やイベントのサポートをしてくださるボラ
ンティアスタッフを随時募集しています！演劇や音楽、映画がお
好きな方、何かにチャレンジしたい方など、理由・経験は問いま
せん。一緒にまどかぴあの公演を盛り上げていきましょう！

まどかぴあ文化芸術振興課の
自主事業をお手伝いしていた
だくボランティアメンバーで
す。ホールでの公演のチケット
もぎりや場内スタッフ、ティー
タイムコンサートのMC、公演
終了後の後片付けなどをお手
伝いいただきます。

【応募資格】18歳以上の方（高校生不可）／経験不問
【申込方法】所定の申込用紙にてお申し込みください。
※詳しくは、まどかぴあ文化芸術振興課
　（TEL 092-586-4040／平日9:00～17:00）まで
　お問い合わせください。

～「サポーターバンクぐるぐる」とは？～

ぐるぐる活動の様子
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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6月10日（水）9：00
受付開始

日　程：7月2日（木）
時　間：10:00～12:00
定　員：16名（先着順）　　
受講料：1,000円　　
材料費：500円以内
講　師：黒木 牧惠
　　　　（日本絵手紙協会公認講師）

託児

日　程：6月24日(水)　　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。

ベビーマッサージ

託児

日　程：6月27日(土)　　時　間：13:30～15:00
定　員：16名（先着順）　
受講料：1,000円
講　師：平山 久美子（ヨガインストラクター）

ヨガを通してリフレッシュしながら体作り
をしませんか。産前＆産後でも無理ない
動きで行うヨガ講座です。

産前＆産後ヨガ

託児

日　程：8月1日（土）
定　員：16名（先着順）　　
講　師：下川 智子
　　　　(前結び着付け教室講師・高等師範)

時　間：13:30～15:30
受講料：1,000円

自分でゆかたを着てみませんか。
着付けと基本の帯結び、アレンジにも挑戦します。

ゆかた着付け

日　程：7月14日（火）
時　間：10:00～12:00
定　員：14名（先着順）　
受講料：1,100円
材料費：1,500円
講　師：谷川 幸
　　　　（アトリエ ピンクプラム主宰）

フリーメタリコ（イタリア製の銅でできた筒状のリボン）を使って、簡単に華やか
なアクセサリーが作れます。4つのデザインから好みのものをお選びください。

ビーズとフリーメタリコのアクセサリー

託児

託児

「下手でいい下手がいい」。かくのが苦手
な人にこそおすすめしたい絵手紙。上手
になんて思わないで、心を込めて普段着
の自分らしい絵手紙をかいてみましょう。

夏の絵手紙

※作品例

※作品例

●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6月1日（月）9：00
受付開始

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

日　程：7月17・24・31日、8月7・
21・28日（金）

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

はじめてのパソコン
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をしてイラス
トを入れた文書を作成します。

託児

日　程：7月6・13・27日、8月3・
10・17・24・31日（月）

時　間：13:00～15:00
　　　　※自習時間15:00～
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

ワード＆エクセル復習
イラストや表を追加した文書作成を
しながらワードの基本操作を復習し
ましょう。エクセルは、表作成と関数、
グラフ作成のポイントを押さえます。

日　程：7月2・9・16・23・
　　　　30日（木）
時　間：19:00～21:00
　　　　※自習時間18:00～
受講料：8,000円
教材費：700円
対　象：ワードとエクセルの操作経

験がある方
講　師：竹中 ひとみ
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あなたとわたしのための元気塾    （全5回）

大野城市男女共生講座大野城市男女共生講座大野城市男女共生講座

大野城パパ大学
～研究テーマ『パパの育児力UP』～

塾塾塾塾塾塾塾塾     （

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

毎年大好評の男女共生講座が７月からスタートします！
身近で気になることについて、楽しく学べる講座です。
みなさん、ぜひご参加ください！

託児

託児

：120名（先着順）
：10：00～12：00（第3回のみ9：00～16：00）
：無料（館外研修のみ別途）
：多目的ホール（1階）
：6月1日（月）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「男女共生
講座」係までお申し込みください。
　（第3回の申し込みは第1回終了後に行います。）

定　員
時 間
受講料
会 場
申込方法

：40名（先着順）
：無料
：303会議室

定　員
受講料
会 場

：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。

申込方法

親子遊び（0歳～未就学児）の講座です。
親子で参加してください。簡単な応急処置も習得できますよ。

託児 託児

：7月25日（土）13：30～15：30
：谷口 忠（NPO法人ファザーリング・ジャパン九州 理事）
：多目的ホール（1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。

日　時
講　師
会 場
定 員
申込方法

：10：00～16：00
：092-586-4032
：福岡県弁護士会、日本弁護士連合会

日　時
電 話
主 催

：無料受講料

「しあわせな暮らしと地域にはなにがある？」
岩永 真一（福岡テンジン大学）7月14日（火）1

テーマ・講師日　時回

11月5日（木）5

10月8日（木）4

①9月9日（水）
②9月17日（木）3

「心と向き合う～意外に知らないうつ病のこと～」
高橋 清美（日本赤十字九州国際看護大学教授）

館外研修（マイクロバス使用） 糸島方面

「笑って元気に！心のビタミンをチャージしよう」
辻本 絵美（日本笑いヨガ協会）

「明るい終活に向けて！知って得する相続と後見対策」
水田 耕二（FP、行政書士）

8月20日（木）2

★動きやすい服装でお越しください

＜第2回＞パパ出番ですよ！

DVや貧困などの困難な環境は子ども
たちにどのような影響を与えるのでしょ
うか。土井ホームで里親として様々な子
どもと関わってこられた土井先生に、事
例を交えながらお話しいただきます。
日　時：6月6日（土）10：00～12：00
講　師：土井 高徳（土井ホーム　代表）

女性は家事・育児、男性は仕事…という
固定的な役割分担の時代は終わり、今は
ライフスタイルに応じた様々な生き方が
認められる時代です。変化する“結婚の
カタチ”について、考えてみませんか。
日　時：7月4日（土）10：00～12：00
講　師：雁瀬 暁子
　　　　（ワークライフバランス研究所　代表）

生き方、人間関係、夫婦のこと…、女性の相談員があなた
の抱えている問題や悩みをお聴きします。

女性に対する暴力や離婚に関する諸問題、パワハラ・マタハラなど女性の
権利一般に関する無料電話相談を実施します。お気軽にご相談ください。

6月24日
（水）

弁護士による臨時無料電話相談
「女性の権利110番」

＜第1回＞困難を抱えた子どもへの理解と支援 ＜第2回＞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～

月～金曜日　9時～17時（祝日を除く）
＜総合相談＞（電話相談随時受付、面接相談は要予約）

毎月1回　火曜日　14:00～17:00　　（相談時間50分）毎月3回　木曜日　9:00～12:00

＜臨床心理士による相談＞（要予約／面接相談）

第18回 アスカーラフェスティバル

毎月第1～4木曜日　13:00～16:00 　（相談時間30分）
＜法律相談＞（要予約／面接相談）

8月1日（土）開催決定！

毎月第2水曜日　10:00～12:00　　　（相談時間50分）

※土日祝および休館日の相談は全てお休みとなります

＜おしごと相談＞（要予約／面接相談）

まどかぴあ相談室

相談専用電話　092（586）4035

チケット発売日
友の会 6月20日（土）
一　般 6月27日（土）

時間：13：30開演　　料金：前売800円
メインゲストは？
7月号でお知らせします！

緊急告知
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大野城市男女共生講座

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）

6月2日・16日
6月9日・23日

幼児対象　6月6日・20日
小学生以上対象　6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

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

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

2日
16日
30日

9日
23日

1日
15日
29日

8日
22日

11日
25日

4日
18日

12日
26日

5日
19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

～ご存知ですか？～
移動図書館車『わくわく号』

6月の巡回

雨が降って外で遊べないときは、
図書館へあそびに来ませんか？
たくさんの本やおはなしが
皆さんをお待ちしています。

6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。

図書館休館のお知らせ

「わくわく号」は、約3,700冊を載せて、市内24カ所
のステーションを巡回している移動図書館車です。
・図書館の利用者カードで本を借りることができます。
・現住所と生年月日を確認できる証明書類（免許証・保
険証・学生証・名札など）があれば、利用者カードを発
行できます。
・わくわく号にない本もリクエストできます。
　（※CD・コミックスはわくわく号での貸出不可）

話題の本や好きな作家の本、「こんな本を持って
きて欲しい」など、お気軽にご要望ください。

図書館・地域などで子どもと本にかかわるボランティアをしてい
る方のための講座です。語り（ストーリーテリング）のスキルアッ
プを図りたい方、ぜひご参加ください。

6月11日（木）

10月15日（木）

平成28年2月18日（木）

川島 久美子

石川 文代

佐藤 佳子

第1回

第2回

第3回

301会議室
（3階）

日　程 講　師 会　場

：10:00～12:00
：語り（ストーリーテリング）経験者で、3回すべてに出席できる方
：図書館窓口・電話にて受付中

時 間
対 象
申込方法

ボランティア研修会[経験者コース]
語りの実践講座 要申込

雨の季節です。本の水濡れにご注意ください。

～広告協賛欄～



6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/

6月のチケット情報・募集申込情報

P7

読み聞かせスキルアップ講座(第1回)

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）
5月号
掲載

テーブルで茶道1（月）
5月号
掲載

わくわくおはなし会（幼児対象）

P7

P7

6（土）・20（土）

P66（土）

シネマランド
「おやすみなさいを言いたくて」 P413（土）

13（土）・27（土） P7

おひざでだっこ よちよちのへや
（1～2歳児対象）
ボランティア研修会 
語りの実践講座（第1回）

あなたとわたしのための元気塾
（第1回）

9（火）・23（火）

11（木）

5月号
掲載バラの巻き寿司

わくわくおはなし会（小学生以上対象）

5月号
掲載読み聞かせスキルアップ講座(第2回)

18（木）

5月号
掲載グラスアートのフォトフレーム23（火）

P4ティータイムコンサートVol.22525（木）

P6女性の権利110番24（水）

5月号
掲載

5月号
掲載

大野城パパ大学（第1回）　27（土）

28（日）～7/12（日） P2大野城まどかぴあアートビエンナーレ2015
作品展覧会

30（火）・7/7（火） 筆ペンに親しむ

HP
掲載パパ・ママのための読書タイム毎週金・土曜日

受付開始大野城市男女共生講座
1（月）

P6

P5

P3
友の会発売

ちくし地区の少年少女合唱団による
第12回少年少女ジョイント
コンサート

10（水）

5（金）

P3一般発売
ちくし地区の少年少女合唱団による
第12回少年少女ジョイント
コンサート

友の会発売
第18回アスカーラフェスティバル

一般発売
第18回アスカーラフェスティバル

12（金）

受付開始パソコン講座

P5受付開始短期講座

20（土）

受付開始こどものくに 紙のどうぶつえん P2

P6

P6

22（月）

27（土）

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。
5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）

6/20
（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

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！！
●場所：筑紫野市生涯学習センター2階　さんあいホール
●一般2,500円　●14：00　

7/11
（土）

市民企画公募事業『プロデューサーズ』2015
～あなたの企画をサポートします！～
あなたが温めていた企画を実現するチャンスです。奮ってご応募ください！
応募条件など応募方法については、お問い合わせください。

〈申込期間〉
6/3（水）～
6/28（日）

開催中
～7/20（月・祝）

6/13
（土）

「アンサンブル・ソレイユ」フルートコンサート
●出演：アンサンブル・ソレイユ
●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　「グレース・オブ・モナコ　公妃の切り札」〈字幕スーパー〉
●施設利用料1枚300円／6枚綴り1,500円　
●①10:00～ ②14:00～ 

ふれぶん音楽大学　第2回「歌舞伎：美学と音楽」
●講師：矢向正人（九州大学大学院教授）
●一般500円／友の会会員無料　●14:00～15:30

7/26
（日）

まどかぴあ休館日のお知らせ 6月3日（水）、17日（水）

まどかぴあ図書館からのお知らせ [臨時休館日]6月10日（水）

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●

●
ク
ロ
ー
バ
ー
プ
ラ
ザ

筑
紫
通
り

至
福
岡
市

県
道
1
1
2
号
線（
旧
3
号
線
）

国
道
3
号
線

福
岡
都
市
高
速
道
路

高
速
九
州
自
動
車
道

至
太
宰
府
市

J
R
春
日
駅

J
R
大
野
城
駅

西
鉄
白
木
原
駅

西
鉄
春
日
原
駅
西
鉄
天
神
大
牟
田
線

J
R
鹿
児
島
本
線

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

※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。

航空自衛隊西部航空音楽隊ふれあいコンサート
●入場無料（要入場整理券）　●14:30

6/28
（日）

ミリカ寄席　「三遊亭円楽」独演会
●3,000円　●14:00

7/12
（日）

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）

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。
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