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・ 第18回アスカーラフェスティバル　チケット発売中！
・ 深夜放送同窓会Part5～青春 ものがたり～　開催決定！
・ 短期講座＆パソコン講座　受講生募集！
・ 紙のどうぶつえん 開園します！
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【日時】8月1日（土）
　　　13時30分開演／13時開場
【会場】大ホール　全席自由

第18回 アスカーラ
　　　  フェスティバル

佐和子とスマのトークショー

人生は
自分しだい

阿川佐和子
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時間や内容など、詳しくは各課窓口および総合案内までお問い合わせください。

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。

8月1日
（土）

【時間】13:30開演/13:00開場
【会場】大ホール（１階） 全席自由
料金：前売800円（当日1,000円）

チケット取扱いチケット発売中

託児友の会

先・割
車イス

第18回 アスカーラ フェスティバル

人生は自分しだい

バザー出店団体・グループ募集中！   
バザーに参加される市内で活動するグループ・団体を募集しています。
※申込受付期間　7/2（木）～7/10（金）。詳しくはお問い合わせください。

男女平等推進センターフェスティバルは一般公募による実行委員会が企画・運営しています。

地元福岡で活躍する若き演奏者
の素敵な夏のコンサート。ハープ
とフルートの涼やかな音にひと時
の涼を感じてください。
身近な曲からクラシックまで…
どうぞお楽しみに♪

作家・エッセイストとしてはも
ちろん、テレビでもおなじみの
阿川さん。ある雑誌で40歳以
上のあこがれの女性としても
上位にランクイン。まどかぴあ
館長・林田スマ相手にどんな素
敵なトークが繰り広げられるの
でしょう。ご期待ください！

あなたの人生の主役は「あなた自身」です。自分らし
く、輝ける自分をめざしましょう！「人生は自分しだ
い」今年のアスカーラ
フェスティバルは、こ
のテーマのもと、前を
向いて人生を歩く「あ
なた」を応援します。
さあ、一歩踏み出して
みませんか。 実行委員会の皆さん実行委員会の皆さん実行委員会の皆さん

オープニングコンサート 佐和子とスマのトークショー

上村 育代
（ハープ）

森山 仁美
（フルート）

阿川 佐和子
（撮影：白鳥 真太郎）

出演：阿川 佐和子（作家・エッセイスト）
　　　林田 スマ（大野城まどかぴあ館長）

深夜放送同窓会Part5
～青春 ものがたり～

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：265-361）
ローソンチケット（Lコード：86148）
劇ナビFUKUOKA（http://gekinavi.jp/）

託児友の会

先・割
車イス

永井 龍雲 佐田 玲子イルカ

〈パーソナリティ〉

林田 スマ井上 悟

料金：一般3,000円（当日3,500円）

【時間】18:00開演/17:30開場
【会場】大ホール（1階）　全席指定

「深夜放送を聴きながら勉強していたあの頃、初恋も経験
した。懐かしいなあ」そう語る人の横顔をヒントに深夜放送
同窓会を思い立ちました。
もう5回目になります。実行委員さんは57人、みんな笑顔
で準備を進めています。
ホールでのコンサートは勿論のこと、まどかぴあ入口から
の思い出の散歩道…この道は青春通り、お揃いでお出か
けください。

10月17日
（土）
MUSIC

〈出  演  者〉

まどかぴあ総合案内

【開催日】7月18日（土）～8月30日（日）

図書

図書

図書

図書

図書

図書

生涯

生涯

生涯

文芸

文芸

文芸

男女

生涯

文芸

生涯

文芸

文芸

紙のどうぶつえん夏休み教室
わくわくおはなし会（幼児対象）

ダンボールでどうぶつをつくろう

おひざでだっこおはなし会（0歳児対象）
こども向け ティータイムコンサートvol.226
親子で石鹸＆バスボム作り
わくわくおはなし会夏休みスペシャル「夜ばなし」
大文字大鼓とその仲間たちジョイントコンサート
大野城なんでもランキング「紙ひこーき大会」
おひざでだっこおはなし会（1～2歳児対象）
ポリマークレイでテディベアのマスコットを作ろう
Ｔシャツに文字を描こう！

18日（土）

21日（火）

23日（木）

25日（土）

26日（日）

28日（火）

29日（水）

31日（金）

7月

図書

図書

図書

図書

図書

わくわくおはなし会（幼児対象）
親子でナチュラル木工教室

キッズルームお楽しみ会

おひざでだっこおはなし会（0歳児対象）
パパとクッキング　　
わくわくおはなし会（小学生対象）
第12回 少年少女合唱団ジョイントコンサート
おひざでだっこおはなし会（1～2歳児対象）
キッズシネマ（3歳以上入場可）
親子読書会
大野城市民劇団迷子座定期公演

1日（土）・15日（土）

3日（月）

4日（火）・18日（火）

8日（土）

8日（土）・22日（土）

9日（日）

11日（火）・25日（火）

22日（土）

23日（日）

30日（日）

8月

19日（日）・
20日（月・祝）・
21日（火） 

3日（月）・
17日（月）・
26日（水） 

チケット発売日
友の会　7月27日（月）
一　般　8月 3日（月）
両日とも10：00～

※第11回ジョイントコンサートより

館長メッセージ
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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。

車イス託児友の会

先行
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、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品です。6人の女優と筑紫中央高校の
生徒たちが届ける言葉に耳を傾けてください。

7月4日
（土）
PLAY

8月9日
（日）
MUSIC

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

こどものくに参加事業
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中

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、
若く元気な歌声をお贈りします。各合唱団の個性豊かなス
テージから、100名を超す子どもたちによる全体合唱まで、笑
顔いっぱいの心に響く歌声をお楽しみください。

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

まどかぴあ主催の半券対象事業

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

まどかぴあシネマランド「ジャージー・ボーイズ」

7月4日（土）

7月18日（土）

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

 大野城まどかぴあアートビエンナーレ2015 入賞・入選作品展覧会

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

受付中
応募締切
10月31日
（土）

実行委員会の皆さん

7月5日（日）　表彰式・審査員によるギャラリートーク

表彰式

ギャラリー
トーク

【日程】6月28日（日）～7月12日（日）10:00～18:00　※最終日のみ17:00
【会場】多目的ホール（1階）　入場無料 

【時間】14:00～15:00　【会場】大ホール（1階）
※いずれも入場無料

【時間】15:30～16:30　【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（福岡アジア美術館前顧問）
ナビゲーター：林田 スマ（大野城まどかぴあ館長）

【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）

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。持ち物一切不要。どうぞお気軽にご参
加ください！

関連企画ワークショップ

「空に大きな絵を描こう ！ 」
参加無料・事前申込不要

今年もたくさんの和太鼓
仲間が集まり、新代表就
任による新体制でお届け
します。
魅せる、響く、感動の瞬間
をご一緒にいかがですか。

こどものくに参加事業
大文字大鼓とその仲間たち
ジョイントコンサート2015

7月26日
（日）
MUSIC

【時間】13:00開演/12:30開場
【会場】大ホール（1階） 全席自由

車イス

※昨年の様子

まどかぴあ総合案内
大文字大鼓団員

チケット
取扱いチケット好評発売中

託児

※第11回ジョイントコンサートより※第11回ジョイントコンサートより※第11回ジョイントコンサートより

料金：500円（当日800円）※小学生以下無料
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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 

出演：田村 真弓（ヴァイオリン）
　　　田村 由香里（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

7月23日
（木）

7月は夏休み子ども向け
コンサート！ヴァイオリン
の優しく美しい音色にあわ
せて、歌ったり、踊ったりお
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

ニュージャージー州の貧しい町でしがないチンピラ暮らし
をしているバンドマンのトミーは、美しいファルセットを響か
せる少年フランキーに出会いバンドメンバーに迎え入れる。
最初は鳴かず飛ばずだったが、才能豊かなソングライター、
ボブとの出会いに転機を迎える。バンド名は「ザ・フォー・
シーズンズ」と改めた4人は『シェリー』を皮切りに次々と
ヒットを連発し、瞬く間にスターダムへのし上がるが…。

7月18日
（土）

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

「もっともっと音楽を楽しみたい」という
方へ贈る特別なコンサート。第3回目は、
2つのコンサートをお届け致します。
【１】こども向けコンサート
0さいから入場OK！小さいからこそたくさん音楽にふれてほしい！ 
みんな一緒に歌って躍って楽しんじゃおう♪
【２】おとな向けコンサート
ジャズ・ポップス・クラシックと様々なジャンルの心地よい音楽に
包まれる、素敵な時間。ごゆっくりとお楽しみください♪

【日時】9月6日（日）（1）11：00開演／10：30開場
　　　　　　　 　（2）18：00開演／17：30開場
【会場】小ホール（2階）　全席自由
入場料：各500円（当日800円）　
※（1）3歳以上有料。（2）は未就学児入場不可。

託児

チケット取扱い

チケット発売日
友の会　7月 9日（木）
一　般　7月16日（木）
両日とも10：00～

まどかぴあ総合案内
ローソンチケット

友の会

先行

CINEMA

イギリスの児童文学作家クレシッダ・コーウェルの同名小
説を映画化した人気アニメ映画の続編。第72回ゴールデ
ン・グローブ賞では、「ベイマックス」を抑えアニメーション
作品賞を受賞するなど高い評価を得ました。日本未公開の
ため大きなスクリーンで観るのは数少ない機会です。ぜひ
ご家族一緒にご来場ください。

8月22日
（土）

監督：デューン・デュボア
声の出演：田谷 隼、田中 正彦、寿 美菜子　ほか

【時間】①10:00～11:44
②14:00～15:44
③17:00～18:44
（各回30分前開場）

「ヒックとドラゴン2」
2014/アメリカ/104分【吹替版/2D版】

CINEMA

スペシャルコンサートVol.3

田村 由香里田村 真弓

大野城なんでもランキング

なんでもランキングでは「紙ひこーき大会」以外でも記録を募集
しています。大野城市で一番だと思うことであれば何でも構いま
せん。ぜひご応募ください。

今年も恒例の「紙ひこーき大会」を開催。
これまでの記録に挑戦して大野城市で一
番になろう！

「紙ひこーき大会」

日時：7月28日（火）
　　　①13:00開始（受付時間12:45～14:00）
　　　②15:00開始（受付時間14:45～16:00）
会場：大ホール（1階）

これまでの最高記録
未就学児の部
小学生の部
大人の部

13.3m
28.5m
22.9m

参加無料
・

事前申込
不要

こどものくに参加事業 ～夏休みの思い出作りをしませんか～

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6,750円（通常13,500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」を明記して送る。
申込期限：7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：石川 さゆり　ほか
博多座9月公演　石川 さゆり特別公演が半額で観劇できます。

【日時】平成27年9月5日（土）12：30～、6日（日）11：30～、
　　　7日（月）11：30～、16：30～、8日（火）12：30～、
　　　9日（水）11：30～、10日（木）12：30～、11日（金）11：30～

キッズシネマこどものくに参加事業 ★3歳からご入場できます★

キッズシネマについて…
◆施設利用券は年齢に関わらず、お一人様1枚必要です。
◆最終回のみ、通常の開始時間と異なります。

こどものくに 参加事業

vol.226ティータイムコンサート
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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）
※1回のお電話で複数のお申込みはご遠慮ください。短 期 講 座7月8日（水）9：00

受付開始

託児

日　程：7月25日（土)　　時　間：10:00～12:00
定　員：14組（先着順）　
受講料：1,000円／組　  材料費：900円／組
対　象：年長～小学生と保護者の2人1組
講　師：山本 ヒロミ（アロマテラピーインストラクター）

ラベンダー精油を入れた手作り石
鹸と、ゼラニウム精油やオレンジス
ウィート精油を使ったバスボムを親
子で作ってみませんか。

親子で石鹸＆バスボム作り

託児

日　程：7月29日（水）　　時　間：13:30～15:30
定　員：16名（先着順）　
受講料：800円　　　　  材料費：500円
対　象：小学4年生以上 ※小学1～3年生は要保護者同伴
講　師：滝本 理佳（ポリマークレイアカデミー講師）

いろいろな色のポリマークレイ（色粘
土）を使ってテディベアを作ります。ペ
ンダントかキーホルダーのどちらか
を選べます。

ポリマークレイでテディベアのマスコットを作ろう

●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）

パ ソ コ ン 講 座7月2日（木）9：00
受付開始

はじめてのパソコン
電源の入れ方から始めます。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。

日　程：8月29日、9月5・12・26日、
　　　　10月3・10・17・24日（土）
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：岡部 充子

エクセル活用（夜）
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・COUNTIF関数など）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。

日　程：8月20・27日、9月3・10・17・24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：エクセルの操作経験がある方
講　師：竹中 ひとみ

こどものくに参加事業こどものくに参加事業 ～夏休みの思い出作りをしませんか～ ～夏休みの思い出作りをしませんか～こどものくに参加事業 ～夏休みの思い出作りをしませんか～

※作品例

お店のハンバーガーの味を自分たちで
作ってみます。乳・卵不使用のアレルギー
対応メニューですので、お子様も安心し
てご受講いただけます。
＜メニュー＞
ハンバーガー、フライドポテト、
フルーツゼリー（お持ち帰り）

パパとクッキング

※調理例

※作品例

託児

日　程：7月31日（金)　　時　間：10:00～12:00
定　員：16名（先着順）　
受講料：800円　　　　  材料費：600円
対　象：小学4～6年生 ※保護者同伴が望ましい
講　師：吉垣 奈美代（JDCA日本デザイン書道作家協会正会員） 託児

日　程：8月3日（月）　　時　間：10:00～12:00
定　員：10組（先着順）
受講料：1,000円／組　材料費：1,000円／組
対　象：小学生と保護者2人1組
講　師：木工雑貨Ｋ＆Ｋ

日　程：8月8日（土）　　時　間：10:00～13:00
定　員：12組（先着順）
受講料：1,000円／組　材料費：1,000円／組
対　象：年長～小学生と男性保護者の2人1組
講　師：時枝 みゆき（管理栄養士）

好きな文字をアートな文字に創り替
えて、自分だけのオリジナルＴシャツ
を作りましょう。

Ｔシャツに文字を描こう！
親子でインテリアボックス作りに挑
戦しませんか。英字の部分には、好
きな絵を描いてオリジナルに仕上げ
てください。本や雑誌、小物なども
素敵に収納できますよ。

親子でナチュラル木工教室

※作品例
※作品例

※2回目から1時間の自習時間付き
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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』～

こどものくに参加事業 キッズルームお楽しみ会

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

ストレスが多い世の中で、身近な人が
悩んでいませんか。うつ病のことを
知って、心を軽くする方法について一
緒に考えてみましょう！意外に知らな
いうつ病と認知症の違いについてもお
話ししていただきます。

託児

：40名（先着順）
：無料
：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
受 講 料
会 場
申込方法

コミュニケーション向上講座です。子どもにパパの笑顔見せて
いますか？

託児

：8月22日（土）10：00～12：00
：吉村 伊織（WACS代表）
：301会議室（3階）
：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「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
受講料
申込方法

夏休みはキッズルームで笑顔いっぱいの時間を過ごしません
か。親子で手遊びや歌遊びを楽しみましょう！

：8月3日（月）・17日（月）・26日（水）10：30～11：00
：キッズルーム（3階）
：小学校就学前までのお子さま

日　時
会 場
対 象

：30名（先着順）定 員

＜第3回＞パパママLOVE×2大作戦

国を挙げて「女性の活躍推進」を謳う日本
ですが、女性はどのくらい社会に参画し能
力を発揮できているでしょうか。北欧や欧
米などの先進国（OECD諸国）と日本の男
女共同参画の事例を比較・検討しながら、
私たちの家庭、地域、職場を振り返り、今
何をしたらいいか考えます。

日　時：8月1日（土）10：00～12：00
講　師：吉崎 邦子（福岡女子大学名誉教授）

：120名（先着順）
：無料
：多目的ホール（1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「男女共生講
座」係までお申し込みください。

定 　 員
受 講 料
会 場
申込方法

日　時：8月20日（木）10：00～12：00
講　師：高橋 清美（日本赤十字九州国際看護大学教授）

＜第3回＞世界の事例から学ぼう！男女共同参画
＜第2回＞心と向き合う
　　　　　～意外に知らないうつ病のこと～

託児

再就職応援講座　会計王16

スキルアップのための資格取得講座　福祉住環境コーディネーター2級講座

期　間：8月3日（月）・4日（火）・6日（木）
時　間：18：30～21：30　　　　
会　場：202会議室（2階）
講　師：竹中 ひとみ（まどかぴあ生涯学習センター講師）
受講料：1,000円（テキスト代・資料代含む）
定　員：20名（先着順）

申込方法：7月6日（月）9:00よりFAXにて受付
※①郵便番号 ②住所 ③氏名 ④電話番号 ⑤パソ
コン・簿記経験の有無をご記入のうえ「会計王」係
までお申し込みください。

申 込 先：大野城市商工会
電話 092-581-3412　FAX 092-581-3703
大野城市瓦田2－6－12

主　催：筑紫地区商工会工業振興協議会
共　催：大野城まどかぴあ 男女平等推進センター

中小企業向けの財務会計ソフト「会計王」の講習会です。
日常の財務管理から貸借対照表の作成まで、計算や書類
作成が簡単にできます。簿記の知識がない方でも受講し
ていただけます。

期　間：9月17日（木）～11月12日（木）までの月・木曜日（全15回）
時　間：18：30～21：00　　　　会　場：304会議室（3階）
講　師：筑紫地区商工会工業振興協議会契約講師
受講料：17,000円（テキスト代別途4,860円）

※商工会員の場合は9,000円
※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
象とした、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（092-586-4030）にお問い合わせください。

定　員：35名（先着順）

申込方法：8月3日（月）～8月28日（金）まで電話・FAXにて受付
※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「福祉住環境2級」係までお申し込
みください。

申 込 先：那珂川町商工会
電話 092-952-2949　FAX 092-952-9101
福岡県筑紫郡那珂川町西隈3-1-10

「福祉住環境コーディネーター」とは、高齢者や障がいのある方が安心できる住環境づくりをコーディネートする人材です。
自分や家族のために役立つ知識を学び、検定に挑戦してみませんか。

こどものくに 参加事業こどものくに 参加事業

☆予約不要
主催：大野城市商工会　共催：大野城まどかぴあ 男女平等推進センター
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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）

7月7日・21日
7月14日・28日

幼児対象　7月4日・18日
小学生以上対象　7月11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

14日
28日

7日
21日

13日
27日

6日

9日
23日

2日
16日
30日

10日
24日

3日
17日
31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

7月の巡回

梅雨があけると、いよいよ夏本番です！
外でたくさん遊んだら、
次は図書館に来て
ゆっくり本を読んでみませんか？

こどものくに 参加事業こどものくに 参加事業こどものくに 参加事業こどものくに 参加事業こどものくに 参加事業こどものくに 参加事業

時　　間：①10:00～11:30　②14:00～15:30
場　　所：多目的ホール（1階）
定　　員：各回30名（先着順）
申込方法：図書館窓口もしくは電話にて受付中
対　　象：5歳以上
講　　師：津田 三朗（造形作家・彫刻家）

紙のどうぶつえん 夏休み教室
（参加無料・要申込）

7月18日
（土）

第37回親子読書会
～親子で心ゆたかな時間をすごそう～
（参加無料・要申込）

8月23日
（日）

時　　間：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
対　　象：5歳以上

ダンボールでどうぶつをつくろう
（参加無料・申込不要）

7月19日(日）
・20日（月・祝）
・21日(火）

時　　間：9:15～12:00
申込方法：7月27日（月）10:00より図書館窓口もしくは電

話にて受付開始
　　　　　※子どもだけでの参加はできません。 
共　　催：大野城市地域貸出文庫連絡協議会

暑い夏の夜、ちょっぴりこわいおはなしを聞きに来ませんか？
いつもとちがうスペシャルな夜のおはなし会。ご家族おそろ
いでどうぞ。
時　　間：19:00～20:00
場　　所：303会議室（3階）
対　　象：小学生から大人まで（未就学児入場不可）

※当日は19：00開始となりますので、小学生に
ついては保護者同伴または会場までの送迎
を原則とします。

わくわくおはなし会
夏休みスペシャル「夜ばなし」
（参加無料・申込不要）

7月25日
（土）

ダンボールでいろいろな動物を作ってみよう♪
作った動物たちをまどかぴあに飾って、
“まどかぴあ 紙のどうぶつえん”の開園です！

昨年のようす



7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/

7月のチケット情報・募集申込情報

夏の絵手紙
2（木）

6月号
掲載

ワード＆エクセル復習2（木）～30（木） 6月号
掲載

読み聞かせスキルアップ講座（第3回） 5月号
掲載

P3朗読劇
「この子たちの夏　1945・ヒロシマ ナガサキ」

4（土） あなたとわたしのための元気塾（第2回） 6月号
掲載

P7わくわくおはなし会（幼児対象）4（土）・18（土）

5（日）

はじめてのパソコン6（月）～8/31（月） 6月号
掲載

P7おひざでだっこ ぴよぴよのへや（0歳児対象）7（火）・21（火）

P7わくわくおはなし会（小学生以上対象）11（土）

P3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

P3大野城まどかぴあアートビエンナーレ2015
関連企画ワークショップ

P3大野城まどかぴあアートビエンナーレ2015
表彰式・ギャラリートーク

6/28（日）～12（日）

ビーズとフリーメタリコのアクセサリー
14（火）

6月号
掲載

大野城市男女共生講座（第1回） 6月号
掲載

読み聞かせスキルアップ講座（第4回）16(木) 5月号
掲載

ワード入門17（金）～8/28（金） 6月号
掲載

P4シネマランド「ジャージー・ボーイズ」

P3おとなの楽校 2時間目18（土）

P7紙のどうぶつえん夏休み教室

P7ダンボールでどうぶつをつくろう19（日）～21（火）

P4ティータイムコンサートVol.22623（木）

P5親子で石鹸＆バスボム作り

25（土） 大野城パパ大学（第2回） 6月号
掲載

P7わくわくおはなし会夏休みスペシャル
「夜ばなし」
大文字大鼓とその仲間たち
ジョイントコンサート2015

ポリマークレイで
テディベアのマスコットを作ろう

大野城なんでもランキング
紙ひこーき大会

P326（日）

P529（水）

P5Ｔシャツに文字を描こう！31（金）

P428（火）

パパ・ママのための読書タイム毎週金・土曜日 HP
掲載

P52（木） 受付開始パソコン講座

P58（水） 受付開始短期講座

友の会発売深夜放送同窓会Part5

P49（木） 友の会発売
ティータイム・スペシャルコンサートVol.3

一般発売
ティータイム・スペシャルコンサートVol.3 P416（木）

P2
27（月）

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。
6月9日現在（その後の変更につきましては、ご容赦ください）

7/18
（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

第九回 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）

筑紫地区巡回公演2nd stage 第一弾
市民参加型ミュージカル
「Ｍｉｒａｇｅ ミラージュ」～硝子の翼の若者たち～
一般1,500円／高校生以下1,000円　 22日18：30／23日14 ：00　

8/22（土）
・23（日）

土曜シアター　「ボクたちの交換日記」
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）

栗コーダー＆ビューティフルハミングバード
0歳から楽しめる「親子でわくわくコンサート」
一般1,000円／小学生以下500円／親子ペア1,300円 　 13:00～（45分）

大人もココロ癒される「オトナもわくわくコンサート」
一般2,000円／中学生以下1,000円　 15:30～（90分）

8/30
（日）

かさねる―ちいさなウクレレ演奏会―
出演：谷本 マコトwith保田 弥保
場所：文化ふれあい館（TEL 928-0800） 　
入場無料　 14:00～15:00

8/8
（土）

まどかぴあ休館日のお知らせ 7月1日（水）、15日（水）
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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。

ミリカシアター「ANNIE」※日本語吹き替え版
300円（施設利用料）　 ①10：00～　②13：00～　③16：00～

8/2
（日）

ミリカシアター「映画ドラえもん のび太の宇宙英雄記」
300円　 ①10：00～　②13：00～　③16：00～

7/20
（月・祝）

上方落語福岡県人隊　ミリカローデン那珂川寄席
1,500円　 18:30

8/6
（木）

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。

スペースヒーローズ

アニー

いきいき情報センターでは、親子（小学生）で体験できる「夏休み講座」を
企画しています。思い出と作品づくりに参加しませんか？
講座内容や日時、受講料など詳細はお問い合わせください。
場所：いきいき情報センター（TEL 928-5000）

夏休み講座
受講生募集！
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8アテナ2015.7月号

P7受付開始第37回親子読書会図書


