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・ 深夜放送同窓会Part5　チケット発売開始！
・ 短期講座＆パソコン講座　受講生募集！
・ 市民グループ＆アスカーラ 協働イベント開催！
・ 第20回まどかぴあ読書感想画コンクール作品募集
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～つどい ふれあい はばたく～
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ビーズとフリーメタリコのアクセサリービーズとフリーメタリコのアクセサリー

カルトナージュカルトナージュ

幸せ手づくりパン教室幸せ手づくりパン教室

沖縄の音色
～やさしい三線～
沖縄の音色

～やさしい三線～

洋菓子レッスン
～お菓子の時間～
洋菓子レッスン
～お菓子の時間～

リラックス気功リラックス気功

季節を楽しむフラワーアレンジメント季節を楽しむフラワーアレンジメント 茶道（裏千家）茶道（裏千家）

NEW

NEW
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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。

永井 龍雲永井 龍雲イルカイルカ

林田 スマ林田 スマ

佐田 玲子佐田 玲子

井上 悟井上 悟

深夜放送同窓会Part5
　　　　　 ～青春 ものがたり～

【時間】18：00開演/17：30開場
【会場】大ホール（１階） 全席指定
料金：一般前売り3,000円（当日3,500円）

「今年も1960年代～70年代に深夜放送を
心の友として青春の日々を過ごした57名の
実行委員が、秋祭りのイメージの下、本番に
向けて準備をしています。
イルカさん、永井 龍雲さん、佐田 玲子さん
のステージは勿論、深夜放送全盛期の思い
出が蘇る手作り年表の展示、秋の味覚を堪能していただける「青春
広場」の売店など例年以上に気合が入っています。
多くの皆様のご来場をお待ちしています。　　実行委員長：山崎 節

託児友の会

先・割
車イス

実行委員長メッセージ

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/）

【開店時間】14:00～17:30
【会場】ギャラリーモール（1階）

今年も喫茶コーナーや特産品のバザーなど、
公演の前から楽しめる“青春広場”が登場！

同時開催

チケット
取扱い

10月開講　定期講座（6ヵ月間）　受講生募集スタート！

申込期限

ＮＥＷ！

10月から始まる定期講座（6ヵ月間）の受講生を募集します。

第3火曜日（月１回）　
10：00～12：00
フリーメタリコというイタリ
ア製の銅のリボンやビーズ
等を使ったアクセサリーを
作ります。

8月18日（火）必着
8月26日（水）以降、定員に空きのある講座は電話・窓口にて
先着順受付となります。

申込方法 指定の申込用紙に必要事項をご記入のうえ、
ハガキ・ＦＡＸ・窓口にてご提出ください。
※詳細・申込用紙は「受講生募集」またはホームページをご覧ください。

ビーズとフリーメタリコのアクセサリー ＮＥＷ！

第2・4火曜日（月2回）　
10：30～12：00
沖縄の三線（蛇皮線）を弾いて
みませんか。柔らかい音色と
独特の音階は、温かく心を癒し
てくれます。

沖縄の音色～やさしい三線～

注意事項
先着順ではありません。申込者が募集人数を
超えた場合は抽選となります。
申込者が一定数に満たない場合は、講座を
中止することもあります。

チケット発売日
友の会　　 発売中 　
一　般　8月 3日（月）

10：00～

10月17日
（土）
MUSIC

空いている時に限り有料で学習室を開放しています。
●利用期間：土・日・祝日（休館日を除く）及び大野城市立小・中

学校の夏休み・冬休み・春休み期間
●利用区分：

　

　　　　　　※小・中学生のみの利用の場合は9:00から17:00まで
●利用負担金：学生等　100円/1区分1人　一般　200円/1区分1人
※詳しくは総合案内までお問い合わせください。

学習室の利用に関するご案内

午　前

9:00～12:00

午　後

13:00～17:00

夜　間

18:00～21:00

青春広場
～秋だ！祭りだ！いらっしゃ～い～

登録を希望される方は、所定の用紙に記入のうえ、持参
または郵送してください。所定の用紙はホームページ
からもダウンロードすることができます。

大野城まどかぴあ　
★臨時職員登録受付中!!★

大野城まどかぴあ 検索

職員募集ページへ

同時
開催
同時
開催
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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

8月9日
（日）
MUSIC

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、
元気いっぱいのステージをお贈りします。各合唱団の個性あ
ふれるパフォーマンスや約150名の子どもたちによる全体合
唱など、心に響く歌声をお楽しみください。

≪演奏予定曲≫
各合唱団ステージ、下級生合唱：『ぼくらの地球』、上級生合唱：
『未来へ』、全体合唱『太陽のマーチ（ラデツキー行進曲）』

【日　時】9月19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

身も心も軽くなる授業
「ロコモの予防で健脚長寿
　～動く喜び・動ける幸せ～」

3時間目

【講師】 高杉 紳一郎
　　　　（佐賀整肢学園こども発達医療センター副院長）

「ロコモティブシンドローム」（通称：ロコモ）はどのように
防ぐことができるのか？いつまでも自分の足で元気に歩
けるよう、予防や改善方法を学びます。

託児友の会

先・割

まどかぴあ総合案内

チケット発売中

チケット取扱い

料金：前売一般800円（当日1,000円）※中学生以下は無料
料金：無料※要整理券

チケット取扱いチケット発売中 まどかぴあ総合案内
相撲鳥092-571-4280

大野山城築城の陰にこの人あり！男の
名は、大伴部博麻。博麻と郷土筒井村の
人々とのふれあい、そして再会した人々
との友情と愛情を描く物語です。今年旗
揚げ30周年を迎えた市民劇団迷子座が
送る古代創作民話にご期待ください。

車イス

【時間】14:00開演/13:30開場
【会場】大ホール（1階）　全席自由

大野城築城1350年記念公演
大野城市民劇団迷子座創立30周年記念公演
大野城山城追録「四王寺山の由来」

10月24日
（土）
MUSIC

【時間】15:00開演/14:30開場
【会場】大ホール（1階）　全席自由

佐藤 陽子名誉館長
ヴァイオリンコンサート

まどかぴあ名誉館長・
佐藤陽子さんからの2
年に一度の贈り物♪世
界的ヴァイオリニスト
として名を馳せた、力
強く、繊細な音色をお
楽しみください。

詳しくは、次号のアテナをご覧ください。

託児

まどかぴあ発
俳優になるためのワークショップシリーズ 見学者 ＆ ワークショップレポーター 募集 !!

この秋、まどかぴあで俳優（演者）向けに3つのワー
クショップを開催！すべてのワークショップは一般
の方のご見学も可能です。（見学料：1日500円）
同時に、ワークショップの様子を見学し、レポートし
ていただく「ワークショップレポーター」も募集中！
（ワークショップレポーターの方は見学無料）
第一線で活躍する俳優・演出家による熱い指導を、
間近で目撃できる貴重な機会です。ぜひお見逃し
なく！

“身体力”を鍛える！俳優ワークショップ［アクション編］
日　程：9月11日（金）～13日（日）
講　師：藤家 剛（俳優・殺陣師）

見学＆ワークショップレポーター申込方法
件名を「俳優WS見学希望」または「俳優WSレポーター希望」とし、
以下の項目を明記の上、メール（宛先：bungei@bb.csf.ne.jp）にて
お申し込みください。
①氏名（ふりがな）②電話番号 ③見学希望日（レポーター希望の
方は希望講座名）

ワークショップレポーター申込締切
希望の講座の開催1週間前まで
※申込多数の場合は抽選となります。
※見学のみの場合は当日飛び入りでの見学も可能ですが、開催日
によっては会場の都合上、定員に達し次第締め切りとなる場合が
ありますので、ぜひお早めにお申し込みください。

第1弾

“想像力”を養う！俳優ワークショップ［台詞と向き合う編］
日　程：9月21日（月・祝）～23日（水・祝）
講　師：内藤 裕敬（劇作家・演出家・南河内万歳一座 座長）

第2弾

“表現力”を培う！俳優ワークショップ［実践演技編］
日　程：11月21日（土）～23日（月・祝）
講　師：池田 成志（俳優）

第3弾

各ワークショップの内容および開催時間、参加希望者向けの申込方法などは、まどかぴあHPもしくは募集チラシをご覧ください。　助成：（一財）地域創造

8月30日
（日）
PLAY

©椎原 一久©椎原 一久
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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 

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

シンガー・ソングライター、アンジェラ・アキの名曲「手紙
～拝啓 十五の君へ～」を題材にしたテレビドキュメントか
ら着想を得た中田 永一の小説を実写化。輝かしい才能を
持つピアニストだった臨時教員の女性が、生まれ故郷の中
学校の合唱部顧問として生徒たちと心を通わせていく姿を
描く。かつて誰もが15歳だった頃を思い出す、感動のハー
モニーが心奮わせる。

第3回目は豪華2本立て！0歳から入場可能
な子ども向けコンサートと、素敵な大人の音
楽をお贈りする大人向けコンサート。どちらも
上質な音楽を時間をごゆっくりとお楽しみく
ださい。

【会場】小ホール（1階）　全席自由　
料金：各回　一般500円（当日800円）　
　　　※11時の回：3歳以上有料。未就学児入場可。
　　　※18時の回：未就学児入場不可。

ヒックとドラゴンの物語が再び動き出す―。
人間とドラゴンが共存する平和なバーク島。ドラゴンレー
スがにぎやかに開催されているが、レースに参加しない
ヒックはドラゴンのトゥースに乗って、まだ地図に載ってい
ない場所を探検に行く。遠くの見慣れない島を見つけ近づ
いてみると、そこには見たこともないような巨大なドラゴン
を操るドラゴをリーダーとする悪の一味がいてバーク島を
狙っていたのだ。島の仲間を守るためヒックは父親のスト
イックに平和的な解決ができないかと相談するが……。

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

9月5日
（土）

監督：三木 孝浩
出演：新垣 結衣、木村 文乃、桐谷 健太　ほか

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

「くちびるに歌を」
2015/日本/132分

CINEMA

キッズシネマ ★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。
◆3歳未満のお子様は託児サービスをご利用ください。 ※8月14日（金）までに要事前申込

まどかぴあ総合案内
ローソンチケット（Ｌコード：87202）チケット取扱いチケット発売中

《出演》大村 友樹（フルート）
　　　木村 厚太郎（ヴァイオリン・ヴィオラ・指揮）
　　　島田 亜希子（マリンバ・打楽器）、道家 由志愛（ピアノ）
　　　前野 美千代（クラリネット）、森田 良平（コントラバス）

託児友の会

先行

協賛：株式会社東洋ナビックス、豆香洞コーヒー、株式会社駿河コーポレーション、美容室ビーボンズ

ティータイム・スペシャルコンサートVol.3

vol.227ティータイムコンサート

出演：石橋 元樹（サックス）
　　　福田 智恵（ピアノ）

福田 智恵石橋 元樹

【時間】12:10～12:50
【会場】ギャラリーモール（1階）　入場無料

8月27日
（木）

今月はサックスが
登場します！情熱
的でかっこいい、
サックスの音色に
のせてクラシックか
らジャズの名曲ま
でお届けします♪

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

9月6日
（日）
MUSIC

11：00start（10：30開場）

【演奏予定曲目】
クラシックや童謡、ジブリより数曲（未定）

こどもと感じる、はじめての音楽
～ドレミdeキッズ～

0歳から入場OK！小さいからこそたくさん
音楽に触れてほしい！
みんな一緒に歌って躍って楽しんじゃおう♪

18：00start（17：30開場）

【演奏予定曲目】
クラシックやジャズより数曲（未定）

音を感じる、お洒落な音楽
～ドレミdeオトナ～

クラシックはもちろんJAZZやラテン、シャン
ソンやブルースなどジャンルを超えて大人
の音楽をお届けする、心地よいひととき。
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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8月18日（火）9：00
受付開始

託児

日　程：9月10日（木）　　　時　間：10：00～11：30
定　員：15組（先着順）　
受講料：1,000円　  　　　材料費：200円
対　象：2～9ヵ月の赤ちゃん1名と保護者1名
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
参加も出来ます。

ベビーマッサージ

託児

日　程：9月25日（金）　　時　間：10：00～11：30
定　員：16名（先着順）　　受講料：1,000円
講　師：西澤 経生（AsianReStyle主宰）

冷え、偏頭痛、むくみ、腰痛など身近
な悩みが改善できる経絡やリンパ
の流れの整え方は、意外と正しいや
り方を知らないものです。あなたも
指先から生まれる美と健康の技術
を気軽に実感してみませんか。

経絡リンパドレナージュ セルフフットケア

日　程：10月1日（木）　　時　間：10:30～14:00　 
定　員：18名（先着順）　　 
受講料：1,000円　　　　材料費：1,600円
講　師：村上 二三（料理研究家）

中秋の茶懐石

●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

8月1日（土）9：00
受付開始

旬の食材を使って日本料理の伝統、そして茶の心とおもてなし
の心を学びます。

※2回目から1時間の自習時間付き

ワード入門
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。

日　程：9月28日、10月5・12・19・26日、
11月2日（月）

時　間：13:00～15:00　※自習時間15:00～
受講料：9,600円　　　教材費：800円
対　象：文字入力ができる方
講　師：岡部 充子

エクセル入門
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。

日　程：9月4・11・18・25日、
　　　　10月2・9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

デジカメ画像の取り込み
デジカメで撮った写真をパソコンで編集してみ
ましょう。明るさや色の調整、トリミングなどを学
びます。

日　程：9月5・12日（土）
時　間：13:00～15:00　※自習時間15:00～
受講料：3,200円　　　教材費：400円
対　象：文字入力ができる方
講　師：藤田 志保

鱚とおくらの二杯酢
飛龍頭清し汁仕立て
かます柚庵曲げ焼き
秋茄子、鶏丸、
粟麩炊き合わせ
梨と胡瓜のごま酢あえ
とうもろこし飯

向　付
椀盛り
焼き物
預け鉢

強　肴
飯

※調理イメージ
※材料の都合で、内容を変更する場合
　があります。

8月13日（木）、14日（金）、15日（土）の窓口受付は、
9：00～17：00（入金手続き9：00～16：00）
とさせていただきます。

【日時】9月18日（金）・19日（土）　10：00～16：00
　　　※ハンドメイドマルシェは19日（土）のみ
【会場】ギャラリーモール（発表会）、
　　　多目的ホール（ハンドメイドマルシェ）

定期講座（前期6ヵ月間）発表会＆開館20周年プレ事業ハンドメイドマルシェ　開催

※昨年の発表会の様子

発表会では受講生の作品展示ほか、体験・販売も予定しています。
ハンドメイドマルシェは、まどかぴあ開館20周年記念プレ事業
として特別開催するもので、1日限りの大規模な体験・販売会
です。詳細は９月号をご覧ください。
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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
8/13（木）・8/14（金）8：30～17：00

仕事にも活きる“パパぢから”講座です。

託児

＜第4回＞育児が仕事のスキルを磨く！

メディアからの情報は子どもたちの生活と、
ジェンダー形成に大きな影響を与えていま
す。メディアとジェンダー（社会的につくら
れ振り分けられる性）の関係を考え、メディ
アリテラシー（情報を評価・識別する力）を身
につけましょう。
日　時：9月5日（土）10：00～12：00
講　師：古野 陽一（NPO法人子どもとメディア専務理事）
会　場：303会議室（3階）　定　員：40名（先着順）

日　時：9月26日（土）10：00～12：00
講　師：山根 佑介（パパママちかっぱ応援団　代表）
会　場：301会議室（3階）　定　員：30名（先着順）
対　象：パパ・プレパパ、ママ・プレママ

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

日　時：10月8日（木）10：00～12：00
講　師：辻本 絵美（日本笑いヨガ協会）
会　場：多目的ホール（1階）　　
定　員：120名（先着順）

＜第4回＞メディア×子ども×ジェンダー

スキルアップのための講座　実践！JW-CAD中級講座

受講生大募集！

期　間：9月4日（金）～9月18日（金）までの月・金曜日（全5回）
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）
定　員：20名（先着順）
対　象：JW-CAD操作経験がある方
受講料：8,000円（テキスト・資料代含む）

※商工会員の場合は5,000円

申込期間：7/21（火）～8/7（金）までFAXにて受付
※①郵便番号 ②住所 ③氏名 ④電話番号 ⑤CAD操作
経験の有無をご記入のうえ「JW-CAD中級講座」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

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ご希望の講座 ②郵便番号 ③住所
④氏名 ⑤電話番号 ⑥託児の有無をご記入のうえ
　お申し込みください。

結婚・育児などの理由で退職し再就職をめざす方や、仕事能力のスキルアップをしたい方のための講座です。
コンピューターを使って製図を行うCADソフト「JW-CAD」の講習会です。土木・建築、機械の設計製図だけでなく、看板・チラシ
広告、衣服デザイン、名刺などの作成にも活用できます。

日　時：9月6日（日）10：00～12：00
講　師：石部 順一
　　　　（一般社団法人日本アスリートウォーキング協会代表理事）
会　場：多目的ホール（1階）
定　員：30名（先着順）

平成27年度　アスカーラ市民グループ活動支援事業
託児

ママパパ応援事業 ロールケーキ講習会

“お父さんとつながり
 ワークショップ”と学びの場

講演会「くらしの中の憲法を知る」

〈第１回〉
「親子でわくわくウォーキング」

日　時：9月10日（木）10：00～12：00
講　師：佐藤 剛史（九州大学大学院農学研究院助教）
会　場：小ホール（2階）
定　員：80名（先着順）
主　催：ままいる

日　時：9月4日（金）10：00～12：00
会　場：調理実習室（2階）
定　員：30名（先着順）
主　催：福岡友の会筑紫方面南ヶ丘最寄

ままいるの家族の笑顔応援講座
「子どもの自立につながる家族の
 コミュニケーション力講座」

日　時：9月12日（土）13：30～15：30
講　師：石村 善治（福岡大学名誉教授）
会　場：304会議室（3階）
定　員：30名（先着順）
主　催：大野城女性の会

日　時：9月6日（日）10：00～12：00
会　場：202会議室（2階）
定　員：親子30組（先着順）
対　象：小学校低学年の親子
主　催：大野城子ども劇場

日　時：9月26日（土）13：30～15：30
講　師：小崎 恭弘（大阪教育大学准教授）
会　場：303会議室（3階）
定　員：30名（先着順）
主　催：パパママちかっぱ応援団

〈第2回〉
「男の子の本当に響く叱り方・ほめ方」

申込方法：詳しくはホームページをご覧ください。
共　　催：大野城まどかぴあ男女平等推進センター

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』～

笑いヨガで日常の生活を笑いに満ちたものにし、心身の健康
はもちろん人間関係も向上させましょう。気分もスッキリ爽快、
晴れやかになること間違いなし！

＜第4回＞笑って元気に！
　　　　　心のビタミンをチャージしよう

大野城市男女共生講座大野城市男女共生講座
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10:30～11:30

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/

としょかんのおはなし会

ブックトーク講座

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）

8月4日・18日
8月11日・25日

幼児対象　8月1日・15日
小学生以上対象　8月8日・22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）

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

8月の巡回

第20回
あなたの出会った本の世界はどんなものですか？夏休みに出会った本、今までに読んだ本で特に印象に残っている場面を絵にして
みませんか？たくさんのご応募をお待ちしております。

子どもたちに本を手渡すことについて楽しく学びませんか？
図書館・学校・地域などで読み聞かせに関わる方はぜひご参加
ください。

ま ど か ぴ あ 読 書 感 想 画 コ ン ク ー ル

応募資格
題　　材
応募点数
募集部門

応募規定

　
　
　
応募方法

市内外を問わず幼児（年中・年長にあたる年齢）・小学生まで
自由（ただし、教材・紙芝居は不可）
1人1点
幼児（年中・年長にあたる年齢）の部
小学校低学年（1～3年生）の部
小学校高学年（4～6年生）の部
①用　紙　四つ切画用紙（380mm×540mｍ）
　　　　　規格外は審査の対象外とします。
②画　材　クレヨン・パステル・水彩・油絵の具など自由
　　　　　（版画、はりえ、異素材のはりつけは不可）
③応募票　作品の裏面右肩に所定の応募票を貼り、読んだ

本のどんな場面を描いたのかを100字以内で
記入する

※作品は返却します。各自（団体応募の場合は代表者）図書館まで
取りに来てください。
※入賞作品の著作権は主催者側に帰属します。
所定の応募票に記入のうえ、持参または郵送（名前は漢字で
記入し、フリガナをつける）
※団体での応募の場合、所定の名簿に記入し、作品は名簿順に並
べて提出してください。
※応募規定・応募方法に沿わないものは受け付けできません。

応募期間
　
　
　
提 出

審　　査
審 査 員
発　　表
表　　彰

　
　
　
展示期間
展示箇所

9月1日（火）～10月15日（木）
　※郵送の場合は当日消印有効。
（ただし、9月24日（木）～30日（水）は図書整理期間のため
 図書館は休館します。）

〒816-0934　大野城市曙町二丁目3番1号
大野城まどかぴあ図書館「読書感想画コンクール」応募係
まで郵送または持参
11月21日（土）（審査は非公開とします）
津田 三朗（彫刻家）／安河内 俊明（画家）
本人または学校宛てに通知、まどかぴあ情報誌『アテナ』に掲載
最優秀賞　全応募作品から1点

（賞状・五千円相当の図書カード）
優 秀 賞　幼児・小学校低学年・小学校高学年部門から
　　　　　各3点（賞状・三千円相当の図書カード）
優 良 賞　幼児・小学校低学年・小学校高学年部門から
　　　　　各5点（賞状・二千円相当の図書カード）
※表彰式は平成28年1月下旬予定。最優秀賞を受賞されると
　次回のポスターにその受賞作品が掲載されます。
平成28年1月下旬頃予定
ギャラリーモール（1階）

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。

3日
17日
31日

南コミュニティ
センター 釜蓋公民館 中公民館10日

24日
下大利団地
公民館 山田公民館 栄町公民館4日

18日

仲島公民館 畑詰公民館 巡町公園
（川久保2丁目）

11日
25日

大野3号公園
（東大利公民館横）

若草ふれあい公園
（若草2丁目）

南ヶ丘1区
公民館

6日
20日

牛頸公民館 上大利公民館 つつじヶ丘
公民館

13日
27日

東コミュニティ
センター 乙金東公民館 乙金台公民館7日

21日
平野台

ふれあい公園
老松神社

（下大利公民館前）
小田浦公園

（月の浦4丁目）
14日
28日

月

火

木

金

移動図書館「わくわく号」巡回日程表

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）

輪ゴムで動く車　～スーパーカー～
ふくらむプープー　～でてくる　でてくる　でてくるよ～
作って遊ぼう！紙飛行機とコマ
たたいて遊ぼう　紙皿タンバリン

18組
8組×2
35組
20組

301会議室
302会議室
303会議室
304会議室

子どもに本を届けるための基本のおはなし

模擬ブックトーク　ブックトークのつくり方

演習①シナリオ作成

演習②発表・講評

8月28日（金）

9月 4日（金）

9月11日（金）

9月18日（金）

内容（部門） 定員 場所

：8月23日（日）9:15～12:00
：7月27日（月）より図書館窓口もしくは電話にて受付

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

日 時
申込方法

：白根 恵子（佐賀女子短期大学教授）
：10:00～12:00（全4回）
：図書館窓口・電話・FAXにて受付中

講 師
時 間
申込方法



8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/

8月のチケット情報・募集申込情報

6月号
掲載ゆかた着付け　

第18回アスカーラフェスティバル　1（土）

P7わくわくおはなし会（幼児対象）1（土）・15（土）

7月号
掲載親子でナチュラル木工教室3（月）

7月号
掲載会計王16講習会3（月）～6（木）

7月号
掲載

7月号
掲載

あなたとわたしのための元気塾
（第3回）

P7おひざでだっこ ぴよぴよのへや
（0歳児対象）4（火）・18（火）

7月号
掲載パパとクッキング8（土）

P7わくわくおはなし会（小学生以上対象）8（土）・22（土）

P3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」9（日）

P7おひざでだっこ よちよちのへや
（1～2歳児対象）11（火）・25（火）

7月号
掲載大野城市男女共生講座（第2回）20（木）

7月号
掲載エクセル活用（夜）20（木）～9/24（木）

P4シネマランド　
キッズシネマ「ヒックとドラゴン2」

22（土）

P7親子読書会23（日）

P7ブックトーク講座（第1回）28（金）

7月号
掲載大野城パパ大学（第3回）

P4ティータイムコンサートVol.22727（木）

7月号
掲載はじめてのパソコン29（土）

～10/24（土）

HP
掲載パパ・ママのための読書タイム毎週金・土曜日

P51（土） 受付開始パソコン講座

P23（月） 一般発売
深夜放送同窓会Part5　
～青春　ものがたり～

P518（火） 受付開始短期講座

P2～18（火） 申込必着10月開講　定期講座（6ヵ月間）　

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。
7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）

8/15
（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

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13：30　

9/6
（日）

第9回DA・N・KA・I ミュージックフェスタ2015
おやじバンド5時間半の熱演をお聴き逃しなく！
●一般800円／高校生以下無料　●12：00　

8/22（土）
・23（日）

土曜シアター　「LEGO®ムービー」〈日本語吹替版〉
●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3回「ピアノの発明と変貌」
講師：吉川 茂（前九州大学大学院教授）
●一般500円／友の会会員無料 ※要事前申込　●14:00～15:30

9/27
（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）

まるごと太宰府歴史展2015
●場所：文化ふれあい館（TEL 928-0800）
●入場無料 ●9:00～17:00 ※毎週月曜休館（祝日の場合同一週最初の平日）

8/8（土）～
11/3（火・祝）

「かさねる」―ちいさなウクレレ演奏会―
演奏：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
8月5日（水）、19日（水）

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。

第43回 祭りなかがわ　子ども太鼓コンテスト2015
●会場：ふれあいこども館　●入場無料　●10：00

8/22
（土）

女優たちによる朗読 「夏の雲は忘れない」
ヒロシマ・ナガサキ1945年「夏の会」全国縦断公演
●一般2,000円／高校生以下1,000円　●19：00　

8/20
（木）

谷村新司トーク＆ライブ「ココロの学校」
●6,000円　●15:30

9/20
（日）

9/27
（日）

澄みわたるアコースティックサウンド
宗次郎オカリナ生活40周年記念コンサートツアー2015
●一般3,500円　●15：30　

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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生涯

託児

男女
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