
大野城まどかぴあ 情報誌
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・ マスクプレイミュージカル「赤ずきん／３びきのこぶた」開催！
・ 短期講座＆パソコン講座　受講生募集！
・ 市民グループ活動支援事業　参加者募集！
・ マナーアップキャンペーン

・ マスクプレイミュージカル「赤ずきん／３びきのこぶた」開催！
・ 短期講座＆パソコン講座　受講生募集！
・ 市民グループ活動支援事業　参加者募集！
・ マナーアップキャンペーン
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【日時】平成28年1月22日（金）～24日（日） 全5ステージ
【会場】大ホール（1階）特設舞台　全席自由
【日時】平成28年1月22日（金）～24日（日） 全5ステージ
【会場】大ホール（1階）特設舞台　全席自由

11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/

11月のチケット情報・募集申込情報

親指こぞう ブケッティーノ公演関連企画
ともさと 衣の声のワークショップ

10月号
掲載1（日）

市民グループ活動支援事業
ママのスキルアップ！リフレッシュ！講座②

10月号
掲載2（月）

美文字ポイントレッスン 10月号
掲載2（月）・9（月）

筑紫区中学校総合文化祭 10月号
掲載3（火・祝）

おひざでだっこ ぴよぴよのへや　
（0歳児対象） P73（火・祝）・17（火）

大野城市男女共生講座（第5回） 10月号
掲載5（木）

ママの未来チャレンジ 10月号
掲載5（木）～19（木）

はじめてのパソコン 10月号
掲載5（木）～12/8（火）

わくわくおはなし会（幼児対象） P77（土）・21（土）

市民グループ活動支援事業
ママのスキルアップ！リフレッシュ！講座③

10月号
掲載9（月）

エクセル入門 P59（月）～12/21（月）

建設業経理検定2級講座 9月号
掲載

9（月）
～28年3/4（金）

おひざでだっこ よちよちのへや　
（1～2歳児対象） P710（火）・24（火）

エクセル入門（夜） 10月号
掲載

12（木）
～12/17（木）

コスメコンシェルジュと学ぶ
基礎メイク

10月号
掲載13（金）

エクセル活用 P513（金）
～12/18（金）

市民グループ活動支援事業
男女共同参画と環境問題を考える

10月号
掲載14（土）

わくわくおはなし会（小学生以上対象） P714（土）・28（土）

大野城市民吹奏楽団 第30回定期演奏会 P415（日）

手作り味噌とお手当て法 10月号
掲載17（火）

夏川 りみコンサート 
～歌さがしの旅2015～ P3

20（金）
市民グループ活動支援事業
ライフプランをたててみませんか？ P6

シネマランド「繕い裁つ人」 P4
21（土）

おとなの楽校 4時間目 P3

俳優になるためのワークショップシリーズ
[実践演技編]

9月号
掲載

21（土）
～23（月・祝）

ティータイムコンサートVol.230 P426（木）

市民グループ活動支援事業
人形作りワークショップとお父さんのしゃべり場 P628（土）

パパ・ママのための読書タイム HP
掲載毎週金・土曜日

2（月） P5パソコン講座 受付開始

11（水） P5短期講座　 受付開始

15（日） P3大野城市民吹奏楽団・中学3年生
ジョイントコンサート2016 出演者募集開始

30（月） 10月号
掲載

航空自衛隊 春日基地
「第22回ファミリーコンサート」　申込締切

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。
10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）

11/28
（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

入場整理券
申込締切

11/20（金）
まで

海上自衛隊 佐世保音楽隊　ふれあいコンサートin筑紫野
入場整理券への詳しい申込方法につきましては文化会館までお問い合わせください。
開催日：12月20日
●入場無料（要整理券）　●14：00～

土曜シアター「42 世界を変えた男」＜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～ 

ふれあいJAZZコンサート　本日はピアノが主役です。
～２１世紀のジャズが動き出した！～
出演：岩崎大輔（ピアノ）ほか
●一般2,000円／高校生以下1,000円　●15:00～

11/21
（土）

11/14
（土）

「秋うらら♪ JAZZコンサート～晩秋のひとときを音楽と共に～」
出演：イエスタデイ トレイス
●場所：文化ふれあい館（TEL 928-0800）　
●入場無料 ●14：00～15：00 
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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。

11/15
（日）

11/15
（日）

平成27年度芸術文化振興基金助成金事業
第30回国民文化祭かごしま2015協賛事業
第23回ふくおか県民文化祭2015協賛事業
第10回竹の里フェスタ2015 in 那珂川「竹の里コンサート」
●全席自由　●1,000円　●13：00

平成27年度ふくおか地域貢献活動サポート事業協働助成事業
裂田溝ライトアップ
●無料　●17：00～21：00

第23回ふくおか県民文化祭2015
那珂川歴史物語「岩門城主　少弐景資」
～我 岩門の椿となりて～の段
●全席自由　●500円／小学生以下無料　●13：30

11/29
（日）

12/13
（日）

第30回記念名曲コンサート アルパ・ケーナとバレエの祭典
日本を代表するアルパ奏者・上松美香のペルー・アンデス感動の世界
●一般2,000円／大学生以下1,000円　●15：00～　

11/21
（土）

『つくし紫』文化塾2015
連歌の世界に遊ぶ～太宰府天満宮と連歌～
講師：有川宜博（北九州市立自然史・歴史博物館名誉館員）
●一般1,000円／ペア1,500円／高校生以下無料（要入場券）　●14：00～

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。

まどかぴあ休館日のお知らせ 11月4日（水）、18日（水）

原作：シャルル・ペロー　演出：キアラ・グイデイ　出演：ともさと 衣原作：シャルル・ペロー　演出：キアラ・グイデイ　出演：ともさと 衣
ころも

11/10（火）
～12/6（日）

第46回 筑紫美術協会展
●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（祝日の場合翌日） 
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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。

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。

12月23日
（水・祝）

MUSIC

撮影：谷古宇正彦撮影：谷古宇正彦

11月20日
（金）
MUSIC

夏川 りみコンサート 
～歌さがしの旅2015～ 託児友の会

先・割
車イス

【時間】19：00開演/18：30開場　　
【会場】大ホール（1階）　全席指定

OMURA室内合奏団＆合唱コンサート〈大野城公演〉
クリスマスによせて～ミサ曲“グローリア”

親指こぞう ～ブケッティーノ～

託児友の会

先・割
【時間】14：00開演/13：30開場　　【会場】大ホール（1階）　全席自由

まどかぴあ総合案内
ローソンチケット（Lコード：88515）
チケットぴあ（Pコード：275-188）
劇ナビFUKUOKA（http://gekinavi.jp/）

チケット取扱いチケット発売中

料金：1,000円（当日1,500円）※未就学児入場不可

【曲目】モーツァルト：交響曲 第38番 ニ長調 K.504「プラハ」
　　　ヴィヴァルディ：グローリア　ニ長調　RV.589

【日時】11月7日（土）　18：30開演/18：00開場　　【会場】大野城市北コミュニティセンター　多目的室　全席自由 料金：無料

OMURA室内合奏団から弦楽メンバーが登場！秋の夜のひととき
に、弦楽四重奏の調べをお楽しみください。最後はモーツァルトの名
曲「アヴェ・ヴェルム・コルプス」を来場者の皆さんと一緒に合唱しま
す。経験の有無に関係なく、お気軽にお越しください♬

赤いカーテンをくぐって中に入ると、木くずを敷き詰めた小屋に
並んだたくさんのふるぼけたベッドが客席。お姉さんが、シャル
ル・ペローのおとぎ話「親指こぞう」を朗読する声を寝ながら聞
いていただきます。物語の中の音が本当に劇場に響くなど、本
の中に入ったような感覚が味わえる不思議なお芝居。その新鮮
な面白さを、おとなの皆さまもお楽しみください。

助成：一般財団法人自治総合センター、平成27年度文化庁劇場・音楽堂等活性化事業

【日　時】11月21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】500円（当日同料金）
　　　　　※友の会割引は前売のみ対象

飛行機がもっと好きになる授業
「パイロットに学ぶ空と飛行機 
　　　　　CAと考えるサービスのこころ」

4時間目

現役パイロットとCAのナビゲーションで、楽しくて
ためになる空の旅にでかけましょう♪

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

無料プレイベント 事 前 申 込 不 要弦楽アンサンブルと合唱曲を歌ってみよう

PLAY

1月22日(金)
～24日(日)

2016年

託児友の会

先・割

【時間】22日（金）①18:30開演
23日（土）②11:00開演

③14:00開演
24日（日）④11:00開演

 ⑤14:00開演
（全5ステージ）

【会場】大ホール（１階）　特設舞台　全席自由

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：447-128）
ローソンチケット（Lコード：89025）
劇ナビFUKUOKA（http://gekinavi.jp/）

チケット発売日
友の会　11月  9日（月）
一　般　11月16日（月）

両日とも10：00～

料金：一般2,500円（当日3,000円）
　　　高校生以下1,000円（当日1,500円）
　　　※未就学児入場不可
　　　親子ペア3,000円（前売のみ/友の会割引適用外）
　　　※まどかぴあ総合案内のみ取扱い

大野城市民や市内の企業活動で生まれ
た記録など、大野城市の1番を募集中で
す！個人でも団体でも、人でも物でもな
んでもOK。“1番”と思う記録は奮ってご
応募ください。
※詳細はチラシまたはホームページをご覧ください。

PLAY

2月18日(木)
19日(金)

2016年

まどかぴあでは、あゆみの会の皆さま
のご協力により、点字版のアテナを毎
月作成しています。
点字版のアテナはまどかぴあ総合案
内に用意していますので、ご利用の方
は受付に声をお掛け下さい。

点字版のアテナを
総合案内に置いています

【時間】18日（木）10:00開演/09:30開場
　　　　　　　13:00開演/12:30開場
　　　19日（金）10:00開演/09:30開場（全3ステージ）

【会場】大ホール（１階）　全席指定 託児友の会

先・割

劇団飛行船 マスクプレイミュージカル
「赤ずきん／３びきのこぶた」

チケット
取扱い

まどかぴあ総合案内
ローソンチケット（Lコード：83818）
チケットぴあ（Pコード：447-359）
エムアンドエム

チケット発売日
友の会　12月10日（木）
一　般　12月17日（木）

両日とも10：00～

人 形 た ちによる
可愛らしいダンス
や、ワクワクドキド
キの物語をご家族
そろってお楽しみ
ください！

料金：一般1,500円（当日同料金）
団体 （午前）1,300円/（午後）1,200円
※3歳以上有料。ただし２歳以下のお子様でも座席を利用される
　場合はチケットが必要となります。

【出演】バイオリン：中西 弾・斉藤 享、ビオラ：長嶋 拓生、チェロ：田辺 清士
【曲目】モーツァルト／「狩り」より、ヴィヴァルディ／四季より「秋」、
　　　プッチーニ／「菊」より、モーツァルト／「アヴェ・ヴェルム・コルプス」

中西 弾 斉藤 享 長嶋 拓生 田辺 清士

応 募 資 格

申 込 方 法

申 込 期 間
練 習 日 程

公 演 日 程
参 加 費

♪

♪

♪
♪

♪
♪

他校の仲間や大野城市民吹奏楽団と一緒に演奏して、
中学生活の素敵な思い出をつくりましょう！
たくさんのご参加、お待ちしています。

：①大野城市在住または在校の平成28年度新中学3年生。
　②まどかぴあでの練習（全日程）と公演に参加できること。
　③吹奏楽器の演奏経験があること（経験年数問わず）
　④楽器を持参できること（打楽器を除く）
：所定の申込用紙（11月5日より、まどかぴあホームページからも

ダウンロード可）に、必要事項を記入の上「ジョイントコンサート」
係まで持参または郵送してください。

：11月15日（日）～12月15日（火）当日消印有効
：平成28年1月24日（日）～4月17日（日）まで計8回
　※詳しくは募集要項をご覧ください。
：平成28年4月24日（日） ※リハーサル4月23日（土）
：無料

～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2016」

※昨年の様子※昨年の様子

原作：シャルル・ペロー　演出：キアラ・グイデイ　出演：ともさと 衣

※開演30分前よりロビーでお待ちいただけます。
※客席の形状のため、開演後はお席にご案内ができません。
　開演時間の5分前までに必ずご来場ください。
※未就学児入場不可
※小さいお子様には少し怖いシーンがあります。

注
意
事
項

11月15日
（日）
MUSIC

毎年恒例、市民吹奏楽団ステー
ジが今年も大ホールで開催さ
れます。前半は、シンフォニック
ステージ、後半は企画ステージ
として、「スターウォーズ」「時代

（中島みゆき）」などをお届けし
ます。心に響くハーモニーをど
うぞお楽しみください！

大野城市民吹奏楽団
第30回定期演奏会

【時間】14:00開演/13:30開場
【会場】大ホール（1階）　全席自由 　

料金：中学生以上800円（当日同料金）
　　　※小学生以下無料

車イス

まどかぴあ総合案内
大野城市民吹奏楽団団員

チケット発売中

※昨年の様子※昨年の様子

チケット取扱い

託児

参加者
募 集

［お詫びと訂正］
広報「大野城」10月1日号に折り込んだ、ま
どかぴあ情報誌「アテナ」の2ページ「夏川
りみコンサート」の記事に日付が掲載され
ていませんでした。お詫びして訂正します。

博多座「市民半額観劇会」

【日時】平成28年1月7日（木）11：30～、8日（金）11：30～、10日（日）11：30～、
　　　11日（月・祝）11：30～・16：30～、13日（水）11：30～、15日（金）11：30～、16日（土）16：30～
料　　金：Ａ席7,000円（通常14,000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：ハガキに希望日時（1公演のみ）、参加人数（2人まで）と代表者の「郵便番号、
　　　　　住所、氏名、電話番号、年齢」を明記して送付。
申込期限：11月25日（水）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
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：仲間 由紀恵　ほか

共　催：一般財団法人福岡県退職教職員協会

博多座1月公演「放浪記」が半額で観劇できます。

完売御礼！！
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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。

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。

12月23日
（水・祝）

MUSIC

撮影：谷古宇正彦撮影：谷古宇正彦

11月20日
（金）
MUSIC

夏川 りみコンサート 
～歌さがしの旅2015～ 託児友の会

先・割
車イス

【時間】19：00開演/18：30開場　　
【会場】大ホール（1階）　全席指定

OMURA室内合奏団＆合唱コンサート〈大野城公演〉
クリスマスによせて～ミサ曲“グローリア”

親指こぞう ～ブケッティーノ～

託児友の会

先・割
【時間】14：00開演/13：30開場　　【会場】大ホール（1階）　全席自由

まどかぴあ総合案内
ローソンチケット（Lコード：88515）
チケットぴあ（Pコード：275-188）
劇ナビFUKUOKA（http://gekinavi.jp/）

チケット取扱いチケット発売中

料金：1,000円（当日1,500円）※未就学児入場不可

【曲目】モーツァルト：交響曲 第38番 ニ長調 K.504「プラハ」
　　　ヴィヴァルディ：グローリア　ニ長調　RV.589

【日時】11月7日（土）　18：30開演/18：00開場　　【会場】大野城市北コミュニティセンター　多目的室　全席自由 料金：無料

OMURA室内合奏団から弦楽メンバーが登場！秋の夜のひととき
に、弦楽四重奏の調べをお楽しみください。最後はモーツァルトの名
曲「アヴェ・ヴェルム・コルプス」を来場者の皆さんと一緒に合唱しま
す。経験の有無に関係なく、お気軽にお越しください♬

赤いカーテンをくぐって中に入ると、木くずを敷き詰めた小屋に
並んだたくさんのふるぼけたベッドが客席。お姉さんが、シャル
ル・ペローのおとぎ話「親指こぞう」を朗読する声を寝ながら聞
いていただきます。物語の中の音が本当に劇場に響くなど、本
の中に入ったような感覚が味わえる不思議なお芝居。その新鮮
な面白さを、おとなの皆さまもお楽しみください。

助成：一般財団法人自治総合センター、平成27年度文化庁劇場・音楽堂等活性化事業

【日　時】11月21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】500円（当日同料金）
　　　　　※友の会割引は前売のみ対象

飛行機がもっと好きになる授業
「パイロットに学ぶ空と飛行機 
　　　　　CAと考えるサービスのこころ」

4時間目

現役パイロットとCAのナビゲーションで、楽しくて
ためになる空の旅にでかけましょう♪

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

無料プレイベント 事 前 申 込 不 要弦楽アンサンブルと合唱曲を歌ってみよう

PLAY

1月22日(金)
～24日(日)

2016年

託児友の会

先・割

【時間】22日（金）①18:30開演
23日（土）②11:00開演

③14:00開演
24日（日）④11:00開演

 ⑤14:00開演
（全5ステージ）

【会場】大ホール（１階）　特設舞台　全席自由

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：447-128）
ローソンチケット（Lコード：89025）
劇ナビFUKUOKA（http://gekinavi.jp/）

チケット発売日
友の会　11月  9日（月）
一　般　11月16日（月）

両日とも10：00～

料金：一般2,500円（当日3,000円）
　　　高校生以下1,000円（当日1,500円）
　　　※未就学児入場不可
　　　親子ペア3,000円（前売のみ/友の会割引適用外）
　　　※まどかぴあ総合案内のみ取扱い

大野城市民や市内の企業活動で生まれ
た記録など、大野城市の1番を募集中で
す！個人でも団体でも、人でも物でもな
んでもOK。“1番”と思う記録は奮ってご
応募ください。
※詳細はチラシまたはホームページをご覧ください。

PLAY

2月18日(木)
19日(金)

2016年

まどかぴあでは、あゆみの会の皆さま
のご協力により、点字版のアテナを毎
月作成しています。
点字版のアテナはまどかぴあ総合案
内に用意していますので、ご利用の方
は受付に声をお掛け下さい。

点字版のアテナを
総合案内に置いています

【時間】18日（木）10:00開演/09:30開場
　　　　　　　13:00開演/12:30開場
　　　19日（金）10:00開演/09:30開場（全3ステージ）

【会場】大ホール（１階）　全席指定 託児友の会

先・割

劇団飛行船 マスクプレイミュージカル
「赤ずきん／３びきのこぶた」

チケット
取扱い

まどかぴあ総合案内
ローソンチケット（Lコード：83818）
チケットぴあ（Pコード：447-359）
エムアンドエム

チケット発売日
友の会　12月10日（木）
一　般　12月17日（木）

両日とも10：00～

人 形 た ちによる
可愛らしいダンス
や、ワクワクドキド
キの物語をご家族
そろってお楽しみ
ください！

料金：一般1,500円（当日同料金）
団体 （午前）1,300円/（午後）1,200円
※3歳以上有料。ただし２歳以下のお子様でも座席を利用される
　場合はチケットが必要となります。

【出演】バイオリン：中西 弾・斉藤 享、ビオラ：長嶋 拓生、チェロ：田辺 清士
【曲目】モーツァルト／「狩り」より、ヴィヴァルディ／四季より「秋」、
　　　プッチーニ／「菊」より、モーツァルト／「アヴェ・ヴェルム・コルプス」

中西 弾 斉藤 享 長嶋 拓生 田辺 清士

応 募 資 格

申 込 方 法

申 込 期 間
練 習 日 程

公 演 日 程
参 加 費

♪

♪

♪
♪

♪
♪

他校の仲間や大野城市民吹奏楽団と一緒に演奏して、
中学生活の素敵な思い出をつくりましょう！
たくさんのご参加、お待ちしています。

：①大野城市在住または在校の平成28年度新中学3年生。
　②まどかぴあでの練習（全日程）と公演に参加できること。
　③吹奏楽器の演奏経験があること（経験年数問わず）
　④楽器を持参できること（打楽器を除く）
：所定の申込用紙（11月5日より、まどかぴあホームページからも

ダウンロード可）に、必要事項を記入の上「ジョイントコンサート」
係まで持参または郵送してください。

：11月15日（日）～12月15日（火）当日消印有効
：平成28年1月24日（日）～4月17日（日）まで計8回
　※詳しくは募集要項をご覧ください。
：平成28年4月24日（日） ※リハーサル4月23日（土）
：無料

～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2016」

※昨年の様子※昨年の様子

原作：シャルル・ペロー　演出：キアラ・グイデイ　出演：ともさと 衣

※開演30分前よりロビーでお待ちいただけます。
※客席の形状のため、開演後はお席にご案内ができません。
　開演時間の5分前までに必ずご来場ください。
※未就学児入場不可
※小さいお子様には少し怖いシーンがあります。

注
意
事
項

11月15日
（日）
MUSIC

毎年恒例、市民吹奏楽団ステー
ジが今年も大ホールで開催さ
れます。前半は、シンフォニック
ステージ、後半は企画ステージ
として、「スターウォーズ」「時代

（中島みゆき）」などをお届けし
ます。心に響くハーモニーをど
うぞお楽しみください！

大野城市民吹奏楽団
第30回定期演奏会

【時間】14:00開演/13:30開場
【会場】大ホール（1階）　全席自由 　

料金：中学生以上800円（当日同料金）
　　　※小学生以下無料

車イス

まどかぴあ総合案内
大野城市民吹奏楽団団員

チケット発売中

※昨年の様子※昨年の様子

チケット取扱い

託児

参加者
募 集

［お詫びと訂正］
広報「大野城」10月1日号に折り込んだ、ま
どかぴあ情報誌「アテナ」の2ページ「夏川
りみコンサート」の記事に日付が掲載され
ていませんでした。お詫びして訂正します。

博多座「市民半額観劇会」

【日時】平成28年1月7日（木）11：30～、8日（金）11：30～、10日（日）11：30～、
　　　11日（月・祝）11：30～・16：30～、13日（水）11：30～、15日（金）11：30～、16日（土）16：30～
料　　金：Ａ席7,000円（通常14,000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：ハガキに希望日時（1公演のみ）、参加人数（2人まで）と代表者の「郵便番号、
　　　　　住所、氏名、電話番号、年齢」を明記して送付。
申込期限：11月25日（水）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
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：仲間 由紀恵　ほか

共　催：一般財団法人福岡県退職教職員協会

博多座1月公演「放浪記」が半額で観劇できます。

完売御礼！！
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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

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

「ラブ・アクチュアリー」のリチャード・カーティス監督が、タ
イムトラベルの能力を持つ家系に生まれ、青年が意中の
女性との関係を進展させようと奮闘する中で、本当の愛と
は何かに気付く姿を描くロマンティックコメディ。

12月の開催日について
12月のシネマランドは12月6日日曜日に開催いたします。
何卒ご了承いただきますようお願い申し上げます。

12月6日
（日）

監督：リチャード・カーティス
出演：ドーナル・グリーソン、レイチェル・マクダナス　ほか

【時間】①10:00～12:04
②14:00～16:04
③18:00～20:04

（各回30分前開場）

「アバウト・タイム ～愛おしい時間について～」
2013年/イギリス・アメリカ/124分/字幕版

CINEMA

南洋裁店。頑固な二代目店主が“人生を変える一着”を仕立てます。
祖母が始めた仕立て屋『南洋裁店』を継いだ市江は、古びた
ミシンで一生ものとなるような服を一着一着丁寧に作って
いる。“頑固じじい”のように昔ながらの職人スタイルを貫く
市江は、百貨店の営業・藤井からのブランド化の話にも全く
興味を示さない。彼女は祖母が作った服を仕立て直し、祖母
のデザインを流用した新作を作る日々に満足していた。しか
し、自分のデザインしたドレスを作りたいはずという藤井の
言葉が、市江の心を動かす…。

11月21日
（土）

監督：三島 有紀子
出演：中谷 美紀、三浦 貴大、片桐 はいり　ほか

【時間】①10:00～11:44
②14:00～15:44
③18:00～19:44

（各回30分前開場）

「繕い裁つ人」
2015年/日本/104分

CINEMA

●受付先：生涯学習センター 電話・窓口（先着順）短 期 講 座11月11日（水）9：00

受付開始

日　程：①12月3日（木）　②12月15日(火)
時　間：10:30～14:30　
定　員：18名（先着順）
受講料：各1,000円　 　　材料費：各2,000円
講　師：城戸 英子(管理栄養士)

今年はおせち料理を作って
みませんか。初挑戦の方でも
美味しく簡単におせち料理を
作る方法をお教えします。
＜メニュー＞
博多雑煮・中華ちまき　他、
野菜やお肉を使った手軽な
おせち料理　全7品程度

博多のおせち料理①・②

●パソコンの基本ソフト：ウィンドウズ7 Office2010
●定　員：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

11月2日（月）9：00

受付開始

年賀状作成
好きな写真やイラストを入れたオリジナル年賀状を
作成します。

日　程：11月21・28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

vol.230ティータイムコンサート

出演：藤松 敦仁（ヴァイオリン）
　　　上村 貴子（ピアノ）

上村 貴子藤松 敦仁

【時間】12:10～12:50
【会場】ギャラリーモール（1階）　入場無料

11月26日
（木）

11月は、ヴァイオリンとピアノによるコンサートをお届けしま
す。ヴァイオリンとピアノの美しくて華やかな音色を、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

※イメージ

※作品例 ※作品例

託児

日　程：12月8・22日（火)　
時　間：10:30～12:00　
定　員：16名（先着順）
受講料：2,000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。バレエ経験
は不要です。リフレッシュでき、
肩こり、腰痛、冷えも改善で
きますよ。

やさしいバレエストレッチ

託児

日　程：12月9日(水)　 時　間：10:00～12:00
定　員：12名（先着順）　　
受講料：1,100円　　   材料費：800円
講　師：Sachi Terrace 
　　　　(キャンドルマイスター)

シート状のワックスシートと
パウダーワックスで花びらを
作り、それを組み合わせてバ
ラのキャンドルを作ります。
火を使わずに作るので安心
です。綺麗なバラをあなたの
掌で咲かせてみませんか。

バラのキャンドル

託児

日　程：12月18日（金）　 時　間：13:30～15:30
定　員：16名（先着順）　　
受講料：1,000円　　　  材料費：1,500円
講　師：野口 智子
　　　　（公益社団法人 日本フラワーデザイナー協会本部講師）

アーティフィシャルフラワーや縁
起の良い小物を使って、オリジナ
ルのしめ縄を作ります。新しい年
の始まりに飾って楽しみませんか。

フラワーアレンジメントで作る
しめ縄飾り

12月19日
（土）
MUSIC

航空自衛隊 春日基地
第22回ファミリーコンサート

【時間】14：30開演/13：45開場
【会場】大ホール（1階）　全席自由
料金：無料／要入場券（事前申し込みが必要です）　
※年齢制限はございませんが、3歳未満のお子様は保護者の

おひざの上での鑑賞をお願いいたします。
※応募方法などの詳細は、チラシ・ホームページなどをご覧いただくか、

下記お問い合わせ先までお願いいたします。

本コンサートについてのお問い合わせ
【　平　日　】航空自衛隊春日基地広報班　TEL092-581-4031
【土・日・祝】大野城まどかぴあ総合案内　TEL092-586-4000

車イス

毎年恒例、ファミリーコンサートを開催！小さいお子様から大
人まで楽しめるコンサートです。是非お申し込みください。

応募期間：11月9日（月）～30日（月）　※当日消印有効　

「深夜放送同窓会Part6」
実行委員募集

事業の企画・運営をし
ていただける方を募集
します。

応募資格
活動内容

就任期間
申込方法
申込締切

：18歳以上であれば、住所・性別は問いません。
：①事業内容のアイディア提供
　②事業の運営
：12月～イベント終了まで
：所定の応募用紙をご覧ください。
：11月30日（月）必着

※詳細は必ず応募用紙にて
　ご確認ください。 実行委員会の様子実行委員会の様子

託児

日　程：11月9・16・30日、
　　　　12月7・14・21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

只今申込受付中！！

エクセル入門

日　程：11月13・20・27日、
　　　　12月4・11・18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：エクセルの操作経験がある方
講　師：有尾 美穂子

エクセル活用
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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

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

「ラブ・アクチュアリー」のリチャード・カーティス監督が、タ
イムトラベルの能力を持つ家系に生まれ、青年が意中の
女性との関係を進展させようと奮闘する中で、本当の愛と
は何かに気付く姿を描くロマンティックコメディ。

12月の開催日について
12月のシネマランドは12月6日日曜日に開催いたします。
何卒ご了承いただきますようお願い申し上げます。

12月6日
（日）

監督：リチャード・カーティス
出演：ドーナル・グリーソン、レイチェル・マクダナス　ほか

【時間】①10:00～12:04
②14:00～16:04
③18:00～20:04

（各回30分前開場）

「アバウト・タイム ～愛おしい時間について～」
2013年/イギリス・アメリカ/124分/字幕版

CINEMA

南洋裁店。頑固な二代目店主が“人生を変える一着”を仕立てます。
祖母が始めた仕立て屋『南洋裁店』を継いだ市江は、古びた
ミシンで一生ものとなるような服を一着一着丁寧に作って
いる。“頑固じじい”のように昔ながらの職人スタイルを貫く
市江は、百貨店の営業・藤井からのブランド化の話にも全く
興味を示さない。彼女は祖母が作った服を仕立て直し、祖母
のデザインを流用した新作を作る日々に満足していた。しか
し、自分のデザインしたドレスを作りたいはずという藤井の
言葉が、市江の心を動かす…。

11月21日
（土）

監督：三島 有紀子
出演：中谷 美紀、三浦 貴大、片桐 はいり　ほか

【時間】①10:00～11:44
②14:00～15:44
③18:00～19:44

（各回30分前開場）

「繕い裁つ人」
2015年/日本/104分

CINEMA

●受付先：生涯学習センター 電話・窓口（先着順）短 期 講 座11月11日（水）9：00

受付開始

日　程：①12月3日（木）　②12月15日(火)
時　間：10:30～14:30　
定　員：18名（先着順）
受講料：各1,000円　 　　材料費：各2,000円
講　師：城戸 英子(管理栄養士)

今年はおせち料理を作って
みませんか。初挑戦の方でも
美味しく簡単におせち料理を
作る方法をお教えします。
＜メニュー＞
博多雑煮・中華ちまき　他、
野菜やお肉を使った手軽な
おせち料理　全7品程度

博多のおせち料理①・②

●パソコンの基本ソフト：ウィンドウズ7 Office2010
●定　員：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

11月2日（月）9：00

受付開始

年賀状作成
好きな写真やイラストを入れたオリジナル年賀状を
作成します。

日　程：11月21・28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

vol.230ティータイムコンサート

出演：藤松 敦仁（ヴァイオリン）
　　　上村 貴子（ピアノ）

上村 貴子藤松 敦仁

【時間】12:10～12:50
【会場】ギャラリーモール（1階）　入場無料

11月26日
（木）

11月は、ヴァイオリンとピアノによるコンサートをお届けしま
す。ヴァイオリンとピアノの美しくて華やかな音色を、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

※イメージ

※作品例 ※作品例

託児

日　程：12月8・22日（火)　
時　間：10:30～12:00　
定　員：16名（先着順）
受講料：2,000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。バレエ経験
は不要です。リフレッシュでき、
肩こり、腰痛、冷えも改善で
きますよ。

やさしいバレエストレッチ

託児

日　程：12月9日(水)　 時　間：10:00～12:00
定　員：12名（先着順）　　
受講料：1,100円　　   材料費：800円
講　師：Sachi Terrace 
　　　　(キャンドルマイスター)

シート状のワックスシートと
パウダーワックスで花びらを
作り、それを組み合わせてバ
ラのキャンドルを作ります。
火を使わずに作るので安心
です。綺麗なバラをあなたの
掌で咲かせてみませんか。

バラのキャンドル

託児

日　程：12月18日（金）　 時　間：13:30～15:30
定　員：16名（先着順）　　
受講料：1,000円　　　  材料費：1,500円
講　師：野口 智子
　　　　（公益社団法人 日本フラワーデザイナー協会本部講師）

アーティフィシャルフラワーや縁
起の良い小物を使って、オリジナ
ルのしめ縄を作ります。新しい年
の始まりに飾って楽しみませんか。

フラワーアレンジメントで作る
しめ縄飾り

12月19日
（土）
MUSIC

航空自衛隊 春日基地
第22回ファミリーコンサート

【時間】14：30開演/13：45開場
【会場】大ホール（1階）　全席自由
料金：無料／要入場券（事前申し込みが必要です）　
※年齢制限はございませんが、3歳未満のお子様は保護者の

おひざの上での鑑賞をお願いいたします。
※応募方法などの詳細は、チラシ・ホームページなどをご覧いただくか、

下記お問い合わせ先までお願いいたします。

本コンサートについてのお問い合わせ
【　平　日　】航空自衛隊春日基地広報班　TEL092-581-4031
【土・日・祝】大野城まどかぴあ総合案内　TEL092-586-4000

車イス

毎年恒例、ファミリーコンサートを開催！小さいお子様から大
人まで楽しめるコンサートです。是非お申し込みください。

応募期間：11月9日（月）～30日（月）　※当日消印有効　

「深夜放送同窓会Part6」
実行委員募集

事業の企画・運営をし
ていただける方を募集
します。

応募資格
活動内容

就任期間
申込方法
申込締切

：18歳以上であれば、住所・性別は問いません。
：①事業内容のアイディア提供
　②事業の運営
：12月～イベント終了まで
：所定の応募用紙をご覧ください。
：11月30日（月）必着

※詳細は必ず応募用紙にて
　ご確認ください。 実行委員会の様子実行委員会の様子

託児

日　程：11月9・16・30日、
　　　　12月7・14・21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

只今申込受付中！！

エクセル入門

日　程：11月13・20・27日、
　　　　12月4・11・18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：エクセルの操作経験がある方
講　師：有尾 美穂子

エクセル活用
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※女性に対する暴力、根絶
　のためのマーク

※パープルリボンは、女性に対する
　暴力をなくす運動のシンボル
　マーク

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/

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

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）

11月3日・17日
11月10日・24日

幼児対象　11月7日・21日
小学生以上対象　11月14日・28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）

10:30～11:30 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

17日

10日
24日

2日
16日
30日

9日

12日
26日

5日
19日

13日
27日

6日
20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
11月の巡回

秋晴れの空が
気持ちいいですね。
おはなし会では
いろいろなおはなしが
聞けますよ。

福岡県労働者支援事務所の相談員が、あなたの話をお
聴きします！ひとりで抱え込まず、まずは相談してみま
せんか？
日　時：毎月第2水曜日　10：00～12：00（相談時間50分）
　　　　相談日が祝日の場合は翌日になります。

ご予約の際に①②どちらの相談を希望されるかお申し
出ください。相談日の2日前までに要予約です。

①対象：性別不問
賃金の未払いや雇用形態、職場でのいじめ、セクハラやパワハ
ラ等、仕事に関する相談を労働相談員（女性）がお聴きします。

②対象：再就職をめざす子育て中などの女性
情報の提供、就職のあっせん、応募書類の書き方、面接の受け
方等、就職全般のアドバイスを就業アドバイザー（女性）が行
います。

休館のお知らせ

＜ご予約・お問い合わせ先＞
まどかぴあ男女平等推進センター アスカーラ 総合相談＆各種相談受付
相談専用電話　092(586)4035

図書館を利用するすべての方にとって、図書館が心地よい場所であるために、ぜひご一読ください。

図書館の資料は「みんなのもの」です。
汚損・破損・水濡れなどが著しい場合や紛失さ
れた場合は弁償していただくことがあります。

読み切れなかった場合、その資料に次の予約
が入っていなければ、一度だけ継続貸出がで
きます。（延滞されていた場合、継続貸出はで
きません。ご注意ください。）

【延長手続き方法】
カウンター受付：返却期限日までに利用者カードと延長希望資料

を持って来館
館内OPAC・図書館HPから：返却期限日までに「利用照会」にログ

インし貸出中一覧から操作

図書館はおしゃべりに興じる場所
ではありません。館内では静かに
お過ごしください。携帯電話などの
音が出るものは、マナーモードにし
てから館内にお入りください。

飲み物・アメ・ガムを含む飲食は
できません。ご飲食の際は2階ラ
ウンドコーナーなどをご利用くだ
さい。

居眠り・持ち込み学習は
ご遠慮ください。より多
くの方が利用できるよ
う、ご協力をお願いいた
します。

筑紫地区図書館マナーアップキャンペーン
10月27日(火)～11月9日(月)

筑紫地区4市1町による図書館マナーの向上を目的とした共同啓発
キャンペーンを実施します。
この機会に図書館の利用マナーについて考えましょう。

【本の修理は図書館員にお任せを！】
専用のテープなどで修理しますので、ページが外れた時はその
まま図書館員にお知らせください。セロテープは時間が経つと
茶色く変色し、本が傷む原因になります。

 筑紫地区図書館マナーアップキャンペーン ～マナーを守って快適な読書を～

館内ではお静かに 座席には限りがあります飲食禁止

返 却 日 を
守りましょう

図書館資料
を 大 切 に

11月25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。

平成27年度　アスカーラ市民グループ活動支援事業
託児

託児

家事家計講習会　
ライフプランをたててみませんか？

～家計簿を家族の道標に～
日　時：11月20日（金）10：00～11：30
講　師：福岡友の会 筑紫方面 南ヶ丘最寄 会員
会　場：304会議室（3階）
定　員：15名（先着順）
受講料：400円
主　催：福岡友の会　筑紫方面　南ヶ丘最寄

人形作りワークショップと
お父さんのしゃべり場

日　時：11月28日（土）10：00～12：00
講　師：納富 俊郎（人形劇団ののはな）
対　象：0～3歳の子どもとその親
会　場：和会議室（2階）
定　員：15組（先着順）
受講料：1家族500円
主催・申込先：大野城子ども劇場　
　　　　　　 電話092-572-0544

ママパパ応援講座
『レゴブロック』を使って

親子でお片付け力を身につけよう！
日　時：平成28年1月23日（土）10:00～12:00
講　師：野口 勝利（おうちキラリ 代表）
会　場：304会議室（3階）
定　員：10組（先着順）
受講料：お子様1人500円
　　　　（レゴブロックプレゼント代）
主　催：パパママちかっぱ応援団

子どもは未来からの留学生
～私たちはどのような風景を子どもたちに見せればいいのか～

日　時：平成28年1月30日（土）13:30～15:30
講　師：波平 恵美子（お茶の水女子大学 名誉教授）
会　場：202会議室（2階）
定　員：30名（先着順）
受講料：無料
主　催：男女平等社会の実現を推進する「チームF」

申込方法：ホームページ・館内チラシ等をご覧ください。　　共催・問い合わせ先：大野城まどかぴあ男女平等推進センター

おしごと相談のご案内
ＤＶ防止キャンペーン

女性に対する暴力をなくす運動
11月12日（木）～11月25日（水）

相談は無料です。
秘密は厳守しますので、

安心して
ご相談ください。

「女性に対する暴力撤廃国際日」の11月25日までの2週間
は、毎年「女性に対する暴力をなくす運動」の実施期間で
す。女性への配偶者等（夫婦・親子・友人・知人・・・）からの暴
力、性犯罪、売買春、セクシャル・ハラスメント、ストーカー
行為や人身取引等、女性に対する暴力は、女性の人権を侵
害するものであり、決して許される行為ではありません。
大野城まどかぴあ男女平等推進センターでは、無料相談
を実施し、啓発周知のための講座等を行っています。（詳
しくは館内チラシをご覧ください）期間中は3階アスカー
ラギャラリーでパネル展示もあり、各種相談機関も紹介
していますので、ぜひご覧ください。

「一人で悩まないで。
早めの相談が問題解決への第1歩です。」
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※女性に対する暴力、根絶
　のためのマーク

※パープルリボンは、女性に対する
　暴力をなくす運動のシンボル
　マーク

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/

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

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）

11月3日・17日
11月10日・24日

幼児対象　11月7日・21日
小学生以上対象　11月14日・28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）

10:30～11:30 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

17日

10日
24日

2日
16日
30日

9日

12日
26日

5日
19日

13日
27日

6日
20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
11月の巡回

秋晴れの空が
気持ちいいですね。
おはなし会では
いろいろなおはなしが
聞けますよ。

福岡県労働者支援事務所の相談員が、あなたの話をお
聴きします！ひとりで抱え込まず、まずは相談してみま
せんか？
日　時：毎月第2水曜日　10：00～12：00（相談時間50分）
　　　　相談日が祝日の場合は翌日になります。

ご予約の際に①②どちらの相談を希望されるかお申し
出ください。相談日の2日前までに要予約です。

①対象：性別不問
賃金の未払いや雇用形態、職場でのいじめ、セクハラやパワハ
ラ等、仕事に関する相談を労働相談員（女性）がお聴きします。

②対象：再就職をめざす子育て中などの女性
情報の提供、就職のあっせん、応募書類の書き方、面接の受け
方等、就職全般のアドバイスを就業アドバイザー（女性）が行
います。

休館のお知らせ

＜ご予約・お問い合わせ先＞
まどかぴあ男女平等推進センター アスカーラ 総合相談＆各種相談受付
相談専用電話　092(586)4035

図書館を利用するすべての方にとって、図書館が心地よい場所であるために、ぜひご一読ください。

図書館の資料は「みんなのもの」です。
汚損・破損・水濡れなどが著しい場合や紛失さ
れた場合は弁償していただくことがあります。

読み切れなかった場合、その資料に次の予約
が入っていなければ、一度だけ継続貸出がで
きます。（延滞されていた場合、継続貸出はで
きません。ご注意ください。）

【延長手続き方法】
カウンター受付：返却期限日までに利用者カードと延長希望資料

を持って来館
館内OPAC・図書館HPから：返却期限日までに「利用照会」にログ

インし貸出中一覧から操作

図書館はおしゃべりに興じる場所
ではありません。館内では静かに
お過ごしください。携帯電話などの
音が出るものは、マナーモードにし
てから館内にお入りください。

飲み物・アメ・ガムを含む飲食は
できません。ご飲食の際は2階ラ
ウンドコーナーなどをご利用くだ
さい。

居眠り・持ち込み学習は
ご遠慮ください。より多
くの方が利用できるよ
う、ご協力をお願いいた
します。

筑紫地区図書館マナーアップキャンペーン
10月27日(火)～11月9日(月)

筑紫地区4市1町による図書館マナーの向上を目的とした共同啓発
キャンペーンを実施します。
この機会に図書館の利用マナーについて考えましょう。

【本の修理は図書館員にお任せを！】
専用のテープなどで修理しますので、ページが外れた時はその
まま図書館員にお知らせください。セロテープは時間が経つと
茶色く変色し、本が傷む原因になります。

 筑紫地区図書館マナーアップキャンペーン ～マナーを守って快適な読書を～

館内ではお静かに 座席には限りがあります飲食禁止

返 却 日 を
守りましょう

図書館資料
を 大 切 に

11月25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。

平成27年度　アスカーラ市民グループ活動支援事業
託児

託児

家事家計講習会　
ライフプランをたててみませんか？

～家計簿を家族の道標に～
日　時：11月20日（金）10：00～11：30
講　師：福岡友の会 筑紫方面 南ヶ丘最寄 会員
会　場：304会議室（3階）
定　員：15名（先着順）
受講料：400円
主　催：福岡友の会　筑紫方面　南ヶ丘最寄

人形作りワークショップと
お父さんのしゃべり場

日　時：11月28日（土）10：00～12：00
講　師：納富 俊郎（人形劇団ののはな）
対　象：0～3歳の子どもとその親
会　場：和会議室（2階）
定　員：15組（先着順）
受講料：1家族500円
主催・申込先：大野城子ども劇場　
　　　　　　 電話092-572-0544

ママパパ応援講座
『レゴブロック』を使って

親子でお片付け力を身につけよう！
日　時：平成28年1月23日（土）10:00～12:00
講　師：野口 勝利（おうちキラリ 代表）
会　場：304会議室（3階）
定　員：10組（先着順）
受講料：お子様1人500円
　　　　（レゴブロックプレゼント代）
主　催：パパママちかっぱ応援団

子どもは未来からの留学生
～私たちはどのような風景を子どもたちに見せればいいのか～

日　時：平成28年1月30日（土）13:30～15:30
講　師：波平 恵美子（お茶の水女子大学 名誉教授）
会　場：202会議室（2階）
定　員：30名（先着順）
受講料：無料
主　催：男女平等社会の実現を推進する「チームF」

申込方法：ホームページ・館内チラシ等をご覧ください。　　共催・問い合わせ先：大野城まどかぴあ男女平等推進センター

おしごと相談のご案内
ＤＶ防止キャンペーン

女性に対する暴力をなくす運動
11月12日（木）～11月25日（水）

相談は無料です。
秘密は厳守しますので、

安心して
ご相談ください。

「女性に対する暴力撤廃国際日」の11月25日までの2週間
は、毎年「女性に対する暴力をなくす運動」の実施期間で
す。女性への配偶者等（夫婦・親子・友人・知人・・・）からの暴
力、性犯罪、売買春、セクシャル・ハラスメント、ストーカー
行為や人身取引等、女性に対する暴力は、女性の人権を侵
害するものであり、決して許される行為ではありません。
大野城まどかぴあ男女平等推進センターでは、無料相談
を実施し、啓発周知のための講座等を行っています。（詳
しくは館内チラシをご覧ください）期間中は3階アスカー
ラギャラリーでパネル展示もあり、各種相談機関も紹介
していますので、ぜひご覧ください。

「一人で悩まないで。
早めの相談が問題解決への第1歩です。」
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・ マスクプレイミュージカル「赤ずきん／３びきのこぶた」開催！
・ 短期講座＆パソコン講座　受講生募集！
・ 市民グループ活動支援事業　参加者募集！
・ マナーアップキャンペーン

・ マスクプレイミュージカル「赤ずきん／３びきのこぶた」開催！
・ 短期講座＆パソコン講座　受講生募集！
・ 市民グループ活動支援事業　参加者募集！
・ マナーアップキャンペーン

P5P5
P2P2
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【日時】平成28年1月22日（金）～24日（日） 全5ステージ
【会場】大ホール（1階）特設舞台　全席自由
【日時】平成28年1月22日（金）～24日（日） 全5ステージ
【会場】大ホール（1階）特設舞台　全席自由

11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/

11月のチケット情報・募集申込情報

親指こぞう ブケッティーノ公演関連企画
ともさと 衣の声のワークショップ

10月号
掲載1（日）

市民グループ活動支援事業
ママのスキルアップ！リフレッシュ！講座②

10月号
掲載2（月）

美文字ポイントレッスン 10月号
掲載2（月）・9（月）

筑紫区中学校総合文化祭 10月号
掲載3（火・祝）

おひざでだっこ ぴよぴよのへや　
（0歳児対象） P73（火・祝）・17（火）

大野城市男女共生講座（第5回） 10月号
掲載5（木）

ママの未来チャレンジ 10月号
掲載5（木）～19（木）

はじめてのパソコン 10月号
掲載5（木）～12/8（火）

わくわくおはなし会（幼児対象） P77（土）・21（土）

市民グループ活動支援事業
ママのスキルアップ！リフレッシュ！講座③

10月号
掲載9（月）

エクセル入門 P59（月）～12/21（月）

建設業経理検定2級講座 9月号
掲載

9（月）
～28年3/4（金）

おひざでだっこ よちよちのへや　
（1～2歳児対象） P710（火）・24（火）

エクセル入門（夜） 10月号
掲載

12（木）
～12/17（木）

コスメコンシェルジュと学ぶ
基礎メイク

10月号
掲載13（金）

エクセル活用 P513（金）
～12/18（金）

市民グループ活動支援事業
男女共同参画と環境問題を考える

10月号
掲載14（土）

わくわくおはなし会（小学生以上対象） P714（土）・28（土）

大野城市民吹奏楽団 第30回定期演奏会 P415（日）

手作り味噌とお手当て法 10月号
掲載17（火）

夏川 りみコンサート 
～歌さがしの旅2015～ P3

20（金）
市民グループ活動支援事業
ライフプランをたててみませんか？ P6

シネマランド「繕い裁つ人」 P4
21（土）

おとなの楽校 4時間目 P3

俳優になるためのワークショップシリーズ
[実践演技編]

9月号
掲載

21（土）
～23（月・祝）

ティータイムコンサートVol.230 P426（木）

市民グループ活動支援事業
人形作りワークショップとお父さんのしゃべり場 P628（土）

パパ・ママのための読書タイム HP
掲載毎週金・土曜日

2（月） P5パソコン講座 受付開始

11（水） P5短期講座　 受付開始

15（日） P3大野城市民吹奏楽団・中学3年生
ジョイントコンサート2016 出演者募集開始

30（月） 10月号
掲載

航空自衛隊 春日基地
「第22回ファミリーコンサート」　申込締切

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。
10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）

11/28
（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

入場整理券
申込締切

11/20（金）
まで

海上自衛隊 佐世保音楽隊　ふれあいコンサートin筑紫野
入場整理券への詳しい申込方法につきましては文化会館までお問い合わせください。
開催日：12月20日
●入場無料（要整理券）　●14：00～

土曜シアター「42 世界を変えた男」＜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～ 

ふれあいJAZZコンサート　本日はピアノが主役です。
～２１世紀のジャズが動き出した！～
出演：岩崎大輔（ピアノ）ほか
●一般2,000円／高校生以下1,000円　●15:00～

11/21
（土）

11/14
（土）

「秋うらら♪ JAZZコンサート～晩秋のひとときを音楽と共に～」
出演：イエスタデイ トレイス
●場所：文化ふれあい館（TEL 928-0800）　
●入場無料 ●14：00～15：00 
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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。

11/15
（日）

11/15
（日）

平成27年度芸術文化振興基金助成金事業
第30回国民文化祭かごしま2015協賛事業
第23回ふくおか県民文化祭2015協賛事業
第10回竹の里フェスタ2015 in 那珂川「竹の里コンサート」
●全席自由　●1,000円　●13：00

平成27年度ふくおか地域貢献活動サポート事業協働助成事業
裂田溝ライトアップ
●無料　●17：00～21：00

第23回ふくおか県民文化祭2015
那珂川歴史物語「岩門城主　少弐景資」
～我 岩門の椿となりて～の段
●全席自由　●500円／小学生以下無料　●13：30

11/29
（日）

12/13
（日）

第30回記念名曲コンサート アルパ・ケーナとバレエの祭典
日本を代表するアルパ奏者・上松美香のペルー・アンデス感動の世界
●一般2,000円／大学生以下1,000円　●15：00～　

11/21
（土）

『つくし紫』文化塾2015
連歌の世界に遊ぶ～太宰府天満宮と連歌～
講師：有川宜博（北九州市立自然史・歴史博物館名誉館員）
●一般1,000円／ペア1,500円／高校生以下無料（要入場券）　●14：00～

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。

まどかぴあ休館日のお知らせ 11月4日（水）、18日（水）

原作：シャルル・ペロー　演出：キアラ・グイデイ　出演：ともさと 衣原作：シャルル・ペロー　演出：キアラ・グイデイ　出演：ともさと 衣
ころも

11/10（火）
～12/6（日）

第46回 筑紫美術協会展
●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（祝日の場合翌日） 
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