
大野城まどかぴあ 情報誌
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※掲載記事は11月9日現在の情報です（その後の変更につきましては、ご容赦ください）

・ 平成28年度　公益財団法人大野城まどかぴあ 契約職員募集　
・ ティータイムスペシャルコンサートVol.4　チケット発売！
・ 短期講座＆パソコン講座　受講生募集！
・ 育休カフェ＆トーク　参加者募集！
・ 「図書館へゆこう！！2016年」予告
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車イス

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。

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」

愛らしいお人形達が素敵な歌やダンスにのせて、みんなをきっとドキ
ドキワクワクさせてくれます。今回は、グリム童話より「赤ずきん」、イ
ギリス民話より「3びきのこぶた」の二つの物語をお届け。どちらも親
しみのある物語で、親の愛情や兄弟の思いやりが描かれています。ど
ちらの物語にも登場する、オオカミ。だけど、みんなの知っているオオ
カミとはちょこっと違うかも！？
世界観を変えず、ひとあじ工夫を凝らした作品にドキドキワクワクし
てみませんか？「赤ずきん／3びきのこぶた」、ぜひご期待ください！

託児友の会

先・特

車イス託児友の会

先・割
【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

【会場】多目的ホール（1階）　全席自由

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

料金：一般1,500円（当日同料金）
　　　団体（午前）1,300円／（午後）1,200円 ※2歳以下は膝上無料

PLAY

2月18日(木)
19日(金)

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～

チケット取扱い

空いている時に限り有料で学習室として
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・中学校の冬休み・春休み・
夏休み期間

●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

詳しい内容については募集要項をご覧ください。
【申込方法】
所定の用紙に必要事項をご記入のうえ、提出
してください。申込用紙、募集要項はまどか
ぴあで配布。ホームページからもダウンロー
ドできます。
【受付期間】
12月1日（火）～17日（木） 平日9：00～17：00
【お問い合わせ・申込先】
公益財団法人大野城まどかぴあ 管理課　電話：092-586-4006

まどかぴあホームページ
http://www.madokapia.or.jp/

平成28年度 ★契約職員募集★

大野城まどかぴあ 検索

職員募集

お知らせ（新着情報）

まどかぴあ館内に装飾ボランティア「かざり隊」の
みなさんによるクリスマスの飾り付けが行われます。
お楽しみに♪

★クリスマス装飾のお知らせ★

昨年の様子昨年の様子

または

へ

3月3日（木）
～6日（日）

PLAY

■（劇）池田商会企画 総合芸術舎玉屋　　■劇団 go to
■劇団 PA!ZOO!!　　■14+　　■劇団HallBrothers　　■1/4
※1プログラムにつき 2団体ずつ出演します。

「まどかぴあ」の名称にちなみ、円形の舞台を使った演劇祭を開催！
演劇のルーツ「ギリシャ演劇」の劇場「コロセアム」を連想させる囲み
客席形式の円形素舞台で、演劇の原点＝魅力を活かした作品が上演
されます。
出演は、九州戯曲賞大賞作品リーディング公演シリーズでもおなじ
み、14+、劇団go to、劇団HallBrothersなど、地元福岡きっての実力
派6団体。1プログラムにつき2団体が、それぞれ45分～60分の作
品を上演します。
プログラムの1作目と2作目のあいだは、会場が「カフェタイム」に変
身！飲み物を飲みながら、お客様同士、また終演直後の出演者との
ご歓談をお楽しみ下さい。

第8回大野城まどかぴあ市民企画事業『大野城円演劇祭』

まどかぴあ総合案内 他

平成28年

平成28年

〈企画〉 Vintager

まどか

【公演スケジュール】

11:00 ○ ○
14:00 ○ ○
15:00 ○ ○
19:00 ○ ○ ○

3/3
（木）

4
（金）

5
（土）

6
（日）

出
演
団
体 各団体出演スケジュール等の詳細は、1月号にて！

※全 9プログラム ※各回 30分前開場

料金：一般 1,500 円（当日 1,800 円）
6演目券 3,500 円（前売りのみ取扱い）
友の会特別料金 1,300 円（当日 1,500 円）

チケット
取扱い

チケット発売日
友の会 平成28年1月15日(火)
一　般 平成28年1月12日(火)

両日とも10：00～
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【講師】松岡 恭子（建築家）

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】平成28年1月16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

建築の美に出会う授業
「地域を魅力的にする

デザインとは？」

5時間目

私たちの生活になじみの深いデザインから世界
各地の建築物まで、幅広く活躍する建築家・松岡
恭子氏。地域に寄り添い、街の魅力を引き出す
そのデザインがどのように生み出されるのか、
ご紹介いただきます。

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

車イス託児友の会

先・割

12月23日
（水・祝）
MUSIC

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”
【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

企画制作：（一財）大村市文化・スポーツ振興財団
助成：（一財）地域創造

【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

親指こぞう ～ブケッティーノ～

「親指こぞう～ブケッティーノ～」の劇場は、茶色い木の小屋
です。赤いカーテンをくぐって中に入ると、あるものは、たくさ
んのふるぼけたベッドと裸電球ひとつだけ。お姉さんが優しく
「ベッドに横になって、毛布にもぐりこんで。お話の時間よ」と
声をかけてくれる。さあ、お姉さんのお話が始まった。
「むかしむかし、あるところに、貧しい木こりの夫婦がいました
…。」お話のあいだ、家の扉があくところでは「ギィーッ、
ギィーッ」と本物の音が鳴るし、森の中をさまよい歩いている
時は、落ち葉を踏みしめる音が「カサ、カサ」と聞こえてくる。う
わぁ、人喰い鬼の家に迷い込んじゃった！それじゃ、この「ガッ
ツン、ガタ、コッツン、ガタッ」という足音はもしかしたら、人喰
い鬼の足音!?

プロの楽団による本格的なクラシックコンサートを安価にお届
けします！一般公募による『まどかグローリア女声合唱団』に
よる美しいハーモニーやソリストの歌も聴きごたえ満点です！

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 PLAY

1月22日(金)
～24日(日)

平成28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

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/）

チケット発売中 チケット取扱い

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

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

マスコットキャラクター大相撲
「おおのじょう場所 ’15」 EVENT

2月21日
(日)

平成28年

毎年大盛り上がりのマスコットキャラクター大相撲！ 今回
も可愛らしいキャラクターたちが大集合して、熱い戦いを
繰り広げます。1日楽しめるブースやイベントも盛りだくさ
ん！ぜひご家族そろってお出かけください♪

※詳細は来月のアテナをご覧ください。

開催
決定

昨年の様子昨年の様子

共催：大野城いちばん隊
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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。

協賛：安東歯科医院、エーアンドエスフレーミング工房、1st.hair、
株式会社東洋ナビックス、株式会社駿河コーポレーション

『怪盗グルー』シリーズに登場する、バナナが好きな謎の
黄色い生物“ミニオン”が主役！！

今日という日と生きる。それが人生を素敵にする。
自分に自信がなく恋人のいない青年ティムは、21歳の誕生日
に父から一家の男たちにタイムトラベルの能力があること告
げられる。人生を素敵なものにするためタイムトラベルを繰
り返すうちに、重大なことに気づいていく。そして人生最大の
選択を迫られる―。

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・マクアダムス 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

「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

出演：上村 育代（ハープ）
　　　永渕 くにか（ソプラノ）
【時間】12:10～12:50
【会場】ギャラリーモール（1階）　入場無料

12月24日
（木）

12月は、ハープとソプラノ歌手による
コンサートをお届けします。ハープの
柔らかな響きと、ソプラノの表情豊かな
声をお楽しみください。

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

MUSIC

上村 育代

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 

1月9日
（土）
CINEMA

平成28年

監督：ピエール・コフィン、カイル・バルダ
声の出演：天海 祐希、笑福亭 鶴瓶　ほか

【時間】①10:00～11:31
②14:00～15:31
③17:00～18:31
（各回30分前開場）

キッズシネマ「ミニオンズ」
2015年/アメリカ/91分/吹替版

スペシャルコンサートVol.4
（ティータイムコンサートVol.234）

「もっと音楽の時間を楽しみたい！」というお客様のために、半期
に1回開催するティータイム・スペシャルコンサート。
Vol.4は、バレエ音楽をお届けします！

【日時】平成28年3月13日（日）14:00開演 /13:30開場
【会場】小ホール（2階）　全席自由
料金：500円（当日800円）※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　平成27年12月15日（火）
一　般　平成27年12月22日（火）

両日とも10：00～

まどかぴあ総合案内
ローソンチケット（Lコード：84846） ※Vol.3の様子

友の会

先行

12月12日（土）
13日（日）
MUSIC

【時間】12日（土）9:30～高等学校の部・中学校の部
　　　13日（日）9:30～中学校の部
【会場】大ホール（1階）　全席自由

福岡・筑前・筑後地区の中高生によるアンサンブ
ルコンテストです。
日頃の練習の成果をぜひお聴きください。

第44回
福岡アンサンブル
コンテスト

まどかぴあ総合案内

料金：800 円（当日 1,000 円）※未就学児入場不可
チケット取扱いチケット発売中

vol.231ティータイムコンサート

3月6日
（日）
EVENT

語りつぐ東日本大震災
絵本「ひまわりのおか」朗読会
～音楽とともに想いをよせて
【日時】平成28年3月6日（日）

14：00開演／13：30開場
【会場】大ホール（1階）  全席自由
料金：無料（要入場券）

絵本「ひまわりのおか」は、東日本大震災で発生した
大津波によって我が子を亡くしたお母さんたちの亡き
子への想いがつづられた絵本です。震災から５年の
歳月が経つ今、もういちど「命の大切さ」「親の愛」「親
子の絆」について、見つめなおしてみませんか？

平成28年

※詳細は来月のアテナをご覧ください。

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。

キッズシネマについて
◆3才以上から入場できます。
◆施設利用券は年齢に関わらず1人1枚必要です。
◆最終上映回の開始時間が通常とは異なります。
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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12月9日（水）9：00
受付開始

日　程：平成28年1月18日、2月15日（月）　
時　間：10:00～13:00　定　員：18名（先着順）
受講料：2,000円　 　　 材料費：1,000円/回
講　師：樋口 朋子(tonno !! 主宰)

基本的なことから、ソースのアレンジや
盛り付けのコツまで楽しく学べます。

【1月】お米のサラダ、豚肉のソテーピッツァ
屋さん風、チョコのサラミ仕立て
【2月】レタスのアンチョビがけ、菜の花と
ベーコンのトマトソースリゾット、マドレーヌ

みんなで楽しくイタリアン

●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12月1日（火）9：00
受付開始

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
成など便利な機能を使い、文書を作成します。

日　程：平成28年1月7・12・19・21・26日、2月2日（火・木）
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：竹中 ひとみ

※調理イメージ

※イメージ ※イメージ

託児

日　程：平成28年1月22日（金)　
時　間：10:00～12:00
定　員：16名（先着順）
受講料：1,000円　 材料費：750円
講　師：有馬 裕子（HOLON art主宰）

羊毛ボール・羊毛モチーフを
作り、ネックレス・ストラップ・
髪留めから2種類の小物を
作ります。数種類の羊毛から、
お好きな色で温かみのある
小物作りを楽しみましょう。

フェルトで小物作り　

託児

託児

日　程：平成28年1月22日、2月5・19日(金)　
時　間：13:30～15:00　定　員：16名（先着順）
受講料：3,000円　　　　教材費：300円
講　師：マリナラニ井上 
　　　　(マリナラニ井上スタジオ主宰)

心地よい南国のリズムに乗って
フラダンスを楽しんでみません
か。基礎から練習して、みんな
で1曲踊ってみましょう。

ハワイアンフラ

託児

日　程：平成28年1月23日（土）　
時　間：10：00～12：00　定　員：16名（先着順）
受講料：1,000円　　　　材料費：500円
講　師：後藤 直紀 
　　　　（豆香洞コーヒーオーナー）

8種類以上のコーヒーを飲み比
べて、好みの味とお口に合った
コーヒーを探しましょう。

好みのコーヒーの探し方

託児

おさらいするパソコン
ワードとエクセル、インターネットの基本をおさらいし、
表の作成や図の挿入、グラフの作成を学びます。

日　程：平成28年1月8・15・22・29日（金）
時　間：10：00～12：00　※自習時間9：00～
受講料：6,400円　　　教材費：600円
対　象：ワードとエクセルの操作経験がある方
講　師：有尾 美穂子 託児

エクセル活用（夜）
基本をおさらいし、さらに様々な関数（IF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：平成28年1月14・21・28日、2月4・18・25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

ワード＆エクセル復習
イラストや表を追加した文書を作成して、ワードのポイントを
押さえ、エクセルは表作成と関数、グラフ作成を復習します。

日　程：平成28年1月18・25日、2月1・8・15日（月）
時　間：13：00～15：00　※自習時間15：00～
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：岡部 充子 託児

※作品例

※2回目から1時間の自習時間付き
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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

キッズルーム
まどかぴあ３階アスカーラ事務
所の隣にあるキッズルームは、
お子さんと保護者が一緒に憩
える場所です。土日祝日も利用
でき、新しい出会いや、楽しい
おもちゃがたくさんあります！
利用時間：まどかぴあ開館日の10：00～15：00（予約不要）
対　　象：小学校就学前までのお子さんとその保護者
　　　　　※お子さんだけでの利用はできません。
費　　用：無料

子育てママ応援事業　育休カフェ＆トーク
託児

参 加 料：無料
定　　員：30名（先着順）
対　　象：育児休業取得中のママ・パパ、または取得
　　　　　前後の方、育児休業取得に関心のある方

※託児をご利用できないお子様につきましては、
親子一緒に参加することもできます。

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。

キッズルーム・授乳室のご案内

絵札原画展

中学生が制作した
男女共同参画カルタ

授乳室
お気軽にお声かけください！
３階アスカーラ事務所隣、２階
託児ルーム付近に、授乳室があ
ります。

★託児サポーター「ママ・ポケット」の見守り　
　毎週木曜日10：30～12：00
★図書館のおはなし会「おひざでだっこ」
　ぴよぴよ（0歳児・妊婦対象）第1・3火曜日10：30～11：00
　よちよち（1・2歳児対象）　 第2・4火曜日10：30～11：00
★お楽しみ会　
　不定期でお子さんと楽しめるイベントを開催しています。
　日程はキッズルームカレンダーをご覧ください。

EVENT

1月7日(木)
～17日(日)

平成28年

男女平等推進センターアスカーラ
では、平成26年度より、男女共同参
画の視点を取り入れた「男女共同
参画カルタ」の作製に取り組んでい
ます。昨年は、「読み札」を全国に募
集し、1229首の応募の中から44
首を決定しました。　
今年は「読み札」に合った「絵札」を
大野城市立中学校の美術部のみな
さんに制作していただきました。部
活の仲間と力を合わせて描いた力
作を、みなさんどうぞ見に来てくだ
さい。

育児休業を取得し仕事を継続する女性が増えて
います。休業中は24時間育児中心だった生活から
一転し、仕事と家事育児の両立をどうやっていった
らいいのか不安な日々を過ごしていませんか？職
場の復帰へ、前向きな気持ちで臨めるように、
パートナーとの家事分担方法や、仕事を再開する
うえでの心構えなどをサポートする講座です。子
育てしながら働き続けたい、育児休業に関心のあ
る方もご参加いただけます。

日　程：平成28年1月7日（木）～17日（日）
会　場：ギャラリーモール（1階）

「男女共同参画カルタ読み札」は、
http://www.madokapia.or.jp/
danjo_byodo/event_detail/170
をご覧ください。

「育児も仕事も楽しく続けるために（仮）」　
講師：中山 淳子
　　　（ＮＰＯ法人ママワーク研究所 理事）

平成28年
2月6日（土）
13：30～15：30
301会議室
（3階）

「私たちも育児休業取得しました！
  ～先輩育休ママたちからのメッセージ～（仮）」　
講師：中山 淳子　　
育児体験談
　松田 理恵（株式会社ＯＳＧコーポレーション）
　床次 直子
　（西日本新聞社編集局生活特報部記者）
　太田 浩一郎（毎日新聞社記者）

平成28年
2月13日（土）
13：30～15：30
306会議室
（3階）

1

2

テーマ・講師日時・会場回

※昨年度の様子

【講師プロフィール】
約20年間七田チャイルドア
カデミーで勤務。勤務した
後、独立。各種教育機関のコ
ンサルティングやアドバイ
ザーとして活動中。NPO法
人ママワーク研究所では、定
期的に「子育てと仕事のバラ
ンス講座」の講師を担当。

先輩ママたちとのトークタイムも
お楽しみください♪
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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/

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）

12月1日・15日
12月8日・22日

幼児対象　12月5日・19日
小学生以上対象　12月12日・26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

1日
15日

8日
22日

14日

7日
21日

10日
24日

3日
17日

11日
25日

4日
18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

12月の巡回
もうすぐ楽しい
クリスマス。
図書館のおはなし会にも
ぜひきてくださいね。

図書館へゆこう！！ 2016年 予 告

直木賞作家で歴史小説を多数執筆されている安部 龍
太郎氏をお迎えします。作家を目指されたきっかけや
地元福岡への思いなど様々なエピソードをお話しいた
だきます。ぜひお越しください。
日時：1月31日（日）14：00～15：30
場所：多目的ホール（1階）
※未就学児の入場はできません。(託児あり)
※1月7日（木）より受付開始（定員250名）

◆作って演奏♪
　リサイクル楽器でコンサート
廃材を利用してリサイクル楽器を作り、演奏会をひらこう！
日時：1月24日（日）①10：00～11：30　②14：00～15：30
※1月8日（金）より受付開始（2部制／定員各15名）（対象：小学生）

◆あかちゃんと布のえほんであそぼう
日時：1月26日（火）①10:00～10:45　②11:00～11:45
※1月5日（火）より受付開始（2部制／定員各20組40名）

◆わくわくおはなしまつり
日時：1月23日（土）15：00～16：00　（対象3歳以上）

◆安部龍太郎講演会
　「作家人生を語る 
　 　～これまで、
　　　　そしてこれから～」

平成28年1月21日（木）～2月2日（火）
楽しいイベントや展示など、図書館へ行きたくなる催しが盛りだくさん！どうぞお楽しみに！

※受付は定員になり次第、終了します。その他にも様々なイベントを企画しています。詳細は次号に掲載します。

託児

年末年始の休館中の
返却について

休館中の本の返却は返却ポスト（県道沿い入口横壁
面）をご利用ください。ＣＤは壊れやすいので返却ポ
ストには入れず、警備員室へご返却ください。

［写真提供:日本経済新聞出版社］



12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/

12月のチケット情報・募集申込情報

おひざでだっこ ぴよぴよのへや
（0歳児対象） P71（火）・15（火）

博多のおせち料理①・②　 11月号
掲載①3（木）②15（火）

わくわくおはなし会（幼児対象） P７5（土）・19（土）

シネマランド P46（日）

おひざでだっこ よちよちのへや
（1～2歳児対象） P7

8（火）・22（火）

やさしいバレエストレッチ 11月号
掲載

バラのキャンドル 11月号
掲載9（水）

第44回福岡アンサンブルコンテスト P412（土）～13（日）

わくわくおはなし会（小学生以上対象） P712（土）・26（土）

フラワーアレンジメントで作る
しめ縄飾り

11月号
掲載18（金）

航空自衛隊 春日基地
「第22回ファミリーコンサート」

11月号
掲載

HP
掲載

19（土）

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”

P323（水・祝）

ティータイムコンサートVol.231 P424（木）

パパ・ママのための読書タイム毎週金・土曜日

1（火） P5パソコン講座 受付開始

9（水） P5短期講座 受付開始

10（木） P2

15（火）

P4

17（木）

11月号
掲載

ティータイム・スペシャルコンサートVol.4
友の会発売

P2
劇団飛行船マスクプレイミュージカル

一般発売

P422（火）
ティータイム・スペシャルコンサートVol.4

一般発売

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　参加者募集締切

劇団飛行船マスクプレイミュージカル
友の会発売

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。
11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）

12/19
（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

土曜シアター「愛を積むひと」
●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5回「ライフサイクルと音楽」
講師：宮本 幸（九州大学病院精神科神経科作業療法士）
●一般500円＜要事前申込み＞　●14:00～15:30

1/24
（日）

11/10（火）
～12/6（日）

12/19
（土）

～日頃のご利用に感謝して～ フロアコンサート
出演：由夏-Yuka-、安武 玄晃、西田 勇
●場所：いきいき情報センター2Fフロア（TEL 928-5000）
●入場無料 ●16:00～17:30 

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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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

●
MrMax

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。

12/20
（日）

12/11
（金）

年忘れ！ミリカ寄席 第4回おもしろアマ落語家競演会
●500円（未就学児入場不可）　●18：00～

那珂川黎明2015～安徳大塚古墳と周辺の遺跡展～
特別歴史講演会「安徳大塚から邪馬台国へ」
講師：西谷 正さん（九州大学名誉教授）
●入場無料（要入場整理券）　●10：00～12：00

第２３回ふくおか県民文化祭2015　
那珂川町冬休みファミリーコンサート
「音楽って楽しい～‼　眠れる森の美女と世界の名曲」
●大人1,500円／中･高生1,000円／小人500円（3歳以上）　●14：00～

12/27
（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～　

1/17
（日）

クラシック音楽の楽しみ方講座Vol.7 
0歳からのファミリーコンサート
出演：九州管楽合奏団 パーカッション・アンサンブル
●場所：筑紫野市生涯学習センター
●一般700円／中学生以下300円／2歳以下のひざ上鑑賞無料（座席利用は有料）
●11：00～

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
12月2日（水）、16日（水）

年末年始：12月28日（月）～平成28年1月4日（月）

文芸
託児

託児

託児

文芸

託児

文芸

文芸
託児

託児

文芸

生涯

生涯

図書

図書

図書

図書

男女

文芸

文芸

文芸

文芸

文芸

生涯

生涯

生涯

生涯
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