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～つどい ふれあい はばたく～

※掲載記事は3月8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）

～夢ふたたび～
深夜放送同窓会 Part6

南 こうせつ 佐田 玲子

井上 悟

林田 スマ

立川 生志

  大野城まどかぴあは開館20周年を迎えます！
・深夜放送同窓会Part6～夢ふたたび～　チケット発売中！
・短期講座＆パソコン講座　受講生募集！
・地域女性リーダー育成講座　受講生募集！
・第10回　図書館子どもまつり

【日時】5月29日（日） 
18時開演／17時30分開場

【会場】大ホール ［全席指定］
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P7

大野城まどかぴあ
開館20周年記念



アテナ2016.4月号3 アテナ2016.4月号 2

開店時間 14:00～17:30
会場 ギャラリーモール
※ゆめ広場はチケットがなくてもお楽しみいただけます。

同時
開催 ゆめ広場

まどかぴあはおかげさまで20周年を迎えます。日々ご利用いただきまして誠にありがとうございます。
平成8年7月27日のオープンからこれまで大野城市の複合文化施設として、つどい、ふれあい、はばたく

場の充実に努めて参りました。今、多くの皆さまにいただいたメッセージや笑顔を振り返りながら深い感
動に包まれています。そして、職員全員で感謝の気持ちを新しい形にしようと張り切っています。今年度は
また特別な企画で皆さまをお待ちいたしております。まどかぴあがお届けする新鮮な“ときめきの風”にご
期待ください。

さあ、ご一緒に！20歳のまどかぴあへ！
大野城まどかぴあ　館長　　　　　　　

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。

託児 車イス【時間】15:00開演/14:30開場
【会場】大ホール（1階）　全席自由

料金：無料（要整理券）
※お一人様4枚まで
※まどかぴあ総合案内で配布中。
　予定枚数に達した場合は配布終了となります。
　ご了承ください。

4月24日
（日）
MUSIC

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

文化芸術振興

生涯学習センター

男女平等推進センター

まどかぴあ図書館

4/23（土） 第10回図書館子どもまつり～子ども読書の日記念事業～

4/24（日） 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

5/1（日） まどかぴあ市民大学 おとなの楽校1時間目

5/29（日） 深夜放送同窓会Part6

6/11（土） ティータイム・スペシャルコンサートVol.5

7/9（土）～31（日） 池田 満寿夫のデッサン展　～Ikeda Masuo's dessin～

7/16（土） まどかぴあ市民大学 おとなの楽校2時間目

9/4（日） ちくし地区の少年少女合唱団による
「第13回少年少女合唱団ジョイントコンサート」

9/10（土）・11（日） まどかぴあ舞台創造プログラム プロデュース公演
「浮足町アンダーグラウンド」

9/17（土） まどかぴあ市民大学 おとなの楽校3時間目

毎月1回 シネマランド

毎月1回（6月除く） ティータイムコンサート 4/2（土） アスカーラまつり

4/19（火）～7/8（金） 再就職チャレンジ講座

5/21（土） 男女共同参画条例制定記念講演会

5/27（金）～6/14（火） 託児サポーター養成講座

7/2（土）～8/6（土） あなたとわたしのための元気塾

8月～12月 大野城市男女共生講座

毎週金・土曜日 パパ・ママのための読書タイム

短 期 講 座 春萌のころの茶懐石
なかよし家族のベビーマッサージ
くらしの書～行書編～

短 期 講 座 ０から始める英会話
つけもの作りとお手当て法
骨盤調整ヨガ①②
親子でメッセージカード作り

パソコン講座 エクセル入門（夜）
はじめてのパソコン

8月 パソコン講座
パソコン講座

エクセル活用（夜）

4月

5月

短 期 講 座 ロザフィのネックレス
おうちで簡単タイ料理

パソコン講座 はじめてのパソコン
おさらいするパソコン
ワード＆エクセル復習（夜）

6月

ワード入門（金曜）
ワード入門（月曜）9月

短 期 講 座 美白化粧品の選び方と夏メイク
グラスアートのフレームミラー
ベビーダンス教室　抱っこでぎゅ♪

7月

※平成28年3月8日時点での予定です。日程・内容等は変更となる
場合があります。詳細はお問い合わせください。

上半期事業ラインナップ

7/23（土） おはなし会スペシャル「夜ばなし」

8/6（土） ダンボールであそぼう　－みんながつくるものがたり－

8/21（日） 親子読書会

好評発売中 チケット取扱い

深夜放送同窓会 Part6 ～夢ふたたび～

託児友の会

先・割
車イス料金：前売4,000円（当日4,500円）

【時間】18:00開演/17:30開場
【会場】大ホール（1階）　全席指定

今年も歌にトークに盛りだくさんでお送りします。
懐かしくて楽しい“ 同窓会 ”をお楽しみください！

館長メッセージ
ラジオが大切な話し相手だった時代、深夜放送は若
者たちの夢の広場でした。あの頃の元気と希望を持
ち寄る深夜放送同窓会、もう6回目になりました。
62人の実行委員の皆さんと笑顔をお待ちしています。

林田 スマ

5月29日
（日）
MUSIC

まどかぴあ舞台創造プログラム プロデュース公演

「浮足町アンダーグラウンド」

この日だけの“特別なメンバー”
で送るジョイントコンサート。ぜ
ひご家族やお友達をお誘いあわ
せのうえご来場ください。

出演
池田 成志

阿部 周平、岩本 将治、岡 武史、木内 里美、元一、
小湊 倫子、酒瀬川 真世、椎木 樹人、高野 由紀子、中村 大介、

中村 雪絵、松岡 優子、山下 晶、横山 祐香里

作・中島 かずき（劇団☆新感線 座付作家）
演出・内藤 裕敬（南河内万歳一座 座長）

【日程】平成28年9月10日（土）・11日（日）

※チケットに関する詳細は次号にてお知らせいたします。

タイトル・出演者決定！

まどかぴあ総合案内
チケットぴあ（Pコード：290-305）
ローソンチケット（Lコード：81648）
劇ナビFUKUOKA （http://gekinavi.jp/）

整理券
配布中 配布場所 まどかぴあ総合案内

※お一人様4枚まで（なくなり次第終了）

南 こうせつ 佐田 玲子 立川 生志 井上 悟 林田 スマ

まどかぴあ総合案内チケット取扱いチケット発売中

今年度も素敵な先生方をお迎えして、まどかぴあ
市民大学「おとなの楽校」を開校します！日々の暮
らしや趣味に役立つ内容を、わかりやすく楽しく学
べます。

【日　時】5月1日（日）14：00開演/13：30開場
【会　場】大ホール（1階）　全席自由
【授業料】1,000円（当日1,500円）

「残したい　伝えたい　日本の歌」
1時間目：日本のこころにふれる授業

【講師】 安田 祥子
（声楽家）

１時間目は日本の心を歌い継
ぐ安田祥子さんの登場です！
日本の四季の移ろい、自然や
人を思いやる気持ちなど、美
しい日本語が語りかける歌の
数々を紹介します。

友の会

先・割
託児

車イス

大野城まどかぴあは開館20周年を迎えます!

まどかぴあオリジナル20周年記念バッジ
まどかぴあでは、20年の感謝の気持ちを込めて、オリジナルバッジを

製作します。そこで、”20歳のまどかぴあ”を応援してくださる皆さまに、
このバッジを差し上げます。

バッジをつけて、まどかぴあを一緒にお祝いしましょう！！

【配布開始日】5月1日（日）10:00から
【配 布 場 所】まどかぴあ総合案内（1階）

※バッジは数に限りがありますので、無くなり次第、配布は終了させていただきます。
※まどかぴあ友の会会員の方には、5月号公演情報とともにお届けします。

このマークは・・・
まどかぴあ20周年のメインテーマである

ありがとう20年
明日もあなたと　“まどかぴあ”

というコンセプトで、まどかぴあ理事長・安河内 俊明
がデザインしました。
　これまで利用いただいた多くの皆さまへの感謝と、
これからも地域の皆さまとともに歩み成長していきた
いという気持ちを表現したものです。

※トーク主体です

演奏予定曲
♪斐伊川を流るるクシナダの涙
♪サクソフォニア
♪スーパーマリオブラザーズ ほか

共催：（一財）福岡県退職教職員協会

共催：（一財）福岡県退職教職員協会

助成：一般財団法人地域創造

うきあしちょう

「まどかぴあ舞台創造プログラム」プロデュース公演の出演
者が決定しました。九州・沖縄の演者の中からオーディション
で選ばれた14人と、大野城市出身で第一線で活躍する怪優・
池田 成志が共演します。15人の出演者に中島 かずきがど
んな脚本を書き下ろすのか、そして内藤 裕敬がどう料理する
のか…ご期待ください。

大野城まどかぴあ
開館20周年記念
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開店時間 14:00～17:30
会場 ギャラリーモール
※ゆめ広場はチケットがなくてもお楽しみいただけます。

同時
開催 ゆめ広場

まどかぴあはおかげさまで20周年を迎えます。日々ご利用いただきまして誠にありがとうございます。
平成8年7月27日のオープンからこれまで大野城市の複合文化施設として、つどい、ふれあい、はばたく

場の充実に努めて参りました。今、多くの皆さまにいただいたメッセージや笑顔を振り返りながら深い感
動に包まれています。そして、職員全員で感謝の気持ちを新しい形にしようと張り切っています。今年度は
また特別な企画で皆さまをお待ちいたしております。まどかぴあがお届けする新鮮な“ときめきの風”にご
期待ください。

さあ、ご一緒に！20歳のまどかぴあへ！
大野城まどかぴあ　館長　　　　　　　

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。

託児 車イス【時間】15:00開演/14:30開場
【会場】大ホール（1階）　全席自由

料金：無料（要整理券）
※お一人様4枚まで
※まどかぴあ総合案内で配布中。
　予定枚数に達した場合は配布終了となります。
　ご了承ください。

4月24日
（日）
MUSIC

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

文化芸術振興

生涯学習センター

男女平等推進センター

まどかぴあ図書館

4/23（土） 第10回図書館子どもまつり～子ども読書の日記念事業～

4/24（日） 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

5/1（日） まどかぴあ市民大学 おとなの楽校1時間目

5/29（日） 深夜放送同窓会Part6

6/11（土） ティータイム・スペシャルコンサートVol.5

7/9（土）～31（日） 池田 満寿夫のデッサン展　～Ikeda Masuo's dessin～

7/16（土） まどかぴあ市民大学 おとなの楽校2時間目

9/4（日） ちくし地区の少年少女合唱団による
「第13回少年少女合唱団ジョイントコンサート」

9/10（土）・11（日） まどかぴあ舞台創造プログラム プロデュース公演
「浮足町アンダーグラウンド」

9/17（土） まどかぴあ市民大学 おとなの楽校3時間目

毎月1回 シネマランド

毎月1回（6月除く） ティータイムコンサート 4/2（土） アスカーラまつり

4/19（火）～7/8（金） 再就職チャレンジ講座

5/21（土） 男女共同参画条例制定記念講演会

5/27（金）～6/14（火） 託児サポーター養成講座

7/2（土）～8/6（土） あなたとわたしのための元気塾

8月～12月 大野城市男女共生講座

毎週金・土曜日 パパ・ママのための読書タイム

短 期 講 座 春萌のころの茶懐石
なかよし家族のベビーマッサージ
くらしの書～行書編～

短 期 講 座 ０から始める英会話
つけもの作りとお手当て法
骨盤調整ヨガ①②
親子でメッセージカード作り

パソコン講座 エクセル入門（夜）
はじめてのパソコン

8月 パソコン講座
パソコン講座

エクセル活用（夜）

4月

5月

短 期 講 座 ロザフィのネックレス
おうちで簡単タイ料理

パソコン講座 はじめてのパソコン
おさらいするパソコン
ワード＆エクセル復習（夜）

6月

ワード入門（金曜）
ワード入門（月曜）9月

短 期 講 座 美白化粧品の選び方と夏メイク
グラスアートのフレームミラー
ベビーダンス教室　抱っこでぎゅ♪

7月

※平成28年3月8日時点での予定です。日程・内容等は変更となる
場合があります。詳細はお問い合わせください。

上半期事業ラインナップ

7/23（土） おはなし会スペシャル「夜ばなし」

8/6（土） ダンボールであそぼう　－みんながつくるものがたり－

8/21（日） 親子読書会

好評発売中 チケット取扱い

深夜放送同窓会 Part6 ～夢ふたたび～

託児友の会

先・割
車イス料金：前売4,000円（当日4,500円）

【時間】18:00開演/17:30開場
【会場】大ホール（1階）　全席指定

今年も歌にトークに盛りだくさんでお送りします。
懐かしくて楽しい“ 同窓会 ”をお楽しみください！

館長メッセージ
ラジオが大切な話し相手だった時代、深夜放送は若
者たちの夢の広場でした。あの頃の元気と希望を持
ち寄る深夜放送同窓会、もう6回目になりました。
62人の実行委員の皆さんと笑顔をお待ちしています。

林田 スマ

5月29日
（日）
MUSIC

まどかぴあ舞台創造プログラム プロデュース公演

「浮足町アンダーグラウンド」

この日だけの“特別なメンバー”
で送るジョイントコンサート。ぜ
ひご家族やお友達をお誘いあわ
せのうえご来場ください。

出演
池田 成志

阿部 周平、岩本 将治、岡 武史、木内 里美、元一、
小湊 倫子、酒瀬川 真世、椎木 樹人、高野 由紀子、中村 大介、

中村 雪絵、松岡 優子、山下 晶、横山 祐香里

作・中島 かずき（劇団☆新感線 座付作家）
演出・内藤 裕敬（南河内万歳一座 座長）

【日程】平成28年9月10日（土）・11日（日）

※チケットに関する詳細は次号にてお知らせいたします。

タイトル・出演者決定！

まどかぴあ総合案内
チケットぴあ（Pコード：290-305）
ローソンチケット（Lコード：81648）
劇ナビFUKUOKA （http://gekinavi.jp/）

整理券
配布中 配布場所 まどかぴあ総合案内

※お一人様4枚まで（なくなり次第終了）

南 こうせつ 佐田 玲子 立川 生志 井上 悟 林田 スマ

まどかぴあ総合案内チケット取扱いチケット発売中

今年度も素敵な先生方をお迎えして、まどかぴあ
市民大学「おとなの楽校」を開校します！日々の暮
らしや趣味に役立つ内容を、わかりやすく楽しく学
べます。

【日　時】5月1日（日）14：00開演/13：30開場
【会　場】大ホール（1階）　全席自由
【授業料】1,000円（当日1,500円）

「残したい　伝えたい　日本の歌」
1時間目：日本のこころにふれる授業

【講師】 安田 祥子
（声楽家）

１時間目は日本の心を歌い継
ぐ安田祥子さんの登場です！
日本の四季の移ろい、自然や
人を思いやる気持ちなど、美
しい日本語が語りかける歌の
数々を紹介します。

友の会

先・割
託児

車イス

大野城まどかぴあは開館20周年を迎えます!

まどかぴあオリジナル20周年記念バッジ
まどかぴあでは、20年の感謝の気持ちを込めて、オリジナルバッジを

製作します。そこで、”20歳のまどかぴあ”を応援してくださる皆さまに、
このバッジを差し上げます。

バッジをつけて、まどかぴあを一緒にお祝いしましょう！！

【配布開始日】5月1日（日）10:00から
【配 布 場 所】まどかぴあ総合案内（1階）

※バッジは数に限りがありますので、無くなり次第、配布は終了させていただきます。
※まどかぴあ友の会会員の方には、5月号公演情報とともにお届けします。

このマークは・・・
まどかぴあ20周年のメインテーマである

ありがとう20年
明日もあなたと　“まどかぴあ”

というコンセプトで、まどかぴあ理事長・安河内 俊明
がデザインしました。
　これまで利用いただいた多くの皆さまへの感謝と、
これからも地域の皆さまとともに歩み成長していきた
いという気持ちを表現したものです。

※トーク主体です

演奏予定曲
♪斐伊川を流るるクシナダの涙
♪サクソフォニア
♪スーパーマリオブラザーズ ほか

共催：（一財）福岡県退職教職員協会

共催：（一財）福岡県退職教職員協会

助成：一般財団法人地域創造

うきあしちょう

「まどかぴあ舞台創造プログラム」プロデュース公演の出演
者が決定しました。九州・沖縄の演者の中からオーディション
で選ばれた14人と、大野城市出身で第一線で活躍する怪優・
池田 成志が共演します。15人の出演者に中島 かずきがど
んな脚本を書き下ろすのか、そして内藤 裕敬がどう料理する
のか…ご期待ください。

大野城まどかぴあ
開館20周年記念
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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

4月13日（水）9：00
受付開始

※作品完成イメージ

※イメージ

●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4月4日（月）9：00
受付開始

エクセル入門（夜）
基本操作をじっくり学びます。便利な機能を知って、文
字入力→書式設定→関数→グラフを自分で作成でき
るようになりましょう。

日　程：5月12・19・26日、6月2・9・16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：文字入力ができる方
講　師：竹中 ひとみ

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、文字サイズや色の編集、図の挿入を
してイラストを入れた文書を作成します。

日　程：5月23・30日、6月6・13・20・27日、
　　　　7月4・11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 託児

※2回目から1時間の自習時間付き

託児

日　程：5月12日・19日、6月2日（木）　  
時　間：10:00～11：30　  定　員：20名（先着順）
受講料：3,000円
講　師：小山 奈美
　　　　（ハニー＆ラミーイングリッシュクラブ主宰）

英語でコミュニケーション
をとれるようになりたいと
思いませんか。０から英会
話を習いたい方のためのク
ラスです。英語の歌を歌っ
たりもしながら、楽しく英会
話を始めましょう。

0から始める英会話

※イメージ

託児

日　程：5月24日（火）　時　間：10：00～13：00　  
定　員：18名（先着順）
受講料：1,000円　　　材料費：1,000円
講　師：川田 幸子

旬の野菜を使って、家庭で
できる漬け物を学びましょ
う。ぬか漬けを漬け、数種類
の漬け物を作る時のポイン
トをお教えします。雑穀ごは
んと味噌汁を食べながら、
お手当て法も学びます。

つけもの作りとお手当て法

※イメージ

託児

日　程：①5月25日（水）　②5月30日（月）
時　間：10：00～11：30　
定　員：各12名（先着順）
受講料：各1,100円
講　師：平山 久美子（ヨガインストラクター）

骨盤の歪みからくる頭痛・腰
痛・肩凝りなどの不調を緩和、
解消して、快適な身体づくり
をしませんか。どなたでもご
参加いただけます。

骨盤調整ヨガ①・②

託児

日　程：5月28日（土）  　時　間：10：00～12：00
定　員：16組（先着順）
受講料：1,000円/組　 　
材料費：500円/組　
対　象：4歳以上の子どもと保護者2人1組
講　師：有馬 裕子（HOLON art主宰）

和紙を染め、好きな形に切っ
たり貼ったりして、オリジナ
ルのメッセージカードを作り
ます。
親子で素敵なカードを作り、
楽しい時間を過ごしましょう。

親子でメッセージカード作り

●受付先：生涯学習センター電話・窓口（先着順）短 期 講 座 [お詫びと訂正]3月号掲載の短期講座「くらしの書～行書編～」の受講料は、2日間で
（誤）1,000円　→　（正）2,000円　でした。お詫びして訂正いたします。

4アテナ2016.4月号

MUSIC

大野城まどかぴあの初
代館長であった池田満
寿夫の優れた業績を顕
彰するとともに、版画
芸術の振興を図ること
を目的に、幅広く優れ
た作家を見出すための
公募展を開催します。

年会費 1,500円（随時入会可） 特典内容

魅力満載のまどかぴあ友の会に、あなたも入会
しませんか？
まどかぴあが指定する公演チケットの先行発売
や、割引（最大20％まで）特典でチケットをお安
くいち早く手に入れるチャンスです。他にも、情
報誌「アテナ」の送付や喫茶割引サービスなど、
特典盛りだくさんです。詳しくは、まどかぴあ
ホームページをご覧いただくか、１Ｆ総合案内

（℡.092-586-4000）にお問合せください。

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。

ジェールズは、ファッションサイトを経営・管理する会社の
CEOとして充実した日々を過ごしていた。仕事と家庭を両
立するパーフェクトな女性像そのものの彼女は、まさに勝
ち組だったが、ある日、試練が訪れる。同じころ、シニアイン
ターンとして、40歳も年上のベンがジュールズの会社に来
ることになり・・・

4月9日
（土）

監督：ナンシー・マイヤーズ
出演：ロバート・デ・ニーロ、アン・ハサウェイ  ほか

【時間】①10:00～12:01
②14:00～16:01
③18:00～20:01

（各回30分前開場）

「マイ・インターン」
2015年/アメリカ/121分/字幕版

CINEMA

(c)2015 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. 
AND RATPAC-DUNE ENTERTAINMENT LLC ALL RIGHTS RESERVED

縁あってどら焼き屋「どら春」の雇われ店長として単調な日々
をこなしていた千太郎。そのお店の常連である中学生のワカ
ナ。ある日、その店の求人募集の張り紙をみて、そこで働くこ
とを懇願する一人の老女、徳江が現れる。千太郎は彼女を採
用し、どらやきの粒あん作りを任せることに。徳江の作った粒
あんはあまりに美味しく、みるみるうちに店は繁盛。しかし心
ない噂が、彼らの運命を大きく変えていく・・・・

5月14日
（土）

監督：河瀨直美
出演：樹木希林、永瀬正敏、内田伽羅　ほか

【時間】①10：00～11：53
②14：00～15：53
③18：00～19：53

（各回30分前開場）

「あん」
2015年/日本/113分

CINEMA

「たからもの」
出演者の思い入れのある曲や大切な曲を含め、音楽を皆さまにお届けいたします。
どのような“たからもの”と出会うのか、どうぞお楽しみください♪

平成28年度のテーマ

出演：田村 朋弘（チェロ）
　　　戸田 友紀子（ピアノ）

【時間】12:15～12:45
【会場】ギャラリーモール（1階）　入場無料

4月28日
（木）

4月は、チェロとピアノによるコ
ンサートをお届けします。チェロ
の低くて落ち着いた音色とピア
ノの響き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

戸田 友紀子田村 朋弘

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.5は、ブラスアンサンブルを皆様にお届けし
ます！キラキラと輝く楽器と、見た目だけでな
く、出てくる音もとても華やかなステージです。

【日時】6月11日（土）14:00開演／13:30開場
【会場】小ホール（2階）　全席自由

託児友の会

先行
vol.235ティータイムコンサート

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

●事前エントリー●
8月1日（月）～8月23日（火）

第10回 大野城まどかぴあ
版画ビエンナーレ 大野城まどかぴあ友の会

“まどかぴあ倶楽部”会員募集中！

※作品を応募する際は、事前エントリーが
　必要になります。

【料金】800円（当日：1,000円）

まどかぴあ総合案内
ローソンチケット（Lコード：81845）

チケット
取扱い

チケット発売日
友の会　4 月 7 日（木）
一　般　4月14 日（木）

両日とも10:00 ～

スペシャルコンサートVol.5
（ティータイムコンサートVol.237）

先行発売 チケット料金
割引(最大20％)

更新特典
（500円鑑賞券）

チケット送料
無料サービス

情報紙等
送付サービス

会員様向け
プレゼント

館内喫茶
割引サービス

近隣協力店
サービス
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お問い合わせ先 TEL（092）586-4020/FAX（092）586-4021
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るようになりましょう。

日　程：5月12・19・26日、6月2・9・16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：文字入力ができる方
講　師：竹中 ひとみ

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、文字サイズや色の編集、図の挿入を
してイラストを入れた文書を作成します。

日　程：5月23・30日、6月6・13・20・27日、
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受講料：12,800円　　 教材費：1,000円
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の漬け物を作る時のポイン
トをお教えします。雑穀ごは
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解消して、快適な身体づくり
をしませんか。どなたでもご
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たり貼ったりして、オリジナ
ルのメッセージカードを作り
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楽しい時間を過ごしましょう。

親子でメッセージカード作り

●受付先：生涯学習センター電話・窓口（先着順）短 期 講 座 [お詫びと訂正]3月号掲載の短期講座「くらしの書～行書編～」の受講料は、2日間で
（誤）1,000円　→　（正）2,000円　でした。お詫びして訂正いたします。
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②14：00～15：53
③18：00～19：53

（各回30分前開場）

「あん」
2015年/日本/113分

CINEMA

「たからもの」
出演者の思い入れのある曲や大切な曲を含め、音楽を皆さまにお届けいたします。
どのような“たからもの”と出会うのか、どうぞお楽しみください♪

平成28年度のテーマ

出演：田村 朋弘（チェロ）
　　　戸田 友紀子（ピアノ）

【時間】12:15～12:45
【会場】ギャラリーモール（1階）　入場無料

4月28日
（木）

4月は、チェロとピアノによるコ
ンサートをお届けします。チェロ
の低くて落ち着いた音色とピア
ノの響き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

戸田 友紀子田村 朋弘

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.5は、ブラスアンサンブルを皆様にお届けし
ます！キラキラと輝く楽器と、見た目だけでな
く、出てくる音もとても華やかなステージです。

【日時】6月11日（土）14:00開演／13:30開場
【会場】小ホール（2階）　全席自由

託児友の会

先行
vol.235ティータイムコンサート

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

●事前エントリー●
8月1日（月）～8月23日（火）

第10回 大野城まどかぴあ
版画ビエンナーレ 大野城まどかぴあ友の会

“まどかぴあ倶楽部”会員募集中！

※作品を応募する際は、事前エントリーが
　必要になります。

【料金】800円（当日：1,000円）

まどかぴあ総合案内
ローソンチケット（Lコード：81845）

チケット
取扱い

チケット発売日
友の会　4 月 7 日（木）
一　般　4月14 日（木）

両日とも10:00 ～

スペシャルコンサートVol.5
（ティータイムコンサートVol.237）

先行発売 チケット料金
割引(最大20％)

更新特典
（500円鑑賞券）

チケット送料
無料サービス

情報紙等
送付サービス

会員様向け
プレゼント

館内喫茶
割引サービス

近隣協力店
サービス
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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）

4月 5日・19日
4月12日・26日

幼児対象　4月2日・16日
小学生以上対象　4月9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。

南コミュニティ
センター 釜蓋公民館 中公民館

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

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

（平野台公民館前）

5日
19日

12日
26日

11日
25日

4日
18日

14日
28日

7日
21日

1日
15日

8日
22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

4月の巡回

まどかぴあ図書館では、平成28年4月より雑誌ス
ポンサー制度を導入します。これに伴い、スポン
サーになっていただける、企業・団体・事業主の方
を募集しています。社会貢献活動の一環や広告媒
体として、ぜひご活用ください。募集要項などの
詳細は図書館HPに掲載中です。

新学期の始まりです。新しいお友だちと
出会うように、すてきな本と出会ってみ
ませんか？
楽しいおはなし会もありますよ！

「雑誌スポンサー」を
募集しています。

協力：おはなしの会「わくわく」
おはなしの会「おひざでだっこ」
布の絵本製作の会「ちくちく」　（順不同）

うきうきこうさくひろば
フェルトや紙コップなどを使った工作が楽しめます。
作ってあそぼう！
会場：303会議室（3階）

わくわくおはなしひろば
赤ちゃん向けから小学生向けまで合計4回のおはなし
会のリレーです。エプロンシアターの実演もあります。
会場：301会議室（3階）

おはなし会や工作、布えほんであそぶコーナー
など、楽しいイベントがもりだくさん！
ぜひ、まどかぴあにあそびにきてください！
日時：4月23日（土）10:00～15:00
会場：特設 子どもまつり会場（3階）
すべて入場無料です。

「第10回　図書館子どもまつり
～子ども読書の日記念事業～」

託児サポーター養成講座
～あなたにできる子育て支援ボランティアです！～

地域女性リーダー育成講座
私たちの“きらめき”が大野城の風になる

相談専用電話
相 談 日 時

092-586-4035
月～金曜日　毎月第2・4土曜日
9時～17時

（年末年始・祝日・休館日はお休みです。）

時　間：10：00～12：00
会　場：多目的ホール（1階）
講　師：柚木 和代（株式会社博多大丸代表取締役社長）
　　　　龍造寺 健介（本多機工株式会社代表取締役社長）
コーディネーター：林田 スマ（大野城まどかぴあ館長）
定　員：100名
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、「条例
記念講演会」係までお申し込みください。

定　員：30名
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、「託児
サポーター養成講座」係までお申し込みくだ
さい。

時　間：①10：15～13：00
　　　　②～⑤・⑩10：15～12：15／12：30～13：45
　　　　⑥～⑨10:15～13:45（昼食時間含む）
　　　　⑪未定　⑫13：15～15：00
会　場：303会議室　　　　　　  　　 受講料：無料
対　象：大野城市内在住・在勤・在ボラ　 定　員：30名
申込方法：所定の応募用紙に必要事項を記入し、FAX・郵送・

総合案内およびホームページにて受付
申込期間：4月28日（木）必着

ボランティアってなあに？
講師：林田 スマ（大野城まどかぴあ館長）
参加者と託児サポーター会員との交流会

内　　容日時・会場回

1

5月27日（金）
13:30～15：30

301会議室
（3階）

子どもを守るための幼児安全法
（幼児救急救命）（仮）
講師：日本赤十字社福岡県支部
　　　幼児安全法担当職員

2

6月3日（金）
10：00～13：00
多目的ホール

（1階）

子どもを見守る託児・保育について
学ぼう！（仮）
講師：山田 朋子（中村学園大学准教授）

3

6月10日（金）
10:00～11：30

301会議室
（3階）

子どもの成長と
こころの発達に寄り添って
講師：吉塚 和美
　　　（福岡こども短期大学講師）

4

6月14日（火）
10：00～12：30

303会議室
（3階）

男女共同参画条例制定記念講演会
新しい社会へ、夢の実現
～多様な人材とともに～

託児

博多大丸で初の女性社長となられた柚木 和代さん
と西日本新聞「提論」でおなじみの龍造寺 健介さん
の講演会＆トークです。
みなさんお気軽にお越しください。

託児

まどかぴあ主催のイベントや講座の託児サービス
をお願いする「託児サポーター」の養成講座です。
子どもが好きな方、子育てに関わりたい方、ぜひ託
児サポーターとして活動してみませんか！

※5月30日（月）～6月10日（金）の間に託児実習を1回行います。

★土曜日の総合相談開始のお知らせ★

託児

男女平等推進センターでは、4月から、毎月第2・4土
曜日も総合相談を開始します。専任の女性相談員
があなたの抱えている問題や悩みについてお聴き
し、問題解決に向けてお手伝いします。電話または
面接でご相談できます。

託児

地域の「こうだったらいいのにな」を見つけ、考え、行
動するために仲間づくりやプラン作りなどを学ぶ講
座です。あなたの心の“きらめき”がきっと大野城の
爽やかな風に・・・。

開講式・オリエンテーション・講演

内　　容日にち回

1 5月12日（木）

男女共同参画基礎講座2 5月26日（木）

自己発見講座3 6月9日（木）

心の整理術と上手な意見の伝え方4 6月23日（木）

みんなが活きるチーム作り5 7月7日（木）

WE LOVE 大野城6 7月14日（木）

このまちできらめく7 9月8日（木）

きらめきを一緒につくろう8 9月29日（木）

私たちの“きらめき”プランを
カタチにしよう！9 10月6日（木）

広報ってなあに？10 12月8日（木）

私たちの“きらめき”発表11
平成29年

2月11日（土）
閉講式・修了証書授与式・交流会12

5月21日
(土)

EVENT

～広告協賛欄～
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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）

4月 5日・19日
4月12日・26日

幼児対象　4月2日・16日
小学生以上対象　4月9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。

南コミュニティ
センター 釜蓋公民館 中公民館

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

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

（平野台公民館前）

5日
19日

12日
26日

11日
25日

4日
18日

14日
28日

7日
21日

1日
15日

8日
22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

4月の巡回

まどかぴあ図書館では、平成28年4月より雑誌ス
ポンサー制度を導入します。これに伴い、スポン
サーになっていただける、企業・団体・事業主の方
を募集しています。社会貢献活動の一環や広告媒
体として、ぜひご活用ください。募集要項などの
詳細は図書館HPに掲載中です。

新学期の始まりです。新しいお友だちと
出会うように、すてきな本と出会ってみ
ませんか？
楽しいおはなし会もありますよ！

「雑誌スポンサー」を
募集しています。

協力：おはなしの会「わくわく」
おはなしの会「おひざでだっこ」
布の絵本製作の会「ちくちく」　（順不同）

うきうきこうさくひろば
フェルトや紙コップなどを使った工作が楽しめます。
作ってあそぼう！
会場：303会議室（3階）

わくわくおはなしひろば
赤ちゃん向けから小学生向けまで合計4回のおはなし
会のリレーです。エプロンシアターの実演もあります。
会場：301会議室（3階）

おはなし会や工作、布えほんであそぶコーナー
など、楽しいイベントがもりだくさん！
ぜひ、まどかぴあにあそびにきてください！
日時：4月23日（土）10:00～15:00
会場：特設 子どもまつり会場（3階）
すべて入場無料です。

「第10回　図書館子どもまつり
～子ども読書の日記念事業～」

託児サポーター養成講座
～あなたにできる子育て支援ボランティアです！～

地域女性リーダー育成講座
私たちの“きらめき”が大野城の風になる

相談専用電話
相 談 日 時

092-586-4035
月～金曜日　毎月第2・4土曜日
9時～17時

（年末年始・祝日・休館日はお休みです。）

時　間：10：00～12：00
会　場：多目的ホール（1階）
講　師：柚木 和代（株式会社博多大丸代表取締役社長）
　　　　龍造寺 健介（本多機工株式会社代表取締役社長）
コーディネーター：林田 スマ（大野城まどかぴあ館長）
定　員：100名
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、「条例
記念講演会」係までお申し込みください。

定　員：30名
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、「託児
サポーター養成講座」係までお申し込みくだ
さい。

時　間：①10：15～13：00
　　　　②～⑤・⑩10：15～12：15／12：30～13：45
　　　　⑥～⑨10:15～13:45（昼食時間含む）
　　　　⑪未定　⑫13：15～15：00
会　場：303会議室　　　　　　  　　 受講料：無料
対　象：大野城市内在住・在勤・在ボラ　 定　員：30名
申込方法：所定の応募用紙に必要事項を記入し、FAX・郵送・

総合案内およびホームページにて受付
申込期間：4月28日（木）必着

ボランティアってなあに？
講師：林田 スマ（大野城まどかぴあ館長）
参加者と託児サポーター会員との交流会

内　　容日時・会場回

1

5月27日（金）
13:30～15：30

301会議室
（3階）

子どもを守るための幼児安全法
（幼児救急救命）（仮）
講師：日本赤十字社福岡県支部
　　　幼児安全法担当職員

2

6月3日（金）
10：00～13：00
多目的ホール

（1階）

子どもを見守る託児・保育について
学ぼう！（仮）
講師：山田 朋子（中村学園大学准教授）

3

6月10日（金）
10:00～11：30

301会議室
（3階）

子どもの成長と
こころの発達に寄り添って
講師：吉塚 和美
　　　（福岡こども短期大学講師）

4

6月14日（火）
10：00～12：30

303会議室
（3階）

男女共同参画条例制定記念講演会
新しい社会へ、夢の実現
～多様な人材とともに～

託児

博多大丸で初の女性社長となられた柚木 和代さん
と西日本新聞「提論」でおなじみの龍造寺 健介さん
の講演会＆トークです。
みなさんお気軽にお越しください。

託児

まどかぴあ主催のイベントや講座の託児サービス
をお願いする「託児サポーター」の養成講座です。
子どもが好きな方、子育てに関わりたい方、ぜひ託
児サポーターとして活動してみませんか！

※5月30日（月）～6月10日（金）の間に託児実習を1回行います。

★土曜日の総合相談開始のお知らせ★

託児

男女平等推進センターでは、4月から、毎月第2・4土
曜日も総合相談を開始します。専任の女性相談員
があなたの抱えている問題や悩みについてお聴き
し、問題解決に向けてお手伝いします。電話または
面接でご相談できます。

託児

地域の「こうだったらいいのにな」を見つけ、考え、行
動するために仲間づくりやプラン作りなどを学ぶ講
座です。あなたの心の“きらめき”がきっと大野城の
爽やかな風に・・・。

開講式・オリエンテーション・講演

内　　容日にち回

1 5月12日（木）

男女共同参画基礎講座2 5月26日（木）

自己発見講座3 6月9日（木）

心の整理術と上手な意見の伝え方4 6月23日（木）

みんなが活きるチーム作り5 7月7日（木）

WE LOVE 大野城6 7月14日（木）

このまちできらめく7 9月8日（木）

きらめきを一緒につくろう8 9月29日（木）

私たちの“きらめき”プランを
カタチにしよう！9 10月6日（木）

広報ってなあに？10 12月8日（木）

私たちの“きらめき”発表11
平成29年

2月11日（土）
閉講式・修了証書授与式・交流会12

5月21日
(土)

EVENT

～広告協賛欄～



4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。

4月のチケット情報・募集申込情報

2（土）

9（土）

アスカーラまつり 3月号
掲載

2（土）・16（土） わくわくおはなし会（幼児対象） P7

5（火）・19（火） おひざでだっこ ぴよぴよのへや
（0歳児対象）

4（月） 大野城市男女共生講座
実行委員会

P7

7（木）～
平成29年3/30（木） ヘルシーエクササイズ講座 2月号

掲載

2月号
掲載

シネマランド P4

わくわくおはなし会
（小学生以上対象） P7

12（火）・26（火） おひざでだっこ よちよちのへや
（1～2歳児対象） P7

14（木） 春萌のころの茶懐石 3月号
掲載

19（火）～7/8（金） 再就職チャレンジ講座 2月号
掲載

21（木） なかよし家族のベビーマッサージ 3月号
掲載

21（木）・28（木） くらしの書～行書編～ 3月号
掲載

23（土） 図書館子どもまつり P7

28（木） ティータイムコンサートVol.235 P4

24（日） 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

3月号
掲載

毎週金・土曜日 パパ・ママのための読書タイム HP
掲載

4（月） 受付開始パソコン講座 P5

13（水）

7（木）

14（木）

受付開始短期講座

友の会発売
ティータイムスペシャルコンサートVol.5

一般発売
ティータイムスペシャルコンサートVol.5

P5

P4

P4

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。
3月8日現在（その後の変更につきましては、ご容赦ください）

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

あなたもピアニスト！ 参加者募集
●実施日 ： 5月2日（月）、8日（日）　●対象 ： 中学生以上のピアノ経験者
　詳しくはお問合せください。定員になり次第締切。
●大ホール500円、多目的ホール200円　
●11：00～12：00、13：00～19：00

大爆笑！「おもしろ社会人落語家競演会」inちくしの
梅雨空も晴れわたる勢いのアマチュア落語家が筑紫野市にやってきます！
●実施日 ： 6月4日（土）　●出演 ： 南遊亭栄歌、川崎亭好朝、粗忽家酔書
●一般1,000円　●15：00

4月2日（土）
募集開始

4月3日（日）
チケット発売

4/1（金）
～26日（火）

第20回　文化ふれあい館 定期利用団体作品展
●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）

4/2（土）
～7/18（月・祝）

太宰府市文化ふれあい館　開館20周年記念企画展示
「歴史の散歩道」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）

5/1
（日）

春日市少年少女合唱団 第20回定期演奏会
合唱から本格的なミュージカルまで、澄んだ歌声を響かせます。
●500円　●14:00

4/16
（土）

土曜シアター「チャッピー」＜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

那珂川吹奏楽団ロビーコンサート
●入場無料　●13：00

4/17
（日）

平成28年度那珂川杜の美術展シリーズ
工芸美術「吾稜展」～緑渓～
●会場 ： 中ノ島公園　四季彩館
●出品者 ： 後藤ゆみこ（グラスアート）・白水英章（人形）・世良伸幸（木工）

松永慎一郎（彫刻）・林田宏之（木工）・岡部由紀子（博多織）
廣津美代紀（陶芸）

●入場無料　●10：00～16：00※最終日は15：00まで

5/15（日）
～22日（日）

まどかぴあ休館日のお知らせ
4月6日（水）、20日（水）

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 166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/
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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。

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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大野城まどかぴあ 情報誌
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238Athena  
～つどい ふれあい はばたく～

※掲載記事は3月8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）

～夢ふたたび～
深夜放送同窓会 Part6

南 こうせつ 佐田 玲子

井上 悟

林田 スマ

立川 生志

  大野城まどかぴあは開館20周年を迎えます！
・深夜放送同窓会Part6～夢ふたたび～　チケット発売中！
・短期講座＆パソコン講座　受講生募集！
・地域女性リーダー育成講座　受講生募集！
・第10回　図書館子どもまつり

【日時】5月29日（日） 
18時開演／17時30分開場

【会場】大ホール ［全席指定］

P3
P5

P6
P7

大野城まどかぴあ
開館20周年記念


