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※掲載記事は5月12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）

・プロデュース公演「浮足町アンダーグラウンド」友の会発売！
・短期講座　受講生募集！
・あなたとわたしのための元気塾 受講生募集！　
・パネルシアター講座 申込受付中
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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」
うき　　 あし　   ちょう

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）

 【日時】9月10日（土）
　　　　　
　　　　   11日（日） 14時開演／13時 30分開場
【会場】大ホール ［全席指定］

14時開演／13時 30分開場
19時開演／18時 30分開場

岩本 将治岩本 将治
木内 里美
THE ちゃぶ台
木内 里美
THE ちゃぶ台

阿部 周平
万能グローブ ガラパゴスダイナモス

阿部 周平
万能グローブ ガラパゴスダイナモス 岡 武史岡 武史

元一
サンピリ
元一
サンピリ

酒瀬川 真世酒瀬川 真世

中村 雪絵中村 雪絵
松岡 優子

ゼロソー
松岡 優子

ゼロソー
山下 晶

グレコローマンスタイル
山下 晶

グレコローマンスタイル
横山 祐香里

万能グローブ ガラパゴスダイナモス
横山 祐香里

万能グローブ ガラパゴスダイナモス

椎木 樹 人
万能グローブ ガラパゴスダイナモス

椎木 樹 人
万能グローブ ガラパゴスダイナモス

中村 大介
（劇）池田商会
中村 大介
（劇）池田商会

高野 由紀子
演劇関係いすと校舎
高野 由紀子

演劇関係いすと校舎小湊 倫子小湊 倫子

大野城まどかぴあ 情報誌

～つどい ふれあい はばたく～

VOL.240
20166

大野城まどかぴあ
開館20周年記念

アテナアテナ

池田 成志



託児友の会

先・割
車イス

「春の樹」はギャラリーモールに展示中です。

U-25割について
●鑑賞時25歳以下対象、前売のみ　●まどかぴあ友の会会員割引対象外
●年齢が確認できる身分証の提示をお願いする場合があります。

2アテナ　2016年 6月号　

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。

まどかぴあ舞台創造プログラム プロデュース公演9月10日（土）

PLAY

【日時】10日（土）①14:00開演 /13:30開場
　　　　　　　  ②19:00開演 /18:30開場
　　　11日（日）③14:00開演 /13:30開場
【会場】大ホール（１階）　全席指定
【料金】一      般 3,000円（当日3,500円）
         U 25割1,500円（前売のみ） 
            ※未就学児入場不可

         

【日程】夏の樹 7月 21日（木）
         秋の樹 10月 8日（土）
　　　　※両日ともに12:00開始、完成次第終了

【会場】ギャラリーモール（1階） 

【日時】7月 27日（水）13:00～16:00
　　　上記の時間内で、自由にお越しください。
　　　工作にかかる時間はおひとり30分程度です。
【会場】ギャラリーモール（１階）

「浮足町アンダーグラウンド」

まどかぴあ開館20周年記念イベント

うき　　あし　ちょう

開館20周年記念事業として企画した本公演。久々のプロ
デュース公演に挑戦 !! 劇団☆新感線の座付作家である中
島 かずきが新作を書きおろし、演出には南河内万歳一座
の内藤 裕敬を迎え、地元・大野城市出身である池田 成志
が出演。大野城公演終了後、熊本・八代市厚生会館、宮崎・
メディキット県民文化センターへと巡演します。

「20周年の“樹”」をテーマに、ギャ
ラリーモールのガラス面に、カ
ラーセロファンや透ける素材を
使った一般参加型のアート作品を
作ります。制作中はいつでも参加
自由です。どうぞお気軽にご参加
ください。

プリンカップ大のスイーツデコのケーキを作り、飾り付
けてひとつの大きなバースデーケーキに仕上げます。工
作が苦手な方も大丈夫！どなたでも参加できます。

当日お手伝いしていただけるボラン
ティアを募集しています。事前のスイー
ツデコ講習を6月30日（木）10:00～
12:00 に行います。詳しくはホーム
ページをご覧ください。

制作ワークショップ開催！

通年
企画

春の樹

事前申込不要

岩本 将治

木内 里美 
THE ちゃぶ台

阿部 周平

岡 武史
元一 
サンピリ

酒瀬川 真世

中村 雪絵
松岡 優子 
ゼロソー

山下 晶 横山 祐香里

椎木 樹人

中村 大介 
（劇）池田商会高野 由紀子 

小湊 倫子

≪熊本・八代公演≫
【日時】9月14日（水）18:30開演 /18:00開場
【会場】八代市厚生会館　ホール
≪宮崎公演≫
【日時】9月 17日（土）19:00開演 /18:30開場
　　　9月18日（日）14:00開演 /13:30開場
【会場】メディキット県民文化センター　演劇ホール

池田 成志

出
　
演

チケット取扱い

チケット発売日
友の会　6月30日（木）
一　般　7月   7日（木）

両日とも10:00～

●まどかぴあ総合案内
●チケットぴあ
　（Pコード：450-725）
●ローソンチケット
　（Lコード：82871）
●劇ナビ FUKUOKA
　(http://gekinavi.jp/)

協賛：株式会社ふくや　助成：一般財団法人地域創造

観覧・参加無料

20歳のバースデーケーキを
スイーツデコで作ろう！

はたち

作 : 中島 かずき  　演出 : 内藤 裕敬

　　　　

 

万能グローブ ガラパゴスダイナモス

万能グローブ ガラパゴスダイナモス

万能グローブ ガラパゴスダイナモスグレコローマンスタイル

演劇関係いすと校舎

11日（日）



友の会

先・割
車イス

事前エントリー　
8月 1日（月）～23日（火）
作品搬入　
8月28日（日）・29日（月）

【時　間】14:00開演 /13:30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

チケット発売中　 チケット取扱い　    まどかぴあ総合案内

講師：小林 哲夫（鹿児島大学名誉教授）

2時間目 火山の恵みを知る授業

「火山がもたらす豊かな自然と災害」

託児友の会

先・割
車イス

7月16日
（土）
TALK

共催：一般財団法人福岡県退職教職員協会
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文化芸術振興

入場
無料

大野城まどかぴあ初代館長・池田 満
寿夫は従来の芸術の枠にとどまらず、
その豊かな才能を世界に発揮し続け
ました。その作品は今もなお、鮮烈な
存在感を放ち、人々の記憶の中に強く
残り続けています。今回はその作品の
礎となった未発表デッサンを公開致
します。デッサンから感じる余韻を楽
しみながら、今も色褪せぬ情熱的な池
田 満寿夫の世界をご堪能ください。

「大野城まどかぴあ版画ビエンナーレ」は、まどかぴあ初代館長であった池田 満寿夫氏の
優れた業績を顕彰し、版画芸術の振興のため広く優れた作家を発掘することを目的とし
た全国公募展です。

池田 満寿夫のパートナーである佐藤 陽子（現 大野城
まどかぴあ名誉館長）のギャラリートークを開催しま
す。作品の制作秘話はもちろん、作品に情熱を注ぐ時
の様子を二人の思い出などを交えながら語ります。世
界的芸術家・池田 満寿夫の“素顔”が垣間見れるとて
も貴重な機会です。※観覧をご希望の方は下記の通り
お申込みください。

世界でも有数の地震多発帯・火山活動多発帯と言
われる日本列島。特に近年、頻発する地震や火山の
自然災害について、「なぜ火山が存在するの」など
素朴な疑問から、いざという時の災害への備えま
で、日常生活で知っておきたい内容をわかりやす
くご紹介します。どうぞお気軽にお越しくださ
い！

●申込方法●
ハガキまたは FAXにて、下記「必須事
項」を明記のうえ、お申込みください。
1. お名前 2. ご住所 3. 電話番号 
4. 申込人数 (2名まで）
●申込締切●
7月15日（金）必着　

【時間】10:00～ 18:00
　　　※29日（金）・30日（土）は20:00まで。
　　　   ※31日（日）は17:00まで。
　　　※30日（土）のギャラリートーク中は入場を
　　　　　制限する場合がございます。

【会場】多目的ホール（1階）  

【日時】7月 30日（土）15:00～ 16:00
【会場】多目的ホール（1階） 入場無料
（要事前申込。申込み多数の場合は抽選。定員30名予定）

お問い合わせ先 TEL （092）586-4040 / FAX (092)586-4021
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。

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。

このマークがある公演は
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

ART

7月9日（土）
～31日（日）

ギャラリートーク

●応募資格
　住所問わず。15歳以上。（但し、中学生を除く）
●応募規定
①版形式は凸版・凹版・平版・孔版
②本人が制作したもので公募展未発表の作品。
③作品保護のため必ず額装されていること。
④前面のガラス入りは不可、アクリル板に限る。
⑤作品のサイズは版画紙特大版1,050mm×
　750mm以内。額縁幅50mm以内。
　額を含む仕上がりサイズは1,150mm×
　850mm以内（マット含む）。
⑥応募作品数は１人３点まで。
⑦必ず裏面左上に作品票を貼りつけておくこと。
⑧作品裏面に、展示用の金具と紐を取り付けて 
　おくこと。

●出品料
　1 点出品 2,000 円 /2 点出品　　　
　3,500円 /3点出品5,000円
●賞
　池田 満寿夫大賞（50万円）　
　大野城市長賞（15万円）
　審査員特別賞（３万円） 他に入選若干
●審査員
　池田 良二（武蔵野美術大学教授）
　佐藤 陽子（大野城まどかぴあ名誉館長）
≪入賞・入選作品展覧会≫
【会期】10月1日（土）～10月16日（日）
【時間】10:00～18:00
　　　（最終日のみ17:00まで）
【会場】多目的ホール（１階）　入場無料

池田満寿夫デッサン展～ Ikeda Masuo’s dessin～

作品募集

佐藤 陽子 名誉館長
池田 満寿夫

※その他詳細はまどかぴあホームページまたは募集要項をご覧ください。

第10回大野城まどかぴあ版画ビエンナーレ

第9回大野城まどかぴあ版画ビエンナーレ　
 池田 満寿夫大賞『婦人像』松井 眞善



6月11日
（土）
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シネマランド

CINEMA

6月25日
（土）

CINEMA

7月16日
（土）

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）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）

アテナ　2016年 6月号　

文化芸術振興お問い合わせ先   TEL （092）586-4040 / FAX (092)586-4021

【会         場】大ホール（1階） 全席自由
【施設利用券】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。
【取　扱　い】まどかぴあ総合案内

【時間】14:00開演 /13:30開場
【会場】小ホール（2階） 全席自由
【料金】一般800円（当日1,000円）※未就学児入場不可

「つくし☆おとなり さ・ん・ぽ“スタンプラリー”」が
今年も開催中です。この機会に、筑紫地区の公立文化施
設をまわってみてください。

アメリカ在住の 82歳のマリア･アルト
マンは、ナチスに略奪された、グスタフ
クリムトが描いた叔母の肖像画を取り
戻すため、オーストリア政府に絵画の返
還を求め訴訟を起こす。深い喪失から立
ち上がった女性が、国を相手に奇跡をお
こす、希望あふれる感動の実話。

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

2015年 /アメリカ･イギリス合作 /109分 /字幕版

10:00～,
14:00～
の上映が
対象です

「黄金のアデーレ 名画の帰還」

①10:00～ 11:49
②14:00～ 15:49
③18:00～ 19:49
（各回30分前開場）

監督
サイモン・カーティス
出演
ヘレン･ミレン
ライアン･レイノルズ
ほか

フランスの田舎町に暮らすベリエ家
は、長女ポーラ以外全員が聴覚障害者
だったが、明るく幸せな毎日を送って
いた。ある日、ポーラは音楽教師からパ
リの音楽学校への進学を勧められる
が、家族の猛反対を受け夢を諦める決
意をする･･･

2014年 /フランス /105分 /字幕版
「エール！」

①10:00～ 11:45
②14:00～ 15:45
③18:00～ 19:45
（各回30分前開場）

監督
エリック・ラルティゴ
出演
ルアンヌ・エメラ、
カリン・ビアール
ほか

博多座「市民半額観劇会」

ようこそ！アンサンブルの世界へ！
       　　　　～ブラスバンドとたいこ～
ようこそ！アンサンブルの世界へ！
       　　　　～ブラスバンドとたいこ～MUSIC

【時間】 【時間】

託児友の会

先 行
車イス

託児車イス

友の会

先・割
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。

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。

このマークがある公演は
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

【出演】伊多倉 潔（サックス）、古賀 敦子（トランペット）、
         濱田 治（トロンボーン）、弓削 隆裕（チューバ）、
　　　日高 潤也（パーカッション）

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
スタンプラリー開催中

【参加施設】
●筑紫野市文化会館 ●春日市ふれあい文化センター
●大野城まどかぴあ ●プラム・カルコア太宰府
●ミリカローデン那珂川

※応募に関する詳細は応募用紙をご覧ください。
※半券は文化芸術振興担当が主催するイベントが対象となります。
※他館の対象イベントについては、各施設にお問い合わせください。

博多座8月公演「エリザベート」が半額で観劇できます。
出演者：花總 まり･蘭乃 はな（Wキャスト）、
　　　　城田 優･井上 芳雄（Wキャスト）ほか
【日　　時】8月 9日（火）17:00～、
　　　　  11日（木・祝）17:00～、13日（土）17:00～、
              16 日（火）17:00～、18日（木）17:00～
【料　　金】A席 7,750円（通常15,500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名（応募者多数の場合は抽選）
【申込方法】ハガキに「希望公演日時（1公演のみ）、参加人数
               （2人まで）、郵便番号、住所、氏名、年齢、電話番号」
               を明記して送付。
【申込期限】6月 23日（木）消印有効 
　　　　　　※当選者のみ通知（6月27日発送予定）

【申 込 先】〒810-8799 日本郵便㈱福岡中央郵便局留
               「市民半額会」宛
【問合せ先】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）

チケット
発売中　

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：81845）

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「たからもの」

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

ティータイム・スペシャルコンサートは、「もっと音楽を楽しみたい！」
というお客様のために開催しています。
vol.5 は、通常のティータイムコン
サートでは滅多に聴くことのできな
い楽器が登場する、アンサンブルの
コンサートです。この機会にぜひ、ア
ンサンブルの世界に飛び込んでみま
せんか？



短期講座
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【日　程】6月 24日（金）
【時　間】10:00～11:30
【定　員】16名（先着順）
【受講料】1,000円　　【材料費】1,500円
【講　師】椿 信光（草月流師範）

【日　程】7月4日（月）
【時　間】10:00～12:00
【定　員】12名（先着順）
【受講料】1,100円　　【材料費】1,600円
【講　師】中吉 典子（グラスアート講師）

【日　程】7月13日（水）
【時　間】10:30～12:00
【定　員】15組（先着順）
【受講料】1,000円／組
【対　象】健康な首が座った生後4ヵ月～2歳頃
　　　　の赤ちゃんと保護者2人1組
　　　　※妊娠中はご参加いただけません。

【講　師】渡邉 恵里香
　　　   （日本ベビーダンス協会認定講師）

【日　程】6月 23日（木）　　【時　間】10:00～11:30
【定　員】15組（先着順）
【受講料】1,000円／組　 　【材料費】200円／組
【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（スマイルベビーケア協会代表）

 

 

【日　程】6月 29日（水）
【時　間】10:00～12:00
【定　員】12名（先着順）
【受講料】1,100円　　【教材費】200円程度
【講　師】中島 真梨
            （JCLA認定コスメコンシェルジュインストラクター）

生涯学習センター お問い合わせ先  TEL （092）586-4020 / FAX (092)586-4021
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）

なかよし家族のベビーマッサージ

美白化粧品の選び方と夏メイクボックスフラワーの
　　　　　アレンジメント
草月流は、いつでもどこでも 誰
にでも…そしてどんな材料を
使ってもいけられるのが特色で
す。気軽に楽しくいけられます
よ。

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。

夏目前…メイクや紫外線対策が気に
なる時期になってきました。美容の
悩みをコスメコンシェルジュと一緒
に楽しく解決しませんか。

ベビーダンス教室 抱っこでぎゅ♪
グラスアートのフレームミラー
グラスアートは、半田ごて
と熱を一切使いません。自
由に曲げられるリード線
と特殊なフィルムを使っ
て、誰でも簡単にステンド
グラス風の作品が楽しめ
る、新しいクラフトです。

赤ちゃんと一緒に楽しめ
る！抱っこひもを使って
赤ちゃんを抱っこしなが
らステップを踏みます。ダ
ンス経験は不要。産後の運
動不足解消にもぴったり
です。

6月8日（水）9:00
受付開始

託児

託児

託児

託児

託児

※作品イメージ

※イメージ

※作品例



【日時】6月 29日（水）10:00～ 16:00
【電話】092-586-4032
【主催】福岡県弁護士会、日本弁護士連合会

スキルアップのための資格取得講座 簿記３級講座
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大野城市男女共生講座 

あなたとわたしのための元気塾 子育てを楽しもう!パパ応援講座

弁護士による臨時無料電話相談
「女性の権利110番」

アテナ　2016年 6月号　　

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
 

結婚・育児などの理由で退職し再就職をめざす方や資格を取得し、再就職や転職に活かしたい方の
ための講座です。経理事務に欠かせない会計知識を学び、スキルアップをめざしましょう！

女性に対する暴力や離婚に関する諸問題、パワ
ハラ・マタハラなど、LGBT問題を含めた、女
性の権利一般に関する無料電話相談を実施し
ます。お気軽にご相談ください。

多彩な講師による講演、館外研修
など、様々な分野における学びを
深める毎年大好評の講座です。

今年は、８月からのスタート。
７月１日（金）から募集開始です！
詳しくは、７月号をご覧ください。

子育てを楽しみながら学ぶことができるパパ応援講
座です。パパが料理した後、子どもさんと一緒に食事
しませんか。ママも食事できます。

誰もが伸びやかに暮らす社会とは？仕事も育児もあきらめずにチャレ
ンジし続けた講師から、人生を豊かにする方法を学びます！

女性が活躍できる社会づくりをめざして、アジアで活躍する女性団
体の活動などをお話しいただきます。

託児受講生大募集！

【期　　間】8月19日（金）～11月9日（水）（全28回）
【時　　間】18:30～ 21:00
【講　　師】高島 喜代美（福岡地区職業訓練会講師）
【受 講 料】23,000円（テキスト代・資料代含む）
               ※大野城市内在住・在勤で、生活保護・児童扶養手当等を受給している人を対象に受講料一部補助制度が
　　　　　　あります。詳しくは男女平等推進センターへ問い合わせるか、ホームペ ージをご覧ください。
【会　　場】304会議室（3階）
【定　　員】30名（先着順）※性別・年齢・住所は問いません。
【申込方法】 7月 28日（木）までに、筑紫地区商工会職業訓練会へお申し込みください。
　　　　　 電話 092-581-3412   FAX 092-581-3703  大野城市瓦田2-6-12

「パパチャレンジ !
   ～家族に作るおいしいごはん～」

「誰もが活躍する社会へ 私たちのチャレンジ」

「国際的な視点から 
 アジアで活躍する女性たちから学ぶこと」（仮）

第2回

第2回

第1回

【日　　時】7月 30日（土）10:00～13:00
【講　　師】猪俣 美津子（管理栄養士）
【会　　場】調理実習室（２階）
【定　　員】パパ20名（先着順）
【申込期限】7月25日（月）まで
【材 料 費】パパのみ・パパと
               子ども１人で1,000円
　　　　　食事をする人数が1人追加ごとに
               300円追加。

【日時】7月 2日（土）10:00～ 12:00
【講師】菊川 律子（放送大学 福岡学習センター所長）

【日　時】7月 16日（土）10:00～ 12:00
【講　師】神崎 智子（公益財団法人 アジア女性交流・研究フォーラム）

【会　場】303会議室（3階）
【定　員】40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
　　　　　　

告知

主催：筑紫地区商工会職業訓練会　共催：男女平等推進センター アスカーラ



ぴよぴよのへや（0歳児・妊婦対象）
6月7日・21日
よちよちのへや（1～2歳児対象）
6月14日・ 28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。

曜日 日

月

火

木

金

中央
コミュニティ
センター

南
コミュニティ
センター

下大利団地
公民館

仲島公民館

大野3号公園
（東大利
公民館横）

牛頸公民館

東
コミュニティ
センター

平野台
ふれあい公園

（平野台公民館横）

石坂公園
（月の浦
幼稚園横）

釡蓋公民館

山田公民館

畑詰公民館

若草
ふれあい公園
（若草2丁目）

上大利公民館

乙金東公民館

老松神社
（下大利
公民館前）

南ヶ丘2区
公民館

中公民館

栄町公民館

巡町公園
（川久保2丁目）

南ヶ丘1区
公民館

つつじヶ丘
公民館

乙金台公民館

小田浦公園
（月の浦4丁目）

10:30～11:30 14:00～15:00 15:30～16:30

午前 午後

9日
23日

7日
21日

14日
28日

10日
24日

13日
27日

3日
17日

6日
20日

2日
16日
30日

6月 16日（木）  パネルシアターについて・実演

6月23日（木）  パネルシアター製作

6月30日（木）  パネルシアター製作

7月   7 日（木）  発表

「雑誌スポンサー」を
              募集しています。

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ています。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
方を募集中です。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。

日　程 内　容
①

②

③

④

話題の本や好きな作家の本、
「こんな本を持ってきて欲しい」
など、お気軽にご要望ください。

雨が降って外で遊べないときは
図書館へ遊びに来ませんか？
たくさんの本やおはなしが
皆さんをお待ちしています。

7 アテナ　2016年 6月号　

まどかぴあ図書館 お問い合わせ先   TEL （092）586-4010 / FAX （092）586-4011
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/

地域の読書ボランティアの方を対象に、パネルシア
ターの製作と演じ方を学ぶ講座を実施します。

【講　　師】森田 美佐子
【時　　間】10:00～12:00（全4回）
【会　　場】301会議室
【定　　員】20名（先着順）
【対　　象】図書館・地域で子どもと読書にかかわるボ
　　　　　ランティアをしている方で、4回全てに出席   
　　　　　できる方。
【申込方法】図書館窓口・電話にて受付中

としょかんのおはなし会

おひざでだっこ

わくわくおはなし会

移動図書館「わくわく号」巡回日程表

毎月第1～4火曜日 10:30～
【場所】3階キッズルーム
10:00より整理券配布・定員30組
（妊娠中の方もぜひどうぞ！）

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
幼児対象　    
6 月 4日・18日
小学生以上対象　
6月11日・25日

6月の巡回

臨時休館のお知らせパネルシアター講座

雨の季節です。
本の水濡れに
ご注意ください。

6月8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。



春日市ふれあい文化センター 春日市大谷6丁目24番地 ☎092-584-3366

（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

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
5月12日現在（その後の変更につきましては、ご容赦ください）

土曜シアター「ビッグ・アイズ」　＜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

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（電話 :928-0800）※毎週月曜休館（祝日の場合翌日）
●入場無料　●9:00～ 17:00

史跡のまちの音楽隊 vol.1  0歳から聴く本格クラシック
●出演：森岡有裕子（フルート）、前田哲太（パーカッション）
●場所：プラム・カルコア太宰府 市民ホール　
●一般1,000円、小学生以下500円（※膝上鑑賞無料）　●16:00～

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

第十回ちくしの寄席 感謝祭 立川生志“ふるさと応援”落語会
●出演：立川生志、春風亭昇太、テツ andトモ、柳家さん光
●3,000円　●14:00

大爆笑！おもしろ社会人落語家競演会 in ちくしの
福岡県内外のアマチュア落語家が筑紫野市にやってきます！
●出演：南遊亭栄歌、川崎亭好朝、粗忽家酔書
●1,000円　●15:00

らくご組曲　西村由紀江×桂春蝶
●一般2,000円、高校生以下1,500円（6月5日（日）発売）
●15:00～

ベルリン・フィルハーモニー弦楽五重奏団 春日公演
●一般3,500円、高校生以下1,500円（6月5日（日）発売）
●14:00～

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

ミリカシアター「はなちゃんのみそ汁」　
●300円 ペア 500円　●①10:00 ②14:00

那珂川町制施行60周年記念 山本譲二コンサート　
●4,500円　●15:00

那珂川黎明2016 安徳大塚古墳国史跡指定記念特別講演会
●入場無料 ※要入場整理券　●13:00

日付 イベント

おひざでだっこ ぴよぴよのへや
（0歳児対象）

わくわくおはなし会（幼児対象）

わくわくおはなし会（小学生以上対象）

7（火）・21（火）

９（木））

6/18
（土）

8/28
（日）

9/19
（月・祝）

7/3
（日）

宝くじ おしゃべり音楽館～想い出のスクリーンミュージック～
●出演：清水ミチコ（司会・ピアノ）、小原孝（ピアノ）、島田歌穂（歌）、
　　　　おしゃべり音楽館ポップスオーケストラ（指揮・藤野浩一）
●一般2,500円、高校生以下1,500円   ●14:00

7/18
（月・祝）

7/3
（日）

6/4
（土）

7/23
（土）

7/16
（土）

6/4
（土）

開催中
～7/18

（月・祝）

25（土）

14（火）・28（火）

4（土）・18（土）

11（土）

11（土）・18（土）

11（土）・25（土）

8（水）

16（木）

10（金）

24（金）

17（金）

シネマランド
「黄金のアデーレ 名画の帰還」

おさらいするパソコン　

ボックスフラワーのアレンジメント　　

16（木）
23（木）
30（木）

おうちで簡単タイ料理　

子育てを楽しもう！パパ応援講座

ロザフィのネックレス

ワード＆エクセル復習

短期講座　　受付開始　

まどかぴあ誕生祭
「大野ジョー☆一座危機一髪 !?
～ハッピーエンドをとりもどせ～」申込締切
まどかぴあ誕生祭
「手づくりファッションショー」 
出演者募集締切

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」 友の会発売

経絡リンパ メリディアンメソッド
セルフケア フェイシャルケア

P7

P7

P5

P6

P5

P7

P7

P4

P7

P4

P5

P2

ページ

日付 イベント ページ

つくし お隣さん情報 6月まどかぴあのイベントスケジュール

6月のチケット情報・募集申込情報

公益財団法人大野城まどかぴあ
〒816-0934 福岡県大野城市曙町ニ丁目3番1号
総合案内：TEL O92 (586) 4OOO/ FAX O92 (586) 4001
開館時間：9:0O～22:OO
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)
　まどかぴあホームぺージの卜ップにつながるQRコードです
　http://www.madokapia.or.jp/

■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台、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.Oキロ
■無料駐車場：平面 166台（うち、市役所北・東駐車場55台分のスペースは、平日の昼間は短時間
   駐車スペースです）、立体 316台

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

まどかぴあ休館日のお知らせ
6月1日（水）、15日（水）

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。　　

1人1回3OO円 定員有り
（10か月～就学前まで）

託児 要連絡

ティータイムスペシャルコンサート
Vol.5　文芸

文芸

文芸

図書

図書

パネルシアター講座①②③図書

おひざでだっこ よちよちのへや
（1～2歳児対象）図書

図書

生涯

生涯

生涯

生涯

美白化粧品の選び方と夏メイク生涯

生涯

生涯

男女

パパ・ママのための読書タイム男女

8（水）

29（水）

30（木）

市民グループ活動支援事業説明会

5月号
掲載

5月号
掲載

5月号
掲載

5月号
掲載

5月号
掲載

5月号
掲載

5月号
掲載

5月号
掲載

HP
掲載

5月号
掲載

男女

※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大野城まどかぴあは大野城市民以外の方でも自由にご参加・ご利用いただけます。

生涯

託児

託児

経絡リンパ メリディアンメソッド
セルフケア フットケア生涯

託児

10（金）
～7/29（金）

30（木）
～7/28（木）

毎週金・土曜日

25（土）
～8/20（土）

はじめてのパソコン　生涯
託児

託児

託児

託児

託児

託児

託児

託児

託児

託児

8アテナ　2016年 6月号　

大野城
出入口

イオン大野城店●

り
通
紫
筑

市
岡
福
至

）
線
号
3
旧
（線
号
2
1
1
道
県

線
号
3
道
国

路
道
速
高
市
都
岡
福

道
車
動
自
州
九
速
高

市
府
宰
太
至

駅
日
春

ク
ロ
ー
バ
ー
プ
ラ
ザ

駅
城
野
大

駅
原
木
白

駅
原
日
春

線
田
牟
大
神
天
鉄
西J

R

線
本
島
児
鹿

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

20年

20年
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