
日付 イベント ページ

4月のチケット情報・募集申込情報

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） 日付 イベント

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

ふれぶん音楽大学
第１回 「ベートーヴェンの『第九』をどう聴くか」
講師：西田 紘子 ●一般500円、スプリングメイト会員無料 ●14:00

5/28
（日）

5/28
（日）

笑門来福ふれあい寄席 ～社会人落語家共演会～
●500円 ※4/8 一般発売 ●15:00

春日市少年少女合唱団 第 21回定期演奏会
●500円（３歳以上有料） ※4/1一般発売 ●14:00

4/30
（日）

P5

P5

P2

P2

ページ

つくし お隣さん情報 4月まどかぴあのイベントスケジュール

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 4月5日（水）、19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。（10か月～就学前まで）　　

1人1回3OO円 定員有り

託児 要連絡

※参加日の1週間前まで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。
託児
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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

1（土）
15（土）

8（土）

22（土）

29（土）

わくわくおはなし会（幼児対象）

P7

P7

P4

図書 おひざでだっこ ぴよぴよのへや　（0歳児対象）

P4

（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

古代大宰府と管内諸国展
国府、戸籍、税などを通して、その管内支配の実像に迫ります。
場所：文化ふれあい館 電話；928-0800 毎週月曜休館 (祝日の場合翌平日 )
●入場無料 ●9:00～17:00

4/1（土）
～7/17( 月・祝 )

第21回 ふれあい文化祭（前期） 
定期利用している団体の活動成果作品展です。
場所：文化ふれあい館 電話：928-0800 毎週月曜休館（祝日の場合翌平日）
●入場無料●9:00～17:00

4/1（土）
～26（水）

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

サポーターズバンク登録メンバー 募集 !!
公演当日の受付や後片付けをお手伝いしていただくボランティアさんを
募集中。応募方法は文化会館までお問合せください♪　
●応募資格：１８歳以上の方（高校在学中の方は不可）

あなたもピアニスト！ 参加者募集
実施日：5月1日（月）、7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、締め切ります。
●大ホール500円 /多目的ホール200円
●11:00～12:00、13:00～19:00

4/1（土）
募集開始

募集中

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

4/23
（日）

那珂川吹奏楽団ロビーコンサート
●入場無料 ●13:00

6/4
（日）

平成29年度ミリカ文化講演
茂木健一郎講演会「脳と挑戦～人生が輝く脳力の磨き方～」
●2,000円 ※4/2一般発売 ●14:00

平成29年度那珂川杜の美術展シリーズ
工芸美術「吾稜展」～霞～　
※初日（22（土））11:00～ 出展作家によるギャラリートークを開催
会場：中ノ島公園　四季彩館  ●入場無料
●10:00～16:00 ※最終日は15:00まで

4/22（土）
～29（土）

3（月）

10（月）

12（水）

20（木）

13（木）

P7

P7

図書

わくわくおはなし会（小学生以上対象）図書

図書館子どもまつり図書

P7図書 おひざでだっこ よちよちのへや　（1～2歳児対象）

17（月）
～7/13（木）

11（火）
25（火）

4（火）
18（火）

10（月）

27（木）

13（木）

13（木）
～平成30年
2/22（木）

25（火）

シネマランド「オケ老人！」文芸

ティータイムコンサートVol.247文芸

パソコン講座　受付開始

みんなのうたコンサート
一般発売

短期講座　受付開始

みんなのうたコンサート
友の会発売文芸

文芸

文芸

文芸

大野城市男女共生講座実行委員会男女

再就職チャレンジ講座男女

男女共同参画条例制定記念講演会男女

1（土） あなたとわたしのための元気塾　受付開始男女

生涯

まどかぴあ市民大学おとなの楽校
一般発売

まどかぴあ市民大学おとなの楽校　
友の会発売

生涯

3月号
掲載

3月号
掲載

3月号
掲載

2月号
掲載

3月号
掲載

12（水） 市民グループ活動支援事業
平成29年度説明会男女 3月号

掲載

Shiny☆KIDSダンス生涯

17（月）

26（水）

P3

P3

P6

17（月） 市民グループ活動支援事業　受付開始男女 3月号
掲載

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2017文芸23（日）

3月号
掲載

2月号
掲載

テーブルで気軽に茶道生涯

アスカーラまつり男女

なかよし家族のベビーマッサージ生涯

託児

託児

託児

託児

託児

3月号
掲載

3月号
掲載

3月号
掲載

3月号
掲載

キッチンでベーコンを作ろう生涯

春の行楽弁当を作ろう！生涯

顔ヨガ　生涯

託児

託児

託児

託児

パパ · ママのための読書タイム毎週金 ·土曜日 男女 9月号
掲載託児

託児

14（金） 3月号
掲載素敵なスマートフォン写真の撮り方生涯

託児

ヘルシーエクササイズ講座男女

   

※
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神※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）

・「みんなのうたコンサート」チケット発売開始！
・短期講座＆パソコン講座　受講生募集！
・男女共同参画条例制定記念講演会　開催！
・第11回 図書館子どもまつり

P3

P5

P6

P7

2時間目
9月16日（土） 14時開演
習慣づけたい口腔ケアの授業「口から始める健康づくり」
講師 内藤 徹 （福岡歯科大学高齢者歯科学分野教授）

3時間目
11月18日（土） 14時開演
消費者目線を磨く授業「マーケティングって何だろう？ ～企業の戦略を知ってみよう～」
講師 佐藤 正弘 （西南学院大学商学部准教授）

4時間目
平成30年 1月20日（土） 14時開演
文学から時代の動きをみる授業「夏目漱石と村上春樹」
講師 岡野 進 （九州大学言語文化研究院元教授）　生野 文治 （NHK「ためしてガッテン」ナレーター）

・
・
・
・
・
・〈
今
後
の
予
定
〉・
・
・
・
・
・

4月20日（木）より

一般前売
発売開始!

1時間目 海と水族館のひみつに迫る授業

講師　中村 雅之 （マリンワールド海の中道館長）

「水族館の舞台裏 ～不思議な訪問者～」

7月15日
（土）
14時開演

大野城まどかぴあ 情報誌

～つどい ふれあい はばたく～

Athena
VOL.250
20174アテナアテナ



友の会

先・割
車イス

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

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。

23 アテナ　2017年 4月号　　 アテナ　2017年 4月号　

文化芸術振興

1961年の放送スタートから50年以上も愛され続けている「NHKみんなのうた」のコンサート。今回はこれまでに放
送されてきたおよそ1,400曲の名曲から、誰もが知る思い出のうたや、懐かしいヒット曲など年代問わずお楽しみいた
だける歌の数々を映像にのせてお届けいたします。子どもと一緒に歌うとより楽しく、そして厳選された優しく心に響く
名曲を３世代そろってどうぞお楽しみください。

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。第一部
は、参加中学生による単独ステージです。元気いっぱいな音色をお楽しみ
ください。そして第二部は、大野城市民吹奏楽団と中学生による合同ス
テージです。うっとりする曲から思わず口ずさみたくなる曲まで、様々な
曲をお届けします。

会員になると、主催事業のチケットを一般発売にさきがけ
て購入できる先行発売、チケット料金の割引（最大20％）
などの特典を受けられます。また、友の会を更新された方
には主催事業のチケット購入時に使える 500 円の鑑賞券
をプレゼント。ぜひこの機会に、入会しませんか？
※詳細はお問い合わせください。

チケット
取扱い

チケット発売日
  友の会 4月   3 日（月）
一　般 4月 10日（月）
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：82456）
●チケットぴあ（Ｐコード：325‐887）
●劇ナビ FUKUOKA（http://gekinavi.jp/）

MUSIC

6月17日
（土）

～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2017

会員募集中★

【時間】14:30開演 /14:00開場
【会場】大ホール（1階） 全席自由
【料金】無料 /要整理券

MUSIC

4月23日
（日）

坂田おさむ＆めぐみ

※練習の様子

井上あずみ＆ゆーゆ おしりかじり虫

託児 車イス

年会費1,500円　　随時入会OK

特
典
内
容

先行発売
チケット会員割引

更新特典
チケット送料無料

情報送付
会員プレゼント
喫茶割引

協力店サービス

託児友の会

先・割
車イス

【時　間】14:00開演 /13:30開場    【会　場】小ホール
【授業料】各回500円（当日800円）（未就学児入場不可）

託児：各回の公演日
　　　8日前17:00が
　　　締切です

１時間目は、おとなも子どもも大好きな「海と水族館」がテーマ！4月に
リニューアルオープンするマリンワールド海の中道の館長をお招きして、
水族館のヒミツや海の生き物の知られざる生態など、水族館を２倍楽しむ
とっておきのお話をしていただきます。ご期待ください！

1時間目 7月15日（土）
海と水族館のひみつに迫る授業
「水族館の舞台裏～不思議な訪問者～」

講師 中村 雅之 （マリンワールド海の中道館長）

2時間目 9 月 16日（土）
14：00 開演

習慣づけたい口腔ケアの授業「口から始める健康づくり」
講師 内藤 徹 （福岡歯科大学高齢者歯科学分野教授）

チケット
取扱い

チケット発売日
友の会4月13日（木）
一　般4月20日（木）
両日とも10:00～

●まどかぴあ
　総合案内

※３時間目以降は、本誌表紙をご覧ください。

平成29年度上半期事業ラインナップ
文化芸術振興

期　日 イベント

期　日 イベント

生涯学習センター

まどかぴあ図書館

4/23（日）

6/17（土）

7/15（土）

8/20（日）

9/3（日）

9/16（土）

9/17（日）

9/30（土）

毎月1回

7/22（土）

7/29（土）

8/20（日）

おはなし会スペシャル「夜ばなし」

紙のどうぶつえん

親子読書会

みんなのうたコンサート

まどかぴあ市民大学
おとなの楽校2時間目

ちくし地区の少年少女合唱団による
「第14回少年少女合唱団ジョイントコンサート」

シネマランド

ティータイムコンサート

舞台創造プログラム
「演劇作品上映会×パネルトーク（仮）」

期　日 イベント

男女平等推進センター

4/8（土）

4/17（月）～7/13（木）

4/29（土）

5/20（土）～7/1（土）

7月

8月～12月

毎週金・土曜日

アスカーラまつり

再就職チャレンジ講座

男女共同参画条例制定記念講演会

あなたとわたしのための元気塾

育休カフェ＆トーク

大野城市男女共生講座

パパ・ママのための読書タイム

5月
大野城市民吹奏楽団・中学3年生
ジョイントコンサート2017

ピノキオ～または白雪姫の悲劇

ティータイムスペシャルコンサートVol.8

まどかぴあ市民大学
おとなの楽校1時間目

毎月1回
（9月を除く）

4月 短期講座
・なかよし家族のベビーマッサージ
・Shiny☆KIDSダンス
・素敵なスマートフォン写真の撮り方
・テーブルで気軽に茶道

・キッチンでベーコンを作ろう
・春の行楽弁当を作ろう！
・顔ヨガ

短期講座
・やさしいバレエストレッチ
・小さな水彩画
・お裁縫の基本～小さな刺しゅう編～
・アート書道

パソコン講座
・エクセル実践・初級（夜）
・ワード初級（月）
・ワード初級（金）

6月

7月

9月

短期講座
・旅行への勧め
・梅しごと～梅漬け・梅シロップ作り～
・ベビーシューズを作ろう

パソコン講座
・エクセル短期集中①
・エクセル短期集中②
・エクセル実践・中級（夜）

短期講座
・新しい自分と出会う　カラーアートセラピー
・おうちで簡単エスニック料理
・マシュマロフォンダントで作るカップケーキ

パソコン講座
・エクセル初級

第11回図書館子どもまつり
～子ども読書の日記念事業～

4/22（土）

♪美女と野獣
♪レ・ミゼラブル
♪マードックからの最後の手紙 他

≪演奏予定曲≫

「つくし☆おとなり さ・ん・ぽ」
スタンプラリーを開催します。
この機会に、ぜひ筑紫地区の公
立文化施設をまわってみてく
ださい。

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

【参加館】
●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。

募集期間
5月1日（月）

～
11月30日（木）

締切

配布場所整理券配布中 ●まどかぴあ総合案内
※おひとり４枚まで。予定枚数になり次第終了。

スタンプラリー

大野城まどかぴあ友の会「まどかぴあ倶楽部」

【時間】14:00開演 /13:30開場
【会場】大ホール（1階） 全席指定
【料金】一般 2,300円 　中学生以下 1,000円（当日は各500円UP）

親子ペア 3,000円（前売のみ／友の会割引適用外）
※3歳以上有料、ただし3歳未満でも座席利用の場合はチケット要。未就学児入場可

託児友の会

先・割
車イス

共催：一般財団法人福岡県退職教職員協会

◯C  NHK/うるまでるび

くらしのビタミン

※3月8日時点の情報です。日程・内容は変更となる場合があります。詳しくはお問い合わせください。



友の会

先・割
車イス

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

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。
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文化芸術振興

1961年の放送スタートから50年以上も愛され続けている「NHKみんなのうた」のコンサート。今回はこれまでに放
送されてきたおよそ1,400曲の名曲から、誰もが知る思い出のうたや、懐かしいヒット曲など年代問わずお楽しみいた
だける歌の数々を映像にのせてお届けいたします。子どもと一緒に歌うとより楽しく、そして厳選された優しく心に響く
名曲を３世代そろってどうぞお楽しみください。

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。第一部
は、参加中学生による単独ステージです。元気いっぱいな音色をお楽しみ
ください。そして第二部は、大野城市民吹奏楽団と中学生による合同ス
テージです。うっとりする曲から思わず口ずさみたくなる曲まで、様々な
曲をお届けします。

会員になると、主催事業のチケットを一般発売にさきがけ
て購入できる先行発売、チケット料金の割引（最大20％）
などの特典を受けられます。また、友の会を更新された方
には主催事業のチケット購入時に使える 500 円の鑑賞券
をプレゼント。ぜひこの機会に、入会しませんか？
※詳細はお問い合わせください。

チケット
取扱い

チケット発売日
  友の会 4月   3 日（月）
一　般 4月 10日（月）
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：82456）
●チケットぴあ（Ｐコード：325‐887）
●劇ナビ FUKUOKA（http://gekinavi.jp/）

MUSIC

6月17日
（土）

～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2017

会員募集中★

【時間】14:30開演 /14:00開場
【会場】大ホール（1階） 全席自由
【料金】無料 /要整理券

MUSIC

4月23日
（日）

坂田おさむ＆めぐみ

※練習の様子

井上あずみ＆ゆーゆ おしりかじり虫

託児 車イス

年会費1,500円　　随時入会OK

特
典
内
容

先行発売
チケット会員割引

更新特典
チケット送料無料

情報送付
会員プレゼント
喫茶割引

協力店サービス

託児友の会

先・割
車イス

【時　間】14:00開演 /13:30開場    【会　場】小ホール
【授業料】各回500円（当日800円）（未就学児入場不可）

託児：各回の公演日
　　　8日前17:00が
　　　締切です

１時間目は、おとなも子どもも大好きな「海と水族館」がテーマ！4月に
リニューアルオープンするマリンワールド海の中道の館長をお招きして、
水族館のヒミツや海の生き物の知られざる生態など、水族館を２倍楽しむ
とっておきのお話をしていただきます。ご期待ください！

1時間目 7月15日（土）
海と水族館のひみつに迫る授業
「水族館の舞台裏～不思議な訪問者～」

講師 中村 雅之 （マリンワールド海の中道館長）

2時間目 9 月 16日（土）
14：00 開演

習慣づけたい口腔ケアの授業「口から始める健康づくり」
講師 内藤 徹 （福岡歯科大学高齢者歯科学分野教授）

チケット
取扱い

チケット発売日
友の会4月13日（木）
一　般4月20日（木）
両日とも10:00～

●まどかぴあ
　総合案内

※３時間目以降は、本誌表紙をご覧ください。

平成29年度上半期事業ラインナップ
文化芸術振興

期　日 イベント

期　日 イベント

生涯学習センター

まどかぴあ図書館

4/23（日）

6/17（土）

7/15（土）

8/20（日）

9/3（日）

9/16（土）

9/17（日）

9/30（土）

毎月1回

7/22（土）

7/29（土）

8/20（日）

おはなし会スペシャル「夜ばなし」

紙のどうぶつえん

親子読書会

みんなのうたコンサート

まどかぴあ市民大学
おとなの楽校2時間目

ちくし地区の少年少女合唱団による
「第14回少年少女合唱団ジョイントコンサート」

シネマランド

ティータイムコンサート

舞台創造プログラム
「演劇作品上映会×パネルトーク（仮）」

期　日 イベント

男女平等推進センター

4/8（土）

4/17（月）～7/13（木）

4/29（土）

5/20（土）～7/1（土）

7月

8月～12月

毎週金・土曜日

アスカーラまつり

再就職チャレンジ講座

男女共同参画条例制定記念講演会

あなたとわたしのための元気塾

育休カフェ＆トーク

大野城市男女共生講座

パパ・ママのための読書タイム

5月
大野城市民吹奏楽団・中学3年生
ジョイントコンサート2017

ピノキオ～または白雪姫の悲劇

ティータイムスペシャルコンサートVol.8

まどかぴあ市民大学
おとなの楽校1時間目

毎月1回
（9月を除く）

4月 短期講座
・なかよし家族のベビーマッサージ
・Shiny☆KIDSダンス
・素敵なスマートフォン写真の撮り方
・テーブルで気軽に茶道

・キッチンでベーコンを作ろう
・春の行楽弁当を作ろう！
・顔ヨガ

短期講座
・やさしいバレエストレッチ
・小さな水彩画
・お裁縫の基本～小さな刺しゅう編～
・アート書道

パソコン講座
・エクセル実践・初級（夜）
・ワード初級（月）
・ワード初級（金）

6月

7月

9月

短期講座
・旅行への勧め
・梅しごと～梅漬け・梅シロップ作り～
・ベビーシューズを作ろう

パソコン講座
・エクセル短期集中①
・エクセル短期集中②
・エクセル実践・中級（夜）

短期講座
・新しい自分と出会う　カラーアートセラピー
・おうちで簡単エスニック料理
・マシュマロフォンダントで作るカップケーキ

パソコン講座
・エクセル初級

第11回図書館子どもまつり
～子ども読書の日記念事業～

4/22（土）

♪美女と野獣
♪レ・ミゼラブル
♪マードックからの最後の手紙 他

≪演奏予定曲≫

「つくし☆おとなり さ・ん・ぽ」
スタンプラリーを開催します。
この機会に、ぜひ筑紫地区の公
立文化施設をまわってみてく
ださい。

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

【参加館】
●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。

募集期間
5月1日（月）

～
11月30日（木）

締切

配布場所整理券配布中 ●まどかぴあ総合案内
※おひとり４枚まで。予定枚数になり次第終了。

スタンプラリー

大野城まどかぴあ友の会「まどかぴあ倶楽部」

【時間】14:00開演 /13:30開場
【会場】大ホール（1階） 全席指定
【料金】一般 2,300円 　中学生以下 1,000円（当日は各500円UP）

親子ペア 3,000円（前売のみ／友の会割引適用外）
※3歳以上有料、ただし3歳未満でも座席利用の場合はチケット要。未就学児入場可

託児友の会

先・割
車イス

共催：一般財団法人福岡県退職教職員協会

◯C  NHK/うるまでるび

くらしのビタミン

※3月8日時点の情報です。日程・内容は変更となる場合があります。詳しくはお問い合わせください。



短期講座

　

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
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

生涯学習センター 開館時間／（月～土）9:00～ 20:00

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

  

託児

託児
託児

気負わず楽しめる小さな水
彩画を描いてみませんか。
初心者のための教室です。
鉛筆と透明水彩絵の具で毎
回 1 点制作します。1･2 回
目は講師作品の模写、3 回
目は好きな物を描いてみま
しょう。画材は貸出します。

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。

アテナ　2017年 4月号　

やさしいバレエストレッチ

【日　程】5月 9･23日、6月13･27日 ( 火 )   
【時　間】10:30～12:00
【定　員】16名 【受講料】4,000円 
【講　師】塚原 亜紀（バレエ講師）

託児
お裁縫の基本 ～小さな刺しゅう編～

【日　程】5月 11·25日（木 ) 
【時　間】13:00～15:00   【定　員】14名
【受講料】2,200円　　      【材料費】1,000円
【講　師】馬羽 紅杏

アート書道

【日　程】5月16･30日、6月6･20日、
            7 月 4･18日 ( 火 )
【時　間】10:00～12:00  【定　員】12名
【受講料】6,600円           【教材費】500円
【講　師】悠杏 （JDCA日本デザイン書道作家協会正会員）

小さな水彩画

【日　程】5月10･24･31日 ( 水 )
【時　間】13:00～15:00    【定　員】1６名　　　　  
【受講料】3,000円             【材料費】500円 /回
【講　師】永田 智昭（アトリエナガタ主宰）

4月 12日（水）9:00 受付開始 受付先：生涯学習センター電話・窓口（先着順）

好きな図案を選び、刺しゅ
うの練習をします。針と糸
に慣れたら、文庫本カバー
を作ります。縫い物に不慣
れな方、苦手な方向けです。
楽しく手仕事しませんか。

文字を自由に表現する
「アート書道」。アートな
ものへと創り上げていく
ため、文字デザインのコ
ツや表現方法の基礎を学
びます。経験のある方も
さらに文字を楽しむ技法を学びます。

シネマランド
【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

10:00～,
14:00～
の上映が
対象です

毎月開催している「ティータイムコンサート」「シネマラ
ンド」に協賛していただけるサポーターを募集していま
す。チラシやポスターに広告、情報誌アテナに団体名を
掲載いたします。その他、詳細については、文化芸術振興
課までお気軽にお問い合わせください。

託児車イス

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

博多座「市民半額観劇会」サポーター募集！
「ティータイムコンサート」・「シネマランド」

【日　　時】6月 2日（金）16:30～、
6月3日（土）16:30～、
6月4日（日）16:30～、
6月6日（火）11:00～ ·16:30～、
6月8日（木）11:00～ ·16:30～

【料　　金】9,000円（通常18,000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】4月 24日（月）消印有効
　　　　　 ※当選者のみ通知（4月26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）

【出　演】桐谷 美貴子（オーボエ）、今里 弥穂（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

音楽を構成する３要素「メロディ」「リズム」「和声」のうち、「リズム」
に焦点を当てています。2拍子の行進曲や3拍子のワルツなど、リズ
ムが創り出すそれぞれの楽曲の雰囲気を、どうぞお楽しみください。

平成29年度のテーマ「リズム」

4月27日
（木）
MUSIC

パソコン講座 4月3日（月）
9:00受付開始

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
 

エクセル実践・初級（夜）

【日　程】5月 18・25日、
　　　　6月1・8・15・22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】文字入力できる方
【講　師】竹中 ひとみ

数式の仕組みをじっくり学びます。
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学びま
す。

ワード初級

【日　程】5月 19・26日、
　　　　6月2・9・16・23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】文字入力できる方
【講　師】有尾 美穂子

ソフトの起動と終了から始めます。文字入
力や段落の書式設定、様々な図の挿入、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。

ワード初級

【日　程】5月 22・29日、
　　　　6月5・12・19・26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】文字入力できる方
【講　師】岡部 充子

ソフトの起動と終了から始めます。文字入
力や段落の書式設定、様々な図の挿入、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。

託児 託児

※イメージ

※作品見本

東洋的で不思議な音色のオーボエとおなじみピアノの
アンサンブルで、素敵な時間をお届けします。

CINEMA

4月8日
（土）

CINEMA

5月13日
（土）

文化会館で演奏していたオーケストラに感動し、その楽団に入
団をするつもりが、誤って老人ばかりのアマチュアオーケスト
ラに入団してしまった高校教師の千鶴。若者の入団を喜ぶメン
バーを前に、勘違いではいったことを言えなかった彼女は、成
りゆきからそこの指揮者を務めることになり…

 2016年 /119分 /日本
「オケ老人！」

①10:00～11:59
②14:00～15:59
③18:00～19:59
（各回30分前開場）

【時間】

2014年／115分／アメリカ

「シェフ
三ツ星フードトラック始めました」

①10:00～ 11:55
②14:00～ 15:55
③18:00～ 19:55
（各回30分前開場）

【時間】

監督：細川 徹　出演：杏、笹野 高史、坂口 健太郎 ほか

監督：ジョン ·ファヴロー
出演：ジョン ·ファヴロー、ソフィア · ベルガラ　ほか

ロサンゼルスの一流レストランで総料理長を務めるカールは、口
うるさいオーナーや自分の料理を酷評する評論家とケンカし、店
を辞めてしまう。元妻の勧めで息子と故郷マイアミを訪れた彼は、
キューバサンドの移動販売を始めたところ、SNSによってたちま
ち評判になり…

（協賛料：12ヶ月2,000円）
個人サポーター

ティータイムコンサートとシネマラン
ドのチラシを毎月送付。
ご希望の方はチラシにお名前を掲載。

（協賛料：6ヶ月5,000円、
または12ヶ月10,000円）
チラシやポスターに広告、情報誌アテナに
団体名を掲載。

博多座 6月公演「大歌舞伎」が半額で観劇できます。
出演者： 中村 芝翫　ほか

団体サポーター

ティータイムコンサート 
　　　　　　　　vol.247
ティータイムコンサート 
　　　　　　　　vol.247

♪♪
♬ ♬

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

上半期開催スケジュール

※9月はティータイムスペシャルコンサートのため有料です。

5月25日（木）
6月22日（木）
7月27日（木）
8月24日（木）
9月30日（土）※

NO.

Vol.248
Vol.249
Vol.250
Vol.251
Vol.252

開催日

※作品例

※作品例



短期講座

　

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
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

生涯学習センター 開館時間／（月～土）9:00～ 20:00

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

  

託児

託児
託児

気負わず楽しめる小さな水
彩画を描いてみませんか。
初心者のための教室です。
鉛筆と透明水彩絵の具で毎
回 1 点制作します。1･2 回
目は講師作品の模写、3 回
目は好きな物を描いてみま
しょう。画材は貸出します。

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。

アテナ　2017年 4月号　

やさしいバレエストレッチ

【日　程】5月 9･23日、6月13･27日 ( 火 )   
【時　間】10:30～12:00
【定　員】16名 【受講料】4,000円 
【講　師】塚原 亜紀（バレエ講師）

託児
お裁縫の基本 ～小さな刺しゅう編～

【日　程】5月 11·25日（木 ) 
【時　間】13:00～15:00   【定　員】14名
【受講料】2,200円　　      【材料費】1,000円
【講　師】馬羽 紅杏

アート書道

【日　程】5月16･30日、6月6･20日、
            7 月 4･18日 ( 火 )
【時　間】10:00～12:00  【定　員】12名
【受講料】6,600円           【教材費】500円
【講　師】悠杏 （JDCA日本デザイン書道作家協会正会員）

小さな水彩画

【日　程】5月10･24･31日 ( 水 )
【時　間】13:00～15:00    【定　員】1６名　　　　  
【受講料】3,000円             【材料費】500円 /回
【講　師】永田 智昭（アトリエナガタ主宰）

4月 12日（水）9:00 受付開始 受付先：生涯学習センター電話・窓口（先着順）

好きな図案を選び、刺しゅ
うの練習をします。針と糸
に慣れたら、文庫本カバー
を作ります。縫い物に不慣
れな方、苦手な方向けです。
楽しく手仕事しませんか。

文字を自由に表現する
「アート書道」。アートな
ものへと創り上げていく
ため、文字デザインのコ
ツや表現方法の基礎を学
びます。経験のある方も
さらに文字を楽しむ技法を学びます。

シネマランド
【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

10:00～,
14:00～
の上映が
対象です

毎月開催している「ティータイムコンサート」「シネマラ
ンド」に協賛していただけるサポーターを募集していま
す。チラシやポスターに広告、情報誌アテナに団体名を
掲載いたします。その他、詳細については、文化芸術振興
課までお気軽にお問い合わせください。

託児車イス

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

博多座「市民半額観劇会」サポーター募集！
「ティータイムコンサート」・「シネマランド」

【日　　時】6月 2日（金）16:30～、
6月3日（土）16:30～、
6月4日（日）16:30～、
6月6日（火）11:00～ ·16:30～、
6月8日（木）11:00～ ·16:30～

【料　　金】9,000円（通常18,000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】4月 24日（月）消印有効
　　　　　 ※当選者のみ通知（4月26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）

【出　演】桐谷 美貴子（オーボエ）、今里 弥穂（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

音楽を構成する３要素「メロディ」「リズム」「和声」のうち、「リズム」
に焦点を当てています。2拍子の行進曲や3拍子のワルツなど、リズ
ムが創り出すそれぞれの楽曲の雰囲気を、どうぞお楽しみください。

平成29年度のテーマ「リズム」

4月27日
（木）
MUSIC

パソコン講座 4月3日（月）
9:00受付開始

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
 

エクセル実践・初級（夜）

【日　程】5月 18・25日、
　　　　6月1・8・15・22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】文字入力できる方
【講　師】竹中 ひとみ

数式の仕組みをじっくり学びます。
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学びま
す。

ワード初級

【日　程】5月 19・26日、
　　　　6月2・9・16・23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】文字入力できる方
【講　師】有尾 美穂子

ソフトの起動と終了から始めます。文字入
力や段落の書式設定、様々な図の挿入、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。

ワード初級

【日　程】5月 22・29日、
　　　　6月5・12・19・26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】文字入力できる方
【講　師】岡部 充子

ソフトの起動と終了から始めます。文字入
力や段落の書式設定、様々な図の挿入、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。

託児 託児

※イメージ

※作品見本

東洋的で不思議な音色のオーボエとおなじみピアノの
アンサンブルで、素敵な時間をお届けします。

CINEMA

4月8日
（土）

CINEMA

5月13日
（土）

文化会館で演奏していたオーケストラに感動し、その楽団に入
団をするつもりが、誤って老人ばかりのアマチュアオーケスト
ラに入団してしまった高校教師の千鶴。若者の入団を喜ぶメン
バーを前に、勘違いではいったことを言えなかった彼女は、成
りゆきからそこの指揮者を務めることになり…

 2016年 /119分 /日本
「オケ老人！」

①10:00～11:59
②14:00～15:59
③18:00～19:59
（各回30分前開場）

【時間】

2014年／115分／アメリカ

「シェフ
三ツ星フードトラック始めました」

①10:00～ 11:55
②14:00～ 15:55
③18:00～ 19:55
（各回30分前開場）

【時間】

監督：細川 徹　出演：杏、笹野 高史、坂口 健太郎 ほか

監督：ジョン ·ファヴロー
出演：ジョン ·ファヴロー、ソフィア · ベルガラ　ほか

ロサンゼルスの一流レストランで総料理長を務めるカールは、口
うるさいオーナーや自分の料理を酷評する評論家とケンカし、店
を辞めてしまう。元妻の勧めで息子と故郷マイアミを訪れた彼は、
キューバサンドの移動販売を始めたところ、SNSによってたちま
ち評判になり…

（協賛料：12ヶ月2,000円）
個人サポーター

ティータイムコンサートとシネマラン
ドのチラシを毎月送付。
ご希望の方はチラシにお名前を掲載。

（協賛料：6ヶ月5,000円、
または12ヶ月10,000円）
チラシやポスターに広告、情報誌アテナに
団体名を掲載。

博多座 6月公演「大歌舞伎」が半額で観劇できます。
出演者： 中村 芝翫　ほか

団体サポーター

ティータイムコンサート 
　　　　　　　　vol.247
ティータイムコンサート 
　　　　　　　　vol.247

♪♪
♬ ♬

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

上半期開催スケジュール

※9月はティータイムスペシャルコンサートのため有料です。

5月25日（木）
6月22日（木）
7月27日（木）
8月24日（木）
9月30日（土）※

NO.

Vol.248
Vol.249
Vol.250
Vol.251
Vol.252

開催日

※作品例

※作品例



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

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/
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第11回 図書館子どもまつり

ぴよぴよのへや
（0歳児・妊婦対象）
4月4日・18日

よちよちのへや
（1～2歳児対象）
4月11日・25日

としょかんのおはなし会

「雑誌スポンサー」を
募集しています。

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

小学生以上対象　
4月8日

幼児対象　    

4 月 1日・15日

おひざでだっこ

わくわくおはなし会

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

平野台
ふれあい公園
（平野台
公民館前）

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

乙金東公民館乙金公民館

老松神社
（下大利
公民館前）

小田浦公園
（月の浦
４丁目）
 

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

10:30～11:30 14:00～15:00 15:30～16:30

午前 午後

10日
24日

3日
17日

11日
25日

13日
27日

4日
18日

14日
28日

7日
21日

6日
20日

※大雨などの悪天候の際には運休・もしくは公用車で運行をする
　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。

  お知らせ  平成 29年 4月より、金曜日の巡回場所の一部を変更します。
【東コミュニティセンター ⇒ 乙金公民館】

移動図書館「わくわく号」巡回日程表
4月の巡回

【日時】4月22日（土）10:00～ 15:00
【会場】 特設  子どもまつり会場（3階）

女性が出産をしても働き続けられる会社とは？男性が家
事や育児にも積極的に参画できる会社とは？
ワーク・ライフ・バランスについての講演とパネルディ
スカッションをきいて、新しい働き方に目を向けてみませ
んか。
お友達をお誘い合わせの上ご参加ください。

性別や年齢に関係なく、女性も男性も伸びやかに暮らす社会づくりに向けて学ぶ講座です。
受講料は無料です。ぜひご参加ください。

子育て中は、ゆっくりと本を選んだ
り、読書をする時間がとれなかった
り…そんなパパとママのためにお
子さんをお預かりし、まどかぴあ図
書館で自分時間を楽しんでいただ
くためのご提案です。自分のための
素敵な時間をつくりませんか。

男女共同参画の推進に取り組む団体のみなさんを応援
するために、28 年度登録団体を募集しています。詳細
は、ホームページ（男女平等推進センター　市民活動団
体）をご覧いただくか、3階男女平等推進センター窓口
でお尋ねください。

“誰もが豊かに暮らせる社会”とは一体どんな社会なの
でしょう。県男女共同参画センター「あすばる」前館長を
講師に招き、わかりやすく話していただきます。

レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トラ
ンスジェンダー。民間の調査では、日本人
の１３人に１人が性的少数者であるといわ
れています。幅広い性のあり方について、
まずは知ることから始めてみませんか？

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。社会貢献活動の一環や広
告媒体として雑誌スポンサーを活用してみませんか？
募集要項などの詳細は図書館 HP に掲載しております
ので、ぜひご覧ください。

おはなし会や工作など、
楽しいイベントがもりだくさん！
すべて入場無料です。
ぜひ、まどかぴあへあそびにきてください。

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！

託児

託児

託児

～子ども読書の日記念事業～

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）

広告協賛欄

「自分らしく活躍できる社会へ 
 ～わたしたちの未来に向けて～」

「一人ひとりが自分らしく生きるために
 ～性の多様性を知ることから～」

あなたとわたしのための元気塾

【日時】5月 20日（土） 10:00～12:00
【会場】303会議室（3階）　　【定員】40名
【講師】村山 由香里 

（株式会社アヴァンティ代表取締役会長
・県男女共同参画センター「あすばる」前館長）

【日時】6月 3日（土） 10:00～12:00
【会場】301会議室（3階）　　【定員】40名
【講師】石﨑 杏理 （ＦＲＥＮＳ代表）

第１回 第2回

パパ・ママのための
読書タイム

【日　　時】毎週金・土曜日 10:00～11:30
【会　　場】まどかぴあ図書館（1階）
　　　　　お子さんは託児ルーム（2階）
【対　　象】満10ヶ月～小学校就学前のお子さんと
　　　　　その保護者
【定　　員】毎回親子7組（定員になり次第締め切ります）
【費　　用】託児料としてお子さん1人につき300円
【申込締切】各回1週間前

男女共同参画条例制定記念講演会
仕事も！家庭も！活き活きと ～働き方が変わる？～

【日時】4月 29日（土） 13:30～15:30
【会場】多目的ホール（1階）
【講師・コーディネーター】遠藤 雄二（九州大学大学院経済学研究院准教授）
【パネリスト】久留 百合子（女性の大活躍推進福岡県会議共同代表）

鴛海 奈緒子（有限会社ゼムケンサービス取締役）
【定員】100名        【受講料】無料

申込方法：電話・FAX・総合案内・ホームページおよび男女平等推進センター窓口にて受付

★会議や作業にアクティブルーム（3階）が利用
　できます。
★アクティブルームのロッカー・レターボックス・
　パソコン・カラー印刷機が利用できます。
★情報交流ひろばの掲示板、チラシスタンドが利用
　できます。
★アスカーラギャラリーの使用ができます。

登録団体に登録すると…

アスカーラをステージにして活躍の場を広げてください！

登録団体募集

うきうきこうさくひろば
タオルで作るぬいぐるみや紙コップ工作などが楽し
めます。作ってあそぼう！

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。

わくわくおはなしひろば



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

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/
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第11回 図書館子どもまつり

ぴよぴよのへや
（0歳児・妊婦対象）
4月4日・18日

よちよちのへや
（1～2歳児対象）
4月11日・25日

としょかんのおはなし会

「雑誌スポンサー」を
募集しています。

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

小学生以上対象　
4月8日

幼児対象　    

4 月 1日・15日

おひざでだっこ

わくわくおはなし会

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

平野台
ふれあい公園
（平野台
公民館前）

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

乙金東公民館乙金公民館

老松神社
（下大利
公民館前）

小田浦公園
（月の浦
４丁目）
 

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

10:30～11:30 14:00～15:00 15:30～16:30

午前 午後

10日
24日

3日
17日

11日
25日

13日
27日

4日
18日

14日
28日

7日
21日

6日
20日

※大雨などの悪天候の際には運休・もしくは公用車で運行をする
　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。

  お知らせ  平成 29年 4月より、金曜日の巡回場所の一部を変更します。
【東コミュニティセンター ⇒ 乙金公民館】

移動図書館「わくわく号」巡回日程表
4月の巡回

【日時】4月22日（土）10:00～ 15:00
【会場】 特設  子どもまつり会場（3階）

女性が出産をしても働き続けられる会社とは？男性が家
事や育児にも積極的に参画できる会社とは？
ワーク・ライフ・バランスについての講演とパネルディ
スカッションをきいて、新しい働き方に目を向けてみませ
んか。
お友達をお誘い合わせの上ご参加ください。

性別や年齢に関係なく、女性も男性も伸びやかに暮らす社会づくりに向けて学ぶ講座です。
受講料は無料です。ぜひご参加ください。

子育て中は、ゆっくりと本を選んだ
り、読書をする時間がとれなかった
り…そんなパパとママのためにお
子さんをお預かりし、まどかぴあ図
書館で自分時間を楽しんでいただ
くためのご提案です。自分のための
素敵な時間をつくりませんか。

男女共同参画の推進に取り組む団体のみなさんを応援
するために、28 年度登録団体を募集しています。詳細
は、ホームページ（男女平等推進センター　市民活動団
体）をご覧いただくか、3階男女平等推進センター窓口
でお尋ねください。

“誰もが豊かに暮らせる社会”とは一体どんな社会なの
でしょう。県男女共同参画センター「あすばる」前館長を
講師に招き、わかりやすく話していただきます。

レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トラ
ンスジェンダー。民間の調査では、日本人
の１３人に１人が性的少数者であるといわ
れています。幅広い性のあり方について、
まずは知ることから始めてみませんか？

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。社会貢献活動の一環や広
告媒体として雑誌スポンサーを活用してみませんか？
募集要項などの詳細は図書館 HP に掲載しております
ので、ぜひご覧ください。

おはなし会や工作など、
楽しいイベントがもりだくさん！
すべて入場無料です。
ぜひ、まどかぴあへあそびにきてください。

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！

託児

託児

託児

～子ども読書の日記念事業～

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）

広告協賛欄

「自分らしく活躍できる社会へ 
 ～わたしたちの未来に向けて～」

「一人ひとりが自分らしく生きるために
 ～性の多様性を知ることから～」

あなたとわたしのための元気塾

【日時】5月 20日（土） 10:00～12:00
【会場】303会議室（3階）　　【定員】40名
【講師】村山 由香里 

（株式会社アヴァンティ代表取締役会長
・県男女共同参画センター「あすばる」前館長）

【日時】6月 3日（土） 10:00～12:00
【会場】301会議室（3階）　　【定員】40名
【講師】石﨑 杏理 （ＦＲＥＮＳ代表）

第１回 第2回

パパ・ママのための
読書タイム

【日　　時】毎週金・土曜日 10:00～11:30
【会　　場】まどかぴあ図書館（1階）
　　　　　お子さんは託児ルーム（2階）
【対　　象】満10ヶ月～小学校就学前のお子さんと
　　　　　その保護者
【定　　員】毎回親子7組（定員になり次第締め切ります）
【費　　用】託児料としてお子さん1人につき300円
【申込締切】各回1週間前

男女共同参画条例制定記念講演会
仕事も！家庭も！活き活きと ～働き方が変わる？～

【日時】4月 29日（土） 13:30～15:30
【会場】多目的ホール（1階）
【講師・コーディネーター】遠藤 雄二（九州大学大学院経済学研究院准教授）
【パネリスト】久留 百合子（女性の大活躍推進福岡県会議共同代表）

鴛海 奈緒子（有限会社ゼムケンサービス取締役）
【定員】100名        【受講料】無料

申込方法：電話・FAX・総合案内・ホームページおよび男女平等推進センター窓口にて受付

★会議や作業にアクティブルーム（3階）が利用
　できます。
★アクティブルームのロッカー・レターボックス・
　パソコン・カラー印刷機が利用できます。
★情報交流ひろばの掲示板、チラシスタンドが利用
　できます。
★アスカーラギャラリーの使用ができます。

登録団体に登録すると…

アスカーラをステージにして活躍の場を広げてください！

登録団体募集

うきうきこうさくひろば
タオルで作るぬいぐるみや紙コップ工作などが楽し
めます。作ってあそぼう！

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。

わくわくおはなしひろば



日付 イベント ページ

4月のチケット情報・募集申込情報

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） 日付 イベント

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

ふれぶん音楽大学
第１回 「ベートーヴェンの『第九』をどう聴くか」
講師：西田 紘子 ●一般500円、スプリングメイト会員無料 ●14:00

5/28
（日）

5/28
（日）

笑門来福ふれあい寄席 ～社会人落語家共演会～
●500円 ※4/8 一般発売 ●15:00

春日市少年少女合唱団 第 21回定期演奏会
●500円（３歳以上有料） ※4/1一般発売 ●14:00

4/30
（日）

P5

P5

P2

P2

ページ

つくし お隣さん情報 4月まどかぴあのイベントスケジュール

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 4月5日（水）、19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。（10か月～就学前まで）　　

1人1回3OO円 定員有り

託児 要連絡

※参加日の1週間前まで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。
託児
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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

1（土）
15（土）

8（土）

22（土）

29（土）

わくわくおはなし会（幼児対象）

P7

P7

P4

図書 おひざでだっこ ぴよぴよのへや　（0歳児対象）

P4

（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

古代大宰府と管内諸国展
国府、戸籍、税などを通して、その管内支配の実像に迫ります。
場所：文化ふれあい館 電話；928-0800 毎週月曜休館 (祝日の場合翌平日 )
●入場無料 ●9:00～17:00

4/1（土）
～7/17( 月・祝 )

第21回 ふれあい文化祭（前期） 
定期利用している団体の活動成果作品展です。
場所：文化ふれあい館 電話：928-0800 毎週月曜休館（祝日の場合翌平日）
●入場無料●9:00～17:00

4/1（土）
～26（水）

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

サポーターズバンク登録メンバー 募集 !!
公演当日の受付や後片付けをお手伝いしていただくボランティアさんを
募集中。応募方法は文化会館までお問合せください♪　
●応募資格：１８歳以上の方（高校在学中の方は不可）

あなたもピアニスト！ 参加者募集
実施日：5月1日（月）、7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、締め切ります。
●大ホール500円 /多目的ホール200円
●11:00～12:00、13:00～19:00

4/1（土）
募集開始

募集中

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

4/23
（日）

那珂川吹奏楽団ロビーコンサート
●入場無料 ●13:00

6/4
（日）

平成29年度ミリカ文化講演
茂木健一郎講演会「脳と挑戦～人生が輝く脳力の磨き方～」
●2,000円 ※4/2一般発売 ●14:00

平成29年度那珂川杜の美術展シリーズ
工芸美術「吾稜展」～霞～　
※初日（22（土））11:00～ 出展作家によるギャラリートークを開催
会場：中ノ島公園　四季彩館  ●入場無料
●10:00～16:00 ※最終日は15:00まで

4/22（土）
～29（土）

3（月）

10（月）

12（水）

20（木）

13（木）

P7

P7

図書

わくわくおはなし会（小学生以上対象）図書

図書館子どもまつり図書

P7図書 おひざでだっこ よちよちのへや　（1～2歳児対象）

17（月）
～7/13（木）

11（火）
25（火）

4（火）
18（火）

10（月）

27（木）

13（木）

13（木）
～平成30年
2/22（木）

25（火）

シネマランド「オケ老人！」文芸

ティータイムコンサートVol.247文芸

パソコン講座　受付開始

みんなのうたコンサート
一般発売

短期講座　受付開始

みんなのうたコンサート
友の会発売文芸

文芸

文芸

文芸

大野城市男女共生講座実行委員会男女

再就職チャレンジ講座男女

男女共同参画条例制定記念講演会男女

1（土） あなたとわたしのための元気塾　受付開始男女

生涯

まどかぴあ市民大学おとなの楽校
一般発売

まどかぴあ市民大学おとなの楽校　
友の会発売

生涯

3月号
掲載

3月号
掲載

3月号
掲載

2月号
掲載

3月号
掲載

12（水） 市民グループ活動支援事業
平成29年度説明会男女 3月号

掲載

Shiny☆KIDSダンス生涯

17（月）

26（水）

P3

P3

P6

17（月） 市民グループ活動支援事業　受付開始男女 3月号
掲載

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2017文芸23（日）

3月号
掲載

2月号
掲載

テーブルで気軽に茶道生涯

アスカーラまつり男女

なかよし家族のベビーマッサージ生涯

託児

託児

託児

託児

託児

3月号
掲載

3月号
掲載

3月号
掲載

3月号
掲載

キッチンでベーコンを作ろう生涯

春の行楽弁当を作ろう！生涯

顔ヨガ　生涯

託児

託児

託児

託児

パパ · ママのための読書タイム毎週金 ·土曜日 男女 9月号
掲載託児

託児

14（金） 3月号
掲載素敵なスマートフォン写真の撮り方生涯

託児

ヘルシーエクササイズ講座男女

   

※

ア
テ
ナ
と
は
、ギ
リ
シ
ャ
神
話
の
知
恵
と
芸
術
と
戦
術
の
女
神※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）

・「みんなのうたコンサート」チケット発売開始！
・短期講座＆パソコン講座　受講生募集！
・男女共同参画条例制定記念講演会　開催！
・第11回 図書館子どもまつり

P3

P5

P6

P7

2時間目
9月16日（土） 14時開演
習慣づけたい口腔ケアの授業「口から始める健康づくり」
講師 内藤 徹 （福岡歯科大学高齢者歯科学分野教授）

3時間目
11月18日（土） 14時開演
消費者目線を磨く授業「マーケティングって何だろう？ ～企業の戦略を知ってみよう～」
講師 佐藤 正弘 （西南学院大学商学部准教授）

4時間目
平成30年 1月20日（土） 14時開演
文学から時代の動きをみる授業「夏目漱石と村上春樹」
講師 岡野 進 （九州大学言語文化研究院元教授）　生野 文治 （NHK「ためしてガッテン」ナレーター）

・
・
・
・
・
・〈
今
後
の
予
定
〉・
・
・
・
・
・

4月20日（木）より

一般前売
発売開始!

1時間目 海と水族館のひみつに迫る授業

講師　中村 雅之 （マリンワールド海の中道館長）

「水族館の舞台裏 ～不思議な訪問者～」

7月15日
（土）
14時開演

大野城まどかぴあ 情報誌

～つどい ふれあい はばたく～

Athena
VOL.250
20174アテナアテナ


