
日付 イベント ページ

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。
8月4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3回「音楽と健康」
●一般500円、スプリングメイト会員無料 ●14:00

9/10
（日）

9/16
（土）

土曜シアター 「ブルックリン」＜日本語字幕版＞
●施設利用料1枚300円　※３歳以上有料 ●①10:00 ②14:00

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
～風とリズムに乗って♪～
●500円　※３歳以上有料 ●14:00

9/3
（日）

つくし お隣さん情報

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 9月6日（水）、20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

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

9/23
（土・祝）

10/1
（日）

第6回 ミリカ子育て応援フェスタ
●入場無料（一部有料） ●10:00～ 15:00

第9回「バスの日」記念イベント ～ALL BUS バスを楽しもう～
●入場無料（一部有料） ●10:00～ 15:00

福岡県無形民俗文化財 よみがえる神話の世界 岩戸神楽 ～夜神楽～
●入場無料 ●17:30（終演予定21:00）

9/18
（月・祝）

15（金）
16（土）

ティータイムスペシャルコンサートVol.8

太極拳で心も体もリラックス

おとなの楽校　2時間目

エクセル初級

前期6ヵ月間定期講座発表会　開催

シネマランド
「はじまりはヒップポップ」

生涯

生涯

生涯

生涯

生涯 おうちで簡単エスニック料理

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

ちくしのミュージックフェスタwith DA･N･KA･I Vol.1
●一般1,000円、高校生以下無料 ●12:00

9/10
（日）

ものまねエンターテイメント! コロッケコンサート
●A席4,000円、B席3,500円 ※未就学児入場不可
●昼の部13:30、夜の部17:30

11/18
（土）

9/24
（日）

平田 オリザさんと演劇をつくる2017
演劇発表（市民創作６本）とトークイベント「古くて新しい学びのかたち」
講演：苅宿俊文（青山学院大学社会情報学部教授）　
対談：平田オリザ（劇作家･演出家･青年団主宰）、苅宿俊文
●一般1,500円、中学生～18歳1,000円 ●13:00～16:30

文芸

文芸

文芸

まどかぴあ舞台創造プログラム
演劇映像上映会×パネルトーク　第1弾文芸

文芸

9/16
（土）

中 孝介コンサート ～南の風を東風ふく太宰府へ～
場所：プラムカルコア太宰府
●3,000円 ※未就学児入場不可 ●18:00

（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

光のオブジェ（灯りの作品）展
場所：文化ふれあい館 電話：928-0800 毎週月曜休館（祝日の場合翌平日）
※9/23　19:00～　古都の光 ピアノの夕べ
●入場無料 ●9:00～ 17:00（23日のみ21:00まで）

9/5（火）
～24（日）

日付 イベント ページ
9月まどかぴあのイベントスケジュール

10（日）

16（土）

23（土）
～24（日）

図書

図書

8月号
掲載

8月号
掲載

2（土）
16（土）

9（土）

8月号
掲載

8月号
掲載

P4

P4

12（火）
26（火）

27（水）

28（木）

第10回大野城まどかぴあ市民企画事業
「花とヴァンパイア」

P3

7月号
掲載

P3

8月号
掲載

8月号
掲載

8月号
掲載

わくわくおはなし会（小学生以上対象）

図書 おひざでだっこ よちよちのへや（1～2歳児対象）

P7

P7

P2

11（月）

7（木）
大野城市男女共生講座　第2回 8月号

掲載託児

託児

託児

P42（土）

5（火）
19（火）

ベビーシューズをつくろう生涯

17（日）

わくわくおはなし会（幼児対象）

図書 おひざでだっこ ぴよぴよのへや（0歳児対象）

P7

託児

託児

託児

託児

託児

30（土）

市民グループ活動支援事業
「台湾に学ぶ男女平等」男女

男女
託児

託児

託児

託児

8月号
掲載中国茶を楽しみましょう

男女

育休カフェ＆トーク　第2回男女

市民グループ活動支援事業
「おさな子を発見せよ」子育てを語り合おう

8月号
掲載

22（金）
～10/27（金） 託児

託児

託児

男女

P7

託児

文芸

市民グループ活動支援事業
「魔法の叱り方・褒め方～人はなぜイライラするのか～」

深夜放送同窓会Part7

4月号
掲載毎週金 ·土曜日 パパ · ママのための読書タイム男女

託児

生涯 Ｐ51（金） パソコン講座　受付開始

Ｐ5

Ｐ3

生涯

19（火） まどかぴあ舞台創造プログラム
「田上パル流創作入門ワークショップ」申込締切

13（水） 短期講座　受付開始

文芸

Ｐ321（木） 佐藤 陽子名誉館長ヴァイオリンコンサート
整理券配布開始文芸

Ｐ422（金） ティータイムスペシャルコンサートVol.9
友の会発売文芸

Ｐ429（金） ティータイムスペシャルコンサートVol.9
一般発売文芸

9月のチケット情報・募集申込情報

ハエヌミカゼ こ ち

大野城まどかぴあ 情報誌

～つどい ふれあい はばたく～

※
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女
神※掲載記事は8月4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）

・ 版画ワークショップ　参加者募集！
・短期講座＆パソコン講座　受講生募集！
・ 伝える！伝わる！アスカーラ文章塾 開催！
・図書特別整理休館のお知らせ

P3

P5

P6

P7

VOL.255
20179アテナ

【時間】15:00開演
14:30開場

【会場】 大ホール（1階）
全席自由

10月21日（土）

佐藤陽子 名誉館長ヴァイオリンコンサート

【料金】 無料　※要入場整理券

ⓒ 椎原 一久



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 9月号 アテナ　2017年 9月号　

文化芸術振興

定期講座（前期6ヵ月間）発表会 開催

内藤 徹

託児友の会

先・割
車イス

チケット
取扱いチケット発売中 ●まどかぴあ

　総合案内

TALK

9月16日
（土）

MUSIC

10月21日
（土）

【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800円）
※未就学児入場不可

２時間目 講師 内藤 徹 （福岡歯科大学・高齢者歯科学分野教授）

習慣づけたい口腔ケアの授業
「口から始める健康づくり」

【会場】ギャラリーモール（1階）

定期講座（前期6ヵ月間）受講生による作品展示・販売・体験イベントを開催します。

ミニバスケット 石けんのお花 ガラスドーム
アクセサリー

リース

ソープカービング　
受講生作品各種（300～ 2,000円）
カルトナージュ　
ミニバスケット（800円～）
ビーズとフリーメタリコのアクセサリー　
アクセサリー（500円～）

9月15日（金）
16日（土）
EVENT

下半期事業ラインナップ
文化芸術振興

期　日 イベント

10/7（土）・8（日）

10/1（日）

謎の変奏曲

まどかぴあ市民大学 おとなの楽校3時間目

佐藤 陽子名誉館長ヴァイオリンコンサート

ティータイムスペシャルコンサートVol.9

航空自衛隊春日基地 第 24回ファミリーコンサート

まどかぴあ市民大学 おとなの楽校4時間目

劇団飛行船マスクプレイミュージカル

つるの剛士アコースティックコンサート

シネマランド

ティータイムコンサート

ティータイムスペシャルコンサートVol.10

かがみのかなたはたなかのなかに

大野城市民吹奏楽団定期演奏会

期　日 イベント
図書館

11/18（土）

平成30年1/13（土）～1/28（日）

毎月第1～4火曜日

毎月第1～4土曜日

語りのおはなし会

図書館へゆこう!! 2018年

おひざでだっこ（赤ちゃん向けおはなし会）

わくわくおはなし会（幼児・小学生向けおはなし会）

大野城市民劇団迷子座定期公演「九郎の春」

演劇映像上映会×パネルトーク 第 2弾

第46回福岡アンサンブルコンテスト

1/24（水）

2/15（木）・16（金）

2/24（土）

3月

演劇ワークショップ「田上パル流創作入門ワークショップ」

季節を楽しむフラワーアレンジメント、大人の絵
画教室、ソープカービング、カルトナージュ、ビー
ズとフリーメタリコのアクセサリー、ペン実用書
道（土）、写経、ＴＡＯエナジー 気づきの体操

展　示

販　売

体　験両日10:00～16:00

両日10:00～ ※なくなり次第終了

※材料がなくなり次第終了

16日（土） 10:00～
　季節を楽しむフラワーアレンジメント　
　リース（材料費600円）
両日 10:00～
　ソープカービング　
　石けんのお花（材料費500円）
　ビーズとフリーメタリコのアクセサリー　
　ガラスドームアクセサリー（材料費1,000円）

※詳細はパンフレットまたはホームページをご覧ください。

※8月4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。

生涯学習センター

11月

10月 短期講座
・なかよし家族のベビーマッサージ
・新しい自分と出会う カラーアートセラピー
・いきいき音楽教室
・初心者さんでも作れるアイシングクッキー
・ぬかと麹を使ったつけもの作り①②
・知って得するお金の話①②③
・和食で素敵なおもてなし
・お茶会を楽しみましょう

パソコン講座
・エクセル中級

短期講座
・カラーテクニック・レッスン
・器作り～ポーセリンアート～
・味噌と甘酒作り

・羊毛フェルトでつくるコースター
・はじめてのピラティスヨガ

・キッチンでベーコンを作ろう

パソコン講座
・エクセル実践・初級（夜）

12月

平成30年
1月

短期講座
・しめ縄飾りをつくろう
・ねんどで干支の置物をつくろう
・マシュマロフォンダントで作るカップケーキ
・お雑煮とおもてなし料理①②
・背骨コンディショニング

・大人のためのメイク術

パソコン講座
・エクセル実践・中級（夜） ・エクセル活用

イベント期　日

男女平等推進センター

10/23（月）～11/6（月）

11/25（土）

11/14（火）～28（火）
12/7（木）

平成30年1月
2/3（土）

2月上旬

情報サポーター養成講座
「伝える！伝わる！アスカーラ文章塾」
「DV、デートDV ～暴力が子どもに与える影響を知る～（仮）」

ママの元気チャージ★セミナー

「女医さん、助産師さんに聞く !私の身体と心のリズム」

中高年男性セミナー

アスカーラ共生フォーラム

お医者さんが解決！―トイレの悩み―（仮）

毎月1回

10/12（木）・13（金）

10/14（土）

10/21（土）

11/18（土）

演劇ワークショップ「ゴジゲンのごきげんなワークショップ」11/6（月）・7（火）

11/19（日）

12/9（土）・10（日）

12/16（土）

12/17（日）

平成30年1/20（土）

●まどかぴあ総合案内
●ローソンチケット（Lコード：83739）
●チケットぴあ（P コード：459-833）
●劇ナビ FUKUOKA（http://gekinavi.jp/）

チケット
取扱いチケット発売中

託児友の会

先・割
車イス

託児：各回公演日
8日前が締切です

【日時】10月 12日（木）・13日（金） 両日とも19:00～ 21:00
【講師】田上 豊（田上パル主宰）
【申込締切】9月 19日（火）必着

【日時】11月 6日（月）・7日（火） 両日とも18:00～ 21:30
【講師】松居 大悟（ゴジゲン主宰）、目次 立樹（ゴジゲン）
【申込締切】10月 15日（日）必着

【時間】14:00 開演 /13:30 開場
【会場】小ホール（2階）全席自由
【料金】各1,500円（当日2,000円） ※未就学児入場不可

まどかぴあ舞台創造プログラム

演劇映像上映会×パネルトーク

PLAY×TALK

9月17日
（日） 「ごきげんさ

マイポレンド」
トークゲスト：松居 大悟（ゴジゲン）

目次 立樹（ゴジゲン）
椎木 樹人（万能グローブ ガラパゴスダイナモス）

PLAY×TALK

10月14日
（土） 「合唱曲第58番」

田上パル

トークゲスト：田上 豊（田上パル）
松岡 優子（ゼロソ―）
山下 晶（グレコローマンスタイル）

上映作品 上映作品ゴジゲン

田上パル流 創作入門ワークショップ ゴジゲンのごきげんなワークショップ

※詳細はチラシ・またはホームページをご覧ください。【定員】各20名程度　【参加料】各2,000円（2日間通し）　【対象】高校生以上

2日間通しての演劇ワークショップを2講座開催！ぜひご参加ください。関連ワークショップ

【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 ※要入場整理券 ※未就学児入場不可

佐藤 陽子名誉館長
ヴァイオリンコンサート

まどかぴあの名誉館長である、佐藤陽子のヴァイオリン
コンサートを２年ぶりに開催いたします。世界的ヴァイ
オリニストとして名を馳せた佐藤陽子が奏でる音色と
トークをお楽しみください。

●まどかぴあ総合案内
●市内各コミュニティセンター

配布場所
整理券配布開始日
9月21日（木）
10：00～

※お一人様2枚まで（なくなり次第終了）
※友の会会員には、先行で申込用紙を
　お送りいたします。

託児友の会

先 行
車イス

版画ワークショップ
シルクスクリーンを使った

【時　間】13:00～ 16:00（予定）
【会　場】工作室（2階）

【参加料】1,500円
【対　象】小学3年生～中学生

【定　　員】25名（応募者多数の場合は抽選）
【申込締切】10月 31日（火）必着

ART

11月26日
（日）

まどかぴあで、子供向けの「シルクスクリーン」ワークショップを開催！自分の手で
刷った、世界にひとつだけのオリジナル作品を作れます！この機会に、ぜひ版画の世
界に触れてみませんか？どうぞ、お気軽にご参加ください♪
※詳細はチラシまたはホームページをご覧下さい。

毎月1回（12、3月を除く）
参加者
募集

「第11回大野城まどかぴあ版画ビエンナーレ」特別企画



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

定期講座（前期6ヵ月間）発表会 開催

内藤 徹

託児友の会

先・割
車イス

チケット
取扱いチケット発売中 ●まどかぴあ

　総合案内

TALK

9月16日
（土）

MUSIC

10月21日
（土）

【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800円）
※未就学児入場不可

２時間目 講師 内藤 徹 （福岡歯科大学・高齢者歯科学分野教授）

習慣づけたい口腔ケアの授業
「口から始める健康づくり」

【会場】ギャラリーモール（1階）

定期講座（前期6ヵ月間）受講生による作品展示・販売・体験イベントを開催します。

ミニバスケット 石けんのお花 ガラスドーム
アクセサリー

リース

ソープカービング　
受講生作品各種（300～ 2,000円）
カルトナージュ　
ミニバスケット（800円～）
ビーズとフリーメタリコのアクセサリー　
アクセサリー（500円～）

9月15日（金）
16日（土）
EVENT

下半期事業ラインナップ
文化芸術振興

期　日 イベント

10/7（土）・8（日）

10/1（日）

謎の変奏曲

まどかぴあ市民大学 おとなの楽校3時間目

佐藤 陽子名誉館長ヴァイオリンコンサート

ティータイムスペシャルコンサートVol.9

航空自衛隊春日基地 第 24回ファミリーコンサート

まどかぴあ市民大学 おとなの楽校4時間目

劇団飛行船マスクプレイミュージカル

つるの剛士アコースティックコンサート

シネマランド

ティータイムコンサート

ティータイムスペシャルコンサートVol.10

かがみのかなたはたなかのなかに

大野城市民吹奏楽団定期演奏会

期　日 イベント
図書館

11/18（土）

平成30年1/13（土）～1/28（日）

毎月第1～4火曜日

毎月第1～4土曜日

語りのおはなし会

図書館へゆこう!! 2018年

おひざでだっこ（赤ちゃん向けおはなし会）

わくわくおはなし会（幼児・小学生向けおはなし会）

大野城市民劇団迷子座定期公演「九郎の春」

演劇映像上映会×パネルトーク 第 2弾

第46回福岡アンサンブルコンテスト

1/24（水）

2/15（木）・16（金）

2/24（土）

3月

演劇ワークショップ「田上パル流創作入門ワークショップ」

季節を楽しむフラワーアレンジメント、大人の絵
画教室、ソープカービング、カルトナージュ、ビー
ズとフリーメタリコのアクセサリー、ペン実用書
道（土）、写経、ＴＡＯエナジー 気づきの体操

展　示

販　売

体　験両日10:00～16:00

両日10:00～ ※なくなり次第終了

※材料がなくなり次第終了

16日（土） 10:00～
　季節を楽しむフラワーアレンジメント　
　リース（材料費600円）
両日 10:00～
　ソープカービング　
　石けんのお花（材料費500円）
　ビーズとフリーメタリコのアクセサリー　
　ガラスドームアクセサリー（材料費1,000円）

※詳細はパンフレットまたはホームページをご覧ください。

※8月4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。

生涯学習センター

11月

10月 短期講座
・なかよし家族のベビーマッサージ
・新しい自分と出会う カラーアートセラピー
・いきいき音楽教室
・初心者さんでも作れるアイシングクッキー
・ぬかと麹を使ったつけもの作り①②
・知って得するお金の話①②③
・和食で素敵なおもてなし
・お茶会を楽しみましょう

パソコン講座
・エクセル中級

短期講座
・カラーテクニック・レッスン
・器作り～ポーセリンアート～
・味噌と甘酒作り

・羊毛フェルトでつくるコースター
・はじめてのピラティスヨガ

・キッチンでベーコンを作ろう

パソコン講座
・エクセル実践・初級（夜）

12月

平成30年
1月

短期講座
・しめ縄飾りをつくろう
・ねんどで干支の置物をつくろう
・マシュマロフォンダントで作るカップケーキ
・お雑煮とおもてなし料理①②
・背骨コンディショニング

・大人のためのメイク術

パソコン講座
・エクセル実践・中級（夜） ・エクセル活用

イベント期　日

男女平等推進センター

10/23（月）～11/6（月）

11/25（土）

11/14（火）～28（火）
12/7（木）

平成30年1月
2/3（土）

2月上旬

情報サポーター養成講座
「伝える！伝わる！アスカーラ文章塾」
「DV、デートDV ～暴力が子どもに与える影響を知る～（仮）」

ママの元気チャージ★セミナー

「女医さん、助産師さんに聞く !私の身体と心のリズム」

中高年男性セミナー

アスカーラ共生フォーラム

お医者さんが解決！―トイレの悩み―（仮）

毎月1回

10/12（木）・13（金）

10/14（土）

10/21（土）

11/18（土）

演劇ワークショップ「ゴジゲンのごきげんなワークショップ」11/6（月）・7（火）

11/19（日）

12/9（土）・10（日）

12/16（土）

12/17（日）

平成30年1/20（土）

●まどかぴあ総合案内
●ローソンチケット（Lコード：83739）
●チケットぴあ（P コード：459-833）
●劇ナビ FUKUOKA（http://gekinavi.jp/）

チケット
取扱いチケット発売中

託児友の会

先・割
車イス

託児：各回公演日
8日前が締切です

【日時】10月 12日（木）・13日（金） 両日とも19:00～ 21:00
【講師】田上 豊（田上パル主宰）
【申込締切】9月 19日（火）必着

【日時】11月 6日（月）・7日（火） 両日とも18:00～ 21:30
【講師】松居 大悟（ゴジゲン主宰）、目次 立樹（ゴジゲン）
【申込締切】10月 15日（日）必着

【時間】14:00 開演 /13:30 開場
【会場】小ホール（2階）全席自由
【料金】各1,500円（当日2,000円） ※未就学児入場不可

まどかぴあ舞台創造プログラム

演劇映像上映会×パネルトーク

PLAY×TALK

9月17日
（日） 「ごきげんさ

マイポレンド」
トークゲスト：松居 大悟（ゴジゲン）

目次 立樹（ゴジゲン）
椎木 樹人（万能グローブ ガラパゴスダイナモス）

PLAY×TALK

10月14日
（土） 「合唱曲第58番」

田上パル

トークゲスト：田上 豊（田上パル）
松岡 優子（ゼロソ―）
山下 晶（グレコローマンスタイル）

上映作品 上映作品ゴジゲン

田上パル流 創作入門ワークショップ ゴジゲンのごきげんなワークショップ

※詳細はチラシ・またはホームページをご覧ください。【定員】各20名程度　【参加料】各2,000円（2日間通し）　【対象】高校生以上

2日間通しての演劇ワークショップを2講座開催！ぜひご参加ください。関連ワークショップ

【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 ※要入場整理券 ※未就学児入場不可

佐藤 陽子名誉館長
ヴァイオリンコンサート

まどかぴあの名誉館長である、佐藤陽子のヴァイオリン
コンサートを２年ぶりに開催いたします。世界的ヴァイ
オリニストとして名を馳せた佐藤陽子が奏でる音色と
トークをお楽しみください。

●まどかぴあ総合案内
●市内各コミュニティセンター

配布場所
整理券配布開始日
9月21日（木）
10：00～

※お一人様2枚まで（なくなり次第終了）
※友の会会員には、先行で申込用紙を
　お送りいたします。

託児友の会

先 行
車イス

版画ワークショップ
シルクスクリーンを使った

【時　間】13:00～ 16:00（予定）
【会　場】工作室（2階）

【参加料】1,500円
【対　象】小学3年生～中学生

【定　　員】25名（応募者多数の場合は抽選）
【申込締切】10月 31日（火）必着

ART

11月26日
（日）

まどかぴあで、子供向けの「シルクスクリーン」ワークショップを開催！自分の手で
刷った、世界にひとつだけのオリジナル作品を作れます！この機会に、ぜひ版画の世
界に触れてみませんか？どうぞ、お気軽にご参加ください♪
※詳細はチラシまたはホームページをご覧下さい。

毎月1回（12、3月を除く）
参加者
募集

「第11回大野城まどかぴあ版画ビエンナーレ」特別企画



　

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
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「こら、待てー！盗人！お手配の箱を持っとるのが
動かぬ証拠じゃあ！」九郎が偶然拾った立派な
桐の箱。その箱は殿様の蔵から持ち出されたも
のだった！鬼の形相で追いかけてくる役人。あま
りの形相に思わず逃げ出してしまった九郎は果
たして！？ 市民劇団迷子座が創り上げる舞台を
ぜひお楽しみください！

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

CINEMA

10月14日
（土）

2015年 /日本 /98分
「ポプラの秋」

①10:00～ 11:38
②14:00～ 15:38
③18:00～ 19:38
（各回30分前開場）

【時間】

大好きな父親を突然亡くし、母とポプラ荘へ引っ越してきた千秋
は、大家のおばあさんと出会う。「自分は亡くなった人に手紙を
届けることができる」と、不思議なことを口にするおばあさんの
言葉を信じた千秋は、天国の父に手紙を書き続けるが…。少女と
おばあさんの心の触れあいを描いた、心を癒す感動の物語。

監督：大森 研一
出演：本田 望結、中村 玉緒、大塚 寧々　ほか

CINEMA

9月2日
（土）

2014年／ニュージーランド・アメリカ合作／
94分／字幕版

「はじまりはヒップホップ」

①10:00～ 11:34
②14:00～ 15:34
③18:00～ 19:34
（各回30分前開場）

【時間】

短期講座 9月13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）

パソコン講座 9月1日（金）
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
 

エクセル中級 【日　程】10月16・23・30日、11月6・13・20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】エクセルの操作経験がある方　【講　師】岡部 充子

基本的な表や関数をおさらいし、さらに様々な関数(IF関数・
VLOOKUP関数・COUNTIF 関数・SUMIF関数 )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。

託児

託児
いきいき音楽教室

【日　程】10月10・24・31日（火）　【定　員】20名
【時　間】13:30～15:30　　　　　【受講料】3,000円
【講　師】中島 いづみ（ミュージックセラピスト）

童謡、みんなのうたなど様々な曲を歌いま
しょう。やさしいミュージック体操や、ハンド
ベルを使った簡単な合奏もします。楽しい
音楽で、心と体の健康づくりをしませんか。 ※イメージ

チケット
取扱い

チケット発売日
友の会9月22日（金）
一　般9月29日（金）
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：82855）

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

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

「ウィーンの街かど～優雅な昼下がりに寄せて～」

託児友の会

先 行
車イス

チケット
取扱いチケット発売中 ●まどかぴあ総合案内

●ローソンチケット（Lコード：81692）

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

MUSIC

9月30日
（土）

MUSIC

12月16日
（土）

【出演】山本 庸子（チェンバロ）、廣末 真也（ヴァイオリン） 
【時間】14:00開演 /13:30開場
【会場】小ホール（2階）全席自由
【料金】800円（当日1,000円）　※未就学児入場不可

ティータイムスペシャルコンサート
vol.8（vol.252）

託児友の会

先 行
車イス

ティータイムスペシャルコンサート
Vol.9（vol.255）

「チェンバロの魅力
～その美しく優美な音色に寄せて～」

【日時】9月23日（土）①15:30 ②19:00
24日（日）①11:00 ②14:30

【会場】小ホール（２階） 全席自由
【料金】一般：2,000円（当日2,500円）

高校生以下：1,000円（当日1,500円）
親子ペア：2,500円 ※前売のみ取扱い
※3歳以上有料
※この公演は、まどかぴあ友の会の割引設定はありません。

第10回大野城まどかぴあ
市民企画事業

平成29年度
大野城市民劇団迷子座定期公演

託児 車イス

託児 車イス

9月23日（土）
24日（日）
PLAY

託児：23日（土）19時の
公演は対象外です

主催：レイズ、公益財団法人大野城まどかぴあ

チケット
取扱いチケット発売中

●劇団go to
●こりっち
●まどかぴあ総合案内

【時間】14:00開演 /13:30開場
【会場】大ホール（1階） 全席自由
【料金】一般800円（当日1,000円） ※中学生以下無料

後援：大野城市、大野城市教育委員会、大野城市文化連盟

●まどかぴあ総合案内
●相撲鳥092-571-4280

チケット
取扱いチケット発売中

「九郎の春」

託児

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。

なかよし家族のベビーマッサージ

【日　程】10月 5日（木）　【時　間】10:00～11:30
【受講料】1,000円／組 　 【材料費】200円／組
【定　員】15組　　　【講師】大塚 かずみ（スマイルベビー協会代表）
【対　象】2～ 9ヵ月の赤ちゃん1名と保護者１名

託児

何気なく選ぶ色には、自分の本当の気持ち
が表れています。簡単な色の遊びを通して
色と心のつながりを体験してみませんか？
日常のストレス発散から、職場のメンタル
ヘルスケアまで幅広く活用できます。

新しい自分と出会う カラーアートセラピー

【日　程】10月 7日（土）　【時　間】10:00～12:00 
【受講料】1,000円　　  　【材料費】400円
【定　員】16名　　　　　【講師】有吉 知幸（カラーコンサルタント）

※イメージ

託児
ぬかと麹を使ったつけもの作り①②

【日　程】①10月17日（火）②10月24日（火）
【時　間】10:00～13:00　  【定　員】各18名
【受講料】各1,000円　　　 【材料費】各1,000円
【講　師】川田 幸子

旬の野菜を使って、ぬかと麹を使った数種
類の漬け物を学びます。発酵食品で免疫
力を高めましょう。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。 ※イメージ

和食で素敵なおもてなし

【日　程】10月 26日（木）　　【時間】10:00～13:30
【受講料】1,000円　　　　　【材料費】1,800円　　　【定員】16名
【講　師】松尾 麻衣子（旬菜料理教室 La Felice 主宰）

ちょっとしたひと手間や、美
味しそうに見える盛り付け
のコツで、ワンランクアップ
のお料理に仕上げましょ
う。食材の効能なども丁寧
にお伝えします。 ※調理例

※材料の都合で内容を変更する場合があります。

＜メニュー＞
・黒豆とクリームチーズの和え物　　　　・里芋のポタージュ
・スペアリブの和風煮込み　　　　　　　・サーモンとアボカドのちらし寿司
・切干大根なます ゆず風味

託児

着色したお砂糖や卵白でデコレー
ションしたクッキーです。初心者で
も作れてかわいいので、プレゼント
にもおススメです。今回はハロウィ
ン柄に挑戦します。

初心者さんでも作れるアイシングクッキー

【日　程】10月11日（水）　【時　間】10:00～12:00
【受講料】1,100円             【材料費】1,200円
【定　員】12名　　　【講師】Maiko（JSAアイシングクッキー認定講師）

※作品例 ニュージーランド・ワイヘキ島で誕生した、平均年齢83歳のギネ
ス公認の世界最高齢ダンスグループ。振り付けを覚え、踊ること
すら一苦労という彼らの目標は、ラスベガスで開催される世界最
大のヒップホップダンス選手権に出場すること。年齢の壁を越え
て挑戦する姿を追った、ドキュメンタリー映画。

監督：ブリン・エヴァンス

劇団 go to with まどかぴあ特別公演

「花とヴァンパイア」

託児
知って得するお金の話①②③

【日　程】①10月19日（木）②11月21日（火）③11月28日（火）
【時　間】10:00～12:00　　【定　員】各20名
【受講料】各900円　【講師】安西 範芳（ファイナンシャルプランナー）

お金を貯めるのって難しいと思っていませんか。少しの工
夫で、簡単に貯まるようになります。好みの回を選んで、受
講できます。
①子育てママの貯蓄術 ～子育てに必要なお金と心の話～
②楽しく学べる終活 ～お墓、葬儀の話～
③誰でもできる節約術 ～自然にお金が貯まる方法～

10月1日
（日）
PLAY



　

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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「こら、待てー！盗人！お手配の箱を持っとるのが
動かぬ証拠じゃあ！」九郎が偶然拾った立派な
桐の箱。その箱は殿様の蔵から持ち出されたも
のだった！鬼の形相で追いかけてくる役人。あま
りの形相に思わず逃げ出してしまった九郎は果
たして！？ 市民劇団迷子座が創り上げる舞台を
ぜひお楽しみください！

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

CINEMA

10月14日
（土）

2015年 /日本 /98分
「ポプラの秋」

①10:00～ 11:38
②14:00～ 15:38
③18:00～ 19:38
（各回30分前開場）

【時間】

大好きな父親を突然亡くし、母とポプラ荘へ引っ越してきた千秋
は、大家のおばあさんと出会う。「自分は亡くなった人に手紙を
届けることができる」と、不思議なことを口にするおばあさんの
言葉を信じた千秋は、天国の父に手紙を書き続けるが…。少女と
おばあさんの心の触れあいを描いた、心を癒す感動の物語。

監督：大森 研一
出演：本田 望結、中村 玉緒、大塚 寧々　ほか

CINEMA

9月2日
（土）

2014年／ニュージーランド・アメリカ合作／
94分／字幕版

「はじまりはヒップホップ」

①10:00～ 11:34
②14:00～ 15:34
③18:00～ 19:34
（各回30分前開場）

【時間】

短期講座 9月13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）

パソコン講座 9月1日（金）
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
 

エクセル中級 【日　程】10月16・23・30日、11月6・13・20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】エクセルの操作経験がある方　【講　師】岡部 充子

基本的な表や関数をおさらいし、さらに様々な関数(IF関数・
VLOOKUP関数・COUNTIF 関数・SUMIF関数 )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。

託児

託児
いきいき音楽教室

【日　程】10月10・24・31日（火）　【定　員】20名
【時　間】13:30～15:30　　　　　【受講料】3,000円
【講　師】中島 いづみ（ミュージックセラピスト）

童謡、みんなのうたなど様々な曲を歌いま
しょう。やさしいミュージック体操や、ハンド
ベルを使った簡単な合奏もします。楽しい
音楽で、心と体の健康づくりをしませんか。 ※イメージ

チケット
取扱い

チケット発売日
友の会9月22日（金）
一　般9月29日（金）
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：82855）

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

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

「ウィーンの街かど～優雅な昼下がりに寄せて～」

託児友の会

先 行
車イス

チケット
取扱いチケット発売中 ●まどかぴあ総合案内

●ローソンチケット（Lコード：81692）

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

MUSIC

9月30日
（土）

MUSIC

12月16日
（土）

【出演】山本 庸子（チェンバロ）、廣末 真也（ヴァイオリン） 
【時間】14:00開演 /13:30開場
【会場】小ホール（2階）全席自由
【料金】800円（当日1,000円）　※未就学児入場不可

ティータイムスペシャルコンサート
vol.8（vol.252）

託児友の会

先 行
車イス

ティータイムスペシャルコンサート
Vol.9（vol.255）

「チェンバロの魅力
～その美しく優美な音色に寄せて～」

【日時】9月23日（土）①15:30 ②19:00
24日（日）①11:00 ②14:30

【会場】小ホール（２階） 全席自由
【料金】一般：2,000円（当日2,500円）

高校生以下：1,000円（当日1,500円）
親子ペア：2,500円 ※前売のみ取扱い
※3歳以上有料
※この公演は、まどかぴあ友の会の割引設定はありません。

第10回大野城まどかぴあ
市民企画事業

平成29年度
大野城市民劇団迷子座定期公演

託児 車イス

託児 車イス

9月23日（土）
24日（日）
PLAY

託児：23日（土）19時の
公演は対象外です

主催：レイズ、公益財団法人大野城まどかぴあ

チケット
取扱いチケット発売中

●劇団go to
●こりっち
●まどかぴあ総合案内

【時間】14:00開演 /13:30開場
【会場】大ホール（1階） 全席自由
【料金】一般800円（当日1,000円） ※中学生以下無料

後援：大野城市、大野城市教育委員会、大野城市文化連盟

●まどかぴあ総合案内
●相撲鳥092-571-4280

チケット
取扱いチケット発売中

「九郎の春」

託児

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。

なかよし家族のベビーマッサージ

【日　程】10月 5日（木）　【時　間】10:00～11:30
【受講料】1,000円／組 　 【材料費】200円／組
【定　員】15組　　　【講師】大塚 かずみ（スマイルベビー協会代表）
【対　象】2～ 9ヵ月の赤ちゃん1名と保護者１名

託児

何気なく選ぶ色には、自分の本当の気持ち
が表れています。簡単な色の遊びを通して
色と心のつながりを体験してみませんか？
日常のストレス発散から、職場のメンタル
ヘルスケアまで幅広く活用できます。

新しい自分と出会う カラーアートセラピー

【日　程】10月 7日（土）　【時　間】10:00～12:00 
【受講料】1,000円　　  　【材料費】400円
【定　員】16名　　　　　【講師】有吉 知幸（カラーコンサルタント）

※イメージ

託児
ぬかと麹を使ったつけもの作り①②

【日　程】①10月17日（火）②10月24日（火）
【時　間】10:00～13:00　  【定　員】各18名
【受講料】各1,000円　　　 【材料費】各1,000円
【講　師】川田 幸子

旬の野菜を使って、ぬかと麹を使った数種
類の漬け物を学びます。発酵食品で免疫
力を高めましょう。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。 ※イメージ

和食で素敵なおもてなし

【日　程】10月 26日（木）　　【時間】10:00～13:30
【受講料】1,000円　　　　　【材料費】1,800円　　　【定員】16名
【講　師】松尾 麻衣子（旬菜料理教室 La Felice 主宰）

ちょっとしたひと手間や、美
味しそうに見える盛り付け
のコツで、ワンランクアップ
のお料理に仕上げましょ
う。食材の効能なども丁寧
にお伝えします。 ※調理例

※材料の都合で内容を変更する場合があります。

＜メニュー＞
・黒豆とクリームチーズの和え物　　　　・里芋のポタージュ
・スペアリブの和風煮込み　　　　　　　・サーモンとアボカドのちらし寿司
・切干大根なます ゆず風味

託児

着色したお砂糖や卵白でデコレー
ションしたクッキーです。初心者で
も作れてかわいいので、プレゼント
にもおススメです。今回はハロウィ
ン柄に挑戦します。

初心者さんでも作れるアイシングクッキー

【日　程】10月11日（水）　【時　間】10:00～12:00
【受講料】1,100円             【材料費】1,200円
【定　員】12名　　　【講師】Maiko（JSAアイシングクッキー認定講師）

※作品例 ニュージーランド・ワイヘキ島で誕生した、平均年齢83歳のギネ
ス公認の世界最高齢ダンスグループ。振り付けを覚え、踊ること
すら一苦労という彼らの目標は、ラスベガスで開催される世界最
大のヒップホップダンス選手権に出場すること。年齢の壁を越え
て挑戦する姿を追った、ドキュメンタリー映画。

監督：ブリン・エヴァンス

劇団 go to with まどかぴあ特別公演

「花とヴァンパイア」

託児
知って得するお金の話①②③

【日　程】①10月19日（木）②11月21日（火）③11月28日（火）
【時　間】10:00～12:00　　【定　員】各20名
【受講料】各900円　【講師】安西 範芳（ファイナンシャルプランナー）

お金を貯めるのって難しいと思っていませんか。少しの工
夫で、簡単に貯まるようになります。好みの回を選んで、受
講できます。
①子育てママの貯蓄術 ～子育てに必要なお金と心の話～
②楽しく学べる終活 ～お墓、葬儀の話～
③誰でもできる節約術 ～自然にお金が貯まる方法～

10月1日
（日）
PLAY



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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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。
※長期休館に伴い、稼働しないステーションがあります。

曜日

月

火

木

金

日

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

乙金公民館

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月の巡回

託児

毎日、子育てや家事にがんばっている
ママ。少しだけ子どもと離れ、自分を
見つめなおしたり、元気を充電する時
間をつくったりしてみませんか。家族
の笑顔のために、ママが元気になりま
しょう。

ママの元気チャージ★セミナー

【定　　員】30名（先着順）
【受 講 料】無料
【対　　象】小学生までの子どものママ

テーマ・講師日　　時回

1

2

11月14日（火）
10:00～12:00
多目的ホール（1階）

11月21日（火）
10:00～12:00
306会議室（3階）

3
11月28日（火）
10:00～12:00
306会議室（3階）

自分も家族も癒せる！
台湾式足ツボ1dayレッスン

井手 隆子（アロマヒーリングハウスgreenleaf オーナーセラピスト）

知って安心！ ママのためのマネーの話
有限会社エフピーコンサルタント
ファイナンシャルプランナー

1日1時間得をする！
片付けのプロが実践する家事の時短テクニック

つのじ ちよ（ライフオーガナイザー）

スキルアップのための資格取得講座
結婚・育児などの理由で退職し再就職をめざす方や、ビジネススキルを身につけて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ぶだけではなく、基礎的な経営管理や分析力を身につけて、さらなるス
キルアップをめざしましょう！

【期　　間】11月 24日（金）～平成30年2月19日（月）（全36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】42,000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お問い合わせください。
【会　　場】304会議室（3階）　　　【定　　員】20名（先着順）
【申込方法】 10月 31日（火）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

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

簿記2級講座

託児

相手に伝わりやすい簡潔な文章の書き方を
学べる講座です。情報誌「すてっぷ」の編集や
掲示物作成を行うボランティア「情報サポー
ター」募集のための講座ですが、講座内容に
興味を持った方の参加も大歓迎です。

伝える！伝わる！アスカーラ文章塾

【会場】301会議室（3階）　 【受講料】無料     
【定員】30名（先着順）
【対象】興味・関心のある方ならどなたでも

テーマ 講師日　　時回

1

2

10月23日（月）
13:30～15:00

取材・文章作成をする上での心構え

有村 千裕
（有村文章塾 主宰）

10月30日（月）
13:30～15:00

3 11月6日（月）
13:30～15:00

写真や図形を
文章で説明してみよう

四コマ漫画を
文章で要約してみよう

図書特別整理のため、図書館と移動図書館車わくわ
く号は休館します。休館中の本の返却はブックポス
ト（①）をご利用ください。ポストは県道（旧3号線）
側入口横にあります。なお、ＣＤはブックポストに投
函すると壊れることがありますので、総合案内（②）
か警備員室（③）へご返却ください。
※休館に伴い、9月7日 ( 木 ) ～19日 ( 火 )は貸出
期間が 3週間となります。

特別整理休館のお知らせ
期間：9月20日（水）～27日（水）

読書感想画の応募受付は9月1日（金）～10月13日
（金）です。詳細は館内設置の応募チラシ、図書館HP
などをご覧ください。たくさんのご応募をお待ちして
おります。

第22回まどかぴあ
読書感想画コンクール
応募受付中！

ぴよぴよのへや
（0歳児・妊婦対象）
9月5日・19日

よちよちのへや
（1～2歳児対象）
9月12日・26日

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
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
9月9日

幼児対象
9月2日・16日

おひざでだっこ

わくわくおはなし会

申込方法：簿記2級講座以外は電話・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

1日
15日
29日

14日
28日

5日
19日

12日

4日

11日

8日

7日

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。

「わくわく号」は、約3,700冊を載せて、市内24カ所
のステーションを巡回している移動図書館車です。

移動図書館「わくわく号」巡回日程表

11月 12日から「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、「女性に対する
暴力をなくす運動」の実施期間です。今年度は
DV、デートDVについての講演会を開催します。

【日　時】11月25日（土） 13:30～15:30　　 【会場】301会議室（3階）
【講　師】中田 慶子（NPO法人DV防止ながさき 代表）　【定員】40名（先着順）
【受講料】無料　　【申込】9月15日より下記方法にて受付

「DV、デートDV ～暴力が子どもに与える影響を知る～（仮）」講座
DV防止キャンペーン企画

情報サポーター
養成講座



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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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。
※長期休館に伴い、稼働しないステーションがあります。

曜日

月

火

木

金

日

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

乙金公民館

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月の巡回

託児

毎日、子育てや家事にがんばっている
ママ。少しだけ子どもと離れ、自分を
見つめなおしたり、元気を充電する時
間をつくったりしてみませんか。家族
の笑顔のために、ママが元気になりま
しょう。

ママの元気チャージ★セミナー

【定　　員】30名（先着順）
【受 講 料】無料
【対　　象】小学生までの子どものママ

テーマ・講師日　　時回

1

2

11月14日（火）
10:00～12:00
多目的ホール（1階）

11月21日（火）
10:00～12:00
306会議室（3階）

3
11月28日（火）
10:00～12:00
306会議室（3階）

自分も家族も癒せる！
台湾式足ツボ1dayレッスン

井手 隆子（アロマヒーリングハウスgreenleaf オーナーセラピスト）

知って安心！ ママのためのマネーの話
有限会社エフピーコンサルタント
ファイナンシャルプランナー

1日1時間得をする！
片付けのプロが実践する家事の時短テクニック

つのじ ちよ（ライフオーガナイザー）

スキルアップのための資格取得講座
結婚・育児などの理由で退職し再就職をめざす方や、ビジネススキルを身につけて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ぶだけではなく、基礎的な経営管理や分析力を身につけて、さらなるス
キルアップをめざしましょう！

【期　　間】11月 24日（金）～平成30年2月19日（月）（全36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】42,000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お問い合わせください。
【会　　場】304会議室（3階）　　　【定　　員】20名（先着順）
【申込方法】 10月 31日（火）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

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

簿記2級講座

託児

相手に伝わりやすい簡潔な文章の書き方を
学べる講座です。情報誌「すてっぷ」の編集や
掲示物作成を行うボランティア「情報サポー
ター」募集のための講座ですが、講座内容に
興味を持った方の参加も大歓迎です。

伝える！伝わる！アスカーラ文章塾

【会場】301会議室（3階）　 【受講料】無料     
【定員】30名（先着順）
【対象】興味・関心のある方ならどなたでも

テーマ 講師日　　時回

1

2

10月23日（月）
13:30～15:00

取材・文章作成をする上での心構え

有村 千裕
（有村文章塾 主宰）

10月30日（月）
13:30～15:00

3 11月6日（月）
13:30～15:00

写真や図形を
文章で説明してみよう

四コマ漫画を
文章で要約してみよう

図書特別整理のため、図書館と移動図書館車わくわ
く号は休館します。休館中の本の返却はブックポス
ト（①）をご利用ください。ポストは県道（旧3号線）
側入口横にあります。なお、ＣＤはブックポストに投
函すると壊れることがありますので、総合案内（②）
か警備員室（③）へご返却ください。
※休館に伴い、9月7日 ( 木 ) ～19日 ( 火 )は貸出
期間が 3週間となります。

特別整理休館のお知らせ
期間：9月20日（水）～27日（水）

読書感想画の応募受付は9月1日（金）～10月13日
（金）です。詳細は館内設置の応募チラシ、図書館HP
などをご覧ください。たくさんのご応募をお待ちして
おります。

第22回まどかぴあ
読書感想画コンクール
応募受付中！

ぴよぴよのへや
（0歳児・妊婦対象）
9月5日・19日

よちよちのへや
（1～2歳児対象）
9月12日・26日

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
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
9月9日

幼児対象
9月2日・16日

おひざでだっこ

わくわくおはなし会

申込方法：簿記2級講座以外は電話・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

1日
15日
29日

14日
28日

5日
19日

12日

4日

11日

8日

7日

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。

「わくわく号」は、約3,700冊を載せて、市内24カ所
のステーションを巡回している移動図書館車です。

移動図書館「わくわく号」巡回日程表

11月 12日から「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、「女性に対する
暴力をなくす運動」の実施期間です。今年度は
DV、デートDVについての講演会を開催します。

【日時】11月25日（土） 13:30～15:30
【講師】中田 慶子（NPO法人DV防止ながさき 代表）
【会場】301会議室（3階）　　【受講料】無料　　【定員】40名（先着順）

「DV、デートDV ～暴力が子どもに与える影響を知る～（仮）」講座
DV防止キャンペーン企画

情報サポーター
養成講座



日付 イベント ページ

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。
8月4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3回「音楽と健康」
●一般500円、スプリングメイト会員無料 ●14:00

9/10
（日）

9/16
（土）

土曜シアター 「ブルックリン」＜日本語字幕版＞
●施設利用料1枚300円　※３歳以上有料 ●①10:00 ②14:00

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
～風とリズムに乗って♪～
●500円　※３歳以上有料 ●14:00

9/3
（日）

つくし お隣さん情報

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 9月6日（水）、20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
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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

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

9/23
（土・祝）

10/1
（日）

第6回 ミリカ子育て応援フェスタ
●入場無料（一部有料） ●10:00～ 15:00

第9回「バスの日」記念イベント ～ALL BUS バスを楽しもう～
●入場無料（一部有料） ●10:00～ 15:00

福岡県無形民俗文化財 よみがえる神話の世界 岩戸神楽 ～夜神楽～
●入場無料 ●17:30（終演予定21:00）

9/18
（月・祝）

15（金）
16（土）

ティータイムスペシャルコンサートVol.8

太極拳で心も体もリラックス

おとなの楽校　2時間目

エクセル初級

前期6ヵ月間定期講座発表会　開催

シネマランド
「はじまりはヒップポップ」

生涯

生涯

生涯

生涯

生涯 おうちで簡単エスニック料理

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

ちくしのミュージックフェスタwith DA･N･KA･I Vol.1
●一般1,000円、高校生以下無料 ●12:00

9/10
（日）

ものまねエンターテイメント! コロッケコンサート
●A席4,000円、B席3,500円 ※未就学児入場不可
●昼の部13:30、夜の部17:30

11/18
（土）

9/24
（日）

平田 オリザさんと演劇をつくる2017
演劇発表（市民創作６本）とトークイベント「古くて新しい学びのかたち」
講演：苅宿俊文（青山学院大学社会情報学部教授）　
対談：平田オリザ（劇作家･演出家･青年団主宰）、苅宿俊文
●一般1,500円、中学生～18歳1,000円 ●13:00～16:30

文芸

文芸

文芸

まどかぴあ舞台創造プログラム
演劇映像上映会×パネルトーク　第1弾文芸

文芸

9/16
（土）

中 孝介コンサート ～南の風を東風ふく太宰府へ～
場所：プラムカルコア太宰府
●3,000円 ※未就学児入場不可 ●18:00

（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

光のオブジェ（灯りの作品）展
場所：文化ふれあい館 電話：928-0800 毎週月曜休館（祝日の場合翌平日）
※9/23　19:00～　古都の光 ピアノの夕べ
●入場無料 ●9:00～ 17:00（23日のみ21:00まで）

9/5（火）
～24（日）

日付 イベント ページ
9月まどかぴあのイベントスケジュール

10（日）

16（土）

23（土）
～24（日）

図書

図書

8月号
掲載

8月号
掲載

2（土）
16（土）

9（土）

8月号
掲載

8月号
掲載

P4

P4

12（火）
26（火）

27（水）

28（木）

第10回大野城まどかぴあ市民企画事業
「花とヴァンパイア」

P3

7月号
掲載

P3

8月号
掲載

8月号
掲載

8月号
掲載

わくわくおはなし会（小学生以上対象）

図書 おひざでだっこ よちよちのへや（1～2歳児対象）

P7

P7

P2

11（月）

7（木）
大野城市男女共生講座　第2回 8月号

掲載託児

託児

託児

P42（土）

5（火）
19（火）

ベビーシューズをつくろう生涯

17（日）

わくわくおはなし会（幼児対象）

図書 おひざでだっこ ぴよぴよのへや（0歳児対象）

P7

託児

託児

託児

託児

託児

30（土）

市民グループ活動支援事業
「台湾に学ぶ男女平等」男女

男女
託児

託児

託児

託児

8月号
掲載中国茶を楽しみましょう

男女

育休カフェ＆トーク　第2回男女

市民グループ活動支援事業
「おさな子を発見せよ」子育てを語り合おう

8月号
掲載

22（金）
～10/27（金） 託児

託児

託児

男女

P7

託児

文芸

市民グループ活動支援事業
「魔法の叱り方・褒め方～人はなぜイライラするのか～」

15（金） 男女「DV、デートDV～暴力が子どもに与える影響を知る～（仮）」講座受付開始

深夜放送同窓会Part7

4月号
掲載毎週金 ·土曜日 パパ · ママのための読書タイム男女

託児

生涯 Ｐ51（金） パソコン講座　受付開始

Ｐ5

Ｐ3

P6

生涯

19（火） まどかぴあ舞台創造プログラム
「田上パル流創作入門ワークショップ」申込締切

13（水） 短期講座　受付開始

文芸

Ｐ321（木） 佐藤 陽子名誉館長ヴァイオリンコンサート
整理券配布開始文芸

Ｐ422（金） ティータイムスペシャルコンサートVol.9
友の会発売文芸

Ｐ429（金） ティータイムスペシャルコンサートVol.9
一般発売文芸

9月のチケット情報・募集申込情報

ハエヌミカゼ こ ち

大野城まどかぴあ 情報誌

～つどい ふれあい はばたく～

※

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8月4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）

・ 版画ワークショップ　参加者募集！
・短期講座＆パソコン講座　受講生募集！
・ 伝える！伝わる！アスカーラ文章塾 開催！
・図書特別整理休館のお知らせ

P3

P5

P6

P7

VOL.255
20179アテナ

【時間】15:00開演
14:30開場

【会場】 大ホール（1階）
全席自由

10月21日（土）

佐藤陽子 名誉館長ヴァイオリンコンサート

【料金】 無料　※要入場整理券

ⓒ 椎原 一久


