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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。
平成29年12月 7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

土曜シアター 「スティーブ・ジョブズ」　＜字幕スーパー＞
●施設利用料1枚300円 ●①10:00 ②14:00

1/20
（土）

1/27
（土）

東儀秀樹トーク＆ライブ
雅楽師・東儀秀樹が織りなす雅な世界をご堪能ください。
●一般3,000円、高校生以下2,000円 ●14:00

ふれぶん音楽大学　第5回「音楽と認知症予防」
●一般500円、スプリングメイト会員無料 ●14:00

1/14
（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

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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立体駐車場
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出入口
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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

2/11
（日・祝）

3/18
（日）

平成29年度歴史講座　「ちくし見聞録」
「安徳台遺跡群とその後」
講師：岩滿聡（那珂川町教育委員会）
●入場無料 ●10:00

平成29年度ミリカ文化講演会
「ぐつぐつ小説の鍋が煮えてくる」
講師：村田喜代子（芥川賞作家・梅光学院大学文学部客員教授）
●1,000円 ●14:00

平成29年度歴史講座　「ちくし見聞録」
「『宝珠山紀行』に見る近世の旅」
講師：山村淳彦（筑紫野市歴史博物館）
●入場無料 ●10:00

1/28
（日）

サイエンスショー＆科学工作 「科学とあそぼう」

ティータイムコンサート　Vol.256

おとなの楽校4時間目

はじめてのピラティスヨガ生涯

和菓子づくりとプチ茶歌舞伎

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
「みんなの学校」上映会
～不登校も特別支援学級もない　同じ教室で一緒に学ぶ
　　　　　　ふつうの公立小学校の　みんなが笑顔になる挑戦～
問合せ：（特）ちくしの子ども劇場　電話：925-5630
●大人1,000円、高校生800円、中学生以下無料 ●①10:30 ②14:30

1/28
（日）

2/18
（日）

市民公募事業「プロデューサーズ 2017」選定事業
ピュアハート 熊本地震被災地支援報告コンサート
「風月同天Ⅴ」
●入場無料 ●13:00

文芸

文芸

文芸

文芸

マヤ暦で分かる才能・性質・本質
～あなたの人生の目的は～

1/27
（土）

史跡のまちの音楽隊
聴きに来んね！～本格だけど気軽なクラシック～
演奏：坂口昌優（ヴァイオリン）・喜名雅（テューバ）
場所：プラム・カルコア太宰府
●1,000円、高校生以下500円 ●13:30

（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

史跡のまちの“生”歴史ドラマ
懐良親王と菊池武光　～雲雀の床～
場所：プラム・カルコア太宰府
●1,000円 ●3日 16:00/4日 13:00

2/3（土）
　 4（日）

日付 イベント ページ
1月まどかぴあのイベントスケジュール

13（土）
P4

11月号
掲載

12（金）

13（土）
～27（土）

20（土）

12月号
掲載

19（金）
～2/23（金）

23（火）

P7

P7

12月号
掲載

12月号
掲載

11月号
掲載

Ｍ．Snow®スマイルトレーニング

図書

図書

図書

図書

図書

図書

エクセル活用

12月号
掲載

12月号
掲載

①19（金）
②29（月） ハーブでケアする冬場対策①② 12月号

掲載

13（土）
～28（日） 図書館へゆこう！！2018年 P7

P4

11（木）
～2/15（木）

9（火）

エクセル実践・中級（夜） 12月号
掲載

託児

託児

託児

託児

託児

託児

託児

P7

10（水）
～31（水）

11（木）

6（土）
20（土）

大人の男の教養セミナー　第1～3回

生涯

生涯

生涯

生涯

カルトナージュ体験講座生涯

生涯

生涯

おひざでだっこ よちよちのへや（1～2歳児対象）

12月号
掲載

託児

託児

託児

赤ちゃんと布のえほんであそぼう

16（火） P7図書 おひざでだっこ ぴよぴよのへや（0歳児対象）

P7わくわくおはなし会（幼児対象）

P425（木）

26（金）

27（土）

28（日）

シネマランド「ラ・ラ・ランド」

P212（金）

24（水）

10（水）

ティータイムスペシャルコンサート　Vol.10
一般発売

P7赤ちゃんと布のえほんであそぼう
受付開始

生涯

文芸

ティータイムスペシャルコンサート　Vol.10
友の会発売文芸

5（金） 高楼 方子講演会　受付開始

1月のチケット情報・募集申込情報

まどかぴあ休館日のお知らせ
年末年始：12月28日（木）～1月4日（木）

1月17日（水）

P5短期講座　受付開始

生涯 P5パソコン講座　受付開始

P7サイエンスショー＆科学工作 「科学とあそぼう」
受付開始

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

市民グループ活動支援事業
「女性議員は見た！議会は何をやれる？」男女

P3
24（水）

かがみのかなたはたなかのなかに

男女

わくわくおはなし会（小学生以上対象） P7

託児

託児

図書

P7わくわくおはなしまつり図書

P7高楼 方子講演会図書

図書

図書

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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神※掲載記事は12月7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）

・第 1回　アスカーラ共生フォーラム　開催！！
・ティータイムスペシャルコンサートVol.10　チケット発売開始
・短期講座&パソコン　受講生募集！
・図書館へゆこう！！　2018年

P2

P2

P5

P7

VOL.259
20181アテナ

◆高楼 方子講演会「お話への思い―朗読をまじえて」
【日時】1月28日（日）13:30～ 15:00
【会場】小ホール（2階）

『つんつくせんせいとふしぎなりんご』（フレーベル館）

たか どの ほう こ

2018年
1月13日　

〜
1月28日　

土

日
図書館へゆこう!!



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
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。

総合案内　 TEL （092）586-4000 / FAX (092)586-4001

MUSIC

2月24日
（土）

23 アテナ　2018年 1月号 アテナ　2018年 1月号　

文化芸術振興

タレント、歌手、俳優と多彩なジャンルで活動し、積極的に育児に参加するイクメンとし
ても有名なつるの剛士が、歌の力を届けにまどかぴあにやってきます！極上のハスキー
ボイスが奏でる名曲の数々をお届けします。この機会をぜひお見逃しなく！

託児 車イス友の会

先・割

●まどかぴあ総合案内
●ローソンチケット（Lコード：82852）
●チケットぴあ（Pコード：348-386）
●劇ナビ FUKUOKA（http://gekinavi.jp/）

チケット取扱いチケット発売中

つるの剛士コンサート
～つるのうた名曲集～ in 大野城

【時間】17:30開演/17:00開場
【会場】大ホール（１階）全席指定

PLAY

1月24日
（水）

【ものがたり】
夏。兵隊さんのタナカ（首藤 康之）と、鏡のむこうのカナタ
（近藤 良平）は、おたがいの孤独に同情し、さみしさをなぐさ
めあう。ある日タナカは、鏡の向こうのケイコ（松 たか子）に
ひとめぼれ。つられてカナタもケイコに恋をする。向こうでカ
ナタがケイコに近づくと、タナカはこちらでコイケ（長塚 圭
史）に近づいてしまう。コイケは鏡にうつったケイコ。コイケ
はケイコと比べものにならない。ケイコを取りあうふたり。そ
れがだんだんうれしくなるケイコ。鏡をはさんで、タナカとカ
ナタ、ケイコとコイケは行ったり来たり……

かがみのかなたはたなかのなかに

【時間】19:00開演 /18:30開場
【会場】大ホール（1階） 全席指定
【料金】一 般 5,000円（当日5,500円）

U25 3,000円（当日3,500円）　※鑑賞時25歳以下

●まどかぴあ総合案内
●ローソンチケット（Lコード：82871）
●チケットぴあ（Pコード：481-863）
●劇ナビ FUKUOKA（http://gekinavi.jp/）

チケット
取扱いチケット発売中

託児 車イス

作・演出：長塚 圭史　振付・音楽：近藤 良平
出演：近藤 良平、首藤 康之、長塚 圭史、松 たか子

友の会

先・割

※未就学児入場不可

【料金】5,000円（当日5,500円） 
※未就学児入場不可

男女の自立と共同参画のまちづくりをめざしてアスカーラ共生フォーラムを開催します。

託児 車イス友の会

先 行

●まどかぴあ
総合案内

チケット
取扱いチケット発売中

【主催】アスカーラ共生フォーラム実行委員会・公益財団法人大野城まどかぴあ男女平等推進センターアスカーラ
【後援】大野城市・大野城市教育委員会・大野城市商工会・（一社）大野城市にぎわいづくり協議会

第1回アスカーラ共生フォーラム
アスカーラからステップアップ ～みんなでつむぐ明日～

【時間】13:00開演/12:30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）

EVENT

2月3日
（土）

■ アスカーラバザー　10:00～16:00
ギャラリーモールにて開催。売切れ次第終了。

山口 香

講演会「夢をあきらめない生き方」
講師　山口 香
（筑波大学体育系准教授・オリンピックメダリスト）

開会式・アスカーラの歩み 13:00～13:20

13:25～13:40

13:45～15:00

「男女共同参画」小中学生図画ポスター・
標語コンクール表彰式

平成30年度 臨時職員登録開始 !!
大野城まどかぴあ

職員募集 お知らせ（新着情報）または

検　索

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

募集要項と登録用紙は1月5日（金）よりまどかぴあで配布します。
また、まどかぴあホームページからもダウンロードすることができます。
※登録を希望される方は、所定の用紙に記入のうえ、まどかぴあへ持参または
　郵送してください。

お問い合わせ・申込先　   公益財団法人大野城まどかぴあ　管理課　TEL：092-586-4006（平日9:00～17:00）

MUSIC

3月11日
（日）

♪♪ ♬ティータイムスペシャルコンサートVol.10（vol.258）

名曲から楽しむ歌の世界

協賛：株式会社東洋ナビックス、豆香洞コーヒー

【出演】松竹 玲奈（ソプラノ）、新見 準平（バリトン）、岡 直美（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

託児友の会

先 行
車イス

●まどかぴあ総合案内
●ローソンチケット（Lコード：82476）

チケット
取扱い

チケット発売日
友の会1月　5日（金）
一　般1月12日（金）
両日とも10:00～

新見 準平 岡 直美松竹 玲奈

2015年公演より　©谷古宇正彦

託児 車イス友の会

先・割

【日時】15日（木）10:00開演 /　9:30開場
13:00開演 /12:30開場

16日（金）10:00開演 /　9:30開場
【会場】大ホール（1階）全席指定

●まどかぴあ総合案内
●ローソンチケット（Lコード：81775）
●チケットぴあ（Pコード：482-474）

チケット
取扱いチケット発売中

『ブレーメンの音楽隊』
音楽隊になるのを夢見てブレーメンの町へ旅立ったロバ、犬、ニワトリ、猫の４匹。ある夜、森の中で料理の香りが漂う
一軒の家をみつけます。しかし、そこは怖いドロボーたちのすみかでした。
さぁ、ここから、４匹の知恵と力を合わせた大活躍がはじまります！ 

劇団飛行船マスクプレイミュージカル2月15日（木）
16日（金）
PLAY

※3歳以上有料。ただし2歳以下のお子様でも座席を利用されるお客様はチケットが必要となります。
※団体料金は保育園、幼稚園、育児サークルなどの団体が対象。詳しくはお問合せください。

【料金】一般1,500円（当日同料金）
団体 （午前）1,300円
　　 （午後）1,200円

アスカーラ共生フォーラ
ムは、市民の一般公募に
よる実行委員会形式で
企画運営をしています。
何回も実行委員会を開
き、みんなで話し合って一歩ずつ進めてい
ます。「自分らしく輝ける人生をめざして！」

小学校1年生から柔道を始
め、昭和53年、第1回全日
本女子体重別選手権大会
（50㎏級）に最年少（当時
13歳）で優勝。世界選手権
では、昭和59年第3回大
会で、日本女子として初の
金メダルを獲得。63年、ソ
ウルオリンピックでは銅メ
ダル。現在は、筑波大学に
て教鞭をとる傍ら、柔道の
みならず、スポーツ全般の
普及発展に努めている。

次世代を担う小中学生から募集した男女共同参
画に関する図画ポスターと標語の入賞作品を展
示します。ぜひご覧ください。

実行委員会の様子

28年度展示の様子

「男女共同参画」小中学生図画ポスター・標語コンクール展示

【展示期間】平成30年1月26日（金）～2月13日（火）
【展示場所】ギャラリーモール（1階）

エレベーター工事のお知らせ
まどかぴあ館内にある３基のエレベーターの更新工事を、1月初旬から順次行います。工事期間中はエレベーターの使
用が制限されます。利用者の皆様にご迷惑をお掛けしますが、ご理解とご協力のほどよろしくお願いします。



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
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。

総合案内　 TEL （092）586-4000 / FAX (092)586-4001

MUSIC

2月24日
（土）

23 アテナ　2018年 1月号 アテナ　2018年 1月号　

文化芸術振興

タレント、歌手、俳優と多彩なジャンルで活動し、積極的に育児に参加するイクメンとし
ても有名なつるの剛士が、歌の力を届けにまどかぴあにやってきます！極上のハスキー
ボイスが奏でる名曲の数々をお届けします。この機会をぜひお見逃しなく！

託児 車イス友の会

先・割

●まどかぴあ総合案内
●ローソンチケット（Lコード：82852）
●チケットぴあ（Pコード：348-386）
●劇ナビ FUKUOKA（http://gekinavi.jp/）

チケット取扱いチケット発売中

つるの剛士コンサート
～つるのうた名曲集～ in 大野城

【時間】17:30開演/17:00開場
【会場】大ホール（１階）全席指定

PLAY

1月24日
（水）

【ものがたり】
夏。兵隊さんのタナカ（首藤 康之）と、鏡のむこうのカナタ
（近藤 良平）は、おたがいの孤独に同情し、さみしさをなぐさ
めあう。ある日タナカは、鏡の向こうのケイコ（松 たか子）に
ひとめぼれ。つられてカナタもケイコに恋をする。向こうでカ
ナタがケイコに近づくと、タナカはこちらでコイケ（長塚 圭
史）に近づいてしまう。コイケは鏡にうつったケイコ。コイケ
はケイコと比べものにならない。ケイコを取りあうふたり。そ
れがだんだんうれしくなるケイコ。鏡をはさんで、タナカとカ
ナタ、ケイコとコイケは行ったり来たり……

かがみのかなたはたなかのなかに

【時間】19:00開演 /18:30開場
【会場】大ホール（1階） 全席指定
【料金】一 般 5,000円（当日5,500円）

U25 3,000円（当日3,500円）　※鑑賞時25歳以下

●まどかぴあ総合案内
●ローソンチケット（Lコード：82871）
●チケットぴあ（Pコード：481-863）
●劇ナビ FUKUOKA（http://gekinavi.jp/）

チケット
取扱いチケット発売中

託児 車イス

作・演出：長塚 圭史　振付・音楽：近藤 良平
出演：近藤 良平、首藤 康之、長塚 圭史、松 たか子

友の会

先・割

※未就学児入場不可

【料金】5,000円（当日5,500円） 
※未就学児入場不可

男女の自立と共同参画のまちづくりをめざしてアスカーラ共生フォーラムを開催します。

託児 車イス友の会

先 行

●まどかぴあ
総合案内

チケット
取扱いチケット発売中

【主催】アスカーラ共生フォーラム実行委員会・公益財団法人大野城まどかぴあ男女平等推進センターアスカーラ
【後援】大野城市・大野城市教育委員会・大野城市商工会・（一社）大野城市にぎわいづくり協議会

第1回アスカーラ共生フォーラム
アスカーラからステップアップ ～みんなでつむぐ明日～

【時間】13:00開演/12:30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）

EVENT

2月3日
（土）

■ アスカーラバザー　10:00～16:00
ギャラリーモールにて開催。売切れ次第終了。

山口 香

講演会「夢をあきらめない生き方」
講師　山口 香
（筑波大学体育系准教授・オリンピックメダリスト）

開会式・アスカーラの歩み 13:00～13:20

13:25～13:40

13:45～15:00

「男女共同参画」小中学生図画ポスター・
標語コンクール表彰式

平成30年度 臨時職員登録開始 !!
大野城まどかぴあ

職員募集 お知らせ（新着情報）または

検　索

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

募集要項と登録用紙は1月5日（金）よりまどかぴあで配布します。
また、まどかぴあホームページからもダウンロードすることができます。
※登録を希望される方は、所定の用紙に記入のうえ、まどかぴあへ持参または
　郵送してください。

お問い合わせ・申込先　   公益財団法人大野城まどかぴあ　管理課　TEL：092-586-4006（平日9:00～17:00）

MUSIC

3月11日
（日）

♪♪ ♬ティータイムスペシャルコンサートVol.10（vol.258）

名曲から楽しむ歌の世界

協賛：株式会社東洋ナビックス、豆香洞コーヒー

【出演】松竹 玲奈（ソプラノ）、新見 準平（バリトン）、岡 直美（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

託児友の会

先 行
車イス

●まどかぴあ総合案内
●ローソンチケット（Lコード：82476）

チケット
取扱い

チケット発売日
友の会1月　5日（金）
一　般1月12日（金）
両日とも10:00～

新見 準平 岡 直美松竹 玲奈

2015年公演より　©谷古宇正彦

託児 車イス友の会

先・割

【日時】15日（木）10:00開演 /　9:30開場
13:00開演 /12:30開場

16日（金）10:00開演 /　9:30開場
【会場】大ホール（1階）全席指定

●まどかぴあ総合案内
●ローソンチケット（Lコード：81775）
●チケットぴあ（Pコード：482-474）

チケット
取扱いチケット発売中

『ブレーメンの音楽隊』
音楽隊になるのを夢見てブレーメンの町へ旅立ったロバ、犬、ニワトリ、猫の４匹。ある夜、森の中で料理の香りが漂う
一軒の家をみつけます。しかし、そこは怖いドロボーたちのすみかでした。
さぁ、ここから、４匹の知恵と力を合わせた大活躍がはじまります！ 

劇団飛行船マスクプレイミュージカル2月15日（木）
16日（金）
PLAY

※3歳以上有料。ただし2歳以下のお子様でも座席を利用されるお客様はチケットが必要となります。
※団体料金は保育園、幼稚園、育児サークルなどの団体が対象。詳しくはお問合せください。

【料金】一般1,500円（当日同料金）
団体 （午前）1,300円
　　 （午後）1,200円

アスカーラ共生フォーラ
ムは、市民の一般公募に
よる実行委員会形式で
企画運営をしています。
何回も実行委員会を開
き、みんなで話し合って一歩ずつ進めてい
ます。「自分らしく輝ける人生をめざして！」

小学校1年生から柔道を始
め、昭和53年、第1回全日
本女子体重別選手権大会
（50㎏級）に最年少（当時
13歳）で優勝。世界選手権
では、昭和59年第3回大
会で、日本女子として初の
金メダルを獲得。63年、ソ
ウルオリンピックでは銅メ
ダル。現在は、筑波大学に
て教鞭をとる傍ら、柔道の
みならず、スポーツ全般の
普及発展に努めている。

次世代を担う小中学生から募集した男女共同参
画に関する図画ポスターと標語の入賞作品を展
示します。ぜひご覧ください。

実行委員会の様子

28年度展示の様子

「男女共同参画」小中学生図画ポスター・標語コンクール展示

【展示期間】平成30年1月26日（金）～2月13日（火）
【展示場所】ギャラリーモール（1階）

エレベーター工事のお知らせ
まどかぴあ館内にある３基のエレベーターの更新工事を、1月初旬から順次行います。工事期間中はエレベーターの使
用が制限されます。利用者の皆様にご迷惑をお掛けしますが、ご理解とご協力のほどよろしくお願いします。



　

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

45 アテナ　2018年 1月号

生涯学習センター

  

アテナ　2018年 1月号

短期講座 1月10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）

博多座 市民半額観劇会
博多座3月公演「舞妓はレディ」が半額で観劇できます。
【出 演 者】唯月 ふうか、榊原 郁恵、平方 元基　ほか
【日　　時】3月 4日（日）15:30～、5日（月）12:00～、
　　　　　6日（火）12:00～・17:00～、
　　　　　7日（水）12:00～
【料　　金】6,000円（通常12,000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】1月 23日（火）消印有効
　　　　　 ※当選者のみ通知、1月26日（金）頃発送予定。
【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）

託児
楽しい英会話

【日　程】2月3・17日、3月3日（土）　  【時間】10:30～12:00
【受講料】3,000円　　　　　　　   【定員】16名
【講　師】コールマン サウス（英会話講師）

家族、仕事、趣味、旅行などを話題に初歩の日常
英会話を勉強します。たくさん話したりインタ
ビューし合ったりして、スピーキングの練習をしま
しょう。英語の音楽を聴いてリスニングもします。 ※イメージ

託児
味噌と甘酒づくり①②～発酵食品で免疫力ＵＰ～

【日　程】①2月24日（土） ②3月1日（木）
【時　間】10:00～13:00
【受講料】各1,000円　　　【材料費】各1,300円
【定　員】各18名　　　　　【講　師】川田 幸子

無添加の麹と大豆を使ってオリジナル味噌を作ります。ま
た、米麹を使って甘酒を作り、発酵食品の特性を学びま
す。身体の中からきれいになりましょう。

託児
ハーバリウムを作ろう

【日　程】2月6日（火）　　【時　間】10:00～12:00
【受講料】1,000円　　　【材料費】1,200円
【定　員】16名　　　【講師】谷川 幸（アトリエピンクプラム主宰）

特殊な液体の中にプリザーブドフラワーを閉
じ込め、長く鑑賞できる魅惑のインテリア、
ハーバリウム。花の色を選んで作れます。

※作品例

託児
粘土で作るお雛飾り

【日　程】 2月9日（金）　　【時　間】10:00～12:00
【受講料】1,100円　　　　【材料費】1,100円
【定　員】12名　　　【講師】大久保 貴代子（クレイアート作家）

粘土とちりめんなどの和布を使って、かわ
いいお雛様飾りを作ってみませんか。プレ
ゼントにもおススメです。 ※作品例

託児
博多はじき～色付けに挑戦～

【日　程】 2月19日（月）　　【時　間】10:00～13:00
【受講料】1,000円　　　　【材料費】1,500円
【定　員】30名　【講師】梶原 正二（博多人形 伝統工芸士 白彫会会員）

博多人形の作家が守り育ててきた「博多はじ
き」。素焼き段階の「土はじき」に色付けをし
てみませんか。縁起物を作って良い一年にし
ましょう。 ※作品例

託児
刺繍とビーズでつくるお花のブローチ

【日　程】 2月23日（金）　　【時　間】10:00～13:00
【受講料】1,100円　　　　【材料費】1,000円
【定　員】14名　　　　　　【講　師】Eri-kari（刺繍作家）

基本的なステッチとビーズを組み合
わせて作るお花のブローチです。色は
3色から選べます。春色の糸で刺繍を
楽しみましょう。

※作品見本

託児
ひな祭りの飾り巻き寿司

【日　程】3月2日（金）　　【時　間】10:30～13:30
【受講料】1,100円　　　【材料費】1,500円
【定　員】15名　【講師】クルリ マイコ（飾り巻き寿司インストラクター）

今年のひな祭りは飾り巻きでお祝いしませ
んか。誰でも簡単に作れて可愛い飾り巻き
は、パーティーにもピッタリです。

※作品例

託児
はじめてのピラティスヨガ

【日　程】2月28日、3月14日（水）　【時間】10:00～11:30
【受講料】2,000円　　　　　　　【定員】18名
【講　師】中上 純子（FTPマットピラティス、コミュニティヨガ指導士）

ピラティスのエクササイズで、お腹回り、ヒップライン、二
の腕などボディラインが整えられます。ヨガの呼吸法でス
トレスからも解放され、心身ともにすっきりできますよ。

【出演】大坪 由香（リコーダー）
【時間】12:15～ 12:45
【会場】ギャラリーモール（1階）入場無料

1月はリコーダーによるコンサートをお届けいたします。
中世から存在する古楽器のリコーダーが織り成す柔らかく
甘く澄んだ音色をお楽しみください。

MUSIC

1月25日
（木）

協賛：株式会社東洋ナビックス、豆香洞コーヒー

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」

大坪 由香

♪♪ ♬ ♬
ティータイムコンサート Vol.256ティータイムコンサート Vol.256

TALK

1月20日
（土） 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

【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

4時間目

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）

文学から時代の動きをみる授業
「夏目漱石と村上春樹」

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。
　　　　　　　  ※未就学児入場不可（キッズシネマをのぞく）。
【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

CINEMA

2月10日
（土）

夫を亡くした高齢女性が婚活を通して新たな人生を見出そうとする
姿を、吉行和子主演で描いた人間ドラマ。
長い介護生活の末に最愛の夫を亡くした77歳の鶴本たゑ。ひとり暮
らしで淡々とした毎日を送っていた彼女は、これからの人生を輝かせ
るべく婚活を決意する。さまざまな男性たちとの見合いを重ねた末、
たゑの前についに理想の男性が現れるが…。

監督： 外山 文治
出演： 吉行 和子、山本 學、宝田 明　ほか

2013年 /日本 /81分
「燦燦」

①10:00～ 11:21
②14:00～ 15:21
③18:00～ 19:21
（各回30分前開場）

【時間】

CINEMA

1月13日
（土）

女優の卵のミアとジャズピアニストのセバスチャンは、ぶつかり合い
ながらもお互いの才能と夢に惹かれ、恋に落ちていく。ロサンゼルス
を舞台に、華麗な音楽とダンスで描くミュージカル映画。
ゴールデン・グローブ賞史上最多７部門受賞、第89回アカデミー賞
最多６部門受賞のミュージカル映画。

監督：デイミアン・チャゼル
出演：ライアン・ゴズリング、エマ・ストーン　ほか

2016年 /アメリカ/128分 /日本語字幕版
「ラ・ラ・ランド」

①10:00～ 12:08
②14:00～ 16:08
③18:00～ 20:08
（各回30分前開場）

【時間】

※12月号に掲載した夏目漱石の『それから』は、都合により『門』に
　変更になりました。

パソコン講座 1月24日（水）
9:00受付開始

定員：各10名　受付先：生涯学習センター電話・窓口（先着順）
対象：初級および中級レベルの方 

エクセルなんでも相談室 【日　程】①2月16日（金）、②2月23日（金）
　　　　③3月 2日（金）、④3月 9日（金）
【時　間】①②19:00～21:00、③④10:00～12:00
【受講料】各2,000円
【教材費】200円（練習問題希望の方のみ）
【講　師】①②竹中 ひとみ、③④有尾 美穂子

エクセルに関する質問に個別対応します。
（マンツーマン形式の講座ではありません）
希望の方には、練習問題（有料）を講師が準備いた
します。パソコンはご自身のものをお持ちください。

託児
（午前のみ）



　

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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短期講座 1月10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）

博多座 市民半額観劇会
博多座3月公演「舞妓はレディ」が半額で観劇できます。
【出 演 者】唯月 ふうか、榊原 郁恵、平方 元基　ほか
【日　　時】3月 4日（日）15:30～、5日（月）12:00～、
　　　　　6日（火）12:00～・17:00～、
　　　　　7日（水）12:00～
【料　　金】6,000円（通常12,000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】1月 23日（火）消印有効
　　　　　 ※当選者のみ通知、1月26日（金）頃発送予定。
【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）

託児
楽しい英会話

【日　程】2月3・17日、3月3日（土）　  【時間】10:30～12:00
【受講料】3,000円　　　　　　　   【定員】16名
【講　師】コールマン サウス（英会話講師）

家族、仕事、趣味、旅行などを話題に初歩の日常
英会話を勉強します。たくさん話したりインタ
ビューし合ったりして、スピーキングの練習をしま
しょう。英語の音楽を聴いてリスニングもします。 ※イメージ

託児
味噌と甘酒づくり①②～発酵食品で免疫力ＵＰ～

【日　程】①2月24日（土） ②3月1日（木）
【時　間】10:00～13:00
【受講料】各1,000円　　　【材料費】各1,300円
【定　員】各18名　　　　　【講　師】川田 幸子

無添加の麹と大豆を使ってオリジナル味噌を作ります。ま
た、米麹を使って甘酒を作り、発酵食品の特性を学びま
す。身体の中からきれいになりましょう。

託児
ハーバリウムを作ろう

【日　程】2月6日（火）　　【時　間】10:00～12:00
【受講料】1,000円　　　【材料費】1,200円
【定　員】16名　　　【講師】谷川 幸（アトリエピンクプラム主宰）

特殊な液体の中にプリザーブドフラワーを閉
じ込め、長く鑑賞できる魅惑のインテリア、
ハーバリウム。花の色を選んで作れます。

※作品例

託児
粘土で作るお雛飾り

【日　程】 2月9日（金）　　【時　間】10:00～12:00
【受講料】1,100円　　　　【材料費】1,100円
【定　員】12名　　　【講師】大久保 貴代子（クレイアート作家）

粘土とちりめんなどの和布を使って、かわ
いいお雛様飾りを作ってみませんか。プレ
ゼントにもおススメです。 ※作品例

託児
博多はじき～色付けに挑戦～

【日　程】 2月19日（月）　　【時　間】10:00～13:00
【受講料】1,000円　　　　【材料費】1,500円
【定　員】30名　【講師】梶原 正二（博多人形 伝統工芸士 白彫会会員）

博多人形の作家が守り育ててきた「博多はじ
き」。素焼き段階の「土はじき」に色付けをし
てみませんか。縁起物を作って良い一年にし
ましょう。 ※作品例

託児
刺繍とビーズでつくるお花のブローチ

【日　程】 2月23日（金）　　【時　間】10:00～13:00
【受講料】1,100円　　　　【材料費】1,000円
【定　員】14名　　　　　　【講　師】Eri-kari（刺繍作家）

基本的なステッチとビーズを組み合
わせて作るお花のブローチです。色は
3色から選べます。春色の糸で刺繍を
楽しみましょう。

※作品見本

託児
ひな祭りの飾り巻き寿司

【日　程】3月2日（金）　　【時　間】10:30～13:30
【受講料】1,100円　　　【材料費】1,500円
【定　員】15名　【講師】クルリ マイコ（飾り巻き寿司インストラクター）

今年のひな祭りは飾り巻きでお祝いしませ
んか。誰でも簡単に作れて可愛い飾り巻き
は、パーティーにもピッタリです。

※作品例

託児
はじめてのピラティスヨガ

【日　程】2月28日、3月14日（水）　【時間】10:00～11:30
【受講料】2,000円　　　　　　　【定員】18名
【講　師】中上 純子（FTPマットピラティス、コミュニティヨガ指導士）

ピラティスのエクササイズで、お腹回り、ヒップライン、二
の腕などボディラインが整えられます。ヨガの呼吸法でス
トレスからも解放され、心身ともにすっきりできますよ。

【出演】大坪 由香（リコーダー）
【時間】12:15～ 12:45
【会場】ギャラリーモール（1階）入場無料

1月はリコーダーによるコンサートをお届けいたします。
中世から存在する古楽器のリコーダーが織り成す柔らかく
甘く澄んだ音色をお楽しみください。

MUSIC

1月25日
（木）

協賛：株式会社東洋ナビックス、豆香洞コーヒー

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」

大坪 由香

♪♪ ♬ ♬
ティータイムコンサート Vol.256ティータイムコンサート Vol.256

TALK

1月20日
（土） 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

【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

4時間目

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）

文学から時代の動きをみる授業
「夏目漱石と村上春樹」

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。
　　　　　　　  ※未就学児入場不可（キッズシネマをのぞく）。
【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

CINEMA

2月10日
（土）

夫を亡くした高齢女性が婚活を通して新たな人生を見出そうとする
姿を、吉行和子主演で描いた人間ドラマ。
長い介護生活の末に最愛の夫を亡くした77歳の鶴本たゑ。ひとり暮
らしで淡々とした毎日を送っていた彼女は、これからの人生を輝かせ
るべく婚活を決意する。さまざまな男性たちとの見合いを重ねた末、
たゑの前についに理想の男性が現れるが…。

監督： 外山 文治
出演： 吉行 和子、山本 學、宝田 明　ほか

2013年 /日本 /81分
「燦燦」

①10:00～ 11:21
②14:00～ 15:21
③18:00～ 19:21
（各回30分前開場）

【時間】

CINEMA

1月13日
（土）

女優の卵のミアとジャズピアニストのセバスチャンは、ぶつかり合い
ながらもお互いの才能と夢に惹かれ、恋に落ちていく。ロサンゼルス
を舞台に、華麗な音楽とダンスで描くミュージカル映画。
ゴールデン・グローブ賞史上最多７部門受賞、第89回アカデミー賞
最多６部門受賞のミュージカル映画。

監督：デイミアン・チャゼル
出演：ライアン・ゴズリング、エマ・ストーン　ほか

2016年 /アメリカ/128分 /日本語字幕版
「ラ・ラ・ランド」

①10:00～ 12:08
②14:00～ 16:08
③18:00～ 20:08
（各回30分前開場）

【時間】

※12月号に掲載した夏目漱石の『それから』は、都合により『門』に
　変更になりました。

パソコン講座 1月24日（水）
9:00受付開始

定員：各10名　受付先：生涯学習センター電話・窓口（先着順）
対象：初級および中級レベルの方 

エクセルなんでも相談室 【日　程】①2月16日（金）、②2月23日（金）
　　　　③3月 2日（金）、④3月 9日（金）
【時　間】①②19:00～21:00、③④10:00～12:00
【受講料】各2,000円
【教材費】200円（練習問題希望の方のみ）
【講　師】①②竹中 ひとみ、③④有尾 美穂子

エクセルに関する質問に個別対応します。
（マンツーマン形式の講座ではありません）
希望の方には、練習問題（有料）を講師が準備いた
します。パソコンはご自身のものをお持ちください。

託児
（午前のみ）



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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移動図書館「わくわく号」巡回日程表

託児

TV の出演経験もある人気料理ブロガーによる、男性のための料理教室です。

旨いものを作って食す！男の料理
オトナの男の教養セミナー第3回

【日　時】1月 27日（土）10:00～13:00
【講　師】藤吉 和男（料理ブロガー「筋肉料理人」）
【受講料】無料　　　　　　　【材料費】1,000円
【定　員】24名（先着順）　　【会　場】調理実習室（2階）
【対　象】概ね50歳以上の男性

【期　間】4月 12日（木）～2019年 2月21日（木）　全16回
【時　間】<昼の部>13:30～ 15:00
　　　　<夜の部>19:00～ 20:30
【講　師】<昼の部>藤 像救子、船越 光子（日本健康体操連盟）
　　　　<夜の部>土井 孝子（日本健康体操連盟）
【内　容】ソフトジム（ゴムボール）を使った運動、

ソフトエアロビクス、ヨガなど
　　　　※期間中6回、10分程度の男女共同参画のミニ学習会があります。
【定　員】昼の部・夜の部ともに70名（申し込み多数の場合は抽選）
【受講料】4,000円　※講座開始後の返金はいたしません。
　　　　※ソフトジム（ゴムボール）をお持ちでない方は、別途代金1,200円が必要。
【会　場】多目的ホール（１階）

持ってくるもの
エプロン
布巾
三角巾（バンダナ可）

【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
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。

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
1月の巡回

5日
　19日

18日

9日
　23日

16日
　30日

　22日

15日
　29日

12日
26日

11日
25日

ぴよぴよのへや（0歳児・妊婦対象）
1月16日
よちよちのへや（1～2歳児対象）
1月9日

まだまだ寒い冬が続きますね。
図書館では楽しいおはなし会が
皆さんをお待ちしています。

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

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
1月 6日・20日

小学生以上対象
1月 13日

楽しく体を動かしてリフレッシュしましょう！　※年間一括募集となります
ヘルシーエクササイズ講座

託児

・働く女性のマネープラン
・子どもが笑顔になる素敵なことば
・パパも活躍！男性の家事育児
・シニアライフを楽しもう！
・ワークライフバランスでいきいき社員　　など
※その他、開催テーマについてはご相談ください。

こんなテーマなどで開催できます！

「ワークライフバランス」や「女性の働き方」などについ
て、地域や学校、グループ・サークル、職場で“学びたい”“知
りたい”とお考えの皆さん、アスカーラおでかけ教室をぜ
ひご利用ください。

【対象】大野城市内在住か勤務・通学している5名以上の
グループ・企業など

【講師】内容に応じて一緒に考えていきます。講師料は無
料です。材料費等は利用団体負担となります。

【会場】利用団体にて手配してください。（大野城市内）
【申込】開催希望日1～2か月前までに要申込。
※詳細についてはチラシ・ホームページをご覧ください。

アスカーラおでかけ教室
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、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　市民活動団体支援）
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。

★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…

アスカーラから活躍の場を広げてください！

登録団体募集

図書館へゆこう!! 2018年
1月13日(土)～28日(日)

◆高楼 方子講演会
「お話への思い―朗読をまじえて」
「つんつくせんせい」シリーズ（フレーベル館）、『まあちゃんの
ながいかみ』（福音館書店）などで人気の児童文学・絵本作家 
高楼 方子（たかどの ほうこ）氏による講演会です。
 【日時】1月 28日（日）13:30～ 15:00
 【会場】小ホール（2階）   【定員】100名（要申込）
 【対象】小学生以上 ※未就学児の入場はできません。
 ※1月5日（金）10:00より図書館カウンター・電話にて受付開始。

◆サイエンスショー＆科学工作「科学とあそぼう」
楽しい実験ショーと工作で科学の面白さを紹介します！
 【日時】1月20日（土）①10:00～11:30②13:30～15:00
 【会場】303会議室（3階）  【定員】各回20名（要申込）
 【対象】幼児～小学生（未就学児は要保護者同伴） 
 ※1月 5日（金）10:00より図書館カウンター・電話にて受付開始。

◆赤ちゃんと布のえほんであそぼう
わらべうたや布のえほんを使った、赤ちゃん（0･1･2歳児）向
けのおはなし会です。
 【日時】1月23日（火）①10:00～10:45 ②11:00～11:45
 【会場】和会議室（2階）
 【定員】各回20組（要申込）
 ※1月10日（水）10:00より図書館カウンター・電話にて受付開始。

◆わくわくおはなしまつり（申込不要）
わくわくおはなし会の拡大版！ペープサートや大型絵本な
ど、いつもとはちょっとちがうスペシャルなおはなし会です。
 【日時】1月 27日（土）15:00～ 16:00
 【会場】303会議室（3階）
 【対象】3歳以上
（満席時、入場をお断りすることがあります。）
 
◆第22回まどかぴあ読書感想画コンクール入賞作品展
たくさんの応募作品の中から選ばれた力作を、ぜひご覧くだ
さい。
 【日程】1月 13日（土）～20日（土）
 【会場】ギャラリーモール（1階）　

◆布のえほん&エプロンシアター展示
ボランティアのみなさんが作った、布のえほんやエプロンシ
アターを展示します。実際にさわって遊んでみてください。
 【日程】1月 13日（土）～28日（日）
 【会場】おはなしのへや（図書館内）

◆館内特集「今こそ変わるとき！」
時代の変化や生物の進化など“変化”に関する資料を集めた特
集コーナーを設置します。
 【日程】1月 13日（土）～28日（日）
 【場所】図書館内新着資料横

すべて入場無料

藤吉 和男
（料理ブロガー「筋肉料理人」）

〈昼の部〉が
対象です

2月1日（木）10:00より受付開始。
3月9日（金）必着
※体験・見学を1/18・25、2/1に実施し
ます。ご希望の方はお申し出ください。

申込者全員に3月下旬ごろ、ハガキ
でお知らせします。

【申　　込】
【申込期限】

【決定通知】



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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移動図書館「わくわく号」巡回日程表

託児

TV の出演経験もある人気料理ブロガーによる、男性のための料理教室です。

旨いものを作って食す！男の料理
オトナの男の教養セミナー第3回

【日　時】1月 27日（土）10:00～13:00
【講　師】藤吉 和男（料理ブロガー「筋肉料理人」）
【受講料】無料　　　　　　　【材料費】1,000円
【定　員】24名（先着順）　　【会　場】調理実習室（2階）
【対　象】概ね50歳以上の男性

【期　間】4月 12日（木）～2019年 2月21日（木）　全16回
【時　間】<昼の部>13:30～ 15:00
　　　　<夜の部>19:00～ 20:30
【講　師】<昼の部>藤 像救子、船越 光子（日本健康体操連盟）
　　　　<夜の部>土井 孝子（日本健康体操連盟）
【内　容】ソフトジム（ゴムボール）を使った運動、

ソフトエアロビクス、ヨガなど
　　　　※期間中6回、10分程度の男女共同参画のミニ学習会があります。
【定　員】昼の部・夜の部ともに70名（申し込み多数の場合は抽選）
【受講料】4,000円　※講座開始後の返金はいたしません。
　　　　※ソフトジム（ゴムボール）をお持ちでない方は、別途代金1,200円が必要。
【会　場】多目的ホール（１階）

持ってくるもの
エプロン
布巾
三角巾（バンダナ可）

【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
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。

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
1月の巡回

5日
　19日

18日

9日
　23日

16日
　30日

　22日

15日
　29日

12日
26日

11日
25日

ぴよぴよのへや（0歳児・妊婦対象）
1月16日
よちよちのへや（1～2歳児対象）
1月9日

まだまだ寒い冬が続きますね。
図書館では楽しいおはなし会が
皆さんをお待ちしています。

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

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
1月 6日・20日

小学生以上対象
1月 13日

楽しく体を動かしてリフレッシュしましょう！　※年間一括募集となります
ヘルシーエクササイズ講座

託児

・働く女性のマネープラン
・子どもが笑顔になる素敵なことば
・パパも活躍！男性の家事育児
・シニアライフを楽しもう！
・ワークライフバランスでいきいき社員　　など
※その他、開催テーマについてはご相談ください。

こんなテーマなどで開催できます！

「ワークライフバランス」や「女性の働き方」などについ
て、地域や学校、グループ・サークル、職場で“学びたい”“知
りたい”とお考えの皆さん、アスカーラおでかけ教室をぜ
ひご利用ください。

【対象】大野城市内在住か勤務・通学している5名以上の
グループ・企業など

【講師】内容に応じて一緒に考えていきます。講師料は無
料です。材料費等は利用団体負担となります。

【会場】利用団体にて手配してください。（大野城市内）
【申込】開催希望日1～2か月前までに要申込。
※詳細についてはチラシ・ホームページをご覧ください。

アスカーラおでかけ教室
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、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　市民活動団体支援）
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。

★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…

アスカーラから活躍の場を広げてください！

登録団体募集

図書館へゆこう!! 2018年
1月13日(土)～28日(日)

◆高楼 方子講演会
「お話への思い―朗読をまじえて」
「つんつくせんせい」シリーズ（フレーベル館）、『まあちゃんの
ながいかみ』（福音館書店）などで人気の児童文学・絵本作家 
高楼 方子（たかどの ほうこ）氏による講演会です。
 【日時】1月 28日（日）13:30～ 15:00
 【会場】小ホール（2階）   【定員】100名（要申込）
 【対象】小学生以上 ※未就学児の入場はできません。
 ※1月5日（金）10:00より図書館カウンター・電話にて受付開始。

◆サイエンスショー＆科学工作「科学とあそぼう」
楽しい実験ショーと工作で科学の面白さを紹介します！
 【日時】1月20日（土）①10:00～11:30②13:30～15:00
 【会場】303会議室（3階）  【定員】各回20名（要申込）
 【対象】幼児～小学生（未就学児は要保護者同伴） 
 ※1月 5日（金）10:00より図書館カウンター・電話にて受付開始。

◆赤ちゃんと布のえほんであそぼう
わらべうたや布のえほんを使った、赤ちゃん（0･1･2歳児）向
けのおはなし会です。
 【日時】1月23日（火）①10:00～10:45 ②11:00～11:45
 【会場】和会議室（2階）
 【定員】各回20組（要申込）
 ※1月10日（水）10:00より図書館カウンター・電話にて受付開始。

◆わくわくおはなしまつり（申込不要）
わくわくおはなし会の拡大版！ペープサートや大型絵本な
ど、いつもとはちょっとちがうスペシャルなおはなし会です。
 【日時】1月 27日（土）15:00～ 16:00
 【会場】303会議室（3階）
 【対象】3歳以上
（満席時、入場をお断りすることがあります。）
 
◆第22回まどかぴあ読書感想画コンクール入賞作品展
たくさんの応募作品の中から選ばれた力作を、ぜひご覧くだ
さい。
 【日程】1月 13日（土）～20日（土）
 【会場】ギャラリーモール（1階）　

◆布のえほん&エプロンシアター展示
ボランティアのみなさんが作った、布のえほんやエプロンシ
アターを展示します。実際にさわって遊んでみてください。
 【日程】1月 13日（土）～28日（日）
 【会場】おはなしのへや（図書館内）

◆館内特集「今こそ変わるとき！」
時代の変化や生物の進化など“変化”に関する資料を集めた特
集コーナーを設置します。
 【日程】1月 13日（土）～28日（日）
 【場所】図書館内新着資料横

すべて入場無料

藤吉 和男
（料理ブロガー「筋肉料理人」）

〈昼の部〉が
対象です

2月1日（木）10:00より受付開始。
3月9日（金）必着
※体験・見学を1/18・25、2/1に実施し
ます。ご希望の方はお申し出ください。

申込者全員に3月下旬ごろ、ハガキ
でお知らせします。

【申　　込】
【申込期限】

【決定通知】



P7

P2

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。
平成29年12月 7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

土曜シアター 「スティーブ・ジョブズ」　＜字幕スーパー＞
●施設利用料1枚300円 ●①10:00 ②14:00

1/20
（土）

1/27
（土）

東儀秀樹トーク＆ライブ
雅楽師・東儀秀樹が織りなす雅な世界をご堪能ください。
●一般3,000円、高校生以下2,000円 ●14:00

ふれぶん音楽大学　第5回「音楽と認知症予防」
●一般500円、スプリングメイト会員無料 ●14:00

1/14
（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

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

2/11
（日・祝）

3/18
（日）

平成29年度歴史講座　「ちくし見聞録」
「安徳台遺跡群とその後」
講師：岩滿聡（那珂川町教育委員会）
●入場無料 ●10:00

平成29年度ミリカ文化講演会
「ぐつぐつ小説の鍋が煮えてくる」
講師：村田喜代子（芥川賞作家・梅光学院大学文学部客員教授）
●1,000円 ●14:00

平成29年度歴史講座　「ちくし見聞録」
「『宝珠山紀行』に見る近世の旅」
講師：山村淳彦（筑紫野市歴史博物館）
●入場無料 ●10:00

1/28
（日）

サイエンスショー＆科学工作 「科学とあそぼう」

ティータイムコンサート　Vol.256

おとなの楽校4時間目

はじめてのピラティスヨガ生涯

和菓子づくりとプチ茶歌舞伎

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
「みんなの学校」上映会
～不登校も特別支援学級もない　同じ教室で一緒に学ぶ
　　　　　　ふつうの公立小学校の　みんなが笑顔になる挑戦～
問合せ：（特）ちくしの子ども劇場　電話：925-5630
●大人1,000円、高校生800円、中学生以下無料 ●①10:30 ②14:30

1/28
（日）

2/18
（日）

市民公募事業「プロデューサーズ 2017」選定事業
ピュアハート 熊本地震被災地支援報告コンサート
「風月同天Ⅴ」
●入場無料 ●13:00

文芸

文芸

文芸

文芸

マヤ暦で分かる才能・性質・本質
～あなたの人生の目的は～

1/27
（土）

史跡のまちの音楽隊
聴きに来んね！～本格だけど気軽なクラシック～
演奏：坂口昌優（ヴァイオリン）・喜名雅（テューバ）
場所：プラム・カルコア太宰府
●1,000円、高校生以下500円 ●13:30

（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

史跡のまちの“生”歴史ドラマ
懐良親王と菊池武光　～雲雀の床～
場所：プラム・カルコア太宰府
●1,000円 ●3日 16:00/4日 13:00

2/3（土）
　 4（日）

日付 イベント ページ
1月まどかぴあのイベントスケジュール

13（土）
P4

11月号
掲載

12（金）

13（土）
～27（土）

20（土）

12月号
掲載

19（金）
～2/23（金）

23（火）

P7

P7

12月号
掲載

12月号
掲載

11月号
掲載

Ｍ．Snow®スマイルトレーニング

図書

図書

図書

図書

図書

図書

エクセル活用

12月号
掲載

12月号
掲載

①19（金）
②29（月） ハーブでケアする冬場対策①② 12月号

掲載

13（土）
～28（日） 図書館へゆこう！！2018年 P7

P4

11（木）
～2/15（木）

9（火）

エクセル実践・中級（夜） 12月号
掲載

託児

託児

託児

託児

託児

託児

託児

P7

10（水）
～31（水）

11（木）

6（土）
20（土）

大人の男の教養セミナー　第1～3回

生涯

生涯

生涯

生涯

カルトナージュ体験講座生涯

生涯

生涯

おひざでだっこ よちよちのへや（1～2歳児対象）

12月号
掲載

託児

託児

託児

赤ちゃんと布のえほんであそぼう

16（火） P7図書 おひざでだっこ ぴよぴよのへや（0歳児対象）

P7わくわくおはなし会（幼児対象）

P425（木）

26（金）

27（土）

28（日）

シネマランド「ラ・ラ・ランド」

P212（金）

24（水）

10（水）

ティータイムスペシャルコンサート　Vol.10
一般発売

P7赤ちゃんと布のえほんであそぼう
受付開始

生涯

文芸

ティータイムスペシャルコンサート　Vol.10
友の会発売文芸

5（金） 高楼 方子講演会　受付開始

1月のチケット情報・募集申込情報

まどかぴあ休館日のお知らせ
年末年始：12月28日（木）～1月4日（木）

1月17日（水）

P5短期講座　受付開始

生涯 P5パソコン講座　受付開始

P7サイエンスショー＆科学工作 「科学とあそぼう」
受付開始

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

市民グループ活動支援事業
「女性議員は見た！議会は何をやれる？」男女

P3
24（水）

かがみのかなたはたなかのなかに

男女

わくわくおはなし会（小学生以上対象） P7

託児

託児

図書

P7わくわくおはなしまつり図書

P7高楼 方子講演会図書

図書

図書

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12月7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）

・第 1回　アスカーラ共生フォーラム　開催！！
・ティータイムスペシャルコンサートVol.10　チケット発売開始
・短期講座&パソコン　受講生募集！
・図書館へゆこう！！　2018年

P2

P2

P5

P7

VOL.259
20181アテナ

◆高楼 方子講演会「お話への思い―朗読をまじえて」
【日時】1月28日（日）13:30～ 15:00
【会場】小ホール（2階）

『つんつくせんせいとふしぎなりんご』（フレーベル館）

たか どの ほう こ

2018年
1月13日　

〜
1月28日　

土

日
図書館へゆこう!!


