
大野城まどかぴあ 情報誌

つつつつつつつつつつつつつつつどどどどどどどどどどどどどどどどいいいいいいいいいいいい ふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふれれれれれれれれああいいいいいいいいいいいいいいいいい ばばばばばばばたたたたたたたくくくくくくくくくくくくくくくく～～～～～～～～～～～～～～～～つつつつつつつつつつつつつ～～～つつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつどど

※

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6月6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）

・まどかぴあ市民大学「おとなの楽校」 チケット発売中！
・短期講座＆パソコン講座　受講生募集！
・大野城市男女共生講座　受付開始！
・夏休みスペシャルおはなし会「夜ばなし」
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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

2アテナ　2018年 7月号　

【展示期間】7月21日（土）～9月2日（日）　※月曜休館
【時間】9:00～19:00
【会場】大野城心のふるさと館　大野城コレクション（２階）
【入場料】無料
【展示作品】『船の見える街』『マンボ』『タンゴ』　ほか
【問い合わせ先】大野城心のふるさと館　TEL 092-558-5000

7月21日に開館する大野城心のふるさと館。
開館を記念して、大野城まどかぴあが所蔵する
初代館長・池田 満寿夫の作品を、大野城心のふ
るさと館で展示します。従来の芸術の枠にとら
われず、新たなる作品を求め世界に挑み続け
た池田 満寿夫の作品をこの機会にぜひご覧く
ださい。

MUSIC

9月29日
（土）

♪♪ ♬
ティータイムスペシャルコンサートVol.12（Vol.264）

「爽やかな風にのせて～サックス＆ギター＆ドラム～」

協賛：株式会社東洋ナビックス、豆香洞コーヒー

【出演】高橋 俊伎（サクソフォン）、岩松 知宏（ギター）、
乙藤 健太（ドラム・パーカッション） 

【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

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：84059）

チケット
取扱いチケット発売中

岩松 知宏 乙藤 健太高橋 俊伎

地元福岡で活躍する若手奏者にスポットをあてます。金管と木管の特徴を併せ持つ楽器サックスと、繊細な音色を奏でるギタ
ー、そして様々な表情を見せるドラム。若い感性と確かなテクニックに裏付けされた素晴らしい演奏をお楽しみください !

学習室の利用に関するご案内

【利用期間】
土・日曜、祝日及び大野城市立小・中学校の夏休み・
冬休み・春休み期間

【利用区分】

会議室が空いている時に限り有料で学習室として
開放しています。

【利用負担金】
学生等：100円 /1区分1人
一　般：200円 /1区分1人
※詳しくは総合案内までお問い合わせください。

13:00～17:00

18:00～21:00

午後

夜間

9:00～12:00午前

「池田 満寿夫コレクション」
大野城心のふるさと館開館記念

※小・中学生のみの利用の場合は9:00から17:00まで

『マンボ』

連携
企画

応募には、事前に出品料の振込みと出品申込書の提出が必要です。

作品募集第11回大野城まどかぴあ版画ビエンナーレ

◎振込期間： 7月 23 日（月）～8月 3日（金）
◎出品申込書締切： 8月10 日（金）必着　◎作品搬入： 8月18 日（土）・19 日（日）

７月23日（月）出品受付開始！

※詳しい申込方法や応募規定等は、まどかぴあ館内に設置の応募要項、またはホームページをご覧ください。

第10回大野城まどかぴあ版画ビエンナーレ
池田満寿夫大賞

『メランコリー』チョン ダウン

©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
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文化芸術振興

●まどかぴあ総合案内
●つくしドリームミュージカル
　運営委員会ホームページ
（http://www.tsukushi-dream-musical.com）

チケット
取扱い

チケット発売日
7月2日（月）
10:00～

【時間】1日（土） 18:30開演 /18:00開場
2日（日） 14:00開演 /13:30開場

【会場】大ホール（1階）全席自由
【料金】一般1,500円（当日1,800円）

高校生以下1,000円（当日1,200円）
※未就学児入場可。席を利用する場合のみ有料。

「つくしの空は晴れて」

つくしミュージカル10周年記念

オーディションで選ばれた、筑紫地区4市１町の子どもから
大人まで総勢約５０名が演じる市民参加型ミュージカルで
す。ふるさと「つくし」を舞台にタイムトラベルを通じて発見
する変わらぬ想い。つながる歴史、つながる「いのち」。ぜひ
一緒に、時間の旅をしませんか。

●まどかぴあ総合案内
●筑紫野市文化会館
●春日市ふれあい文化センター
●プラム・カルコア太宰府
●太宰府市いきいき情報センター
●ミリカローデン那珂川

チケット
取扱いチケット発売中

【出演】大野城市少年少女合唱団、春日市少年少女合唱団、
筑紫野市ちくしの少年少女合唱団、太宰府市東風
少年少女合唱団、那珂川町少年少女合唱団

【時間】14:00開演 /13:30開場
【会場】ミリカローデン那珂川　文化ホール（全席自由）
【料金】500円（当日700円）　※3歳以上有料

第15回 少年少女合唱団
ジョイントコンサート

ちくし地区の少年少女合唱団による

筑紫地区の少年少女合唱団が一堂に会し、澄んだ歌声を響
かせます！ テーマは「ＷＡになっておどろう～音楽の輪～」
です。

はるかぜ

9月2日
（日）
MUSIC

〈共催事業〉

託児

JR水城駅のすぐ近くの「父子嶋」には、百済から日本に
逃れてきた親子と住民との、歴史に埋もれた熱い物語が
ありました。市民劇団迷子座が創り上げる7世紀の大野
城市版「二つの祖国」。人と人が織りなす愛の物語をぜ
ひお楽しみください。

8月26日
（日）
PLAY

〈共催事業〉

●まどかぴあ総合案内
●相撲鳥TEL 092-571-4280

チケット
取扱いチケット発売中

【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）　※中学生以下は無料

「父子嶋異聞」

平成30年度
大野城市民劇団迷子座定期公演
大野城心のふるさと館開館記念

車イス

車イス

車イスミュージカル

主催：つくしドリームミュージカル実行委員会主催：（公財）那珂川町教育文化振興財団
お問合せ：つくしドリームミュージカル運営委員会 事務局 TEL 080-3903-0294（担当：長浜）

9月1日（土）
2日（日）

MUSICAL
〈共催事業〉

主催：「～あなたの初恋探します～」製作委員会 / ピクニック

●まどかぴあ総合案内
●ローソンチケット（Lコード：81940）
●チケットぴあ（Ｐコード：486-979）
●ピクニックチケットセンター
●e+（イープラス）

チケット
取扱いチケット発売中

【日時】4日（土） 17:00開演 /16:30開場
5日（日） 13:00開演 /12:30開場

【会場】大ホール（1階）全席指定
【料金】一般 7,800円（当日同料金）　※未就学児入場不可

出演：村井 良大、彩吹 真央、駒田 一

韓国発の人気創作ロマンチック・ラブ・コメディ・ミュージカル ！

公演・チケットに関するお問合せ：
ピクニックチケットセンターTEL 050-3539-8330（平日11:00～17:00）

「～あなたの
初恋探します～」

ミュージカル
車イス

8月4日（土）
5日（日）

MUSICAL
〈共催事業〉

友の会

先 行

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（2階）全席自由
【授業料】500円（当日800円）　※未就学児入場不可

講師 田中 宏明 医）田中宏明クリニック理事長

チケット
取扱いチケット発売中 ●まどかぴあ総合案内

TALK

7月14日
（土）

「今こそ腸活！生涯健康であるために」
今話題の腸活から生涯健康の秘訣を学んでみませんか？

てて こ じま い ぶん

後援：大野城市、大野城市教育委員会、大野城文化連盟



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
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広告協賛欄

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

どなたでもお楽しみいただけるよう、一部の回で吹替や字幕付きで上映いたします。

CINEMA

7月14日
（土）

ゴールデン・レトリバーの子犬ベイリーは、命を救ってくれた少年
イーサンと遊ぶ時も寝る時もいつも一緒。固い絆で結ばれてい
た。やがて一生を終えたベイリーだったが、イーサンに再会したい
一心で生まれ変わりを繰り返し…

犬と人間の絆を描いてきた、ラッセ・ハルストレム監督によるドッ
グシリーズの集大成。

監督： ラッセ・ハルストレム（『マイライフ・アズ・ア・ドッグ』、『HACHI 約束の犬』）
出演： デニス・クエイド、ペギー・リプトン　ほか

2017年 /アメリカ/100分 /日本語字幕版
「僕のワンダフル・ライフ」

①10:00～ 11:40
②14:00～ 15:40
③18:00～ 19:40
（各回30分前開場）

【時間】

※10時の回のみ
　日本語吹替版（日本語字幕付き）で上映。

※10時の回のみ日本語字幕を付けて上映。CINEMA

8月11日
（土）

悪党をとり逃がしたことで反悪党同盟を追い出されたグルー。そ
んなグルーに愛想を尽かした相棒ミニオンたちは、新たなボスを
探し旅に出る。一方、グル―は生き別れの双子の兄弟の存在を知
り、会いに行くが…。

監督：ピエール・コフィン、カイル・バルダ （『ミニオンズ』）
声の出演：笑福亭 鶴瓶、松山 ケンイチ、芦田 愛菜　ほか

2017年/アメリカ/90分/各回日本語吹替版
「怪盗グルーのミニオン大脱走」
キッズシネマ

①10:00～ 11:30
②14:00～ 15:30
③17:00～ 18:30
（各回30分前開場）

【時間】
注
意
事
項

◆キッズシネマは、3歳以上から入場可能
◆施設利用券は、年齢にかかわらずお一人様1枚必要
◆最終回のみ通常の「シネマランド」と上映開始時間が異なります

こどものくに

【出演】河原 冴子（ヴァイオリン）、古賀 久美子（クラリネット）
【時間】12:15～12:45
【会場】ギャラリーモール（1階）入場無料

7月はヴァイオリンとクラリネットによるコンサートをお届けしま
す。ヴァイオリンの優雅な音色とクラリネットの軽やかな音色を
お楽しみください。

MUSIC

7月26日
（木）

協賛：株式会社東洋ナビックス、豆香洞コーヒー

テレビやCMなどどこかで聴いたことがあるけれど曲名がわからな
い…そんな曲に焦点をあてています。身近なメロディから楽しく音
楽を楽しめます。どうぞお楽しみください。

平成30年度のテーマ 「身近なメロディ」
古賀 久美子
（クラリネット）（ヴァイオリン）

河原 冴子

♪

♪ ♬ ♬
ティータイムコンサート Vol.262ティータイムコンサート Vol.262



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

5

生涯学習センター

アテナ　2018年 7月号

短期講座 7月11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 7月11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
パソコン：持ち込みください（貸出も可能です）

パソコン勉強室（夜） 【日　程】①8月7日（火） ②8月21日（火） ③8月28日（火）
【時　間】19：00～21：00
【受講料】各2,000円 【教材費】各200円（練習問題希望の方のみ）
【講　師】竹中 ひとみ

パソコンに関する質問に個別で対応します。（マンツーマンで
はありません）特に質問はないけれど、ワードやエクセルを復
習したいという方のご参加もお待ちしております。

※作品例

託児
コインケースをつくろう
お子さんが普段から使える
コインケースを作ってみませ
んか？本革製で、色はピンク、
青、黒、茶、白の5色から選べ
ますよ。小学１年生から作れ
るように教えます！

※1回のお電話で複数のお申し込みはご遠慮ください。こどものくに

【日　程】8月6日（月） 【時　間】10:00～11:30
【受講料】1,000円/組 【材料費】1,900円/組
【定　員】10組　　【対　象】小学生1名と保護者1名
【講　師】阿久津 周平(靴のつくり手)

※作品例

スイーツデコ
ケーキの台にクリームをしぼ
り、粘土で作ったアイス、クッ
キー、フルーツなどをのせて、
美味しそうなデコスイーツを作
りましょう。小物入れとしても
使えます。

【日　程】7月27日（金） 【時　間】10:00～12:00
【受講料】800円 【材料費】700円
【定　員】16名 【対　象】小学生
【講　師】大久保 貴代子(クレイアート作家)

パパとクッキング～イタリアンに挑戦～
生地から作る本格ピッツアに親子で挑戦しませんか。
お料理初心者のパパでも大丈夫！
おしゃれなイタリアンが楽しめます。

【日　程】8月25日（土） 【時　間】10:00～13:00
【受講料】1,000円/組 【材料費】1,200円/組 【定　員】12組
【対　象】小学生1名と男性保護者1名 【講　師】樋口 朋子（tonno!!主宰）

※作品見本

託児

簡単で楽しいパステルアート
可愛い親子クジラを描きます。
テンプレートを変えながら色を
のせていくだけで素敵な作品が
出来上がるので、絵を描くことが
苦手でも楽しめます。夏休みの
思い出に挑戦してみませんか。

【日　程】8月2日（木） 【時　間】10:00～11:30
【受講料】800円 【材料費】700円
【定　員】16名 【対　象】小学3～6年生
【講　師】牟田 智子(パステルアート講師)

※調理例

※材料の都合で、内容を変更する場合があります。

●具沢山ピッツア
●かぼちゃとクリームチーズのディップ
●チーズ饅頭

【
メ
ニ
ュ
ー
】

※作品例

モールアートで羊のストラップをつくろう
モールアートは、手芸用の
モールを曲げてくるくると
巻くだけの簡単なハンドメ
イドです。かわいい羊と星
のストラップを作ってみま
せんか。

【日　程】7月30日（月） 【時　間】10:00～12:00
【受講料】800円 【材料費】600円
【定　員】20名 【対　象】小学生
【講　師】髙倉 裕子（モールアート協会認定モールアートマスター）



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
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大野城市男女共生講座 回 テーマ・講師日　程

1

2

3

4

8月3日
（金）

託児

【時　　間】10:00～12:00
（第3回のみ 9:30～15:30を予定）

【受 講 料】無料（第3回のみ別途必要）
【会　　場】第1・4回：多目的ホール（1階）

第 2 回：小ホール（2階）
【定　　員】100名（第3回のみ 各日50名予定）
【申込方法】7月2日（月）より、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

今年で開講３０周年を迎える、毎年大好評の男女共生講座が8月から
スタート ！ 今年も素敵な講師をお迎えして、様々な分野からみなさん
の好奇心を刺激します。お気軽にご参加ください！

実践！JW-CAD中級講座簿記３級講座

スキルアップのための資格取得講座

【期　間】8月 17日（金）～11月9日（金）
（全28回　月・水・金曜日）

【時　間】18:30～21:00
【講　師】高島 喜代美（福岡地区職業訓練協会講師）
【受講料】23,000円（テキスト代・資料代含む）
【会　場】304会議室（3階）
【定　員】30名（先着順）
【申込方法】電話または FAXにて受付

※FAXの場合、①郵便番号 ②住所
③氏名 ④電話番号をご記入のうえ
「簿記３級講座」係まで
お申し込みください。

【申込期限】7月 25日（水）まで
【申 込 先】筑紫地区商工会職業訓練会

電話：092-581-3412
FAX：092-581-3703
住所：大野城市瓦田2-6-12

【期　間】8月 27日（月）～9月10日（月）
（全5回　月・金曜日）

【時　間】18:30～21:30
【講　師】竹中 ひとみ（有限会社アキラ企画 代表取締役）
【受講料】8,000円（テキスト代・資料代含む）

※商工会員の場合は5,000円
【会　場】202会議室（2階）
【定　員】20名（先着順）
【対　象】「実践！JW-CAD初級講座」を受講したことがある方

またはある程度 JW-CADの操作ができる方
【申込方法】郵送または FAXにて受付

※①郵便番号 ②住所 ③氏名 ④電話番号
⑤CADの操作経験の有無をご記入のうえ
「JW-CAD中級講座」係までお申し込みください。

【申込期間】7月 17日（火）から8月3日（金）まで
【申 込 先】大野城市商工会

電話：092-581-3412
FAX：092-581-3703
住所：大野城市瓦田2-6-12

経理事務に欠かせない会計知識を学びましょう。
簿記初心者の方でも大丈夫です。

結婚・出産・育児・介護などの理由で退職し再就職をめざす方や、仕事能力のスキルアップをして再就職や転職を有利に
したい方のための講座です。

※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（092-586-4030）へお問い合わせください。

コンピュータを使って製図を行うCADソフト「JW-CAD」の
講習会です。土木・建築・機械の設計製図だけでなく、看板・
チラシ広告・衣服デザイン・名刺などの作成にも活用できます。

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

主催：大野城市商工会
共催：男女平等推進センター アスカーラ

※性別・年齢・住所は問いません。

分かちあって夫婦円満
～人生１００年時代をハッピーに暮らす秘訣～

新垣 誠
（沖縄キリスト教学院大学人文学部長）

9月6日
（木）

「適材適食」
～あなたに合った食べものを、あなたに合った食べ方で。～

小園 亜由美
（管理栄養士、野菜ソムリエ上級プロ）

11月20日
（火）

誰でもできる防災術
～もしもに備えるいつも～

①9月25日（火）
②10月1日（月）
（予定）

館外研修
（マイクロバス使用）

九州大学伊都キャンパスツアー
男女共同参画推進室などを見学

※第3回の館外研修の申し込みは、第1回の講座終了後に受け付けます。
　なお、館外研修のみの参加はできませんので、ご了承ください。

）

柳原 志保（歌うママ防災士）
林田 スマ（大野城まどかぴあ館長）



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

7月の巡回

※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 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

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）

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

6日
20日

5日
19日

10日
24日

3日
17日
31日

9日
23日

2日
30日

13日
27日

12日
26日

ぴよぴよのへや
（0歳児・妊婦対象）
7月3日・17日

よちよちのへや
（1～2歳児対象）
7月10日・24日

としょかんのおはなし会

毎月第1～4火曜日 10:30～ 
【場所】キッズルーム（3階）
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
7月14日

幼児対象   
7 月 7日・21日

おひざでだっこ

わくわくおはなし会

気温も高くなり、いよいよ夏本番です！
外でたくさん遊んだら、次は図書館に
来てゆっくり本を読んでみませんか？

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。

【日　　時】8月 19日（日）9:15～ 12:00
【申込方法】7月 23日（月）10:00より図書館窓口・
　　　　　電話にて受付開始
※子どもだけでの参加はできません。

内容（部門） 定員 会場

走れチョロ中～！
～未来ロードを走るオリジナルカー～

風のように力のかぎりとばそうよ
365日紙ひこうき

フェルトで作る さんびきのこぶた

20組

10組

35組

15組

301
会議室

302
会議室

303
会議室

304
会議室

大人と子どもが一緒に楽しめる親子読書会を開催します。
親子で協力して、身近な材料で工作をしてみませんか？

第40回親子読書会

主催 : 大野城市地域貸出文庫連絡協議会

～親子で心ゆたかな時間をすごそう～

【日　時】7月 28日（土）19:00～ 20:00
【会　場】303会議室（3階）
【対　象】小学生以上（未就学児は入場できません）
※当日は19:00開始となりますので、保護者同伴または会場まで
　の送迎をお願いします。

暑い夏の夜、ちょっぴりこわいおはなしを聞きに来ませ
んか？いつもとちがうスペシャルな夜のおはなし会。申
し込みは不要です。ご家族おそろいでどうぞ。

「夜ばなし」

わくわくおはなし会
夏休みスペシャル

【日　　程】7月 28日（土）
【時　　間】①10:00～11:30

②14:00～15:30
【会　　場】多目的ホール（1階）
【対　　象】5歳以上

（小学校1年生以下は要保護者同伴）
【講　　師】津田 三朗 （造形作家・彫刻家）
【定　　員】各回30名（要申込・先着順）
【申込方法】7月 2日（月）10:00より

図書館窓口・電話にて受付開始

ダンボールでいろいろな動物を
作ってみよう！

紙のどうぶつえん
夏休み教室

こどものくに

を

ん

ダンボールフォトフレーム～夏の思い出～



日付 イベント ページ

Ｐ5

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。
6月6日現在（その後の変更につきましては、ご容赦ください）

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合、博多駅から快速約13分・大野城駅下車徒歩約18分
　大野城駅東口からは大野城市コミュニティバス「まどか号」が運行しています
■お車ご利用の場合、高速九州自動車道、太宰府インターから約1.5 キロ
　福岡都市高速、大野城出入口から約2.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ヵ月～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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いきいき歌おう

7/28
（土）

第十三回ちくしの寄席 [ 昼の部 ]
落語の楽しみ方講座
場所：筑紫野市生涯学習センター さんあいホール
●一般1,000円ほか ※小学生から入場可 ●14:00

第十三回ちくしの寄席 [ 夜の部 ]
立川生志“ふるさと応援”落語会
場所：筑紫野市生涯学習センター さんあいホール
●一般2,500円ほか ※中学生から入場可 ●18:00

9/23
（日・祝）

DRUM TAO 2018新作舞台
RHYTHM of TRIBE～時空旅行記～
●一般5,000円ほか ※未就学児入場不可 ●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

開催中
～7/16
（月・祝）

さい とう しゅう ほ

太宰府の絵師　斎藤秋圃展
場所：文化ふれあい館　電話：092-928-0800
●無料 ●9:00～17:00

7/15
（日）

木管アンサンブルCLEf コンサート
場所：文化ふれあい館　電話：092-928-0800
●無料 ●14:00

（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

日付 イベント ページ

7月まどかぴあのイベントスケジュール

P3

おひざでだっこ よちよちのへや（1～2歳児対象）

図書

図書

図書

図書

図書

P7

6（金）

10（火）
24（火）

わくわくおはなし会（幼児対象） P77（土）
21（土）

11（水）

14（土）

3（火）
17（火）

冷茶と葛菓子 6月号
掲載

6月号
掲載

託児

託児

託児

託児

託児

託児

P7

5（木）
19（木）

3（火）

生涯

生涯

生涯

生涯

生涯

生涯

おひざでだっこ ぴよぴよのへや（0歳児対象）

6月号
掲載

6月号
掲載ワイヤーアートで作るバスケット

5（木） 生涯 6月号
掲載茶懐石　青嵐のころの膳

おとなの楽校 1時間目

7月のチケット情報・募集申込情報

まどかぴあ休館日　7月4日（水）、18日（水）

顔ヨガ

P7わくわくおはなし会（小学生以上対象）

5月号
掲載7（土）

託児

あなたとわたしのための元気塾　第3回
「ブラジル番長物語
～経験を生かしたまちづくりと青少年支援～」

男女

モールアートで羊のストラップをつくろう30（月）

シネマランド「僕のワンダフル・ライフ」 P4

① 17（火）
② 24（火） パソコン勉強室①・② 6月号

掲載

26（木） ティータイムコンサートVol.262 P4

託児

託児

紙のどうぶつえん夏休み教室

図書 わくわくおはなし会夏休みスペシャル「夜ばなし」

P7

図書 紙のどうぶつえん夏休み教室受付開始

図書 第40回親子読書会　受付開始

P7

P7

生涯

Ｐ5

P7

短期講座＆パソコン講座　受付開始11（水）

23（月）

生涯

P6大野城市男女共生講座　受付開始

P3ミュージカル「つくしの空は晴れて」
チケット発売

2（月）

文芸

6月号
掲載大野城和太鼓フェスティバル201829（日） 文芸

文芸

文芸

文芸

27（金）

28（土）

スイーツデコ P5

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

7/29
（日）

募集中

ふれぶんシネマ倶楽部 「オーケストラ ！ 」
●施設利用料1枚300円 ●①10:00 ②14:00

7/21
（土）

Series 若い才能との出会い vol.1
實川 風 ピアノリサイタル
●全席指定 3,500円　※未就学児入場不可 ●15:00

ふれあい文化サークル
夏休み！子どものための特別講座
夏休みの自由研究のヒントにもなる多彩な講座を開催
※7/31（火）締切

じつ かわ かおる

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

8/5
（日）

ミリカシアター
「怪盗グルーのミニオン大脱走」
●前売ペア500円ほか ●①10:00 ②13:00 ③16:00

8/2
（木）

上方落語福岡県人隊
ミリカローデン那珂川寄席
●1,500円ほか ※未就学児入場不可 ●18:30

8/19
（日）

「非・売れ線系ビーナス 第 24回公演 関門オペラ」
●2,500円ほか ※未就学児入場不可 ●14:00

男女


