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神※掲載記事は11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）

・さだまさしアコースティックコンサート　開催決定！
・短期講座＆パソコン講座　受講生募集！
・いますぐ実践！ビジネススキルアップセミナー　受講生募集！
・図書館へゆこう！！2019年
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アスカーラからステップアップ
～みんなで輝く明日～

【会場】　大ホール（１階）
全席自由

【講師】

【日時】　平成31年3月3日（日）

林田　スマ

13:30開演 /13:00開場

第 2回アスカーラ共生フォーラム

草野　仁



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 12月号　

車イス友の会

先 行

【時間】18:30開演 /18:00開場
【会場】大ホール（1階）全席指定
【料金】8,640円（当日同料金。前売り完売時は当日券の販売はございません。）  ※未就学児入場不可

●まどかぴあ総合案内　※1
●ローソンチケット（Lコード：84367）
●チケットぴあ（Pコード：131-001）

チケット
取扱い

チケット発売日
友の会 平成31年 1月10日（木）
一　般 平成31年 1月17日（木）

両日とも10:00～

さだまさし
アコースティックコンサート２０１９

シンガーソングライター、小説家など多方面で活躍中のさだまさしのコンサートが決定
しました。同氏の歌声を間近で聴ける貴重な機会です！ぜひお見逃しなく。

3月6日
（水）
MUSIC

平成 31年

※1混乱を避けるため、チケット一般発売初日（1/17（木））は電話予約のみです。
窓口販売、および予約済みチケットの引き換えは翌日1/18（金）からとなります。ご注意ください。

※2 本公演はまどかぴあ友の会会員割引の適用はございません。
※3 一度に購入できるチケットはお一人様4枚まで。

【工事期間】12月10日（月）～平成31年3月15日（金）
【工事箇所】まどかぴあ立体駐車場（屋上）

※期間中、3期にわけて屋上の区画で工事を行います。

大野城まどかぴあ契約職員募集立体駐車場屋上工事のお知らせ

職員募集

お知らせ（新着情報）

または

へ

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）

大野城まどかぴあ 検　索

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

お問い合わせ
申込先

大野城まどかぴあでは、平成31年4月採用予定の契約職員を
募集します。詳しい内容については募集要項をご覧ください。

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。
TVキャスターである草野 仁の講演や、まどかぴあ館長林田 スマとのトークをお楽しみください。

託児 車イス

●まどかぴあ
総合案内

チケット
取扱い

チケット発売日
12月3日（月）
10:00～

【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・一般社団法人大野城市にぎわいづくり協議会

第2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 ～みんなで輝く明日～

【時間】13：30開演/13：00開場
【会場】大ホール（1階）全席自由
【料金】500円（当日700円）

EVENT

3月3日
（日）

■ アスカーラバザーを同日開催

・講師と大野城まどかぴあ館長 林田 スマとの
　トークショー

【内容】
・「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

■ 「男女共同参画」小中学生図画ポスター・
　標語コンクール入賞作品展示
【期間】平成31年2月7日（木）～3月5日（火）
【会場】ギャラリーモール（1階）

【時間】10：00～15：00
※品物がなくなり次第終了

【会場】ギャラリーモール（1階）

平成 31年

・講演会「いつもチャレンジ精神で」
講師：草野 仁（TVキャスター）

くさ の ひとし

まどかぴあでは、立体駐車場の屋上防水工事を12月か
ら来年3月にかけて行います。工事期間中は駐車可能
台数の減少に伴い混雑が予想されます。
利用者の皆さまには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。

※2

※前売り完売時は当日券の販売はございません。



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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文化芸術振興

MUSIC

12月16日
（日） 託児 車イス

♪♪ ♬ティータイム
スペシャルコンサートVol.13（Vol.267）

協賛：株式会社東洋ナビックス、豆香洞コーヒー

【出演】佐伯 真由子（歌）、松本 さくら（ヴァイオリン）
菅野 大地（ピアノ）、榊 孝仁（ドラム）

【会場】小ホール（2階）全席自由
【料金】①一般800円、小学生以下500円　※3歳未満入場不可

②一般800円　※未就学児入場不可
※当日券は各200円UP。各回でチケットが必要です。

3歳から入場可！クリスマスソング
からディズニーの名曲まで、親子
でお楽しみいただける内容です。
絵本の読み聞かせと素敵な歌で、
心弾む時間をお楽しみください。

① 13：30～14：20

「歌と絵本で楽しむ
クリスマス」

クリスマスを華やかに彩るジャ
ズと映画音楽をお届けします。
懐かしいメロディに思いを寄
せて、しっとりとした優雅なひ
とときをお過ごしください。

② 16：00～17：15

「おとなのための
ジャズ＆映画音楽」

●まどかぴあ総合案内
●ローソンチケット（Lコード：82600）

チケット
取扱い

チケット発売中

託児 車イス友の会

先・割

【時間】14日（木）10:00開演 /　9:30開場
13:00開演 /12:30開場

15日（金）10:00開演 /　9:30開場
【会場】大ホール（1階）全席指定

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

●まどかぴあ総合案内
●ローソンチケット（Lコード：83618）
●チケットぴあ（Pコード：489-861）

チケット
取扱い

チケット発売日
友の会12月　6日（木）
一　般12月13日（木）
両日とも10:00～

『長靴をはいた猫』
突然の出来事で両親を亡くした三人の兄弟。途方にくれる兄弟達に遺されたものは粉引き小屋とパン作りの道具と一
匹のネコだけ。「大丈夫！ぼくがなんとかしますよ」。突然しゃべりだしたネコはお父さんの長靴をはき、見事な知恵を
働かせて幸運を引き寄せます。まるで動く絵本のように、愛らしいお人形たちが素敵な歌とダンスにのせて繰り広げる
マスクプレイミュージカルをご家族揃ってお楽しみください。

劇団飛行船マスクプレイミュージカル2月14日（木）
15日（金）
PLAY

平成 31年

※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場合はチケットが必要となります。

講師： 永田 郁
（崇城大学芸術学部美術学科 (視覚芸術 )教授）

インドと日本で共通する宗教のひとつとして仏教が挙げられます。今回は、仏教に関するモチー
フの中から「蓮華」に焦点を当てます。インドと日本の仏教の世界観や美術作品を取り上げなが
ら、作品鑑賞のツボを解説します。この機会に仏教美術の世界に触れてみませんか。

4時間目

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

チケット
取扱いチケット発売中 ●まどかぴあ

　総合案内

TALK

1月19日
（土）

美術から仏教の世界を学ぶ授業
「蓮華から読み解く仏教美術の見方～インドと日本～」

平成 31年



文化芸術振興お問い合わせ先   TEL （092）586-4040 / FAX (092)586-4021
文化芸術振興課 開館時間／（月～金）9:00～17:00
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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
学べます。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」

ティータイムコンサート 
開催スケジュールのお知らせ

※３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。

平成31年 1月24日（木）
2月28日（木）
3月10日（日）※

NO.

Vol.268
Vol.269
Vol.270

開催日

ボランティアスタッフ
サポーターバンクぐるぐる
メンバー募集中！

まどかぴあで行う公演やイベントのサポートをしてくだ
さるボランティアスタッフを随時募集しています！
演劇や音楽、映画がお好きな方、何かチャレンジしてみた
い方など、理由や経験は問いません。
私たちと一緒にまどかぴあを盛り上げていきましょう！

●応募資格
18歳以上（高校生不可）、経験は問いません。

●申込方法
所定の申込用紙にてお申し込みください。
詳しくは、まどかぴあ文化芸術振興課まで
お問い合わせください。

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。
　　　　　　　  ※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

1月19日
（土）

平成31年

CINEMA

12月15日
（土）

北極圏ラップランドの寒村。不慮の事故で孤児となったニコラス。村
人たちは一年交代で彼の世話をすることにした。しかし６年後、飢饉が
村を襲い、ニコラスは村を離れ頑固者の家具職人に引き取られ…

切なくも心温まるサンタクロース誕生秘話。ラップランドの美しい白銀
の世界が広がる。フィンランド・アカデミー賞最高人気賞・最優秀撮影賞 
受賞。日本では劇場未公開作品。
監督： ユハ・ヴオリヨキ（『マダム・ヘッラ』）
出演： ハヌ・ペッカ・ビョルクマン、カリ・バーナネン　ほか

2007年/フィンランド/80分/日本語字幕版
「サンタクロースになった少年」

①10:00～ 11:20
②14:00～ 15:20
③18:00～ 19:20
（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。

会員募集中★

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

大野城まどかぴあ友の会「まどかぴあ倶楽部」

友の会に入会すると、まどかぴあ指定公演のチケット先行発売
やチケット送料無料、更新された方には500円の鑑賞引換券
をプレゼント。今なら『さだまさしアコースティックコンサート』
（P2）や『長靴をはいた猫』（P3）などが一般発売よりも早くご
購入いただけます。※詳細はお問い合わせください。

毎月開催している「ティータイムコンサート」または「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。
詳細は文化芸術振興課までお気軽にお問い合わせください。

サポーター募集！
「ティータイムコンサート」・「シネマランド」

（協賛料：12ヵ月2,000円）
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ご自宅に送付。
ご希望により、チラシにお名前を掲載。

（協賛料：6ヵ月6,000円、12ヵ月10,000円）
協賛団体として、館内や各イベント等で配布するチラシに広告を掲載。
まどかぴあ情報誌「アテナ」の当該事業情報欄に団体名を掲載。
個人サポーター

団体サポーター

申込み・問合せ：まどかぴあ 文化芸術振興課

※10時の回のみ日本語字幕を付けて上映。

まだ見ぬ弟と忍者遊びをすることを夢見るひとりっ子の少年ネイト
は、ある日古びた「赤ちゃん申込書」を見つけ申込む。ネイトが送った
申込書を受け取ったコウノトリ宅配便社は、ある事件をきっかけに赤
ちゃんのお届けを禁止していたのだが…
監　　督：ニコラス・ストーラー（『ネイバーズ』シリーズ）　ほか
声の出演：アンジャッシュ（渡部 建、児嶋 一哉）　ほか

2016年 /アメリカ/87分 /各回日本語吹替版
「コウノトリ大作戦！」
キッズシネマ

①10:00～ 11:27
②14:00～ 15:27
③17:00～ 18:27
（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



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 12月号

短期講座 12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）

●定員：18名　※2回目から1時間の自習時間付き
●パソコン：持ち込みください（貸出も可能です）パソコン講座

エクセル実践・中級（夜） 【日　程】1月22・29日、2月5・12・19・26日（火）
【時　間】19:00～21:00 ※自習時間18：00～
【受講料】9,600円 【教材費】800円
【講　師】竹中 ひとみ
【対　象】エクセルの操作経験がある方

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。仕事で役に立つ裏ワザな
ど、実践的なスキルを身につけましょう。

いきいき歌おう
童謡、唱歌、歌謡曲を中心に、みんなで一緒に歌いま
す。音楽に合わせた簡単な体操や、ハンドベルの演奏も
行います。楽譜を全く読めない方でも楽しく参加でき
ますよ。軽い脳トレとストレス発散で、心も体も元気に
なりましょう。
【日　程】1月17・31日、2月7・21日、3月7日（木）
【時　間】10:00～12:00　　【受講料】5,500円
【定　員】16名　　【講師】中島 いづみ（ミュージックセラピスト）

託児
革のメガネケースを作ろう
革のメガネケースを作ってみません
か？芯材が入っているので、つぶれにく
くなっています。色は黒、茶、赤などの
数色から選べますよ。
【日　程】1月21日(月) 【時　間】13:00～16:00
【受講料】1,600円 【材料費】2,900円
【定　員】10名　　【講師】阿久津 周平(靴のつくり手)

託児

※作品例

顔ヨガでマイナス10歳顔！
顔ヨガは、お顔のストレッチです。1日3
分、顔ヨガを続けるだけで、リフトアッ
プ、小顔、若顔が期待できます。マイナ
ス10歳顔も夢ではありません。幸せ顔
を手に入れて人生を楽しみましょう。
【日　程】1月23日(水) 【時　間】10:30～12:00
【受講料】1,100円 【定　員】18名
【講　師】髙倉 裕子(顔ヨガ協会アドバンスインストラクター)

託児

スマホ写真をもっとキレイに
基本的な操作を習って、今までよりもっと
キレイなスマホ写真を楽しみましょう！
ちょっとしたコツとテクニックで素敵な写
真が撮れますよ。

【日　程】1月29日(火) 【時　間】10:00～12:00
【受講料】1,100円 【定　員】16名
【講　師】福田 一也(カメラインストラクター)

託児
美味しい珈琲の淹れ方
「喫茶で飲むとオイシイけど、家で淹
れるとなんだかオイシクナイ…」とい
う方、美味しい珈琲の淹れ方を学んで
みませんか。ちょっとしたコツをつかめば、いつもの珈琲
が飛び切りの一杯になること間違いなしです。
【日　程】1月29日(火) 【時　間】10:00～12:00
【受講料】1,100円 【材料費】500円
【定　員】16名　　【講師】香椎参道Nanの木

託児

はじめてのケイキフラ（子どもフラ）
お子さん対象のフラ講座です。講座で
はハワイの歴史や文化に触れながら、ス
テップ、ハンドモーションなどを丁寧にお
稽古します。小さなお子さんでも踊れ
る！フラを目指して、楽しいフラを始めてみませんか。
【日　程】1月25日、2月8・22日(金)
【時　間】18：00～19：00 　【対　象】年中～小3
【受講料】3,300円 【教材費】100円
【定　員】16名　　【講師】三好 理恵（Y＆Rフラスタジオ講師）

節分の飾り巻き寿司
今年の節分は飾り巻きを作ってみませんか。今回は、
お祝い事におすすめの四海巻きに挑戦します。誰で
も簡単に作れて見た目も華やかな飾り巻きは、パー
ティーにぴったりです。

【日　程】1月30日(水)
【時　間】10:30～12:30
【受講料】1,200円 【材料費】1,300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)

託児

※調理見本

※イメージ

※イメージ



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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就業中の方・就職活動中の方・これから再就職を希望する方、必見です！怒りの感情を上手にコントロールする手法
である「アンガーマネジメント」とコミュニケーションの向上に大切な「記憶力」を身につけて、ビジネススキルの
更なる向上を目指してみませんか？ 1回のみのご参加も大歓迎です。

「なんで…」「どうして…」ビジネスの
様々な場面でイライラすることありま
せんか？
怒りへの適切な対処は、周りの人と自
分を大切にすることにつながります。
怒りとの上手な付き合い方を一緒に学
びましょう！

「あれ？あの人だれだっけ…」「顔と名前
が一致しないな…」このような経験あり
ませんか？
顔と名前を覚えると円滑なコミュニケー
ションに役立ちます。正しい脳の使い方
を学んで苦手意識を克服し、記憶の達
人を目指しましょう！

いますぐ実践！ ビジネススキルアップセミナー

テーマ・講師日　時回

1

2

平成31年
2月9日（土）
13:30～15:30

301会議室
（3階）

303会議室
（3階）

2月16日（土）
13:30～15:30

再就職応援事業
キャリアアップ講座

会　場内　　容

アンガーマネジメントを学ぼう
～怒りと上手にお付き合い！～

大谷 香里
（一般社団法人日本アンガーマネジメント協会

アンガーマネジメントファシリテーター）

人の顔と名前を覚えよう
～記憶力アップでキャリアアップ！～

松井 達治

【受講料】無料　　【対象】就業中の方・就職活動中の方・これから再就職を希望する方　　【定員】各回40名（先着順）
【申込方法】12月3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開始

託児

退職後の人生を楽しく、元気に、充実したものにするためには、地域や家庭で快適に暮らすための知恵や技術を身につけ
ることが大切です。料理や介護の基本をプロから学んで、明日からの生活にお役立てください。

男性のためのブラッシュアップセミナー

会場日時・定員回

1

2

平成31年
1月26日（土）
10:00～14:00

24名
（先着順）

2月7日（木）
10:00～12:00

30名
（先着順）

テーマ・講師

第1部：講話 「第2の人生の再設計」
　　　　人生をもっと楽しく、元気に、充実させるためのヒントを学びます。
第2部：調理実習 初めての料理入門

～包丁の持ち方から学ぼう！ 料理の基本～
具沢山みそ汁とおにぎりができれば自信がつきます。

第3部：自由談話

吉田 清彦（シニアライフ・プランナー、調理師）

304会議室
（3階）
調理実習室
（2階）

301会議室
（3階）

◆簡単介護入門
～身近な人をお世話するための技術を学ぼう！～

田上 美里（麻生医療福祉専門学校福岡校非常勤講師）

【受講料】無料（ただし、1回目は材料費300円が必要です）　　【対象】定年前後の男性および講座に興味のある方
【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中

託児

（合同会社想真 代表
アクティブ・ブレイン協会 マスター講師）



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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楽しいイベントが盛りだくさん！すべて参加無料です。どうぞお楽しみに！
図書館へゆこう！！ 2019年

移動図書館「わくわく号」巡回日程表

「落語絵本シリーズ」、『りんごです』『バナ
ナです』などで人気の絵本作家 川端 誠氏
による講演会です。

平成31年1月17日(木)～27日(日)

◆川端誠講演会
「絵本とともに旅をして」

『りんごです』（文化出版局）

川端さんご自身が自作絵本をおもしろおかしく開き読みする楽
しいイベントです。
【日時】1月 27日（日） 10:00～11:00
【会場】303会議室（3階）　　【定員】100名（要申込）
【対象】幼児以上 
※12月14日（金）10：00より図書館カウンター・電話にて受付開始。

年末年始の休館中の返却について

受変電設備工事に伴い、上記の期間まどかぴあは全館休館
します。休館中の本の返却は返却ポスト(県道沿い入口横
壁面)をご利用ください。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、警備員室へご返却ください。

【期間】12月24日（月・振休）～平成31年1月7日（月）

【日時】1月 27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。 
※12月14日（金）10：00より図書館カウンター・電話にて受付開始。

◆川端誠絵本ライブ
カラーガムテープを使って自分だけのオリジナルバッグを作っ
てみませんか？

【日時】1月 19日（土）①10:00～11:30
②14:00～15:30

【会場】301会議室（3階）　　【定員】各回15名（要申込）
【対象】小学生高学年（5年生）以上
※12月10日（月）10：00より図書館カウンター・電話にて受付開始。

◆オリジナル図書バッグをつくろう

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 22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）
※12月17日（月）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

※受付は定員になり次第、終了します。その他のイベントなどの詳細は次号に掲載します。

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）

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
12月の巡回

7日
21日

6日
20日

11日

4日
18日

10日

3日
17日

14日

13日ぴよぴよのへや（0歳児・妊婦対象）
12月4日・18日
よちよちのへや（1～2歳児対象）
12月11日

もうすぐ楽しいクリスマス。
図書館のおはなし会にも
ぜひきてくださいね。

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】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
幼児対象
12月1日・15日

小学生以上対象
12月8日・22日



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。
11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
　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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12/2
（日）

12/23
（日・祝）

第33回名曲コンサート
～チェロとソプラノとアルパの祭典～
●一般2,000円 ほか ※未就学児入場不可 ●15:00

筑紫野市吹奏楽団 第 39回定期演奏会
●一般500円 ほか ※3歳以下入場不可 ●14:00

2/11
（月・祝）

市民企画公募事業「プロデューサーズ2018」選定事業
歌って踊ろう！『つくしのロックンロール』チキンナゲッツライブ
主催・お問合せ：歌って踊ろう企画委員会 電話：090-2391-5603（担当：副島）
●大人2,000円 ほか ●14:00

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

フロアコンサート
演奏：冨永 裕輔
場所：いきいき情報センター２Fフロア　電話：092-928-5000
●入場無料 ●16:00

1/5（土）

3/10（日）

12/15
（土）

第23回 くらしのうつりかわり展
場所：文化ふれあい館
電話：092-928-0800（毎週月曜休館祝日の場合翌平日）
●入場無料 ●9:00～17:00 ●1/12おやつ付き昔遊び大会 13:00

（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

12月まどかぴあのイベントスケジュール

P4

図書

図書

図書

図書

図書

図書

図書

図書

洋菓子レッスン～フルーツタルト～ 11月号
掲載

1（土）

11（火）

16（日）

6（木）

8（土）
22（土）

4（火）
18（火）

①6（木）
②7（金）

4（火）

託児

生涯

はじめてのチョークアート 11月号
掲載生涯

生涯

生涯

生涯

12月のチケット情報・募集申込情報

11月号
掲載

わくわくおはなし会（小学生以上対象） P7

11月号
掲載

15（土）

3（月）

10（月）

6（木）

P7

P7

川端誠絵本ライブ　受付開始

市民グループ活動支援事業
「大野城女性の会25周年記念講演会
可能性を信じていきいき未来」

P313（木） マスクプレイミュージカル　一般発売文芸

P3ティータイムスペシャルコンサートVol.13文芸

文芸

10月号
掲載

女性の身体と心の健康を考える講座　第1回
「女性特有の病気を考える
～乳がん・子宮周辺がんのリアル～」

Ｐ5短期講座＆パソコン講座　受付開始生涯12（水）

オリジナル図書バッグをつくろう　受付開始

赤ちゃんと布のえほんであそぼう　受付開始

シネマランド「サンタクロースになった少年」

P7

11月号
掲載

おひざでだっこ ぴよぴよのへや（0歳児対象）

P7おひざでだっこ よちよちのへや（1～2歳児対象）

11月号
掲載ドライフラワーのしめ縄飾り

文芸

文芸

託児

託児

託児

11月号
掲載

航空自衛隊春日基地
「第25回ファミリーコンサート」

P6

P7

P7

14（金）

17（月）

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

1/6
（日）

12/8
（土）

12/9（日）
12/15（土）

ふれあい文化サークル特別講座
遊んで考え、身体で楽しむ！ゲームの世界
バランスゲームで健康に！「ロコモでバラミンゴ」体験講座
講師：松隈浩之（九州大学大学院芸術工学研究院准教授）
●1回500円 ●10:30

ふれぶんシネマ倶楽部「パディントン2」　《日本語吹替版》
●施設利用料1枚300円 ※3歳以上有料 ●①10:00 ②14:00

ふれあい文化サークル特別講座
ふれぶん探検隊 ～ホールの謎を探れ！～
●300円 ●①10:00 ②12:30 ③15:00

ミリカローデン那珂川 那珂川市仲2丁目5番1号 ☎092-954-2211

12/16
（日）

12/7
（金）

年忘れ大爆笑！ミリカ寄席
～第7回おもしろアマ落語家競演会～
●500円 ※未就学児入場不可 ●18:00

那珂川黎明2018 特別歴史講演会
DNAからみた弥生人と安徳台の有力首長たち
講師：篠田 謙一（国立科学博物館副館長兼人類研究部長）
●入場無料 ※要入場整理券 ●10:00

1/20
（日）

平成30年度歴史講座「ちくし見聞録」
第4回「都市大宰府の成立」
講師：山村 信榮（太宰府市教育委員会）
●入場無料 ※要事前申込 ●10:00

川端誠講演会　受付開始

P3マスクプレイミュージカル　友の会発売

男女

男女

男女

いますぐ実践！ビジネススキルアップセミナー
受付開始

P2

託児

託児

第2回アスカーラ共生フォーラム　発売

託児

3（月） ボタニカルキャンドル 11月号
掲載生涯

託児

託児

1（土）
15（土） P7わくわくおはなし会（幼児対象）

100歳まで自分の足で歩く足のケア

男女

博多雑煮と半日でできるおせち①②

※設備工事に伴い、年末年始は例年より長く休館します。

〜

まどかぴあ休館日のお知らせ
12月5日（水）、19日（水）

年末年始：12月24日（月・振休）～平成31年1月7日（月）
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