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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。
12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

8アテナ　2019年 1月号

2/11
（月・祝）

〜
2/28（木）

3/3（日）

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・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

筑紫野市文化協会　第34回ちくしの芸術祭2019
主催・問合せ：筑紫野市文化協会 電話：090-8765-8090（担当：井上）
●無料 ※一部有料 ●10:00～16:00

3/24
（日）

ちくしのブラスフェスタvol.3
●無料 ●12:30

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

史跡のまちの音楽隊vol.8
～本格だけど、気軽なクラシック～ ピアノ＆トランペット
場所：プラム・カルコア太宰府（太宰府市中央公民館）
演奏：白石光隆（ピアノ）、高見信行（トランペット）
スペシャルコラボ：Sounds of DAZ（ゴスペル）
●一般1,000円ほか ※未就学児入場不可 ●14:00

1/26
（土）

2/17
（日）

史跡のまちの“生”歴史ドラマvol.3 新・岩屋城の戦い
場所：プラム・カルコア太宰府（太宰府市中央公民館）
●1,000円全席指定 ●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
1月まどかぴあのイベントスケジュール
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わくわくおはなし会（小学生以上対象） P7

8（火）

12（土）

21（月）

22（火）

23（水）

24（木）

17（木）
～27（日）

17（木）
～3/7（木）

19（土）
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わくわくおはなし会（幼児対象） P7
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生涯

生涯

生涯

生涯

生涯

生涯

1月のチケット情報・募集申込情報

12月号
掲載

オリジナル図書バッグをつくろう P7

P4

22（火）
～2/26（火）

25（金）
～2/22（金）

27（日）

26（土）

12月号
掲載

P7

美味しい珈琲の淹れ方

顔ヨガでマイナス10歳顔！

12月号
掲載

29（火）
スマホ写真をもっとキレイに

生涯 Ｐ59（水） 短期講座　受付開始

P310（木） さだまさしコンサート　友の会発売

P4ティータイムコンサート　Vol.268文芸

文芸

P317（木） さだまさしコンサート　一般発売文芸

P211（金） ティータイムスペシャルコンサートVol.14
一般発売文芸

P4キッズシネマ「コウノトリ大作戦！」

P7川端誠講演会

川端誠絵本ライブ

エクセル実践・中級（夜）

12月号
掲載

P7

いきいき歌おう

P7赤ちゃんと布のえほんであそぼう

12月号
掲載革のメガネケースを作ろう

文芸

文芸

託児

託児

P7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

12月号
掲載30（水）

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

1/26
（土）

1/25
（金)

Kasuga Jazz SESSION！
～浅野祥 津軽三味線×JAZZ コラボレーションLIVE～
出演：浅野祥（津軽三味線）・森藤晶司（ピアノ）・中西久美（フルート）
●2,000円ほか ※未就学児入場不可 ●19:00

ふれぶんシネマ倶楽部
「ふたたび swing me again」
●施設利用料1枚300円 ※3歳以上有料 ●①10:00 ②14:00

2/3
（日）

半﨑美子 明日を拓くコンサート2019
●4,300円 ※3歳未満入場不可 ●14:30

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

2/24
（日）

2/17
（日）

平成30年度ミリカ文化講演会 「文化財あれこれ」
講師：三輪嘉六（前九州国立博物館館長）
●1,000円 ●14:30

平成30年度歴史講座「ちくし見聞録」
企画講座「伊都国発掘」 ～墳墓から見た伊都国の繁栄～
講師：岡部裕俊（糸島市教育委員会）
●入場無料 ※要事前申込 ●10:00

3/3
（日）

那珂川黎明2018関連事業企画
おいしい古墳café ～歩いて、食べて、学ぼう！安徳大塚古墳～
●500円 ●10:00

節分の飾り巻き寿司

P7わくわくおはなしまつり

男女 男性のためのブラッシュアップセミナー　第1回
「第2の人生の再設計」「初めての料理入門」

12月号
掲載

託児

託児

託児

託児

託児

託児

はじめてのケイキフラ（子どもフラ）

男女 11月号
掲載女性の身体と心の健康を考える講座　第2回

おひざでだっこ ぴよぴよのへや（0歳児対象） P7

託児

託児

15（火）

11月号
掲載啓発・事業サポーターフォローアップ講座

図書館へゆこう！！2019年

男女

おとなの楽校4時間目

※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
年末年始：12月24日（月・振休）～1月7日（月）

1月16日（水）

大野城まどかぴあ 情報誌

～つどい ふれあい はばたく～

※

ア
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女
神※掲載記事は12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）

・ティータイムスペシャルコンサートVol.14　チケット発売！
・短期講座　受講生募集！
・第2回アスカーラ共生フォーラム　チケット発売中！
・図書館へゆこう！！2019年
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『じゅげむ』(クレヨンハウス)

図書館へゆこう!! 2019年



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

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

23 アテナ　2019年 1月号 アテナ　2019年 1月号　

文化芸術振興

MUSIC

3月10日
（日） 託児 車イス

♪♪ ♬

【出演】山本 成宏（作曲・指揮）、美和 哲三（朗読）、原田 哲男（チェロ）
深見 洋公（フルート）、花田 朋子（オーボエ）、小田 美代子（クラリネット）
和田 名保子（オカリナ）、岩﨑 雅子（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

●まどかぴあ総合案内
●ローソンチケット（Lコード：82726）

チケット
取扱い

チケット発売日
1月11日（金）
10:00～

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  ※未就学児入場不可

（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）

●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 1月 10日（木）
一　般 1月 17日（木）
両日とも10:00～

各発売日初日の対応について

友の会 1/10（木）

○
○

まどかぴあ

総合案内窓口

電話予約

一般 1/17（木）

× ※1/18（金）以降
○

さだまさし
アコースティックコンサート２０１９

まどかぴあが2019年早春にお届けする『さだまさしアコースティックコンサート』は“ふるさと大野城”応援企画です。
昨夏、当館隣に大野城心のふるさと館がオープンしました。歴史とまちと人と想いを「つなぐ、つながる」をキーワー
ドとした市民ミュージアムとして、多くの方々が楽しみながら“ふるさと”を感じていらっしゃいます。まどかぴあはこれ
から心のふるさと館とのつながりを大切にしながら、市民の皆様に向けて様々な芸術文化をお届けしていきたいと考え
ています。
長崎出身のさだまさしさんは、どんな歌声を響かせ、メッセージを届けてくださるでしょうか。どうぞお楽しみに。　

まどかぴあ館長　林田スマ

3月6日
（水）
MUSIC

※1 混乱を避けるため、チケット一般発売初日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1/18（金）からとなります。
※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。

平成31年度 臨時職員登録開始!!

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）

お問い合わせ
申込先

職員募集 お知らせ（新着情報）または へ

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/

募集要項と登録用紙は1月8日（火）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。

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：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中

『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、素敵な歌とダンスにのせてお届けするぬいぐるみ人形劇を
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

【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

※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。

【工事期間】平成30年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。

立体駐車場
屋上防水工事のお知らせ
まどかぴあでは、立体駐車場の屋上防水工事を現
在行っています。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

ティータイムスペシャルコンサートVol.14（Vol.270）

「音の絵本・朗読と室内楽で描く“宮沢賢治の世界”」
朗読を中心にお届けします。独特で幻想的な作風で知られている宮沢賢治の作品の中から「セロ弾きのゴーシュ」のお話
を室内楽と共にお楽しみください。福岡在住の作曲家・山本 成宏が手掛けたオリジナルの楽曲が、宮沢賢治の世界へと
誘います。

協賛：株式会社東洋ナビックス、豆香洞コーヒー

★まどかぴあのホールを利用しませんか？★
大野城まどかぴあには、シートがリニューアルされ快適になった大ホ
ール（783席）、小規模な発表会などに最適な小ホール（118席）、フ
ラットなフロアで様々な用途にご利用できる多目的ホールがありま
す。ご利用日の1年前
から7日前まで予約可
能です。詳しくはまど
かぴあ総合案内へお
問い合わせください。

大ホール

山本 成宏 美和 哲三 深見 洋公

小田 美代子花田 朋子

原田 哲男

和田 名保子 岩﨑 雅子

多目的ホール小ホール

いざな

公演の様子
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昨夏、当館隣に大野城心のふるさと館がオープンしました。歴史とまちと人と想いを「つなぐ、つながる」をキーワー
ドとした市民ミュージアムとして、多くの方々が楽しみながら“ふるさと”を感じていらっしゃいます。まどかぴあはこれ
から心のふるさと館とのつながりを大切にしながら、市民の皆様に向けて様々な芸術文化をお届けしていきたいと考え
ています。
長崎出身のさだまさしさんは、どんな歌声を響かせ、メッセージを届けてくださるでしょうか。どうぞお楽しみに。　

まどかぴあ館長　林田スマ

3月6日
（水）
MUSIC

※1 混乱を避けるため、チケット一般発売初日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1/18（金）からとなります。
※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。

平成31年度 臨時職員登録開始!!

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）

お問い合わせ
申込先

職員募集 お知らせ（新着情報）または へ

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/

募集要項と登録用紙は1月8日（火）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。

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：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中

『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、素敵な歌とダンスにのせてお届けするぬいぐるみ人形劇を
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

【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

※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。

【工事期間】平成30年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。

立体駐車場
屋上防水工事のお知らせ
まどかぴあでは、立体駐車場の屋上防水工事を現
在行っています。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

ティータイムスペシャルコンサートVol.14（Vol.270）

「音の絵本・朗読と室内楽で描く“宮沢賢治の世界”」
朗読を中心にお届けします。独特で幻想的な作風で知られている宮沢賢治の作品の中から「セロ弾きのゴーシュ」のお話
を室内楽と共にお楽しみください。福岡在住の作曲家・山本 成宏が手掛けたオリジナルの楽曲が、宮沢賢治の世界へと
誘います。

協賛：株式会社東洋ナビックス、豆香洞コーヒー

★まどかぴあのホールを利用しませんか？★
大野城まどかぴあには、シートがリニューアルされ快適になった大ホ
ール（783席）、小規模な発表会などに最適な小ホール（118席）、フ
ラットなフロアで様々な用途にご利用できる多目的ホールがありま
す。ご利用日の1年前
から7日前まで予約可
能です。詳しくはまど
かぴあ総合案内へお
問い合わせください。

大ホール

山本 成宏 美和 哲三 深見 洋公

小田 美代子花田 朋子

原田 哲男

和田 名保子 岩﨑 雅子

多目的ホール小ホール

いざな

公演の様子



　

文化芸術振興お問い合わせ先   TEL （092）586-4040 / FAX (092)586-4021
生涯学習センター 開館時間／（月～土）9:00～20:00 文化芸術振興課 開館時間／（月～金）9:00～17:00

お問い合わせ先  TEL （092）586-4020 / FAX (092)586-4021

45 アテナ　2019年 1月号

生涯学習センター

  

アテナ　2019年 1月号

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

2月9日
（土）

5歳の時にインドで迷子になり、オーストラリアで育った青年サルー。
成人し、幸せな日々を送れば送るほど、インドの家族への想いを募ら
せる。あの日言えなかった「ただいま」を伝えるため、Google Earthを
駆使して家を探し始める。

Google Earthを頼りに、25年ぶりに家を見つけ出した青年の驚愕の
実話。
監督： ガース・デイヴィス（『マグダラのマリア』）
出演： デブ・パテル、ニコール・キッドマン　ほか

2016年/オーストラリア/119分/日本語字幕版

「LION／ライオン
～25年目のただいま～」

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

【時間】

CINEMA

1月19日
（土）

※10時の回のみ日本語字幕を付けて上映。

※10時の回のみ
　日本語吹替版（日本語字幕付き）で上映。

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

【出演】吉田 麻衣子（ヴァイオリン）、田中 優子（オーボエ）
小宮 亜理沙（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

ヴァイオリン、オーボエ、ピアノによるコンサートをお届けします。
珍しい組み合わせによるアンサンブルをお聴き逃しなく！

MUSIC

1月24日
（木）

♪♪ ♬
ティータイムコンサート Vol.268ティータイムコンサート Vol.268

協賛：株式会社東洋ナビックス、豆香洞コーヒー

博多座 市民半額観劇会
博多座3月公演「三月花形歌舞伎」が半額で観劇できます。
【出 演 者】片岡 愛之助、尾上 松也、中村 壱太郎　ほか
【日　　時】3月3日（日）16：00～、4日（月）16：00～、

6日（水）16：00～、8日（金）16：00～、
12日（火）11：00～・16：00～、
13日（水）11：00～・16：00～

【料　　金】7,250円（通常14,500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50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24日（木）消印有効
　　　　　 ※当選者のみ通知（1月28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）

小宮 亜理沙田中 優子吉田 麻衣子

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」

TALK

1月19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 永田 郁 （崇城大学芸術学部美術学科（視覚芸術）教授）

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～」

短期講座 1月9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）
※受付開始時は混み合います。ご了承ください。

旬の食材を使って、日
本料理の伝統、そして
茶の心とおもてなし
の心を学びます。

茶懐石～梅香るころの膳～

【日　程】2月1日（金） 【時　間】10:30～14:00
【受講料】1,100円 【材料費】1,600円
【定　員】18名 【講　師】村上 二三(料理研究家)

※イメージ

※材料の都合で内容を変更する場合があります。

＜献立＞
向　付　鮃のみぞれ和え
椀盛り　かぶら蒸し
焼き物　鰆の味噌幽庵焼き
預け鉢　えび丸　長芋　梅生麩　菊菜　炊き合わせ
強　肴　菜の花と黄菊の辛子（松の実）和え
ご　飯　百合根ご飯

託児

盆栽を体験してみませんか。苗木と鉢を
選ぶところから始めます。てのひらサイ
ズのかわいい盆栽が出来上がりますよ。

てのひら盆栽体験

【日　程】2月4日（月）　　【時　間】10:00～12:00
【受講料】1,200円　　　【材料費】2,040円
【定　員】14名　 【講師】櫻木 千絵(てのひら盆栽教室櫻苑主宰)

※イメージ

託児

カレールーもカレー粉も使わな
い、本格的でおいしいスパイス
カレーの作り方を教えます。

本気で作る「スパイスカレー」の基本

【日　程】2月5日(火)　　【時　間】10:30～13:30
【受講料】1,100円　　　【材料費】1,600円
【定　員】18名　【講師】宮村 ゆかり(ミヤムの恋するcooking主宰)

※イメージ

※材料の都合で内容を変更する場合があります。

＜メニュー＞
・大人も子どもも美味しい
　スパイスチキンカレー
・かぼちゃのサブジ

＜メニュー＞
①黒糖シナモンロール
②栗パン

託児

伝統工芸であるつまみ細
工を、今回はちりめんとボ
ンドで初心者でも簡単に作
れるようアレンジしました。
ブローチや髪飾りとしても
お使いいただけます。

はじめてのつまみ細工

【日　程】2月7日(木) 【時　間】10:00～12:00
【受講料】1,200円 【材料費】1,000円
【定　員】12名
【講師】つまみ細工 ヒイナゴト(一般社団法人日本伝統工芸つまみ細工協会　認定講師)

※作品例
託児

骨盤の歪みからくる頭痛、腰痛、肩凝
りなどの不調を緩和、解消して、快適
な身体づくりをしませんか。
どなたでもご参加できます。

骨盤調整ヨガ①②

※イメージ

【日　程】①2月9・23日(土) ②2月13・27日(水)
【時　間】10:00～11:30　　【受講料】各2,400円
【定　員】各12名　　【講師】平山 久美子(ヨガインストラクター)

託児

キッチンを片づけて、効率
よく動ける探し物のない
スペースにしませんか？
毎日、調理する場所だから
こそ、片づくと、家事の時
間短縮につながります。ご
自身が楽になるためにお
片づけ、始めましょう！

キッチンのお片づけ

※イメージ

【日　程】2月15日(金) 【時　間】10:00～12:00
【受講料】1,100円 【教材費】200円
【定　員】16名
【講　師】甲斐 祐子(ライフオーガナイザ―®)

託児

手ごねからパン作りに挑戦し
てみませんか。初めての方で
も簡単に作れます。

パンを作ってみよう①②

※イメージ

【日　程】①2月22日（金） ②2月28日（木）
【時　間】10:00～13:00
【受講料】各1,200円　　【材料費】各1,500円
【定　員】各15名　　【講師】荒木 悦子(薬膳Macherie主宰)



　

文化芸術振興お問い合わせ先   TEL （092）586-4040 / FAX (092)586-4021
生涯学習センター 開館時間／（月～土）9:00～20:00 文化芸術振興課 開館時間／（月～金）9:00～17:00
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【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

2月9日
（土）

5歳の時にインドで迷子になり、オーストラリアで育った青年サルー。
成人し、幸せな日々を送れば送るほど、インドの家族への想いを募ら
せる。あの日言えなかった「ただいま」を伝えるため、Google Earthを
駆使して家を探し始める。

Google Earthを頼りに、25年ぶりに家を見つけ出した青年の驚愕の
実話。
監督： ガース・デイヴィス（『マグダラのマリア』）
出演： デブ・パテル、ニコール・キッドマン　ほか

2016年/オーストラリア/119分/日本語字幕版

「LION／ライオン
～25年目のただいま～」

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

【時間】

CINEMA

1月19日
（土）

※10時の回のみ日本語字幕を付けて上映。

※10時の回のみ
　日本語吹替版（日本語字幕付き）で上映。

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！」
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①10:00～ 11:27
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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

【出演】吉田 麻衣子（ヴァイオリン）、田中 優子（オーボエ）
小宮 亜理沙（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

ヴァイオリン、オーボエ、ピアノによるコンサートをお届けします。
珍しい組み合わせによるアンサンブルをお聴き逃しなく！
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1月24日
（木）

♪♪ ♬
ティータイムコンサート Vol.268ティータイムコンサート Vol.268

協賛：株式会社東洋ナビックス、豆香洞コーヒー

博多座 市民半額観劇会
博多座3月公演「三月花形歌舞伎」が半額で観劇できます。
【出 演 者】片岡 愛之助、尾上 松也、中村 壱太郎　ほか
【日　　時】3月3日（日）16：00～、4日（月）16：00～、

6日（水）16：00～、8日（金）16：00～、
12日（火）11：00～・16：00～、
13日（水）11：00～・16：00～

【料　　金】7,250円（通常14,500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50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24日（木）消印有効
　　　　　 ※当選者のみ通知（1月28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）

小宮 亜理沙田中 優子吉田 麻衣子

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」

TALK

1月19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 永田 郁 （崇城大学芸術学部美術学科（視覚芸術）教授）

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～」

短期講座 1月9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）
※受付開始時は混み合います。ご了承ください。

旬の食材を使って、日
本料理の伝統、そして
茶の心とおもてなし
の心を学びます。

茶懐石～梅香るころの膳～

【日　程】2月1日（金） 【時　間】10:30～14:00
【受講料】1,100円 【材料費】1,600円
【定　員】18名 【講　師】村上 二三(料理研究家)

※イメージ

※材料の都合で内容を変更する場合があります。

＜献立＞
向　付　鮃のみぞれ和え
椀盛り　かぶら蒸し
焼き物　鰆の味噌幽庵焼き
預け鉢　えび丸　長芋　梅生麩　菊菜　炊き合わせ
強　肴　菜の花と黄菊の辛子（松の実）和え
ご　飯　百合根ご飯

託児

盆栽を体験してみませんか。苗木と鉢を
選ぶところから始めます。てのひらサイ
ズのかわいい盆栽が出来上がりますよ。

てのひら盆栽体験

【日　程】2月4日（月）　　【時　間】10:00～12:00
【受講料】1,200円　　　【材料費】2,040円
【定　員】14名　 【講師】櫻木 千絵(てのひら盆栽教室櫻苑主宰)

※イメージ

託児

カレールーもカレー粉も使わな
い、本格的でおいしいスパイス
カレーの作り方を教えます。

本気で作る「スパイスカレー」の基本

【日　程】2月5日(火)　　【時　間】10:30～13:30
【受講料】1,100円　　　【材料費】1,600円
【定　員】18名　【講師】宮村 ゆかり(ミヤムの恋するcooking主宰)

※イメージ

※材料の都合で内容を変更する場合があります。

＜メニュー＞
・大人も子どもも美味しい
　スパイスチキンカレー
・かぼちゃのサブジ

＜メニュー＞
①黒糖シナモンロール
②栗パン

託児

伝統工芸であるつまみ細
工を、今回はちりめんとボ
ンドで初心者でも簡単に作
れるようアレンジしました。
ブローチや髪飾りとしても
お使いいただけます。

はじめてのつまみ細工

【日　程】2月7日(木) 【時　間】10:00～12:00
【受講料】1,200円 【材料費】1,000円
【定　員】12名
【講師】つまみ細工 ヒイナゴト(一般社団法人日本伝統工芸つまみ細工協会　認定講師)

※作品例
託児

骨盤の歪みからくる頭痛、腰痛、肩凝
りなどの不調を緩和、解消して、快適
な身体づくりをしませんか。
どなたでもご参加できます。

骨盤調整ヨガ①②

※イメージ

【日　程】①2月9・23日(土) ②2月13・27日(水)
【時　間】10:00～11:30　　【受講料】各2,400円
【定　員】各12名　　【講師】平山 久美子(ヨガインストラクター)

託児

キッチンを片づけて、効率
よく動ける探し物のない
スペースにしませんか？
毎日、調理する場所だから
こそ、片づくと、家事の時
間短縮につながります。ご
自身が楽になるためにお
片づけ、始めましょう！

キッチンのお片づけ

※イメージ

【日　程】2月15日(金) 【時　間】10:00～12:00
【受講料】1,100円 【教材費】200円
【定　員】16名
【講　師】甲斐 祐子(ライフオーガナイザ―®)

託児

手ごねからパン作りに挑戦し
てみませんか。初めての方で
も簡単に作れます。

パンを作ってみよう①②

※イメージ

【日　程】①2月22日（金） ②2月28日（木）
【時　間】10:00～13:00
【受講料】各1,200円　　【材料費】各1,500円
【定　員】各15名　　【講師】荒木 悦子(薬膳Macherie主宰)



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/

7 アテナ　2019年 1月号 6アテナ　2019年 1月号

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）

※前売り完売時は当日券の販売はございません

■ アスカーラバザーを同日開催
・講師とまどかぴあ館長 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

■ 実行委員会

【期間】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）

・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）

昨年度展示の様子

男女共同参画の推進に取り組む企業を応援するために、男女共同参画セミナーの開催企業を募集しています。
事前に打ち合わせを行ってご要望をお聞きしながら、開催日時やテーマ、講師の人選等を行うオーダーメイド型セミナー
となります。

企業のための男女共同参画セミナー

【対　　象】大野城市内に事業所や工場がある企業
※講師の謝金や交通費等は男女平等推進センターで負担しますので、無料で
セミナーを開催できます。

【開催場所】社内の会議室などご指定の場所
※会場の手配・準備は企業側でお願いします。

【テーマ例】各種ハラスメント、リーダーシップ、ワーク・ライフ・バランス、働き方改革、
LGBTへの対応、育児休業からの復帰、定年後の生き方、ビジネスマナーなど

【申込方法】電話または男女平等推進センター窓口にて受付中

アスカーラ共生フォーラムは、一般公募の市民による実
行委員会形式で企画運営をしています。1年かけて何度
も実行委員会を開催し、みんなで話し合って一歩ずつ進
めています。

実行委員会の様子

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！

EVENT

3月3日
（日）

移動図書館「わくわく号」巡回日程表

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

18日

17日
31日

8日
22日

15日
29日

21日

28日

11日
25日

10日
24日

ぴよぴよのへや（0歳児・妊婦対象）
1月15日
よちよちのへや（1～2歳児対象）
1月8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】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
1月 19日

小学生以上対象
1月 12日

図書館へゆこう!! 2019年1月17日（木）～27日（日）

◆川端誠絵本ライブ（申込受付中）
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

◆川端誠講演会「絵本とともに旅をして」（申込受付中）
「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。
 【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 　※未就学児入場不可

◆オリジナル図書バッグをつくろう（申込受付中）
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

◆赤ちゃんと布のえほんであそぼう（申込受付中）
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）

◆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！人形劇や大型絵本など、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。
 【日程】1月 26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23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 19日（土）～25日（金）
 【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 17日（木）～27日（日）
 【会場】まどかぴあ図書館おはなしのへや

◆館内特集「未来への扉をひらこう」
今後の自分や日本、世界など「未来」をテーマにさまざまな資
料をご紹介します。
 【日程】1月 17日（木）～27日（日）
 【場所】図書館内新着資料横

すべて入場無料

※参加申込は図書館カウンター・電話にて受付中です。

くさの ひとし
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ぜひご覧ください！

EVENT

3月3日
（日）

移動図書館「わくわく号」巡回日程表

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

18日

17日
31日

8日
22日

15日
29日

21日

28日

11日
25日

10日
24日

ぴよぴよのへや（0歳児・妊婦対象）
1月15日
よちよちのへや（1～2歳児対象）
1月8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】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
1月 19日

小学生以上対象
1月 12日

図書館へゆこう!! 2019年1月17日（木）～27日（日）

◆川端誠絵本ライブ（申込受付中）
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

◆川端誠講演会「絵本とともに旅をして」（申込受付中）
「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。
 【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 　※未就学児入場不可

◆オリジナル図書バッグをつくろう（申込受付中）
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

◆赤ちゃんと布のえほんであそぼう（申込受付中）
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）

◆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！人形劇や大型絵本など、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。
 【日程】1月 26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23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 19日（土）～25日（金）
 【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 17日（木）～27日（日）
 【会場】まどかぴあ図書館おはなしのへや

◆館内特集「未来への扉をひらこう」
今後の自分や日本、世界など「未来」をテーマにさまざまな資
料をご紹介します。
 【日程】1月 17日（木）～27日（日）
 【場所】図書館内新着資料横

すべて入場無料

※参加申込は図書館カウンター・電話にて受付中です。

くさの ひとし



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。
12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

8アテナ　2019年 1月号

2/11
（月・祝）

〜
2/28（木）

3/3（日）

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・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

筑紫野市文化協会　第34回ちくしの芸術祭2019
主催・問合せ：筑紫野市文化協会 電話：090-8765-8090（担当：井上）
●無料 ※一部有料 ●10:00～16:00

3/24
（日）

ちくしのブラスフェスタvol.3
●無料 ●12:30

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

史跡のまちの音楽隊vol.8
～本格だけど、気軽なクラシック～ ピアノ＆トランペット
場所：プラム・カルコア太宰府（太宰府市中央公民館）
演奏：白石光隆（ピアノ）、高見信行（トランペット）
スペシャルコラボ：Sounds of DAZ（ゴスペル）
●一般1,000円ほか ※未就学児入場不可 ●14:00

1/26
（土）

2/17
（日）

史跡のまちの“生”歴史ドラマvol.3 新・岩屋城の戦い
場所：プラム・カルコア太宰府（太宰府市中央公民館）
●1,000円全席指定 ●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
1月まどかぴあのイベントスケジュール

12月号
掲載

図書

図書

図書

図書

図書

図書

図書

図書

図書

図書

わくわくおはなし会（小学生以上対象） P7

8（火）

12（土）

21（月）

22（火）

23（水）

24（木）

17（木）
～27（日）

17（木）
～3/7（木）

19（土）

託児

わくわくおはなし会（幼児対象） P7

生涯

生涯

生涯

生涯

生涯

生涯

生涯

生涯

1月のチケット情報・募集申込情報

12月号
掲載

オリジナル図書バッグをつくろう P7

P4

22（火）
～2/26（火）

25（金）
～2/22（金）

27（日）

26（土）

12月号
掲載

P7

美味しい珈琲の淹れ方

顔ヨガでマイナス10歳顔！

12月号
掲載

29（火）
スマホ写真をもっとキレイに

生涯 Ｐ59（水） 短期講座　受付開始

P310（木） さだまさしコンサート　友の会発売

P4ティータイムコンサート　Vol.268文芸

文芸

P317（木） さだまさしコンサート　一般発売文芸

P211（金） ティータイムスペシャルコンサートVol.14
一般発売文芸

P4キッズシネマ「コウノトリ大作戦！」

P7川端誠講演会

川端誠絵本ライブ

エクセル実践・中級（夜）

12月号
掲載

P7

いきいき歌おう

P7赤ちゃんと布のえほんであそぼう

12月号
掲載革のメガネケースを作ろう

文芸

文芸

託児

託児

P7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

12月号
掲載30（水）

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

1/26
（土）

1/25
（金)

Kasuga Jazz SESSION！
～浅野祥 津軽三味線×JAZZ コラボレーションLIVE～
出演：浅野祥（津軽三味線）・森藤晶司（ピアノ）・中西久美（フルート）
●2,000円ほか ※未就学児入場不可 ●19:00

ふれぶんシネマ倶楽部
「ふたたび swing me again」
●施設利用料1枚300円 ※3歳以上有料 ●①10:00 ②14:00

2/3
（日）

半﨑美子 明日を拓くコンサート2019
●4,300円 ※3歳未満入場不可 ●14:30

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

2/24
（日）

2/17
（日）

平成30年度ミリカ文化講演会 「文化財あれこれ」
講師：三輪嘉六（前九州国立博物館館長）
●1,000円 ●14:30

平成30年度歴史講座「ちくし見聞録」
企画講座「伊都国発掘」 ～墳墓から見た伊都国の繁栄～
講師：岡部裕俊（糸島市教育委員会）
●入場無料 ※要事前申込 ●10:00

3/3
（日）

那珂川黎明2018関連事業企画
おいしい古墳café ～歩いて、食べて、学ぼう！安徳大塚古墳～
●500円 ●10:00

節分の飾り巻き寿司

P7わくわくおはなしまつり

男女 男性のためのブラッシュアップセミナー　第1回
「第2の人生の再設計」「初めての料理入門」

12月号
掲載

託児

託児

託児

託児

託児

託児

はじめてのケイキフラ（子どもフラ）

男女 11月号
掲載女性の身体と心の健康を考える講座　第2回

おひざでだっこ ぴよぴよのへや（0歳児対象） P7

託児

託児

15（火）

11月号
掲載啓発・事業サポーターフォローアップ講座

図書館へゆこう！！2019年

男女

おとなの楽校4時間目

※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
年末年始：12月24日（月・振休）～1月7日（月）

1月16日（水）

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）

・ティータイムスペシャルコンサートVol.14　チケット発売！
・短期講座　受講生募集！
・第2回アスカーラ共生フォーラム　チケット発売中！
・図書館へゆこう！！2019年

P2

P5

P6

P7

VOL.271
20191アテナアテナ

1月17日（木）～1月27日（日）
【
会
場
】 

3
0
3
会
議
室（
3
階
）

【
日
時
】
1
月
27
日
（
日
） 

10
時
〜
11
時

◆
川
端
誠
絵
本
ラ
イ
ブ

【
会
場
】 

小
ホ
ー
ル（
2
階
）

【
日
時
】
1
月
27
日
（
日
） 

13
時
30
分
〜
15
時

◆
川
端
誠
講
演
会「
絵
本
と
と
も
に
旅
を
し
て
」

『じゅげむ』(クレヨンハウス)

図書館へゆこう!! 2019年


