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・平成31年度大野城まどかぴあ芸術助成事業　企画募集！
・短期講座　受講生募集！
・アスカーラの実行委員・ボランティア募集！
・第23回まどかぴあ読書感想画コンクール 入賞者発表！
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平成31年度定期講座（1年間・6ヵ月間）

受講生募集!!
はじめての

フラワーアレンジメント

男子厨房に入る
～基本から始める料理～
男子厨房に入る くらしを彩る刺繍くらしを彩る刺繍 基本デッサン基本デッサン

いきいき歌おう てのひら盆栽楽しいフルート

NEW! NEW!



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
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【工事期間】3月15日（金）まで（予定）

【工事箇所】まどかぴあ立体駐車場（屋上）

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、ご理解とご協力を
よろしくお願いします。

平成31年度4月開講 定期講座（1年間・6ヵ月間）受講生募集スタート！
4月から始まる定期講座（1年間 ・ 6ヵ月間）の受講生を募集します。

受講生から要望の多かった講座が新しくスタート！！

2月 19日（火）必着
申込者が募集人数を超えた場合は抽選
します。2月27日（水）以降、定員に空き
がある講座は電話・窓口にて先着順受
付。

申込期限

NEW!講座

指定の申込用紙に必要事項をご記入
のうえ、ハガキ・ＦＡＸ・窓口にてご
提出ください。
※申込用紙は「受講生募集」・ホームページに
掲載中です。

申込方法
申込結果は、全員に通知します。
申込者が一定数に満たない場合は、
講座を中止することがあります。
詳しくは「受講生募集」または
ホームページをご覧ください。

注意事項

盆栽は難しいと思われますか？仕立
て方、育て方のコツをわかりやすく
制作しながら学んでいきます。究極
の園芸といわれる盆栽づくりの奥深
さにも触れてください。心和む植物
との時間を過ごしましょう。

てのひら盆栽

【日　時】第2月曜日（月1回）　10:00～12:00
【講　師】櫻木 千絵（てのひら盆栽教室櫻苑主宰）

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します。
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。

いきいき歌おう

【日　時】第1・3木曜日（月2回）　10:00～12:00 
【講　師】中島 いづみ（ミュージックセラピスト）

※イメージ

＜6ヵ月間講座＞ ＜6ヵ月間講座＞

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中

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”」
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届けしま
す。音楽と朗読が見事に融合した宮沢賢治の世界をどうぞお楽しみください。

協賛：株式会社東洋ナビックス、豆香洞コーヒー

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



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

3 アテナ　2019年 2月号

文化芸術振興

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
※各日、午前の回は残席わずかです。

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

【会場】大ホール（1階）全席指定
※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。

平成31年度大野城まどかぴあ芸術助成事業 「あなたがプロデューサー」

■支援内容

■会場・期間

企画
募集

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
※当日券の販売はございません　※未就学児入場不可

さだまさし
アコースティックコンサート２０１９

音楽だけでなく小説家など、多方面で活躍中のさだまさしのコンサートをお届けします。たくさんの名曲はもちろん、軽
快なトークも一緒にお楽しみください。

3月6日
（水）
MUSIC

完売
御礼

・対象経費の２分の１以内で助成
※上限：大ホール50万円、小ホール・多目的ホール各20万円

・会場施設の提供
・チケットの取り扱い
・広報協力

■応募スケジュール
・募集期間：2月1日（金）～3月15日（金）必着
・一次審査（書類審査）結果通知：4月上旬
・二次審査（面接・プレゼンテーション）：4月14日（日）
・最終結果通知：4月末頃

まどかぴあにて開催される、地域住民が気軽に参加・鑑賞できる文化芸術に関する企画を募集中です。
ジャンル・形式は問いません。あなたの企画をまどかぴあがサポートします。ふるってご応募ください。
詳細は、まどかぴあ館内で配布・ホームページに掲載している募集要項をご覧ください。

対象会場
大ホール

小ホール

多目的ホール

783席

118席

最大300席

平成32年1月23日（木）～26日（日）

平成32年1月27日（月）～2月2日（日）

8月26日（月）～9月1日（日）

客席
固定

固定

可動

座席数 期　間

過去採択事業
「北の津軽 南のシマ唄＝三味の響き＝」

過去採択事業 
「新春スペクタクル能－土蜘－」

過去採択事業
親子で観るコンテンポラリーダンス
「んまつーポス～いっすんぼうし～」



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

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

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。
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【出演】白木 彩子（フルート）、広沢 薫（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

2月は、フルートとピアノによるコンサートをお届けします。
美しく華やかな音色をご堪能ください。

MUSIC

2月28日
（木）

♪♪ ♬
ティータイムコンサート Vol.269ティータイムコンサート Vol.269

協賛：株式会社東洋ナビックス、豆香洞コーヒー 白木 彩子 広沢 薫

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」

協賛：安東歯科医院、株式会社東洋ナビックス、1st.hair

CINEMA

3月9日
（土）

「樹木希林」特集

別れた妻（真木 よう子）への未練を引きずっていた良多（阿部 
寛）。ある日、一人暮らしをしている母（樹木 希林）の家に偶然集
まった良多と妻と息子は、台風で帰れなくなり、一夜限りの“元
家族”の時間がはじまる。

2016年/日本/117分
「海よりもまだ深く」

監督：是枝 裕和（『万引き家族』）
出演：阿部 寛、樹木 希林、真木 よう子　ほか

30年もの間、ほとんど外に出ることなく庭に生きる動植物を描き
続けた画家・熊谷守一（山﨑 努）と妻の秀子（樹木 希林）は穏やかに
暮らしていた。しかしある時、二人の生活にマンション建設の危機が
忍び寄る。大切な庭を守るため、二人が選択したこととは―。

2018年/日本/99分
「モリのいる場所」

監督：沖田 修一（『モヒカン故郷に帰る』）
出演：山﨑 努、樹木 希林、加瀬 亮　ほか

時間 上映作品　

モリのいる場所

モリのいる場所

10:00

14:00

18:00

上映スケジュール（各回30分前開場）

海よりもまだ深く
〈日本語字幕付き〉

No. 開　　催　　日

4月25日（木）
5月23日（木）
6月※

7月25日（木）
8月22日（木）

Vol.271

Vol.272

Vol.273

Vol.274

Vol.275

ティータイムコンサート　開催スケジュールのお知らせ

※6月はティータイムスペシャルコンサート（有料）を開催するため、通常のコンサート（第4木曜日）は開催いたしません。

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】

※10時の回のみ
　日本語吹替版（日本語字幕付き）で上映。

※14時の回のみ、日本語字幕を付けて上映。

まどかぴあのボランティア「サポー
ターバンクぐるぐる」の皆さんと上
映作品を選ぶ企画。
今回は、樹木希林出演の２作品を
お届けします。

ぐるぐるシネマ
企画



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
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短期講座 2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）
※受付開始時は混み合います。ご了承ください。

お手軽材料で本格イタリア
ンのコース料理を作ってみ
ませんか。ビストロわがま
んまの元オーナーシェフが
ご指導します。お料理初心
者の男性の方もどうぞ！

おうちでイタリアン

【日　程】3月2日(土)
【時　間】10:00～13:00
【受講料】1,200円 【材料費】1,000円
【定　員】15名 【講　師】木下 俊晴(出張料理人)

※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＞
•カルパッチョ
•ちょこっとアヒージョ
•旬の材料でアーリオオーリオパスタ
•白身魚の香草パン粉焼き　トマトクリームソース
•デザート

★定期講座発表会のお知らせ★
定期講座（1年間・6ヵ月間）の発表会を開催します。
詳細は3月号をご覧ください。
【日時】3月16日（土）、17日（日）10:00～16:00
【会場】大野城まどかぴあ館内
【内容】展示、体験、販売、（17日のみ）ステージ発表
〈参加予定講座〉
茶道、華道、絵画、写真、陶芸、書道、表装、ステンドグラス、
カルトナージュ、デコパージュ、ソープカービング、押し花、
純銀粘土アクセサリー、パッチワーク、編み物、着付け、太極
拳、バレエ、ギター、フルート、オカリナ、歌　など

年齢を問わずに無理なくできる
ゆっくりとした動きです。日頃の
疲れのリセットに、心身の自己管
理に、運動不足の解消にどうぞ。

【日程】3月16日（土） 【定員】6名
【時間】14:00～15:00 【講師】小濱 邦子（予防医学指導士）

ボディワーク～男性のための体操～

※イメージ

背骨の歪みを整えて姿勢を美しくするだ
けでなく、さまざまな体の不調を改善し
ていきます。（猫背、肩こり、頭痛、腰
痛、膝痛など）どなたでも参加できま
す。楽しく体操をしましょう。

背骨コンディショニング①②

【日　程】①3月4日(月)　②3月9日(土)
【時　間】10：00～12:00
【受講料】各1,200円 【定　員】各14名
【講　師】谷山 友紀(背骨コンディショニングインストラクター)

※イメージ

託児

メディカルアロマはお医者さん
と共に考えたアロマで、お薬と漢
方薬の良いとこどりをしたもの
です。今回は鼻づまり、くしゃみ、
目のかゆみに効くクリームを作
ります。

メディカルアロマ
～花粉症対策クリーム作り～

【日　程】3月5日(火)
【時　間】10:00～11:30
【受講料】1,100円 【材料費】800円
【定　員】18名
【講　師】岩田 千香(足裏バランス本舗Bacic主宰)

※イメージ

託児

託児

身体が硬いと自信のない方も、安心して参加で
きるヨガです。アロマの香りで心身ともに癒さ
れ、深いリラックスへ導かれます。健康でしなや
かな身体づくりを目指しましょう。

やさしいヨガ

【日　程】3月4・11・18日(月)
【時　間】19：00～20:30 【受講料】3,300円
【定　員】16名 【講　師】川原 ふみこ(ヨガ講師)

※イメージ

深い呼吸と緩やかな動作で、巡りの良い身体づくり
をしましょう。
①呼吸を意識しながら緩やかに動きましょう。
②筋肉を曲げたり伸ばしたりしながら、しっかりと全
身を動かしましょう。
（※①②とも激しい運動は行いません。ご自身の体力に合わせて
無理のないレベルで動いて頂きます。）

太極拳で心も体もリラックス①②

※イメージ

託児

【日　程】①3月12日(火)　②3月13日(水)
【時　間】10：00～12:00 【受講料】各1,100円
【定　員】各16名 【講　師】加峯 優子(日本健康太極拳協会師範)

無料体験講座 2月13日（水）9：00より
上記と同様に受付開始！



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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実行委員・ボランティア募集
男女平等推進センターの事業や運営のサポートをしていただく実行委員・ボランティアスタッフを募集しています。
経験・性別・お住まいに関係なく、興味のある方はどなたでもお気軽にご参加ください。当日のご参加も大歓迎です！
詳細は、ホームページ（男女平等推進センター　ボランティア情報）をご覧いただくか、男女平等推進センター窓口でお尋ね
ください。

詳細日時 内容

男女平等推進センターサポーター
（啓発・事業サポーター、情報サポーター）

説明会

大野城市男女共生講座
実行委員会　第1回

アスカーラ共生フォーラム
実行委員会　第1回

3月4日（月）
11:00～

3月4日（月）
13:30～

4月下旬

託児

託児

【対象】18歳以上（高校生不可）　　【会場】アクティブルーム（3階）

【会場】303会議室（3階）
【内容】平成31年度募集要項の説明、

平成30年度に実施した市民グループ・
団体活動のノウハウや成果の発表、交流会

平成31年度

登録団体説明会、市民グループ活動支援事業説明会

男女共同参画の推進に取り組む各団体のみなさんを応援
するために、登録団体を募集します。
また、男女共同参画の推進に関する事業（講演会、講座、
ワークショップ、展示会）の実施を考えている市民グループ
や団体を支援します。
説明会に参加して、アイデアやひらめきをカタチにしません
か。まどかぴあがみなさんの舞台です！
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、男女平等推進センター窓口で
お尋ねください。

平成31年度

男女平等推進センターサポーターは、男女が共同参画するコミュニ
ティ都市の実現のために、同センターと協働して活動するボラン
ティアです。
【啓発・事業サポーター】
紙芝居や寸劇などによる啓発活動、土曜日の同センター運営の
補助や講座・イベントの準備・受付を行います。
【情報サポーター】
毎月発行の情報誌「すてっぷ」を同センターと協働で作成します。

大野城市男女共生講座は、多様なテーマで開催する男女平等推進
センターで一番の長寿講座です。
1年かけて開催する実行委員会では、講座内容（館外研修含む）の
企画、講師の人選、当日準備・進行など運営全般を行います。

アスカーラ共生フォーラムは、男女共同参画について気軽に楽しく学べ
るイベントです。
1年かけて開催する実行委員会では、講師の人選やチラシ・ポスター
作成、当日準備・進行など企画や運営全般を行います。
※開催日時はチラシやホームページにてお知らせします。

アスカーラから活躍の場を広げてください！

10:00～12:00

3月14日
（木）

★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。

登録団体に登録すると…

★対象事業について助成金制度があります。
（ただし、助成金には上限があります）
★対象事業の広報について協力します。

市民グループ活動支援事業として認められると…



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
2月の巡回

1日
15日

14日
28日

5日
19日

12日
26日

4日
18日

25日

8日
22日

7日
21日

ぴよぴよのへや（0歳児・妊婦対象）
2月 5日・19日
よちよちのへや（1～2歳児対象）
2月12日 ・26日

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
2月 2日・16日

小学生以上対象
2月 9日 ・23日

第23回まどかぴあ読書感想画
コンクール入賞者発表！
本を読んで心に浮かんだ風景や感情を1枚の絵に表現する
読書感想画。691点におよぶ応募作品の中から、昨年11
月に行われた津田 三朗（彫刻家）と安河内 俊明（画家）によ
る審査の結果、最優秀賞には小島 葉月さんの『ももたろう』
が選ばれました。入賞者は下記のみなさんです。
おめでとうございます！(順不同・敬称略)

●最優秀賞
小島 葉月（大野南小学校3年）[画塾]『ももたろう』

●優秀賞
［幼児の部］
奥田 硯太（みずほ保育所）[個人]『おしいれのぼうけん』
藤原 一平（大野北保育所）『スイミー』

［低学年の部］
髙尾 侑希（平野小学校2年）『ひめねずみとガラスのストーブ』
松田 晃宙（春日野小学校1年）『まるくておっきくてまっくろで』

［高学年の部］
谷口 鈴奈（大野小学校5年）『ちゃぼのバンタム』
濱本 和輝（春日西小学校4年）［画塾］『たぬきのいとぐるま』

●優良賞
［幼児の部］
阿久津 衣都（筒井保育所）『すなばばば』
内野 翼冴（筒井保育所）『おばけめぐり』
小田 葉喜（宇美タンポポ保育園）[個人]『おばけぼうやのみずじごくうたうためぐり』

［低学年の部］
衛藤 日和（平野小学校3年）『ピンクのドラゴンをさがしています』
中川 莉那（大野北小学校2年）『木のまつり』
藤川 光樹（大野小学校2年）『まよなかのせんろ』

［高学年の部］
江口 佳奈絵（大野東小学校5年）『虹色ほたる』
松浦 京美（春日野小学校4年）『モチモチの木』
山口 沙織（月の浦小学校6年）『八郎』

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



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21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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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

ルミナスフェスタ2019
～ステージ発表・飲食バザー・フリーマーケットなど～
場所：男女共同参画推進センタールミナス（092-925-5404）／体育センター
●入場無料 ●10:00～15:00

3/10
（日）

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

2月まどかぴあのイベントスケジュール

P3

図書

図書

図書

図書

わくわくおはなし会（幼児対象） P7

1（金）

2（土）
16（土）

9（土）
23（土）

①  9・23（土）
②13・27（水）

12（火）
26（火）

15（金）

16（土）

7（木）

9（土）

5（火）
19（火）

男性のためのブラッシュアップセミナー　第2回
「簡単介護入門」

12月号
掲載

生涯

生涯

生涯

生涯

生涯

生涯

生涯

2月のチケット情報・募集申込情報

骨盤調整ヨガ①② 1月号
掲載

12月号
掲載

14（木）
15（金）

①22（金）
②28（木）

28（木）

生涯 Ｐ513（水） 短期講座＆無料体験講座　受付開始

Ｐ31（金） 平成31年度大野城まどかぴあ芸術助成事業
企画募集開始

生涯 Ｐ2～19（火） 4月開講　定期講座　申込必着

1月号
掲載キッチンのお片づけ

文芸

文芸

文芸

P4シネマランド
「LION／ライオン～25年目のただいま～」

劇団飛行船マスクプレイミュージカル
「長靴をはいた猫」

P7

1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）

P7わくわくおはなし会（小学生以上対象）

文芸
託児

託児

託児

1月号
掲載茶懐石～梅香るころの膳～

Ｐ4

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

2/10
（日）

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

ふれあい文化サークル特別講座
歌舞伎の“ミカタ”　大向うから見た歌舞伎の魅力
講師：足立憲彦（歌舞伎大向う「飛梅会」会長）
●500円 ※未就学児入場不可 ●15:00

2/14
（木）

ふれあい文化サークル特別講座
デューク更家のみんなでぴんしゃんウォーキング体験
●1,800円 ●13:30

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

ティータイムコンサートVol.269

1月号
掲載

託児

託児

託児

託児

パンを作ってみよう①②

男女

男女

男女

12月号
掲載

いますぐ実践！ビジネススキルアップセミナー
第2回　「人の顔と名前を覚えよう」

本気で作る「スパイスカレー」の基本 1月号
掲載

託児

託児

託児

託児

4（月）

5（火）

1月号
掲載てのひら盆栽体験

はじめてのつまみ細工

いますぐ実践！ビジネススキルアップセミナー
第1回　「アンガーマネジメントを学ぼう」

まどかぴあ休館日のお知らせ
2月6日（水）、20日（水）
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