
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。
3 月 1 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

8アテナ　2019 年 4 月号

4/7
（日）

九州北部豪雨災害復興支援
鍵盤男子チャリティコンサート in ちくしの
主催・お問合せ：（特）ちくしの子ども劇場チャリティコンサート実行委員会
電話：092-925-5630
●3,500円 ※未就学児入場不可 ●14:00

はなし
宗次郎オカリナコンサート ～昔むかしの物語を聴かせてよ～
●4,000円 ※未就学児入場不可 ●15:30

5/26
（日）

6/9
（日）

音楽の楽しみ方講座スペシャルライブ
野田愛子･悠子＆イグナツ･リシェツキ コンサート
●1,000円ほか ※未就学児入場不可 ●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

碑帖辿歴－拓本で紡ぐ史跡のかたち
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

4/2（火）
〜

7/15（月・祝）

4/2（火）
〜

  26（金）

文化ふれあい館定期利用団体作品展2019
ふれあい文化祭
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

（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
4月まどかぴあのイベントスケジュール

図書

図書

図書

図書

わくわくおはなし会（幼児対象）

図書 おひざでだっこ ぴよぴよのへや（0歳児対象）

P7

2（火）
16（火）
30（火）

6（土）

25（木）
5/23（木）
6/20（木）

13（土）
27（土）

16（火）

20（土）

25（木）

13（土）

ベビーシューズをつくろう 3 月号
掲載

生涯

生涯

生涯

4月のチケット情報・募集申込情報

パンを作ってみよう 3 月号
掲載

P4

P6プチ起業実現セミナー　受付開始

11（木）

P7図書館子どもまつり

P4

P7

シネマランド「シング・ストリート 未来へのうた」文芸

文芸

P2ティータイムスペシャルコンサートVol.15
友の会発売

生涯10（水） P5短期講座　受付開始

P218（木） ティータイムスペシャルコンサートVol.15
一般発売文芸

文芸

12（金） P4THE YOUNG LOVE DISCOTHEQUE 2019
友の会発売

文芸

20（土） P4THE YOUNG LOVE DISCOTHEQUE 2019
一般発売

文芸

託児

P7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

4/28
（日）

6/30
（日）

中川晃教コンサート 2019
New Wind with the Trio in Early Summer
●4,500円 ※未就学児入場不可 ●15:00

春日市少年少女合唱団 第 23 回定期演奏会
問合せ先：春日市地域づくり課文化振興担当　電話：092-584-1111（代）
●500円 ※3歳以上有料 ●14:00

4/13
（土）

ふれぶんシネマ倶楽部
「ボス・ベイビー」　《日本語吹替版》
●施設利用料1枚300円 ●①10:00 ②14:00

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

4/7
（日）

4/20
(土)

九州シティフィルハーモニー室内合奏団
第 1 回定期演奏会
●2,000円ほか ●18:30

那珂川吹奏楽団　ロビーコンサート
●入場無料 ●13:00

6/30
(日)

ご存知 ! ど素人田舎芝居
劇団「やまもも」　第32回定期公演『長屋御医者』
●1,000円 ●13:00

なかよし家族のベビーマッサージ 3 月号
掲載託児

託児

9（火）
23（火）

10（水）

P7おひざでだっこ よちよちのへや（1～2歳児対象）

男女

男女
1（月）

P6託児サポーター養成講座　受付開始

男女19（金） 3 月号
掲載

再就職チャレンジ講座　秘書検定2級資格取得対策講座
申込締切

わくわくおはなし会（小学生以上対象）

ティータイムコンサートVol.271

まどかぴあ施設工事のお知らせ
下記の日程で施設を利用できない期間が一部発生します。
皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。

工事時期（予定） 工事内容
6月～10月 外壁洗浄・改修工事

12月～2020年1月 大ホール舞台照明設備改修工事

図書館・多目的ホール照明更新工事2020年2月

大ホール舞台照明設備改修工事2020年4月～5月
※詳しい日程は、決まり次第、アテナ・まどかぴあホームページ・市広報にて
　お知らせします。

まどかぴあ休館日のお知らせ
4 月 3 日（水）、17 日（水）

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3月1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.15　チケット発売！
・短期講座　受講生募集！
・託児サポーター養成講座　受講生募集！
・第13回　図書館子どもまつり

P2

P5

P6

P7

VOL.274
20194アテナアテナ

7月8日（月）・9日（火）

ベイビーシアター

＜時間＞11：00開演　※両日とも　＜会場＞多目的ホール（1階）



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

3 アテナ　2019 年 4 月号 2アテナ　2019 年 4 月号　

文化芸術振興

「ハイハイ、ごろ～ん。」
赤ちゃんのためのはじめてのお芝居「ハイハイ、ごろ～ん。」。五感が著しく発達する乳幼児期の「脳」についての
トーク＆ワークショップも開催します。どうぞお楽しみに！

劇団風の子九州
ベイビーシアター

7月8日（月）
9日（火）
PLAY

対　　象：10ヵ月～就学前まで
料　　金：１人300円（1回）　※定員あり。先着順受付

申込締切：チケット購入後から6月28日（金）17：00まで
申 込 先：ＮＰＯ法人チャイルドケアセンター

「ハイハイ、ごろ～ん。」託児係
TEL：092-589-8688（平日9：00～17：00※祝日除く）

＜「ハイハイ、ごろ～ん。」の託児について＞

●まどかぴあ総合案内
●ローソンチケット（L コード：84041）

チケット
取扱い

チケット発売日
友の会　5月10日（金）
一　般　5月17日（金）

両日とも10:00～
2019 年度 上半期事業ラインナップ
文化芸術振興

期　日 イベント

期　日 イベント

生涯学習センター

まどかぴあ図書館

6/22（土）
23（日）

6/22（土）

7/8（月）
9（火）

7/20（土）

7/21（日）

8/17（土）
18（日）

毎月 1 回

9/1（日）

9/21（土）

7/27（土）

8/3（土）

8/18（日）

おはなし会スペシャル「夜ばなし」

紙のどうぶつえん

親子読書会

ティータイムスペシャルコンサート Vol.15

大野城和太鼓フェスティバル 2019

おとなの楽校 1時間目

シネマランド

ティータイムコンサート

期　日 イベント

開催月 イベント

男女平等推進センター

5/9（木）～ 7/25（木）アスカーラいきいき健康教室（前期）

5/10（金）～ 7/30（火）再就職チャレンジ講座

6/1（土）・6/8（土）プチ起業実現セミナー

6 月～ 7 月 あなたとわたしのための元気塾

7 月 ママの元気チャージ★セミナー（仮）

8/3（土）アスカーラ夏まつり（仮）

8 月～ 11 月 大野城市男女共生講座

8 月～ 9 月“パパ時間”充実セミナー（仮）

8 月～ 9 月 育休ママ＆パパの仕事復帰セミナー（仮）

5/25（土）男女共同参画条例制定記念事業
「映画でみる男女共同参画～『マンマ・ミーア！』上映会～」

5月

＜共催＞THE YOUNG LOVE DISCOTHEQUE
2019

ベイビーシアター「ハイハイ、ごろ～ん。」

＜共催＞オフィス 3○○「私の恋人」

大野城市民劇団迷子座定期公演

おとなの楽校 2時間目

9 月 ティータイムスペシャルコンサート Vol.16

毎月 1 回
（6、9 月を除く）

4月 ・なかよし家族のベビーマッサージ
・ベビーシューズをつくろう
・パンを作ってみよう
・おうちでイタリアン
・はじめてのウクレレ
・似合う色をみつけましょう
・やさしいヨガ
・水引アート
・ドライフラワーでミニアレンジメント

6月

7月

・はじめの南京玉すだれ
・梅しごと～梅漬け・梅シロップ作り～
・魅力が開花する幸せメイク
・本気で作る「スパイスカレー」の基本
・パソコン勉強室

・エクセル実践・初級（夜）
・ハーバリウムを作ろう
・100 歳まで自分の足で歩く足のケア
・美味しいアイスコーヒーの淹れ方

第 13 回図書館子どもまつり
～子ども読書の日記念事業～4/20（土）

※3月12日時点の情報です。日程・内容は変更となる場合があります。詳しくはお問い合わせください。

MUSIC

6月22日
（土） 車イス

♪♪ ♬

【出演】川波 幸恵（バンドネオン）、外薗 美穂（ヴァイオリン）、小林 萌里（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

●まどかぴあ総合案内
●ローソンチケット（Lコード：82421）

チケット
取扱い

チケット発売日
友の会　4 月 11 日（木）
一　般　4 月 18 日（木）

両日とも 10:00 ～

ティータイムスペシャルコンサートVol.15（Vol.273）

「情熱と哀愁の調べ ～アルゼンチンタンゴの世界～」
6 月は、スペシャルコンサート初のタンゴをお届けします！
バンドネオン、ヴァイオリン、ピアノが奏でる情熱的なアルゼンチンタンゴの世界をお楽しみください。

協賛：株式会社東洋ナビックス、豆香洞コーヒー

川波 幸恵 外薗 美穂 小林 萌里

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】各回500円（当日800円）　※未就学児入場不可

託児：各回の開催日
　　　8 日前 17:00 が
　　　締切です

チケット
取扱い

チケット発売日
友の会　5 月 14 日（火）
一　般　5 月 21 日（火）

両日とも 10:00 ～

●まどかぴあ
総合案内

2019 年度のラインナップが決定しました！今回は、「デザイン」をキーワードに、4 つの講座をお届けします。
社会を豊かにする「デザイン」について、様々な角度から学べます。どうぞ、ご期待ください。

※日程及び講師などは変更になる場合があります。

１時間目

２時間目

３時間目

４時間目

7月20日（土） 宮本 日出夫・古屋 嘉彦
一般社団法人日本ピアノ調律師協会九州支部 支部長・同副支部長 ピアノと音のデザイン

ユニバーサルデザイン

書体デザイン

染織とライフデザイン

藤田 重信
フォントワークス株式会社 書体デザイナー

定村 俊満
株式会社ソーシャルデザインネットワークス 代表取締役社長

釜我 敏子
型絵染作家

9月21日（土）

11月23日（土・祝）

1月18日（土）

講　師日　程 内容（予定）

2020 年

友の会

先  行
車イス

ベイビーシアター
【時間】11:00開演/10:45開場（上演時間約40分） ※両日とも

【会場】多目的ホール（1階）　全席自由 ※定員あり

【料金】ペア券1,800円（赤ちゃん1人と大人1人）
一　般1,300円　※当日同料金

【対象】・8ヵ月～18ヵ月の赤ちゃんと保護者
・本公演に興味関心のある方
※上記月齢以外のお子様は入場不可
※会場内におむつ替えスペース・授乳スペースあり

トーク＆ワークショップ
「赤ちゃんはどう感じている？ ～脳の立場から見てみると～」
【講　師】玉木 聡美（劇団風の子九州）
【日　時】7月5日（金）①10:00②13：30（各回15分前開場）

※講演時間約150分

【会　場】多目的ホール（1階）全席自由 ※定員あり

【料　金】500円　※左記公演を鑑賞する場合は無料

【対　象】赤ちゃんの脳の発達に関心のある方
【申込先】まどかぴあ総合案内

友の会

先  行

※詳細はチラシやホームページをご覧ください。



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

3 アテナ　2019 年 4 月号 2アテナ　2019 年 4 月号　

文化芸術振興

「ハイハイ、ごろ～ん。」
赤ちゃんのためのはじめてのお芝居「ハイハイ、ごろ～ん。」。五感が著しく発達する乳幼児期の「脳」についての
トーク＆ワークショップも開催します。どうぞお楽しみに！

劇団風の子九州
ベイビーシアター

7月8日（月）
9日（火）
PLAY

対　　象：10ヵ月～就学前まで
料　　金：１人300円（1回）　※定員あり。先着順受付

申込締切：チケット購入後から6月28日（金）17：00まで
申 込 先：ＮＰＯ法人チャイルドケアセンター

「ハイハイ、ごろ～ん。」託児係
TEL：092-589-8688（平日9：00～17：00※祝日除く）

＜「ハイハイ、ごろ～ん。」の託児について＞

●まどかぴあ総合案内
●ローソンチケット（L コード：84041）

チケット
取扱い

チケット発売日
友の会　5月10日（金）
一　般　5月17日（金）

両日とも10:00～
2019 年度 上半期事業ラインナップ
文化芸術振興

期　日 イベント

期　日 イベント

生涯学習センター

まどかぴあ図書館

6/22（土）
23（日）

6/22（土）

7/8（月）
9（火）

7/20（土）

7/21（日）

8/17（土）
18（日）

毎月 1 回

9/1（日）

9/21（土）

7/27（土）

8/3（土）

8/18（日）

おはなし会スペシャル「夜ばなし」

紙のどうぶつえん

親子読書会

ティータイムスペシャルコンサート Vol.15

大野城和太鼓フェスティバル 2019

おとなの楽校 1時間目

シネマランド

ティータイムコンサート

期　日 イベント

開催月 イベント

男女平等推進センター

5/9（木）～ 7/25（木）アスカーラいきいき健康教室（前期）

5/10（金）～ 7/30（火）再就職チャレンジ講座

6/1（土）・6/8（土）プチ起業実現セミナー

6 月～ 7 月 あなたとわたしのための元気塾

7 月 ママの元気チャージ★セミナー（仮）

8/3（土）アスカーラ夏まつり（仮）

8 月～ 11 月 大野城市男女共生講座

8 月～ 9 月“パパ時間”充実セミナー（仮）

8 月～ 9 月 育休ママ＆パパの仕事復帰セミナー（仮）

5/25（土）男女共同参画条例制定記念事業
「映画でみる男女共同参画～『マンマ・ミーア！』上映会～」

5月

＜共催＞THE YOUNG LOVE DISCOTHEQUE
2019

ベイビーシアター「ハイハイ、ごろ～ん。」

＜共催＞オフィス 3○○「私の恋人」

大野城市民劇団迷子座定期公演

おとなの楽校 2時間目

9 月 ティータイムスペシャルコンサート Vol.16

毎月 1 回
（6、9 月を除く）

4月 ・なかよし家族のベビーマッサージ
・ベビーシューズをつくろう
・パンを作ってみよう
・おうちでイタリアン
・はじめてのウクレレ
・似合う色をみつけましょう
・やさしいヨガ
・水引アート
・ドライフラワーでミニアレンジメント

6月

7月

・はじめの南京玉すだれ
・梅しごと～梅漬け・梅シロップ作り～
・魅力が開花する幸せメイク
・本気で作る「スパイスカレー」の基本
・パソコン勉強室

・エクセル実践・初級（夜）
・ハーバリウムを作ろう
・100 歳まで自分の足で歩く足のケア
・美味しいアイスコーヒーの淹れ方

第 13 回図書館子どもまつり
～子ども読書の日記念事業～4/20（土）

※3月12日時点の情報です。日程・内容は変更となる場合があります。詳しくはお問い合わせください。

MUSIC

6月22日
（土） 車イス

♪♪ ♬

【出演】川波 幸恵（バンドネオン）、外薗 美穂（ヴァイオリン）、小林 萌里（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

●まどかぴあ総合案内
●ローソンチケット（Lコード：82421）

チケット
取扱い

チケット発売日
友の会　4 月 11 日（木）
一　般　4 月 18 日（木）

両日とも 10:00 ～

ティータイムスペシャルコンサートVol.15（Vol.273）

「情熱と哀愁の調べ ～アルゼンチンタンゴの世界～」
6 月は、スペシャルコンサート初のタンゴをお届けします！
バンドネオン、ヴァイオリン、ピアノが奏でる情熱的なアルゼンチンタンゴの世界をお楽しみください。

協賛：株式会社東洋ナビックス、豆香洞コーヒー

川波 幸恵 外薗 美穂 小林 萌里

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】各回500円（当日800円）　※未就学児入場不可

託児：各回の開催日
　　　8 日前 17:00 が
　　　締切です

チケット
取扱い

チケット発売日
友の会　5 月 14 日（火）
一　般　5 月 21 日（火）

両日とも 10:00 ～

●まどかぴあ
総合案内

2019 年度のラインナップが決定しました！今回は、「デザイン」をキーワードに、4 つの講座をお届けします。
社会を豊かにする「デザイン」について、様々な角度から学べます。どうぞ、ご期待ください。

※日程及び講師などは変更になる場合があります。

１時間目

２時間目

３時間目

４時間目

7月20日（土） 宮本 日出夫・古屋 嘉彦
一般社団法人日本ピアノ調律師協会九州支部 支部長・同副支部長 ピアノと音のデザイン

ユニバーサルデザイン

書体デザイン

染織とライフデザイン

藤田 重信
フォントワークス株式会社 書体デザイナー

定村 俊満
株式会社ソーシャルデザインネットワークス 代表取締役社長

釜我 敏子
型絵染作家

9月21日（土）

11月23日（土・祝）

1月18日（土）

講　師日　程 内容（予定）

2020 年

友の会

先  行
車イス

ベイビーシアター
【時間】11:00開演/10:45開場（上演時間約40分） ※両日とも

【会場】多目的ホール（1階）　全席自由 ※定員あり

【料金】ペア券1,800円（赤ちゃん1人と大人1人）
一　般1,300円　※当日同料金

【対象】・8ヵ月～18ヵ月の赤ちゃんと保護者
・本公演に興味関心のある方
※上記月齢以外のお子様は入場不可
※会場内におむつ替えスペース・授乳スペースあり

トーク＆ワークショップ
「赤ちゃんはどう感じている？ ～脳の立場から見てみると～」
【講　師】玉木 聡美（劇団風の子九州）
【日　時】7月5日（金）①10:00②13：30（各回15分前開場）

※講演時間約150分

【会　場】多目的ホール（1階）全席自由 ※定員あり

【料　金】500円　※左記公演を鑑賞する場合は無料

【対　象】赤ちゃんの脳の発達に関心のある方
【申込先】まどかぴあ総合案内

友の会

先  行

※詳細はチラシやホームページをご覧ください。



　

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 4 月号

生涯学習センター

  

アテナ　2019 年 4 月号

短期講座 4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）
※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
ンを作ってみませんか。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】5月10日、6月7日、7月5日（金）
【時　間】10:00～13:00 【定　員】15名
【受講料】3,600円 【材料費】1,000円/回
【講　師】木下 俊晴(ビストロわがまんま元オーナーシェフ)

※イメージ

託児 【出演】松岡 祐美（ヴァイオリン）、小柳 厚子（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

4月はヴァイオリンとピアノによるコンサートをお届けします。

MUSIC

4 月25 日
（木）

♪♪ ♬
ティータイムコンサート Vol.271ティータイムコンサート Vol.271

協賛：株式会社東洋ナビックス、豆香洞コーヒー
小柳 厚子松岡 祐美

年号が変わり新しい時代が始まることに伴い、日常生活の変化をイメージする曲、前向
きになる曲など「変化」をテーマに選曲します。
出演者の想いや曲の背景を思い描きながらお楽しみください。

今年度のテーマ「変化」

CINEMA

4 月13 日
（土）

両親の離婚やいじめで暗い日々を過ごす少年コナー。彼の唯一の
楽しみは兄と一緒にミュージックビデオを見ることだった。
ある日、街で見かけた少女に一目惚れしたコナーは、組んでもいな
いバンドのミュージックビデオに出演しないかと誘ってしまい―。

監督： ジョン・カーニー（『ONCE ダブリンの街角で』）
出演： フェルディア・ウォルシュ＝ピーロ、ルーシー・ボーイントン　ほか

2015年/アイルランド・イギリス・アメリカ合作/
106分/日本語字幕版

「シング・ストリート 未来へのうた」

①10:00 ～ 11:46
②14:00 ～ 15:46
③18:00 ～ 19:46

（各回 30 分前開場）

【時間】

①10:00 ～ 11:28
②14:00 ～ 15:28
③18:00 ～ 19:28

（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。
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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

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

5月11日
（土）

外科医のトンマーゾは、エリートだが傲慢な性格ゆえ周囲とのい
ざこざが絶えなかった。そんな中、医者として自身の跡を継いで
もらうことを期待していた息子アンドレアが、ある日突然「神父に
なりたい」と言いだしたことから大騒ぎに。息子が洗脳されたと疑
うトンマーゾは、神父の正体を暴くため教会へと向かうが…

第28回東京国際映画祭コンペティション部門（観客賞）受賞

監督・脚本： エドアルド・ファルコーネ
出　　　演： マルコ・ジャリーニ、アレッサンドロ・ガスマン　ほか

2015年/イタリア/88分/日本語字幕版
※作品の都合により、日本語吹替版は
　ありません。

「神様の思し召し」

※材料の都合で内容を変更する場合があります。

＜メニュー＞
【5月】ポークピカタ、アーリオオーリオパスタ
【6月】アクアパッツァ、クリームソースのパスタ
【7月】ロールステーキでタリアータ、トマトソースのパスタ
各回とも、他にオードブルも作ります。

簡単に始められる弦楽器のウ
クレレを弾いてみませんか。音
楽の経験がなくても、楽譜が
読めなくても大丈夫。楽しく
歌いながらメロディを弾いて
みましょう。初めての方でも5
～6曲はマスターできますよ。
※ウクレレは貸し出し可能です。

はじめてのウクレレ

【日　程】5月16日、6月6・20日、7月4・18日（木）
【時　間】10:00～12:00 【定　員】16名
【受講料】5,500円
【教材費】500円（＋楽器レンタル料：500円）
【講　師】杉尾 寛史(ララ ウクレレ代表)

※イメージ

託児

あなたに似合う色を知って
いますか。似合う色はもっと
あなたを輝かせてくれます。
似合う色を知ってファッショ
ンやメイクに活かし、魅力的
に変身してみませんか。

似合う色をみつけましょう

【日　程】5月17・31日（金）
【時　間】19:00～21:00 【定　員】14名
【受講料】2,400円 【教材費】800円
【講　師】藤末 ヨシミ(カラースタイリスト)

※イメージ

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
づくりをめざしましょう。

やさしいヨガ

【日　程】5月20日、6月3・17・24日（月）
【時　間】19:00～20:30 【定　員】16名
【受講料】4,400円
【講　師】川原 ふみこ(ヨガ講師)

※イメージ

お花に触れるやさしいひと時を楽しみませんか。
①【5/29】ドライフラワーとプリザーブドフラワーのかわ
いい小花を使って白い木箱にアレンジしていきましょう。
②【6/13】ブリキの器にシャビーシックなドライフラワー
でアレンジメントを楽しみましょう。
※花材は、仕入れ状況によります。

ドライフラワーでミニアレンジメント①②

【日　程】①5月29日（水）　②6月13日(木)
【時　間】10:00～12:00 【定　員】各16名
【受講料】各1,100円 【材料費】各2,200円
【講　師】馬場 貴子(Quatre Fleurs主宰)

※イメージ

託児

50色以上のカラフルな水
引の中から選んでもらった
色で、アクセサリーやピン、
しおりにもなるリーフ結びを
作ります。指先から生まれる
伝統美に気軽に触れてみま
せんか。

水引アート

【日　程】5月22日（水）
【時　間】10:00～12:00 【定　員】16名
【受講料】1,100円 【材料費】1,300円
【講　師】吉田 忍

※作品例

託児

主催・製作：東京グローブ座／テレビ朝日　共催：株式会社ピクニック／九州朝日放送

【日時】22 日（土） ①13:00 開演 ②17:00 開演　23 日（日）13:00 開演（各回 45 分前開場）
【会場】大ホール（1 階） 全席指定　　【料金】一般 8,800 円（当日同料金）　※未就学児入場不可

●まどかぴあ総合案内　　　●e+（イープラス）
●ローソンチケット（Lコード：84138）　●チケットぴあ（Pコード：492-974）
●ピクニックチケットセンター TEL 050-3539-8330（平日11:00～17:00）
※営利目的の転売禁止

チケット
取扱い

チケット発売日
友の会　4 月 12 日（金）
一　般　4 月 20 日（土）

両日とも 10:00 ～

THE YOUNG LOVE DISCOTHEQUE 2019
全く新しい音楽体験空間が誕生！それは「ディスコティック 2019」音楽とダンス、そして全
てのエンターテイメントを愛する方々に、新たなライブ体験をお届けします。

6月22日（土）
23日（日）

MUSIC & DANCE
〈共催事業〉

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）

演出・振付・総合プロデュース：屋良朝幸　　音楽監督：m.c.A・T

スペシャルパフォーマー：九州男児新鮮組

車イス

車イス

友の会

先  行

CAST：屋良朝幸、浜中文一、いつか（Charisma.com）、DJ U-ICHI（HOME MADE家族）、
草間リチャード敬太（Aぇ！group/関西ジャニーズJr.）、末武幸紘（ジャニーズJr.）、UNO、suzuyaka

4月29日（月・祝）、30日（火）の窓口受付は、
9:00～17:00（入金手続き9:00～16:00）とさせていただきます。

※大ホールの改修工事に伴い、
2020 年 4～5 月のシネマランド
はお休みします。
施設利用券をお持ちの方は、
お早目にご利用ください。



　

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 4 月号

生涯学習センター

  

アテナ　2019 年 4 月号

短期講座 4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）
※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
ンを作ってみませんか。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】5月10日、6月7日、7月5日（金）
【時　間】10:00～13:00 【定　員】15名
【受講料】3,600円 【材料費】1,000円/回
【講　師】木下 俊晴(ビストロわがまんま元オーナーシェフ)

※イメージ

託児 【出演】松岡 祐美（ヴァイオリン）、小柳 厚子（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

4月はヴァイオリンとピアノによるコンサートをお届けします。

MUSIC

4 月25 日
（木）

♪♪ ♬
ティータイムコンサート Vol.271ティータイムコンサート Vol.271

協賛：株式会社東洋ナビックス、豆香洞コーヒー
小柳 厚子松岡 祐美

年号が変わり新しい時代が始まることに伴い、日常生活の変化をイメージする曲、前向
きになる曲など「変化」をテーマに選曲します。
出演者の想いや曲の背景を思い描きながらお楽しみください。

今年度のテーマ「変化」

CINEMA

4 月13 日
（土）

両親の離婚やいじめで暗い日々を過ごす少年コナー。彼の唯一の
楽しみは兄と一緒にミュージックビデオを見ることだった。
ある日、街で見かけた少女に一目惚れしたコナーは、組んでもいな
いバンドのミュージックビデオに出演しないかと誘ってしまい―。

監督： ジョン・カーニー（『ONCE ダブリンの街角で』）
出演： フェルディア・ウォルシュ＝ピーロ、ルーシー・ボーイントン　ほか

2015年/アイルランド・イギリス・アメリカ合作/
106分/日本語字幕版

「シング・ストリート 未来へのうた」

①10:00 ～ 11:46
②14:00 ～ 15:46
③18:00 ～ 19:46

（各回 30 分前開場）

【時間】

①10:00 ～ 11:28
②14:00 ～ 15:28
③18:00 ～ 19:28

（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。

© 2015 Cosmo Films Limited. All Rights Reserved

©Wildside 2015

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

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

5月11日
（土）

外科医のトンマーゾは、エリートだが傲慢な性格ゆえ周囲とのい
ざこざが絶えなかった。そんな中、医者として自身の跡を継いで
もらうことを期待していた息子アンドレアが、ある日突然「神父に
なりたい」と言いだしたことから大騒ぎに。息子が洗脳されたと疑
うトンマーゾは、神父の正体を暴くため教会へと向かうが…

第28回東京国際映画祭コンペティション部門（観客賞）受賞

監督・脚本： エドアルド・ファルコーネ
出　　　演： マルコ・ジャリーニ、アレッサンドロ・ガスマン　ほか

2015年/イタリア/88分/日本語字幕版
※作品の都合により、日本語吹替版は
　ありません。

「神様の思し召し」

※材料の都合で内容を変更する場合があります。

＜メニュー＞
【5月】ポークピカタ、アーリオオーリオパスタ
【6月】アクアパッツァ、クリームソースのパスタ
【7月】ロールステーキでタリアータ、トマトソースのパスタ
各回とも、他にオードブルも作ります。

簡単に始められる弦楽器のウ
クレレを弾いてみませんか。音
楽の経験がなくても、楽譜が
読めなくても大丈夫。楽しく
歌いながらメロディを弾いて
みましょう。初めての方でも5
～6曲はマスターできますよ。
※ウクレレは貸し出し可能です。

はじめてのウクレレ

【日　程】5月16日、6月6・20日、7月4・18日（木）
【時　間】10:00～12:00 【定　員】16名
【受講料】5,500円
【教材費】500円（＋楽器レンタル料：500円）
【講　師】杉尾 寛史(ララ ウクレレ代表)

※イメージ

託児

あなたに似合う色を知って
いますか。似合う色はもっと
あなたを輝かせてくれます。
似合う色を知ってファッショ
ンやメイクに活かし、魅力的
に変身してみませんか。

似合う色をみつけましょう

【日　程】5月17・31日（金）
【時　間】19:00～21:00 【定　員】14名
【受講料】2,400円 【教材費】800円
【講　師】藤末 ヨシミ(カラースタイリスト)

※イメージ

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
づくりをめざしましょう。

やさしいヨガ

【日　程】5月20日、6月3・17・24日（月）
【時　間】19:00～20:30 【定　員】16名
【受講料】4,400円
【講　師】川原 ふみこ(ヨガ講師)

※イメージ

お花に触れるやさしいひと時を楽しみませんか。
①【5/29】ドライフラワーとプリザーブドフラワーのかわ
いい小花を使って白い木箱にアレンジしていきましょう。
②【6/13】ブリキの器にシャビーシックなドライフラワー
でアレンジメントを楽しみましょう。
※花材は、仕入れ状況によります。

ドライフラワーでミニアレンジメント①②

【日　程】①5月29日（水）　②6月13日(木)
【時　間】10:00～12:00 【定　員】各16名
【受講料】各1,100円 【材料費】各2,200円
【講　師】馬場 貴子(Quatre Fleurs主宰)

※イメージ

託児

50色以上のカラフルな水
引の中から選んでもらった
色で、アクセサリーやピン、
しおりにもなるリーフ結びを
作ります。指先から生まれる
伝統美に気軽に触れてみま
せんか。

水引アート

【日　程】5月22日（水）
【時　間】10:00～12:00 【定　員】16名
【受講料】1,100円 【材料費】1,300円
【講　師】吉田 忍

※作品例

託児

主催・製作：東京グローブ座／テレビ朝日　共催：株式会社ピクニック／九州朝日放送

【日時】22 日（土） ①13:00 開演 ②17:00 開演　23 日（日）13:00 開演（各回 45 分前開場）
【会場】大ホール（1 階） 全席指定　　【料金】一般 8,800 円（当日同料金）　※未就学児入場不可

●まどかぴあ総合案内　　　●e+（イープラス）
●ローソンチケット（Lコード：84138）　●チケットぴあ（Pコード：492-974）
●ピクニックチケットセンター TEL 050-3539-8330（平日11:00～17:00）
※営利目的の転売禁止

チケット
取扱い

チケット発売日
友の会　4 月 12 日（金）
一　般　4 月 20 日（土）

両日とも 10:00 ～

THE YOUNG LOVE DISCOTHEQUE 2019
全く新しい音楽体験空間が誕生！それは「ディスコティック 2019」音楽とダンス、そして全
てのエンターテイメントを愛する方々に、新たなライブ体験をお届けします。

6月22日（土）
23日（日）

MUSIC & DANCE
〈共催事業〉

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）

演出・振付・総合プロデュース：屋良朝幸　　音楽監督：m.c.A・T

スペシャルパフォーマー：九州男児新鮮組

車イス

車イス

友の会

先  行

CAST：屋良朝幸、浜中文一、いつか（Charisma.com）、DJ U-ICHI（HOME MADE家族）、
草間リチャード敬太（Aぇ！group/関西ジャニーズJr.）、末武幸紘（ジャニーズJr.）、UNO、suzuyaka

4月29日（月・祝）、30日（火）の窓口受付は、
9:00～17:00（入金手続き9:00～16:00）とさせていただきます。

※大ホールの改修工事に伴い、
2020 年 4～5 月のシネマランド
はお休みします。
施設利用券をお持ちの方は、
お早目にご利用ください。



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 4 月号 6アテナ　2019 年 4 月号

【申込方法】4 月 1 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

広告協賛欄

【日時】4 月 20 日（土）10:00 ～ 15:00
【会場】 特設  子どもまつり会場（3 階）

おはなし会や工作など、
楽しいイベントがもりだくさん！
すべて入場無料です。
ぜひ、まどかぴあへあそびに来てください。

～子ども読書の日記念事業～

協力：おはなしの会「わくわく」
　　　おはなしの会「おひざでだっこ」
　　　布の絵本製作の会「ちくちく」　（順不同）

うきうきこうさくひろば
布工作や紙工作が楽しめます。

【会場】303 会議室（3 階）

赤ちゃん向け、幼児向け、小学生向けのおはなし会のリ
レーです。エプロンシアターの実演や紙芝居もあります。

【会場】301会議室（3階）

わくわくおはなしひろば

第13回 図書館子どもまつり

まどかぴあ主催のイベントや講座利用者のお子さんをお預かりする「託児サポーター」の養成講座です。
子どもが好きな方、子育てを応援したい方、ぜひ託児サポーターとして活動してみませんか！

託児サポーター養成講座
託児

日　時回

1

2

3

4

託児ボランティアの心構えと保護者へのコミュニケーション
講師：吉塚 和美（福岡こども短期大学元講師）
受講生と託児サポーター会員との交流会

6 月 4 日（火）
10:00～12:00

子どもを守るための幼児安全法（幼児救急救命）
講師：日本赤十字社福岡県支部　幼児安全法担当職員

6月18日（火）
9:30 ～ 12:30

乳幼児のコミュニケーション発達
講師：山野 留美子（福岡女子短期大学子ども学科講師）

6月27日（木）
10:00～12:00

7月2日（火）
13:30～15:00

テーマ・講師

【会　場】多目的ホール（1階）
【定　員】80名（先着順）　　【受講料】無料

※講座実施期間中に託児実習を行います。

自己資金で始められる「プチ起業」に焦
点を絞って知識や情報を学ぶ、子育て中
や就業中の人にもオススメのセミナーで
す。「プチ起業を始めてみたい！」「興味
はあるけれど、何から始めたらいいの？」
というみなさん、ぜひこの機会にヒント
を見つけに来ませんか。

「プチ起業実現セミナー ～夢をステップアップ！～」女性のための起業支援セミナー

日程・会場 時　間 内　容

開講式

自分の強みを生かしたアイデアづくり

どんな事業が成功する？

プチ起業のための資金調達

前回の振り返り

営業・PR のキホン

交流会
３
日
目

２
日
目

１
日
目

託児

ぴよぴよのへや
（0歳児・妊婦対象）
4月2日・16日・30日

よちよちのへや
（1～2歳児対象）
4月9日・23日

としょかんのおはなし会

毎週火曜日 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！）

毎週土曜日 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　
4月13日・27日

幼児対象　    

4 月 6 日

おひざでだっこ

わくわくおはなし会

新学期の始まりです。
新しいお友だちと出会うように、
すてきな本と出会ってみませんか？
楽しいおはなし会もありますよ！

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
〜

11:15

14:00
〜

14:45

15:15
〜

16:00

午前 午後
4月の巡回

12 日
26 日

11 日
25 日

2 日
16 日

9 日
23 日

1 日
15 日

8 日
22 日

5 日
19 日

4 日
18 日

2019年4月より、移動図書館「わくわく号」の巡回時間
が変更となります。それにともない、各ステーションの
停車時間が45分となりますのでご注意ください。
なお、同じく4月より、福祉施設の巡回を開始します。

移動図書館「わくわく号」
巡回時間変更のお知らせ

【講　師】松永 幸子（ハロー 代表）

北田 貴司　※1日目のみ
（株式会社日本政策金融公庫融資第三課長）

【対　象】起業を考えている女性、
起業して間もない女性

【受講料】全講座通して500円
【定　員】30名（先着順）

10:00～10:05

10:05～12:00

13:00～14:00

14:00～14:30

10:00～10:30

10:30～12:00

13:00～14:30

10:00～12:00

6月1日（土）
303会議室

（３階）

6月8日（土）
303会議室

（３階）

11月16日（土）
301会議室

（３階）
※各日、12：00～13：00は昼休憩です。　　※時間割は予定です。

絵本のもつおもしろさ　親子での絵本のひとときの魅力
講師：髙木 勲（福岡女子短期大学子ども学科非常勤講師、絵本研究家）
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点を絞って知識や情報を学ぶ、子育て中
や就業中の人にもオススメのセミナーで
す。「プチ起業を始めてみたい！」「興味
はあるけれど、何から始めたらいいの？」
というみなさん、ぜひこの機会にヒント
を見つけに来ませんか。
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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
〜

11:15

14:00
〜

14:45

15:15
〜

16:00

午前 午後
4月の巡回

12 日
26 日

11 日
25 日

2 日
16 日

9 日
23 日

1 日
15 日

8 日
22 日

5 日
19 日

4 日
18 日

2019年4月より、移動図書館「わくわく号」の巡回時間
が変更となります。それにともない、各ステーションの
停車時間が45分となりますのでご注意ください。
なお、同じく4月より、福祉施設の巡回を開始します。

移動図書館「わくわく号」
巡回時間変更のお知らせ

【講　師】松永 幸子（ハロー 代表）

北田 貴司　※1日目のみ
（株式会社日本政策金融公庫融資第三課長）

【対　象】起業を考えている女性、
起業して間もない女性

【受講料】全講座通して500円
【定　員】30名（先着順）

10:00～10:05

10:05～12:00

13:00～14:00

14:00～14:30

10:00～10:30

10:30～12:00

13:00～14:30

10:00～12:00

6月1日（土）
303会議室

（３階）

6月8日（土）
303会議室

（３階）

11月16日（土）
301会議室

（３階）
※各日、12：00～13：00は昼休憩です。　　※時間割は予定です。

絵本のもつおもしろさ　親子での絵本のひとときの魅力
講師：髙木 勲（福岡女子短期大学子ども学科非常勤講師、絵本研究家）



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。
3 月 1 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

8アテナ　2019 年 4 月号

4/7
（日）

九州北部豪雨災害復興支援
鍵盤男子チャリティコンサート in ちくしの
主催・お問合せ：（特）ちくしの子ども劇場チャリティコンサート実行委員会
電話：092-925-5630
●3,500円 ※未就学児入場不可 ●14:00

はなし
宗次郎オカリナコンサート ～昔むかしの物語を聴かせてよ～
●4,000円 ※未就学児入場不可 ●15:30

5/26
（日）

6/9
（日）

音楽の楽しみ方講座スペシャルライブ
野田愛子･悠子＆イグナツ･リシェツキ コンサート
●1,000円ほか ※未就学児入場不可 ●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

碑帖辿歴－拓本で紡ぐ史跡のかたち
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

4/2（火）
〜

7/15（月・祝）

4/2（火）
〜

  26（金）

文化ふれあい館定期利用団体作品展2019
ふれあい文化祭
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

（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
4月まどかぴあのイベントスケジュール

図書

図書

図書

図書

わくわくおはなし会（幼児対象）

図書 おひざでだっこ ぴよぴよのへや（0歳児対象）

P7

2（火）
16（火）
30（火）

6（土）

25（木）
5/23（木）
6/20（木）

13（土）
27（土）

16（火）

20（土）

25（木）

13（土）

ベビーシューズをつくろう 3 月号
掲載

生涯

生涯

生涯

4月のチケット情報・募集申込情報

パンを作ってみよう 3 月号
掲載

P4

P6プチ起業実現セミナー　受付開始

11（木）

P7図書館子どもまつり

P4

P7

シネマランド「シング・ストリート 未来へのうた」文芸

文芸

P2ティータイムスペシャルコンサートVol.15
友の会発売

生涯10（水） P5短期講座　受付開始

P218（木） ティータイムスペシャルコンサートVol.15
一般発売文芸

文芸

12（金） P4THE YOUNG LOVE DISCOTHEQUE 2019
友の会発売

文芸

20（土） P4THE YOUNG LOVE DISCOTHEQUE 2019
一般発売

文芸

託児

P7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

4/28
（日）

6/30
（日）

中川晃教コンサート 2019
New Wind with the Trio in Early Summer
●4,500円 ※未就学児入場不可 ●15:00

春日市少年少女合唱団 第 23 回定期演奏会
問合せ先：春日市地域づくり課文化振興担当　電話：092-584-1111（代）
●500円 ※3歳以上有料 ●14:00

4/13
（土）

ふれぶんシネマ倶楽部
「ボス・ベイビー」　《日本語吹替版》
●施設利用料1枚300円 ●①10:00 ②14:00

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

4/7
（日）

4/20
(土)

九州シティフィルハーモニー室内合奏団
第 1 回定期演奏会
●2,000円ほか ●18:30

那珂川吹奏楽団　ロビーコンサート
●入場無料 ●13:00

6/30
(日)

ご存知 ! ど素人田舎芝居
劇団「やまもも」　第32回定期公演『長屋御医者』
●1,000円 ●13:00

なかよし家族のベビーマッサージ 3 月号
掲載託児

託児

9（火）
23（火）

10（水）

P7おひざでだっこ よちよちのへや（1～2歳児対象）

男女

男女
1（月）

P6託児サポーター養成講座　受付開始

男女19（金） 3 月号
掲載

再就職チャレンジ講座　秘書検定2級資格取得対策講座
申込締切

わくわくおはなし会（小学生以上対象）

ティータイムコンサートVol.271

まどかぴあ施設工事のお知らせ
下記の日程で施設を利用できない期間が一部発生します。
皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。

工事時期（予定） 工事内容
6月～10月 外壁洗浄・改修工事

12月～2020年1月 大ホール舞台照明設備改修工事

図書館・多目的ホール照明更新工事2020年2月

大ホール舞台照明設備改修工事2020年4月～5月
※詳しい日程は、決まり次第、アテナ・まどかぴあホームページ・市広報にて
　お知らせします。

まどかぴあ休館日のお知らせ
4 月 3 日（水）、17 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3月1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.15　チケット発売！
・短期講座　受講生募集！
・託児サポーター養成講座　受講生募集！
・第13回　図書館子どもまつり

P2

P5

P6

P7

VOL.274
20194アテナアテナ

7月8日（月）・9日（火）

ベイビーシアター

＜時間＞11：00開演　※両日とも　＜会場＞多目的ホール（1階）


