
大野城まどかぴあ 情報誌
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神※掲載記事は4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）

・劇団風の子九州ベイビーシアター「ハイハイ、ごろ～ん。」　チケット発売！
・短期講座＆パソコン講座　受講生募集！
・あなたとわたしのための元気塾　受講生募集！
・読み聞かせボランティア基礎講座　受講生募集！
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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
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トーク＆ワークショップ

【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のみ

劇団風の子九州
ベイビーシアター

7月8日（月）
9日（火）
PLAY

＜「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～

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

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

講師に現役調律師をお招きし、ピアノから音楽が生まれる仕組みを紐解きます。
ピアノはどのように進化してきたのか、その歴史やデザイン（形、構造）の変遷をたどるとともに、
音のデザインともいえる調律の秘密に迫ります。
最良の音に調整する音づくりの過程を実際に見ながら、ピアノ調律の世界に触れてみましょう。

1時間目 7月20日（土）「ピアノは“生きもの” その進化と調律について」
講師 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）

2時間目 9月21日（土） 「言葉の力を最大化する文字作り-筑紫書体（フォント）の開発デザイン」
講師 藤田 重信 （フォントワークス株式会社 書体デザイナー）

3時間目 11月23日（土・祝） 「優しい社会をつくる。優しい人を育てる。ユニバーサルデザインのお話」
講師 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）

4時間目
2020年
1月18日（土）

「作品に人生が反映する。型絵染作家のライフデザインを学ぶ。」
講師 釜我 敏子 （型絵染作家）

チケット
取扱い

チケット発売日（全講座）
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

まどかぴあ施設工事のお知らせ
右記の日程で、施設を利用できない期間が一部発生します。
また、外壁工事では、作業音等でご迷惑をおかけする場合があり
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月上旬～12月中旬 外壁洗浄・改修工事

12月中旬～2020年1月中旬 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月中旬～下旬

大ホール舞台照明設備改修工事2020年4月～5月

「赤ちゃんはどう感じている？ ～脳の立場から見てみると～」
赤ちゃんは「何にも知らない、何にもできない」…本当にそうでしょうか？
ここ20年ほどで神経生理学の分野は大きく進み、赤ちゃんの脳の動き
も解明されています。
観劇をどのように楽しんでいるのか体感してみませんか？

ベイビーシアター、トーク＆ワークショップともに託児あり。
詳細はチラシもしくは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
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文化芸術振興

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中

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～」
アルゼンチンタンゴには欠かせない楽器であるバンドネオンを中心に、ヴァイオリン、ピアノのトリオでお届けします。
アルゼンチンの香り高い旋律と強烈なリズム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、カフェ＆ギャラリー　Les Grands（レ グラン）、有限会社エーアンドエスフレーミング工房

川波 幸恵 外薗 美穂 小林 萌里

友の会

先  行

主催：ピクニック /atlas　共催：エフエム福岡 ソワニエ＋

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

18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8,300円（当日同料金）
友の会会員特別価格8,000円（前売のみ）
※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：83160）　●チケットぴあ（Pコード：494-104）
●ピクニックチケットセンター TEL 050-3539-8330（平日11:00～17:00）
●e+（イープラス）

チケット
取扱い

チケット発売日
友の会　5月17日（金）
一　般　5月25日（土）
両日とも10:00～

オフィス３○○　「私の恋人」
劇作家・演出家・女優の渡辺えりが主宰し、昨年結成40周年を迎えたオフィス3○○が上演する新作舞
台。第160回芥川賞を受賞した上田岳弘の原作をベースに、渡辺えり流の切り口で贈る音楽劇。
今回は、かねてより渡辺えり作品への出演を熱望していた小日向文世とのんの2名を迎え、渡辺えり自身
の念願だった“たくさんの役柄を少人数で演じきる”という手法に挑み、性を超え、物理も超えて30の役を
たった3人で演じる。演技派の3人がどのように表現していくのか注目の作品。

8月17日（土）
18日（日）
PLAY

〈共催事業〉

脚本・演出：渡辺えり
原作：上田岳弘「私の恋人」（新潮社）
出演：小日向文世、のん、渡辺えり 車イス友の会

先・特

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

【日時】22日（土） ①13:00開演 ②17:00開演　23 日（日）13:00 開演（各回45分前ロビー開場）
【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中

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、
全てのエンターテイン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

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）



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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【出演】山本 徹（バロックチェロ）、西野 晟一朗（チェンバロ）
【時間】12:15～12:45　　【会場】ギャラリーモール（1階）入場無料

5月はバロックチェロとチェンバロによるコンサートをお届けします。

MUSIC

5月23日
（木）

♪♪ ♬
ティータイムコンサート Vol.272ティータイムコンサート Vol.272

協賛：株式会社東洋ナビックス、豆香洞コーヒー、カフェ＆ギャラリー Les Grands（レ グラン）、有限会社エーアンドエスフレーミング工房

西野 晟一朗山本 徹
（写真：井村 重人）

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」

①10:00～ 11:43
②14:00～ 15:43
③18:00～ 19:43
（各回30分前開場）

【時間】

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

CINEMA

6月8日
（土）

冴えないボクサーと2匹の猫が織りなす実話コミック「猫なんか
よんでもこない。」の実写版。
ボクサーとして結果を出せず崖っぷちの日々を送っていたミツオ
は、突然兄が拾ってきた2匹の猫の世話を押し付けられてしまう。
自由気ままな猫たちに振り回されながらも次第に家族として受け
入れるミツオであったが、ある日大きな変化が訪れる…

監督・脚本：山本 透（『グッモーエビアン！』）
出　　　演： 風間 俊介、つるの剛士、松岡 茉優　ほか

2015年/日本/103分
「猫なんかよんでもこない。」

①10:00～ 11:28
②14:00～ 15:28
③18:00～ 19:28
（各回30分前開場）

【時間】

©Wildside 2015

©杉作・実業之日本社/
「猫なんかよんでもこない。」製作委員会

CINEMA

5月11日
（土）

外科医のトンマーゾは、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、医者の跡を継いでもらうことを期待していた
息子が、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」

広告協賛欄

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。車イス

※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。

※10時の回のみ、日本語字幕を付けて上映。



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
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短期講座 5月8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：各10名　●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）パソコン講座

パソコン勉強室①②③ 【日　程】①6月4日（火）②6月11日（火）③6月18日（火）
【時　間】10：00～12：00
【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】有尾 美穂子

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。

5月 1日 (水・祝 )～ 4日 (土・祝 )、6日 (月・振休 )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。

アラ不思議？唄にあわ
せ、いろ～んな形にすだ
れを変化させる「南京
玉すだれ」。前回好評に
つき、今回は3回講座で
開催します。この機会
に、歴史ある伝統芸能
を楽しくマスターしてみ
ませんか？

はじめての南京玉すだれ

【日　程】6月4・11・18日(火)
【時　間】10:00～12:00 【定　員】16名
【受講料】3,300円
【教材費】150円
【講　師】いけうち しん （劇団とんとこパピィ代表）

託児

2つのテーマで、魅力を引き
出すメイクをお教えします。
①【6/14】みなさんにお似
合いのメイクアップをアドバ
イスして、スキンケアや紫外
線対策など気になる疑問に
お答えします。
②【6/28】崩れにくいファン
デーションのつけ方、気分を
上げてくれる夏メイクのアド
バイスをします。

魅力が開花する幸せメイク①②

【日　程】①6月14日（金）　②6月28日（金）
【時　間】10:00～12:00 【定　員】各12名
【受講料】各1,200円
【講　師】高崎 薫里
　　　　　  （和魂和才メイク＆スタイリング彩色健美インターナショナル）

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①②

【日　程】①6月17日(月)　②6月29日（土）
【時　間】10:30～14:00 【定　員】各18名
【受講料】各1,100円 【材料費】各1,600円
【講　師】宮村 ゆかり （ミヤムの恋するcooking主宰）

※イメージ

クエン酸が豊富で夏バテに効果があ
る梅干しの作り方を学びます。また、
かき氷などに大活躍の梅シロップも作
ります。梅のパワーで暑い夏を元気に
過ごしましょう。

梅しごと①②～梅漬け・梅シロップ作り～

【日　程】①6月6日(木)　②6月12日(水)
【時　間】10:00～13:00 【定　員】各18名
【受講料】各1,100円 【材料費】各1,300円
【講　師】川田 幸子

※イメージ

託児

赤ちゃんの心身の発達だけでなく、
パパやママとのコミュニケーション
にも最適な楽しい講座です。

なかよし家族のベビーマッサージ

【日　程】5月31日（金）　 【時　間】10:00～11:30
【定　員】15組 【受講料】1,200円／組
【材料費】200円／組
【対　象】2～9ヵ月の赤ちゃん1名と保護者1名
【講　師】大塚 かずみ （スマイルベビー協会代表）

託児

※材料の都合で内容を変更する場合があります。

＜メニュー＞
①【6/17】
ココナッツ風味の野菜カレー、レンズ豆のサラダ
②【6/29】
キーマカレー、ヨーグルトサラダ

託児

託児

※イメージ

※受付開始時は混み合います。ご了承ください。



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

6アテナ　2019年 5月号

性別や年齢に関係なく、女性も男性も伸びやかに暮らす社会づくりに向けて学ぶ講座です。受講料は無料です。
ぜひご参加ください。

託児

あなたとわたしのための元気塾

HUG ゲームとは、避難者の年齢や性別、個々の事情が書かれた
カードを避難所の平面図にどれだけ適切に配置できるか、また、避
難所で起こる出来事にどう対処するかを模擬体験するゲームです。

避難所運営『HUGゲーム』

【日時】6月 6日（木）10:00～12:00
【会場】多目的ホール（1階） 【定員】96名
【講師】防災ほっとキッチン（地域女性リーダー育成講座2期生）

第１回
［団体紹介］
活動内容
●まどかぴあ、各公民館、大野中学校
バザー、子ども会などで試食提供
●パッククッキングの普及
●災害時におけるミニ知識、HUGゲー
ム公民館バージョン、防災クイズ
設立年　2017年 4月

年々体の不調に不安を覚えるあなた！心がけ次第で健康寿命を延
ばせるとしたら…。きれいな歯や口を保つことで認知症のリスクも
減らせます。自分の歯や口をケアして元気に過ごしましょう！

『お口ケア』で健康寿命を延ばそう！

【日時】6月 13日（木）10:00～12:00
【会場】303会議室（3階） 【定員】60名
【講師】堤 鈴子（歯科衛生士）

第2回 ［講師プロフィール］
8年間の歯科医院勤務を経て、現在フ
リーランスで活動中。
これまで在宅寝たきり者の訪問口腔衛
生指導や学校歯科保健指導、特別養護
老人ホームでの口腔ケアに関わる。近
年は病院での口腔ケア、大野城市など
での介護予防事業等に携わっている。

「なぜイライラするの？」「怒りを溜め込まないためには？」「感情（怒
り）をぶつけないためには？」怒りと上手にお付き合いしましょう！
子育ては期間限定です。後悔しないために「今」学びましょう！

子育てでも役立つ！アンガーマネジメント

【日時】6月 21日（金）10:00～12:00
【会場】多目的ホール（1階） 【定員】100名
【講師】大谷 香里（アンガーマネジメントファシリテーター）

第3回

大谷 香里

［講師プロフィール］
企業での就業を経て、結婚後、家業
に従事しながら講師として活動中。
経営者の一角にいながら家事と育
児をこなしてきた経験を活かして、
企業・学校・地域・行政等で企業の社
員から母親、子ども達まで幅広い方
を対象とした講演を行っている。

託児

毎日、子育てや家事をがんばっているママ。少しだけ子どもと離れた時間をつくり、これからの生活をより自分らしく送るための
ヒントを探してみませんか。

ママの元気チャージ★セミナー

テーマ日　　時 講　　師回

1

2

7月18日（木）
10:00～12:00

松井 美由紀
（セラピールームココアップ 代表）

7月24日（水）
10:00～12:00

3 7月31日（水）
10:00～12:00

「自分も相手も大切に。『コミュニケーション』と『心』の整え方」

福岡県金融広報委員会講師「家族の幸せのために、知っておきたいマネーの話」

梅野 優子
（片づけサポートすっきり工房 代表）「もっとラクに自分らしく～ママの心と時間に余裕を生み出す片付けのコツ～」

子育てママ応援事業

【定員】30名（先着順）　　【受講料】無料　　【会場】303会議室（3階）
【対象】小学6年生までを子育て中の女性で、できるだけ全3回出席できる方
【申込方法】5月8日（水）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（受講には事前の申し込みが必要。先着順で受付。）

【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

［おわびと訂正］
アテナ4月号の掲載記事に誤りがありました。　P6 男女平等推進センター アスカーラ「託児サポーター養成講座」
（誤）第4回 日時 7月 2日（火）13:30～ 15:00　→　（正）第4回 日時 7月 2日（火）10:00～ 12:00
以上、おわびして訂正します。



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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ぴよぴよのへや
（0歳児・妊婦対象）
5月21日

よちよちのへや
（1～2歳児対象）
5月14日・ 28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！）

※7日は休館日のためおはなし会はありません。

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　
5月11日・25日

幼児対象　    

5 月 4日・18日

おひざでだっこ

わくわくおはなし会

新緑まぶしい季節です。
すがすがしい初夏の空気を楽しみつつ、
図書館まで遊びに来ませんか？

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
〜

11:15

14:00
〜

14:45

15:15
〜

16:00

午前 午後
5月の巡回

10日
24日

9日
23日

14日
28日

21日

13日
27日

20日①

②

①

②

①

②

①

② 17日
31日

16日
30日

移動図書館「わくわく号」
巡回日程表

読み聞かせボランティア
基礎講座

【時間】10:00～12:00（全4回）
【講師】八尋 理恵（エルマー語りの会 会員）
【対象】第1～4回受講　未経験者・読み聞かせを始めて

3年以内の方
第4回のみ受講　読書ボランティアとして

活動中の方
【定員】第1～4回受講　20名（先着順）

第4回のみ受講　30名（先着順）
【受講料】無料
【申込方法】5月8日（水）10:00より図書館カウンター・

電話にて受付開始。

内　　容会　場日　程回

1
読み聞かせ、
おはなし会の
基本について

6月3日（月）

2
絵本の選び方、
デモンストレーション、
読み方の実習

6月10日（月）202会議室
（2階）

3 読み聞かせの
発表及び講評6月17日（月）

4
プログラムの組み方、
科学やことばの絵本の
選び方について

6月24日（月）303会議室
（3階）

読み聞かせに興味をお持ちの方を対象とした講座です。 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。

★４月より福祉施設への巡回を開始しました。利用者
カードをお持ちであればどなたでもご利用いただけま
す。巡回曜日、時間は下記の表をご確認ください。

福
祉
施
設

福
祉
施
設

曜日

月

金

①

①

②

11:30～12:00

中央デイサービス

悠生園デイサービス

大野城市障がい者支援センター
まどか・ゆいぱる

託児



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。
4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
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5/26
（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

第十五回ちくしの寄席
立川生志“ふるさと応援”落語会
●2,500円ほか ※中学生以上入場可 ●14:00

6/9
（日）

7/27
（土）

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

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

碑帖展歴－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

開催中
〜

7/15（月・祝）

5/2（木）
〜

  26（日）

文化ふれあい館 定期利用団体作品展2019
ふれあい文化祭 ＜後期＞
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

5月まどかぴあのイベントスケジュール

おうちでイタリアン

アスカーラいきいき健康教室（前期）
「何歳になっても輝くための身体づくり」 第1回、第2回

4月号
掲載

9（木）
16（木）

10（金）
6/7（金）
7/5（金）

23（木）

16（木）
～7/18（木）

17（金）
31（金）

20（月）
～6/24（月）

22（水）

11（土）

似合う色をみつけましょう 4月号
掲載

生涯

生涯

生涯

生涯

生涯

5月のチケット情報・募集申込情報

ティータイムコンサートVol.272 P4

4月号
掲載

4月号
掲載ドライフラワーでミニアレンジメント①②

4月号
掲載やさしいヨガ

P4

4月号
掲載

シネマランド「神様の思し召し」文芸

生涯

生涯

30（木）

①　29（水）
②6/13（木）

3月号
掲載

アスカーラいきいき健康教室（前期）
「適材適食」　第1回

P210（金） ハイハイ、ごろ～ん。　友の会発売文芸

P3オフィス3○○「私の恋人」　友の会発売文芸

P214（火） おとなの楽校　友の会発売文芸

文芸

アスカーラいきいき健康教室（前期）
「活き生きのススメ！健康寿命を延ばそう」　第1回

3月号
掲載

8（水）

Ｐ5短期講座＆パソコン講座　受付開始

17（金）
P2ハイハイ、ごろ～ん。　一般発売文芸

25（土） P3オフィス3○○「私の恋人」　一般発売文芸

21（火） P2おとなの楽校　一般発売文芸

託児

託児

3月号
掲載

わくわくおはなし会（幼児対象）4（土・祝）
18（土） 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

5/25
（土）

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

ふれぶんシネマ倶楽部
「歩いても歩いても」
●施設利用料1枚300円 ●①10:00 ②14:00

5/15
（水）

Café de ブランチコンサートvol.12
「二胡とギターの世界」
出演：あまだれもち（HIROKO・K++）
●入場無料 ※ワンドリンクオーダー制 ●11：00

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

募集中

5/12
（日）

那珂川どんたく　「文化協会五月の祭典」
●入場無料 ●9:55～17:00

「那珂川市少年少女合唱団」「那珂川吹奏楽団」　団員募集中
練習日・会費など詳しい情報はお問い合わせください。

6/30
(日)

ながやのおいしゃご存知 ! 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

3月号
掲載

託児

託児

託児

託児

託児

託児

託児

10（金）
～31（金）

再就職チャレンジ講座
秘書検定2級資格取得対策講座　第1回～第6回

男女

男女

P6ママの元気チャージ★セミナー　受付開始男女

P7読み聞かせボランティア基礎講座　受付開始

男女

25（土） 3月号
掲載

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～」

はじめてのウクレレ

水引アート

男女

男女

図書

図書

わくわくおはなし会（小学生以上対象）11（土）
25（土） P7図書

おひざでだっこ よちよちのへや　（1～2歳児対象）14（火）
28（火） P7図書

おひざでだっこ ぴよぴよのへや　（0歳児対象）21（火） P7図書

まどかぴあ休館日のお知らせ　5月7日（火）、15日（水）
※5月1日（水）は、開館いたします。（通常第1水曜日は休館日）
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