
・「ザ・デイサービス・ショウ2019」チケット発売開始！
・短期講座　受講生募集！
・「男女共同参画」小中学生図画ポスター・標語コンクール 作品募集！
・第24回まどかぴあ読書感想画コンクール 作品募集！

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。
７月９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

1004 ）685（ 29O XAF /OOO4 ）685（ 29O LET：内案合総
開館時間：9:0O～22:OO　受付時間：9:0O～21: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
　　）でま前学就～月ヵ01（。すまきで用利

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 8月号

まどかぴあ休館日のお知らせ 8月7日（水）、21日（水）

大野城まどかぴあ 情報誌

～つどい ふれあい はばたく～

※

※掲載記事は７月９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）
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カルトナージュ

茶道（裏千家） 季節を楽しむ
フラワーアレンジメント

家庭でできるパン作り

はじめてのウクレレ

やさしいヨガ



まどかぴあ中途採用職員募集

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

令和元年10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。

車イス
♪♪ ♬ティータイムスペシャルコンサートVol.16（Vol.276）

「金管五重奏で贈るスペシャルプログラム」
友の会

先  行

前田 暁下条 啓介 大藪 昌嗣

田代 泰地 森山 陽介

第１部 13:00～13：50

「子どもと楽しむドレミファソ♪」
【料金】一般800円、小学生以下500円

※3歳以上入場可
※当日券は各200円UP

第2部 16：00～17：15

「おとなのための名曲コンサート」
【料金】一般800円（当日1,000円）
　　　※未就学児入場不可

日

共催：一般財団法人福岡県退職教職員協会 助成：
文化庁文化芸術振興費補助金（令和元年度文化庁劇場・音楽堂等機能強化推進事業）
独立行政法人日本芸術文化振興会

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

イチオシ情報総合案内　 TEL （092）586-4000 / FAX（092）586-4001
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。

3 アテナ　2019年８月号 2アテナ　2019年８月号

文化芸術振興

チケット
取扱い

チケット発売日
友の会：8月1日（木）
一　般：8月8日（木）
両日とも10：00～

友の会

先・割
車イス

【時間】
【出演】

【会場】
【料金】

14:00開演／13:30開場
中尾 ミエ、尾藤 イサオ、光枝 明彦、モト 冬樹、
正司 花江、初風 諄 ほか
大ホール（1階）全席指定
一般  6,000円（当日 6,500円）
ペア 11,000円（前売のみ/友の会割引適用外）　
※ペア券はまどかぴあ総合案内のみ取扱い。
※未就学児入場不可

PLAY

10月27日
（日）

車イス友の会

先・割

●まどかぴあ総合案内
●相撲鳥092-571-4280

【時間】14:00開演/13:30開場
【会場】大ホール（1階）全席自由
【料金】

令和元年度大野城市民劇団
迷子座定期公演

「里田の守り 三兼池」

大野城まどかぴあ

中学校吹奏楽部合同練習会
事業レポート

車イス

９月１日
（日）

PLAY 施設工事のお知らせ

施設使用料が変わります

●まどかぴあ総合案内
●ローソンチケット（Lコード：81414）
●チケットぴあ（Pコード：157-457）
●劇ナビFUKUOKA（http://gekinavi.jp/）

チケット
取扱い

チケット発売日【時間】①13:00開演　②17:00開演
【会場】大ホール(1階)全席指定
【料金】6,000円 ※未就学児入場不可

八代亜紀 プレミアムJAZZコンサート11月24日
（日）
MUSIC

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　時】第2・4月曜日(月2回) 19:00～20:30
※イメージ

はじめてのウクレレ

【日　時】第1・3木曜日（月2回) 10:00～12:00

※イメージ

楽器の経験がなくても、楽譜が読
めなくても大丈夫！！やさしく、
ていねいな指導で、楽しい音楽の
時間を過ごしましょう。軽い、カ
ンタン、お手軽なウクレレをはじ
めてみませんか。

申込期限
8 月 20 日（火）必着

申込者が募集人数を超えた場合は
抽選します。8 月 28 日（水）以降、
定員に空きがある講座は電話・窓
口にて先着順受付となります。

申込方法
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」に掲載中です。
　ホームページからもダウンロードできま
す。

受講生から要望の多かった講座が新しくスタート！！

注意事項
抽選結果は、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。

10 月から始まる定期講座（6 ヵ月間）の受講生を募集します。

10月開講 定期講座（６ヵ月間）受講生募集スタート！

ＮＥＷ！講座

演歌の女王としてゆるぎない人気を誇る八代亜紀のコンサートが決定しました。
往年のヒット曲からジャズのスタンダードナンバーまで、生バンドでお贈りするスペシャルプ
ログラムです。ジャンルを超えた至高のステージをご堪能ください。

まどかぴあでは12月上旬まで外壁工事を行っていま
す。期間中は、作業音等でご迷惑をおかけする場合が
あります。あらかじめご了承ください。

消費税率の改定に伴い、10月1日以降の利用料が変
わります。7月1日から9月30日までに施設予約・利
用料の支払いをする場合も、変更後の利用料が適用さ
れます。

2015年の初演より、毎年全国ツアーを行ってきた
「ザ・デイサービス・ショウ」がいよいよグランド
フィナーレ！
かつてのスターとデイサービスに集まって来る多彩な
高齢者たちが繰り広げるコメディーミュージカル。

明治10年、白木原戸長は水不足に苦し
む村民を助けるため、牛頸川から三兼
池までの水路工事を思いつきましたが、
それには膨大な費用が…。
奔走する戸長の思いは政府に通じるの
か。市民劇団迷子座初の明治期のお話
に乞うご期待！

開催日：６月30日（日）
吹奏楽コンクールを約１ヶ月
後に控え、本番に向けてラス
トスパートをかける時期に中
学校吹奏楽部合同練習会を開
催しました。
参加者は大野中学校、大利中学校、御陵中学校の吹奏
楽部員、総勢約150名。
中学生は以下のプログラムで練習しました。
≪実施プログラム≫
①プロの楽器奏者から演奏テクニックや専門知識を学
ぶブラスクリニック
②コンクールの臨場感を味わいながら本番と同じ環境
で演奏するホール練習
③同じ吹奏楽を親しむ他校の演奏鑑賞

友の会：9月 5日（木）
一　般：9月12日（木）
両日とも10:00～

●まどかぴあ総合案内
●ローソンチケット（Lコード：82761）
●チケットぴあ（Pコード：495-486）
●劇ナビFUKUOKA（http://gekinavi.jp/）

中尾 ミエ 尾藤 イサオ 光枝 明彦 モト 冬樹 正司 花江 初風 諄

チケット
取扱いチケット発売中

チケット
取扱いチケット発売中

【出演】下条 啓介（トランペット）、前田 暁（トランペット）
大藪 昌嗣（ホルン）、田代 泰地（トロンボーン）
森山 陽介（チューバ）

【会場】小ホール（2階）全席自由

MUSIC

９月15日
（日）

●まどかぴあ総合案内
●ローソンチケット（Lコード：82617）

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

さと  た   　  まも  み  かね いけ

一般800円（当日1,000円）※中学生以下は無料

 【講　師】川原 ふみこ（ヨガ講師） 【講　師】杉尾 寛史（ララ ウクレレ代表）

オリジナルミュージカル

ザ・デイサービス・ショウ2019
～It’s Only Rock’n Roll～

チケットの転売禁止について
※営利目的のチケットの転売はいかなる場合も固くお断りいたします。
　転売されたチケットは無効となり、ご入場をお断りさせていただく場合があります。
※転売により購入されたチケットのトラブルについては、一切の責任を負いません。



まどかぴあ中途採用職員募集

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

令和元年10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。

車イス
♪♪ ♬ティータイムスペシャルコンサートVol.16（Vol.276）

「金管五重奏で贈るスペシャルプログラム」
友の会

先  行

前田 暁下条 啓介 大藪 昌嗣

田代 泰地 森山 陽介

第１部 13:00～13：50

「子どもと楽しむドレミファソ♪」
【料金】一般800円、小学生以下500円

※3歳以上入場可
※当日券は各200円UP

第2部 16：00～17：15

「おとなのための名曲コンサート」
【料金】一般800円（当日1,000円）
　　　※未就学児入場不可

日

共催：一般財団法人福岡県退職教職員協会 助成：
文化庁文化芸術振興費補助金（令和元年度文化庁劇場・音楽堂等機能強化推進事業）
独立行政法人日本芸術文化振興会

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

イチオシ情報総合案内　 TEL （092）586-4000 / FAX（092）586-4001
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。

3 アテナ　2019年８月号 2アテナ　2019年８月号

文化芸術振興

チケット
取扱い

チケット発売日
友の会：8月1日（木）
一　般：8月8日（木）
両日とも10：00～

友の会

先・割
車イス

【時間】
【出演】

【会場】
【料金】

14:00開演／13:30開場
中尾 ミエ、尾藤 イサオ、光枝 明彦、モト 冬樹、
正司 花江、初風 諄 ほか
大ホール（1階）全席指定
一般  6,000円（当日 6,500円）
ペア 11,000円（前売のみ/友の会割引適用外）　
※ペア券はまどかぴあ総合案内のみ取扱い。
※未就学児入場不可

PLAY

10月27日
（日）

車イス友の会

先・割

●まどかぴあ総合案内
●相撲鳥092-571-4280

【時間】14:00開演/13:30開場
【会場】大ホール（1階）全席自由
【料金】

令和元年度大野城市民劇団
迷子座定期公演

「里田の守り 三兼池」

大野城まどかぴあ

中学校吹奏楽部合同練習会
事業レポート

車イス

９月１日
（日）

PLAY 施設工事のお知らせ

施設使用料が変わります

●まどかぴあ総合案内
●ローソンチケット（Lコード：81414）
●チケットぴあ（Pコード：157-457）
●劇ナビFUKUOKA（http://gekinavi.jp/）

チケット
取扱い

チケット発売日【時間】①13:00開演　②17:00開演
【会場】大ホール(1階)全席指定
【料金】6,000円 ※未就学児入場不可

八代亜紀 プレミアムJAZZコンサート11月24日
（日）
MUSIC

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　時】第2・4月曜日(月2回) 19:00～20:30
※イメージ

はじめてのウクレレ

【日　時】第1・3木曜日（月2回) 10:00～12:00

※イメージ

楽器の経験がなくても、楽譜が読
めなくても大丈夫！！やさしく、
ていねいな指導で、楽しい音楽の
時間を過ごしましょう。軽い、カ
ンタン、お手軽なウクレレをはじ
めてみませんか。

申込期限
8 月 20 日（火）必着

申込者が募集人数を超えた場合は
抽選します。8 月 28 日（水）以降、
定員に空きがある講座は電話・窓
口にて先着順受付となります。

申込方法
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」に掲載中です。
　ホームページからもダウンロードできま
す。

受講生から要望の多かった講座が新しくスタート！！

注意事項
抽選結果は、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。

10 月から始まる定期講座（6 ヵ月間）の受講生を募集します。

10月開講 定期講座（６ヵ月間）受講生募集スタート！

ＮＥＷ！講座

演歌の女王としてゆるぎない人気を誇る八代亜紀のコンサートが決定しました。
往年のヒット曲からジャズのスタンダードナンバーまで、生バンドでお贈りするスペシャルプ
ログラムです。ジャンルを超えた至高のステージをご堪能ください。

まどかぴあでは12月上旬まで外壁工事を行っていま
す。期間中は、作業音等でご迷惑をおかけする場合が
あります。あらかじめご了承ください。

消費税率の改定に伴い、10月1日以降の利用料が変
わります。7月1日から9月30日までに施設予約・利
用料の支払いをする場合も、変更後の利用料が適用さ
れます。

2015年の初演より、毎年全国ツアーを行ってきた
「ザ・デイサービス・ショウ」がいよいよグランド
フィナーレ！
かつてのスターとデイサービスに集まって来る多彩な
高齢者たちが繰り広げるコメディーミュージカル。

明治10年、白木原戸長は水不足に苦し
む村民を助けるため、牛頸川から三兼
池までの水路工事を思いつきましたが、
それには膨大な費用が…。
奔走する戸長の思いは政府に通じるの
か。市民劇団迷子座初の明治期のお話
に乞うご期待！

開催日：６月30日（日）
吹奏楽コンクールを約１ヶ月
後に控え、本番に向けてラス
トスパートをかける時期に中
学校吹奏楽部合同練習会を開
催しました。
参加者は大野中学校、大利中学校、御陵中学校の吹奏
楽部員、総勢約150名。
中学生は以下のプログラムで練習しました。
≪実施プログラム≫
①プロの楽器奏者から演奏テクニックや専門知識を学
ぶブラスクリニック
②コンクールの臨場感を味わいながら本番と同じ環境
で演奏するホール練習
③同じ吹奏楽を親しむ他校の演奏鑑賞

友の会：9月 5日（木）
一　般：9月12日（木）
両日とも10:00～

●まどかぴあ総合案内
●ローソンチケット（Lコード：82761）
●チケットぴあ（Pコード：495-486）
●劇ナビFUKUOKA（http://gekinavi.jp/）

中尾 ミエ 尾藤 イサオ 光枝 明彦 モト 冬樹 正司 花江 初風 諄

チケット
取扱いチケット発売中

チケット
取扱いチケット発売中

【出演】下条 啓介（トランペット）、前田 暁（トランペット）
大藪 昌嗣（ホルン）、田代 泰地（トロンボーン）
森山 陽介（チューバ）

【会場】小ホール（2階）全席自由

MUSIC

９月15日
（日）

●まどかぴあ総合案内
●ローソンチケット（Lコード：82617）

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

さと  た   　  まも  み  かね いけ

一般800円（当日1,000円）※中学生以下は無料

 【講　師】川原 ふみこ（ヨガ講師） 【講　師】杉尾 寛史（ララ ウクレレ代表）

オリジナルミュージカル

ザ・デイサービス・ショウ2019
～It’s Only Rock’n Roll～



【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

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。
　　　　　　　  ※事前予約不要。有効期限2年間。　　　　　　　  
　　　　　　　  ※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

※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。

項
事
意
注 ◆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
◆会場の大ホール客席は飲食禁止です。

キッズシネマ

♪ ♬♪ ♬

　

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

8月12日（月・振休）、13日（火）、14日（水）、15日（木）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。

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 8月号

生涯学習センター

  

アテナ　2019年 8月号

①10：00～11:41
②14：00～15:41
③18：00～19:41
（各回30分前開場）

【時間】

協賛：安東歯科医院、株式会社東洋ナビックス、1st.hair

CINEMA

（土）

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

（各回30分前開場）

【時間】

CINEMA

８月10日
（土）

監督・脚本：クリス・ルノー、ヤーロウ・チェイニー（『怪盗グルーのミニオン危機一発』）
声 の 出 演： バナナマン（設楽 統、日村 勇紀） ほか

2016年/アメリカ/86分/各回日本語吹替版
「ペット」
※10時の回のみ、日本語字幕を付けて上映。

※10時の回のみ、日本語字幕を付けて上映。

©2015 Universal Studios. All Rights Reserved.

©2017 “RADIANCE” FILM PARTNERS／KINOSHITA、COMME DES CINEMAS、Kumie

MUSIC

8月22日
（木） ティータイム

コンサートVol.275
ティータイム
コンサートVol.275

協賛：

【出演】越智 亮太（マリンバ）、永田 和也（マリンバ）
【時間】12:15～12:45
【会場】ギャラリーモール（1階）入場無料

8月はマリンバデュオのコンサートをお届けします。
子ども向けの曲も演奏予定です。

①10:00～11:26
②15:00～16:26

ニューヨークで暮らす犬のマックスは、飼い主のケイティ
のことが大好きだった。ところがある日、ケイティが保護
してきた大型犬のデュークと一緒に暮らすことになる。ケ
イティの一番になりたくて反発しあう二匹だったが、思い
がけない出来事から都会の真ん中で迷子になってしまう…

監督・脚本： 河瀬 直美（『あん』）
出　　　演： 永瀬 正敏、水崎 綾女、神野 美鈴 ほか

仕事で映画の音声ガイドの制作に携わる美佐子は、弱視の
カメラマンの雅哉と出会う。
無愛想な態度をとる雅哉に苛立ちを覚える美佐子だった
が、彼が撮影した夕日の写真に心惹かれ、いつかその場所
に連れて行ってほしいと思いはじめる。
次第に視力を失っていく雅哉の葛藤を見つめるうちに、美
佐子の中で何かが変わっていく。

※昨年の発表会の様子

★定期講座（前期6ヵ月間）発表会 開催★

【日時】9月20日(金) 10:00～19:00　
9月21日(土) 10:00～16:00　

【会場】ギャラリーモール(１階)

受講生の作品展示のほか、体験・販売もある楽しいイベントです。
詳細は9月号をご覧ください。

短期講座 ８月８日（木）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 月明りのころの膳①②

】【日　程 ①9月26日(木)　②9月30日（月）
 【時　間】10:30～14:00

【受講料】各1,100円 【材料費】各1,600円
【定　員】各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　鯛細造り　とんぶり和え　加減酢
ご　　飯　新さつまいもご飯
汁　　　　青呉汁　里芋　溶きからし
椀 盛 り　萩しんじょ　清し汁仕立て　しめじ　もみじ麩
焼きもの　新蓮根の蒲焼き　万願寺唐
預 け 鉢　冬瓜　車海老　三度豆　炊き合わせ　針生姜
強　　肴　糸瓜といちじくの和えもの
香のもの

※作品見本

博多はじき ～色付けに挑戦～

【日　程】９月２日（月） 【時　間】10:00～13:00
【受講料】1,100円 【材料費】1,800円
【定　員】30名 【講　師】梶原 正二（博多人形 伝統工芸士 白彫会会員）

託児

顔ヨガでマイナス10歳顔！①②

【日　程】①9月13日(金)　②9月17日（火）
【時　間】10:30～12:00
【受講料】各1,100円 【定　員】各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

※イメージ

越智 亮太 永田 和也

ピラティス・ヨガ①②

【日　程】①9月10・24日(火)　②9月12・26日（木）
【時　間】10:00～12:00
【受講料】各2,200円 【定　員】各16名
【講　師】MASUMI

託児

※イメージ

体幹を意識することで体の
使い方を学び、歪みや痛み
のない体作りを目指しませ
んか。

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。

（ピラティス・ヨガインストラクター）

博多人形の作家が守り育ててきた「博多はじき」。伝統工芸品に触
れる貴重な機会です。素焼き段階の「土はじき」に色付けをして、
縁起物を自分で作ってみませんか。
今回は、新元号令和にちなみ梅花の宴の絵柄に色付けをします。

託児友の会

先・割
車イス

2時間目 ９月21日（土）

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）
「筑紫書体シリーズ」を手掛けたデザイナー
が、そのヒットの秘密を解き明かします。

●まどかぴあ総合案内チケット
取扱いチケット発売中

「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」

2017年/日本・フランス・ドイツ合作/101分
「光」９月14日

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
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【会　場】小ホール（2階）全席自由
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【対　　象】大野城市在住の小学生・中学生
【応募点数】図画ポスター、標語　どちらも1人1点まで(両部門への応募可能）
【応募期限】9月27日(金)まで
【提 出 先】公立学校の小中学生は在学の小中学校
　　　　　　私立学校の小中学生は男女平等推進センター(大野城まどかぴあ3階）
【表　　彰】大野城市長賞…各1点(賞状・3,000円相当の図書カード）
　　　　　　大野城市教育委員会教育長賞…各1点(賞状・3,000円相当の図書カード）
　　　　　　男女平等推進センター所長賞…各1点(賞状・3,000円相当の図書カード）
　　　　　　アスカーラ賞…各5点(賞状・2,000円相当の図書カード）
　　　　　　佳作…各15点(賞状・1,000円相当の図書カード）
　　　　　　学校賞…全体で1校(賞状あり）
【表 彰 式】令和2年２月16日(日）
【展示期間】令和2年2月6日(木)～２月24日(月）

※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。

こどもに伝える「せい」の話

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 04-685）290（ XAF / 31

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

8月13日（火）～15日（木）は、9:00～ 17:00とさせていただきます。
　　　　　                                               （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 1104-685）290（ XAF / 

図書館 開館時間（日～木）10:00～18:00　（金）10:00～20:00　
00:91～00:01）土（                      

http://www.madokapialibrary.jp/
図書館携帯電話用HP  http://www.madokapialibrary.jp/m/

7 アテナ　2019年 8月号 6アテナ　2019年 8月号

ぴよぴよのへや
（0歳児・妊婦対象）
8月6日・20日

よちよちのへや
（1～2歳児対象）
8月13日・27日

曜日

月

火

木

金

日

中央 中央
デイサービス

悠生園
デイサービス

障がい者
支援センター
まどか・ゆいぱる

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 11:30～12:00

午前 午後

26日

5日
19日

13日
27日

6日
20日

1日
15日
29日

8日
22日

2日
16日
30日

9日
23日

【日　　時】8月18日（日） 9:45～12:00
【申込方法】図書館窓口・電話にて受付中 ※子どものみの参加不可

※9:30より受付

内容（部門）

空気でドカーン！マイバズーカを作ろう

紙すき　だいすき

タオルでアート！ワンちゃんを作ろう

びっくり箱　～何がでるかな？～

定員

20組

10組

35組

15組

会場

301会議室

302会議室

303会議室

304会議室

あなたの出会った本の世界はどんなものですか？夏休みに出会った本、
今までに読んだ本で特に印象に残っている場面を絵にしてみませんか？
たくさんのご応募をお待ちしております。

大人と子どもが一緒に楽しめる親子読書会を開催します。
親子で協力して、身近な材料で工作をしてみませんか？

としょかんのおはなし会

移動図書館「わくわく号」巡回日程表

第 24回まどかぴあ
読書感想画コンクール

毎週火曜日　10:30～11:00
【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　15:00～15:30
【場所】まどかぴあ図書館おはなしのへや
幼児対象　 
8月3日・17日・31日

8月の巡回

第41回親子読書会

主催 : 大野城市地域貸出文庫連絡協議会

小学生以上対象　
8月10日・24日　

おひざで
だっこ

わくわく
おはなし
会

～親子で心ゆたかな時間をすごそう～

15:15～16:0014:00～14:45

   

アスカーラいきいき健康教室（後期）
女性がいきいきと活躍するためには、健康の自己管理が大切です。ライフステージに応じた身体づくりや、健康で安全な生活を
営むことの大切さについて、講話やエクササイズで学びましょう！１回のみのお申し込みも可能です。

※この講座は、男女共同参画推進のための
　啓発事業の一環として行われます。

会場師講・マーテ

「活き生きのススメ！健康寿命を延ばそう part2」(全2回)
土井 孝子(日本健康体操連盟)

303会議室(3階)
多目的ホール(1階)

託児

共催事業

共催事業

令和元年度　アスカーラ市民グループ活動支援事業
託児

ままいるの家族の笑顔応援講座

主催：ままいる
※詳細は、ままいるホームページにてご確認ください。

佐藤 繭子

後援：大野城市、大野城市教育委員会

※応募作品の著作権など一切の権利は主催者に帰属するものとします。
※詳しくはホームページをご覧になるか男女平等推進センターまでお問い合わせください。

市長賞（平成30年度 図画ポスターの部）

市長賞（平成30年度 標語の部）

男女共同参画に関する図画ポスターと標語を、これからの社会を担う小中学生から募集します。
自信がある人も、そうでない人も、みんなでチャレンジしてみよう！

11月14日(木)
11月28日(木)

「何歳になっても輝くための身体づくりpart2」(全2回)
藤 像救子、船越 光子(日本健康体操連盟)

多目的ホール(1階)10月10日(木)
10月31日(木)

「適材適食～ちゃんと食べてしっかり健康。
　美味しくて楽しくて元気になれる食事の話～ part2」(全2回)

小園 亜由美(管理栄養士・健康運動指導士)
303会議室(3階)11月21日(木)

12月12日(木)

お医者さんをお呼びして、健康に関する講演を行います。お楽しみに！未定

アスカーラ「男女共同参画」小中学生図画ポスター・標語コンクール

【日時】9月17日(火)10:00～12:00　　【受講料】300円　　【会場】小ホール(2階）
【講師】佐藤 繭子(福岡県立大学大学院 看護学研究科 助産学領域 助教）

日にち

【時間】各回13:30～15:00　　【対象】健康づくりに関心のある女性　　【受講料】無料　　【定員】各回50名（先着順）
【申込方法】８月１日（木）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

※10／10、10／31、11／14、11／28は、飲み物・汗ふきタオルを準備して、動きやすい服装でお越しください。
※10／10、10／31は、バスタオル(ヨガマット)・フェイスタオルをご持参ください。

「赤ちゃんはどこから産まれてくるの？」「男の子と女の子のからだの違いって？」子ども
からの素朴な質問に戸惑い、答えられないことはありませんか？私たちが正しい「せい」の
知識を知り、愛情と自信を持って子どもたちに伝えることが大切だと考えます。「性教育」
の必要性と具体的な伝え方を学びましょう。



【対　　象】大野城市在住の小学生・中学生
【応募点数】図画ポスター、標語　どちらも1人1点まで(両部門への応募可能）
【応募期限】9月27日(金)まで
【提 出 先】公立学校の小中学生は在学の小中学校
　　　　　　私立学校の小中学生は男女平等推進センター(大野城まどかぴあ3階）
【表　　彰】大野城市長賞…各1点(賞状・3,000円相当の図書カード）
　　　　　　大野城市教育委員会教育長賞…各1点(賞状・3,000円相当の図書カード）
　　　　　　男女平等推進センター所長賞…各1点(賞状・3,000円相当の図書カード）
　　　　　　アスカーラ賞…各5点(賞状・2,000円相当の図書カード）
　　　　　　佳作…各15点(賞状・1,000円相当の図書カード）
　　　　　　学校賞…全体で1校(賞状あり）
【表 彰 式】令和2年２月16日(日）
【展示期間】令和2年2月6日(木)～２月24日(月）

※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。

こどもに伝える「せい」の話

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 04-685）290（ XAF / 31

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

8月13日（火）～15日（木）は、9:00～ 17:00とさせていただきます。
　　　　　                                               （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 1104-685）290（ XAF / 

図書館 開館時間（日～木）10:00～18:00　（金）10:00～20:00　
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市長賞（平成30年度 標語の部）

男女共同参画に関する図画ポスターと標語を、これからの社会を担う小中学生から募集します。
自信がある人も、そうでない人も、みんなでチャレンジしてみよう！

11月14日(木)
11月28日(木)

「何歳になっても輝くための身体づくりpart2」(全2回)
藤 像救子、船越 光子(日本健康体操連盟)

多目的ホール(1階)10月10日(木)
10月31日(木)

「適材適食～ちゃんと食べてしっかり健康。
　美味しくて楽しくて元気になれる食事の話～ part2」(全2回)

小園 亜由美(管理栄養士・健康運動指導士)
303会議室(3階)11月21日(木)

12月12日(木)

お医者さんをお呼びして、健康に関する講演を行います。お楽しみに！未定

アスカーラ「男女共同参画」小中学生図画ポスター・標語コンクール

【日時】9月17日(火)10:00～12:00　　【受講料】300円　　【会場】小ホール(2階）
【講師】佐藤 繭子(福岡県立大学大学院 看護学研究科 助産学領域 助教）

日にち

【時間】各回13:30～15:00　　【対象】健康づくりに関心のある女性　　【受講料】無料　　【定員】各回50名（先着順）
【申込方法】８月１日（木）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

※10／10、10／31、11／14、11／28は、飲み物・汗ふきタオルを準備して、動きやすい服装でお越しください。
※10／10、10／31は、バスタオル(ヨガマット)・フェイスタオルをご持参ください。

「赤ちゃんはどこから産まれてくるの？」「男の子と女の子のからだの違いって？」子ども
からの素朴な質問に戸惑い、答えられないことはありませんか？私たちが正しい「せい」の
知識を知り、愛情と自信を持って子どもたちに伝えることが大切だと考えます。「性教育」
の必要性と具体的な伝え方を学びましょう。

【応募資格】市内外を問わず。
　　　　　幼児（年中・年長にあたる年齢）～小学生まで
【題　　材】自由（ただし、教材・紙芝居は不可）
【応募点数】１人１点
【募集部門】幼児（年中・年長にあたる年齢）の部
　　　　　小学校低学年（１～３年生）の部
　　　　　小学校高学年（４～６年生）の部
【応募規定】①�用　紙…画用紙［36cm ×25cm（B4サイズ）

以上、55cm×40cm（四つ切サイズ）以下］
　　　　　　※規格外は審査の対象外とします。

②�画　材…クレヨン・パステル・水彩・油絵の具な
ど自由
　（版画、はりえ、異素材のはりつけ、色画用紙は不可）
③�応募票…作品の上下に合わせて裏面右上に所定
の応募票を貼り、読んだ本のどんな場面を描い
たのか簡潔に記入する。
　※�作品は返却します。各自（団体応募の場合は代表者）図書館

まで取りに来るか、郵送で返却（着払い）します。
　※入賞作品の著作権は主催者側に帰属します。

【応募方法】所定の応募票に記入し持参または郵送
※名前は漢字で記入し、フリガナをつけてください。
※�団体での応募の場合、所定の名簿に記入し、作品は名簿順に並
べて提出してください。
※応募規定・応募方法に沿わないものは受付できません。
※応募票は図書館等で配布中。
　（図書館ＨＰからのダウンロードも可能）

【応募期間】９月１日（日）～10月11日（金）
　　　　　※当日消印有効
【提　　出】〒816-0934

福岡県大野城市曙町２丁目３番１号
大野城まどかぴあ図書館
「読書感想画コンクール」応募係まで
持参または郵送

【審　　査】11月23日（土・祝）※審査は非公開
【審 査 員】津田三朗（彫刻家）／安河内俊明（画家）
【発　　表】本人または学校宛てに通知
　　　　　「アテナ」令和２年２月号に掲載
【表　　彰】最優秀賞…全応募作品から１点

（賞状・5,000円相当の図書カード）
優 秀 賞…各部門から２点ずつ

（賞状・3,000円相当の図書カード）
優 良 賞…各部門から３点ずつ

（賞状・2,000円相当の図書カード）
奨 励 賞…全応募作品から該当作品

（賞状）

※表彰式は令和２年１月下旬予定。
　最優秀賞に選ばれた作品を次回の募集ポスターに掲載します。

【展示期間】令和２年１月下旬頃予定
【展示場所】ギャラリーモール（1階）



・「ザ・デイサービス・ショウ2019」チケット発売開始！
・短期講座　受講生募集！
・「男女共同参画」小中学生図画ポスター・標語コンクール 作品募集！
・第24回まどかぴあ読書感想画コンクール 作品募集！

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。
７月９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

1004 ）685（ 29O XAF /OOO4 ）685（ 29O LET：内案合総
開館時間：9:0O～22:OO　受付時間：9:0O～21: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
　　）でま前学就～月ヵ01（。すまきで用利

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 8月号

まどかぴあ休館日のお知らせ 8月7日（水）、21日（水）

大野城まどかぴあ 情報誌

～つどい ふれあい はばたく～

※

※掲載記事は７月９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）
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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

8/10
（土）

ふれぶんシネマ倶楽部
「きかんしゃトーマス　とびだせ！友情の大冒険」

●施設利用料1枚300円 ※3歳以上有料 ●①10:00 ②14:00

8/17
（土）

第20回弥生の里音楽祭
Concert for KIDS ～0歳からのクラシック ® ～
出演：鵜木 絵里（ソプラノ）、礒 絵里子（ヴァイオリン）、
　　　加藤 直明（トロンボーン）、新居 由佳梨（ピアノ）
●親子ペア1,500円ほか ●11:00

8/18
（日）

音と遊ぼう！野村誠のフルーツバスケットオーケストラ♪
出演：野村 誠（作曲家 / ピアニスト）
●無料 ●10:30

（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

8/3（土）

～

11/3（日・祝）

まるごと太宰府歴史展2019
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）
●無料 ●9:00～17:00

8/3
( 土 )

筑前琵琶演奏会
場所：文化ふれあい館　電話 :092-928-0800
出演：東 旭秀（旭会大師範）
●無料 ●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

8/24
（土）

ちくしの混声合唱団 第3回定期演奏会
●500円 ※小学生以下無料 ●14:00

9/8
（日）

ちくしのミュージックフェスタ with DA･N･KA･I vol.3
●1,000円 ※高校生以下無料 ●12:00

9/21（土）
・22（日）

スローライフ～まつり筑紫野 星あそび～
●無料 ※一部有料 ●21日（土）10:00／22日（日）9:30

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

8/4
（日）

九州シティフィルハーモニー室内合奏団
ファミリーコンサート
●一般1,500円ほか ●14:00

8/11
（日・祝）

ミリカシアター
「ボヘミアン・ラプソディ」

●ペア500円 一般300円 ●①14:00 ②17:00

8/24
（土）

那珂川市少年少女合唱団サマーコンサート
●無料 ●13:00

8月まどかぴあのイベントスケジュール
日付 イベント ページ

2（金） 親子でパン作り 7月号
掲載

3（土）

アスカーラ夏まつり 6月号
掲載

紙のどうぶつえん夏休み教室 7月号
掲載

3（土）
17（土）
31（土）

わくわくおはなし会（幼児対象） P7

6（火）
20（火）

おひざでだっこ�ぴよぴよのへや
（0歳児対象） P7

8（木） 子どものお菓子づくり 7月号
掲載

10（土）

キッズシネマ「ペット」 P4

まどかぴあ�ぐるっと探検ツアー 6月号
掲載

10（土）
24（土） わくわくおはなし会（小学生以上対象） P7

13（火）
27（火）

おひざでだっこ�よちよちのへや
（1～2歳児対象） P7

17（土）
18（日） オフィス３〇〇「私の恋人」 6月号

掲載

18（日） 親子読書会 P7

20（火） 大野城市男女共生講座　第1回�
「名作『瞼の母』で学ぶ～シニアライフと法律～」

7月号
掲載

20（火）
～9/24（火） エクセル実践・中級（夜） 7月号

掲載

22（木） ティータイムコンサートVol.275 P4

23（金） 育休ママ＆パパの仕事復帰セミナー
第1回

7月号
掲載

25（日） “パパ時間 ”充実セミナー　第1回 6月号
掲載

26（月）
～9/9（月）

スキルアップのための資格取得講座�
「実践！ JW-CAD初級講座」

7月号
掲載

８月のチケット情報・募集申込情報
日付 イベント ページ

1（木）

「ザ・デイサービス・ショウ2019」
友の会発売 P3

アスカーラいきいき健康教室（後期）
受付開始 P6

8（木）

「ザ・デイサービス・ショウ2019」
一般発売 P3

短期講座　受付開始 P5

～20（火） 10月開講定期講座（6ヵ月講座）申込必着 P2


