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令和2年度定期講座（１年間・６ヵ月間）

受講生募集 !!
大人のための
フラワーアレンジメント

心身スッキリ
ピラティス＆ヨガ

はじめてのスパイス料理

茶道（大日本茶道学会）

ステンドグラス

小さな水彩画

・カブキノヒカリ展

開催中！ P3

・短期講座＆パソコン講座

受講生募集！ P5

・登録団体説明会、市民グループ活動支援事業説明会

開催！ P6

・第24回まどかぴあ読書感想画コンクール 入賞者発表！ P7
・図書館休館のお知らせ［期間］２月16日（日）〜22日（土） P7
※掲載記事は１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）

※

楽しいオカリナ

総合案内

イチオシ情報

（092）
586-4000 / FAX（092）586-4001

TEL

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。

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。

令和2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。

申込期限

申込方法

2月18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26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。

N E W ! 講座

注意事項

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。

ご要望の多かった講座が新しくスタート！！

心身スッキリ ピラティス＆ヨガ

はじめてのスパイス料理

＜6ヵ月講座＞

＜6ヵ月講座＞

体幹強化のピラティス、筋力＆
柔軟性を高めるヨガを行うこと
で相乗効果アップ。快適で強く
しなやかな心と身体をつくって
いきましょう。

スパイスを使ったことがない方で
も楽しく学べます。身近な材料で
本格的なスパイス料理を作りま
す。みんなで楽しく美味しいスパ
イス料理を作りましょう。
※イメージ

【日 時】第1・2・3・4木曜日(月4回)10:00〜11:30
【講 師】MASUMI（ピラティス・ヨガインストラクター）

※イメージ

【日 時】第3木曜日（月1回）10:30〜14:00
【講 師】宮村 ゆかり（ミヤムの恋するcooking主宰）

第12回大野城まどかぴあ版画ビエンナーレ

応募要項配布中

大野城まどかぴあの初代館長であった池田満寿夫の優れた業績を顕彰するとともに、版画芸術の振興を図り幅広く優れ
た作家を見出すため、公募展を開催します。
応募要項は、大野城まどかぴあ館内に設置しているほか、ホームページからもダウンロードできます。
◎応募締切：5月19日（火）必着
◎作品搬入：5月24日（日）
・25日（月）10:00 ～ 17:00
●応募資格：住所問わず。15歳以上（但し、中学生は除く）
●賞（賞金）
池田満寿夫大賞

1点（30万円）

大野城市長賞

1点（15万円）

まどかぴあ未来賞

1点（10万円）

審査員特別賞

1 ～ 2点（3万円）
他に入選若干

●審査員
池田 良二（武蔵野美術大学名誉教授）
古本 元治（九州産業大学芸術学部教授）

版画体験～リトグラフワークショップ～
詳細は、館内設置のチラシ、またはホームページを
ご覧ください。
【日

時】3月14日（土）13：00～15：00（予定）

【会

場】工作室（2階）

【定

員】15名程度（応募者多数の場合は抽選）

【対

象】高校生以上

【講

師】古本 元治（九州産業大学芸術学部教授）

【参加料】2,000円

【申込方法】応募用紙に必要事項を記入の上、
まどかぴあ総合案内へ提出（郵送・FAX 可）
【申込締切】2月14日（金）必着

佐藤 陽子（大野城まどかぴあ名誉館長）
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文化芸術振興
車イス

２月29日
（土）
PLAY

上妻 宏光

デーモン閣下

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 チケット発売日専用ダイヤル
友の会特典対象事業です。TEL
（092）591-1111

先・割 「先行」…先行販売あり

［発売初日販売開始時間］
10:00 〜

「割引」…友の会割引あり ※発売日以外は☎092-586-4000 に
友の会 「特別」
おかけください。
…友の会特別料金

山井 綱雄

ぎ けい き

能舞音楽劇「義経記」

能の原典として名高い源義経の劇的な生涯を描いた軍記物語『義経記』を
題材にした能舞音楽劇。迫力と感動のステージをご期待ください。
【時間】17:00開演 /16:30開場
【出演】デーモン閣下（朗読・歌）、上妻 宏光（津軽三味線）、
山井 綱雄（能舞）、高橋 忍（地謡）
【会場】大ホール（1階）全席指定
【料金】一般5,000円（当日5,500円）
ペア9,000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り扱い。
※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：82936）
●チケットぴあ（P コード：497-511）
●劇ナビ FUKUOKA（http://gekinavi.jp/）

共催：一般財団法人福岡県退職教職員協会

1月29日（水）
カブキノヒカリ展
〜2月4日
（火）

exhibition:the lighting art of KABUKI

ART

チケット
取扱い

チケット発売中

歌舞伎とテクノロジーを融合させた体験型展示。
観る人の動きに合わせて変化する展示をぜひお楽しみ
ください。会場内の写真・動画撮影が可能です。

2月13日（木）
14日（金） 劇団飛行船
PLAY

先・割
友の会

車イス

マスクプレイミュージカル

ロビンフッドの冒険

心優しい英雄ロビンフッドが、仲間とともに村人を苦し
める悪代官に立ち向かいます。
劇場でしか味わえない臨場感をお楽しみください。
【時間】13日（木）①10:00開演 ②13:00開演
14日（金）①10:00開演 ※各回30分前開場
【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

Ⓒ松竹

【時間】10:00 ～ 17:00（金・土のみ19:00まで）
【会場】多目的ホール（1階）
【料金】無料（事前申込み不要）

※3歳以上有料。ただし2歳以下でも座席を利用される場合はチケットが必要。

チケット発売中

●まどかぴあ総合案内
チケット
●ローソンチケット（L コード：82164）
取扱い
●チケットぴあ
（P コード：497-956）

令和2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」企画募集
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。まどかぴあ館内とホームページで配布している応募要項をご確認のうえ、ふるってご応募ください。
応募締切

2月17日（月）必着

対象となる会場・期間・助成金額
会場名
大ホール
小ホール
多目的ホール

３月17日
（火）
TALK

客席
固定
固定
可動

座席数
783席
118席
最大300席

使用可能期間
令和2年 7月16日（木）～ 7月19日（日）
令和2年11月 9日（月）～ 11月15日（日）
令和2年 8月24日（月）～ 8月30日（日）

助成金額
上限50万円
上限20万円
上限20万円

みんなで学ぶインクルーシブ・シアター

※インクルーシブ・シアターとは・・・「障がいは人にあるのではなく環境にある」その理念を体現した劇場づくりのこと

誰もが芸術文化を楽しめる公共ホールをめざして、「みんなで学ぶインクルーシブ・シアター」講座を開催します。
障がいと芸術文化に関する国の法的な動きや事業事例など、いろいろな側面から「これからの公共ホール」について
みんなで学びます。
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【時間】13：30開演 /13：00開場 ※講演時間180分 【講師】鈴木 京子（国際障害者交流センタービッグ・アイ） 【会場】303会議室（3階）
【参加料】無料
【定員】30名 ※先着順
【申込方法】応募用紙に必要事項を記入の上、総合案内（FAX・郵送・持参）に申込
アテナ
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文化芸術振興

（092）
586-4040 / FAX（092）586-4021

お問い合わせ先 TEL

文化芸術振興課 開館時間／（月〜金）9:00〜17:00

２月11日

２月27日

大野城まどかぴあ友の会
特別招待企画

（火・祝）
TALK

ティータイム
コンサート Vol.281

（木）
MUSIC

リリー・フランキー トークイベント

ファゴットとマリンバによるコンサートをお届けします。

イラストやデザイン、文筆、写真、作詞・作曲、俳優など多
方面で大活躍されているリリー・フランキー氏をお招き
し、トークイベントを開催します。
表現者として多才な同氏の話を間近で聴く貴重な機会で

【出演】重松 真央（ファゴット）、守田 智紀子（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
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

す。ぜひお楽しみください。

3月８日

※ナビゲーター：林田 スマ（大野城まどかぴあ館長）

（日）

【時間】14:00開演／ 13:30開場
【会場】大ホール (1階 ) 全席自由
【料金】一般1,500円
（当日2,000円）

MUSIC

※友の会会員の申し込みは終了しました。
※友 の会特別公演のため、会員先行入場後
に一般開場いたします。
予めご了承ください。

C HIROSHI NOMURA

チケット
取扱い

「和ジャズカルテット LIVE 〜早春の尺八 JAZZ 〜」

尺八、ピアノ、ベース、ドラムの和と洋のコラボレーション
で繰り広げる新感覚のジャズをお楽しみください。

※未就学児入場不可

チケット発売中

ティータイムスペシャル
コンサート Vol.18(Vol.282)

●まどかぴあ総合案内
●ローソンチケット（L コード：81386）

【出演】山崎 箜山（尺八）、吉岡 かつみ（ピアノ）、
山下 暁平（ベース）、上前 景志郎（ドラム）
【時間】14:00開演／ 13:30開場 【会場】小ホール (2階 ) 全席自由
【料金】一般800円（当日1,000円）※未就学児入場不可
チケット発売中

チケット
取扱い

●まどかぴあ総合案内
●ローソンチケット（L コード：83307）

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

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
【取

車イス

（土）

CINEMA

「巫女っちゃけん。」

2017年/日本/98分
※作品の都合により、日本語字幕はありません。

【時間】 ①10:00〜11:38

②14:00〜15:38
③18:00〜19:38
（各回30分前開場）

3月7 日
CINEMA

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。

どなたでもお楽しみいただけるよう、一部の回で吹替えや字幕付きで上映いたします。作品の都合上できない場合もございます。予めご了承ください。

２月８日

（土）

扱

※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）。

ぐるぐるシネマ
企画

「春、出発 〜たびだち〜 」特集

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
映作品を選ぶ企画です。
今回は、外国映画２作品をお届け
します。

父が宮司を務める神社で巫女のバイトをする主人公のし
わ す は、あ る 日、夜 中 の 境 内 を 見 回 り 中 に い た ず ら を し
て い た 5 歳 の 少 年 健 太 を 捕 ま え る 。 健 太 は 、何 を 尋 ね て
も一切口をきかず、渋々しわすが面倒を見ることになる
が…
福 岡 県 福 津 市 に あ る 宮 地 嶽 神 社 で 撮 影 さ れ た 作品。
監督：グ・スーヨン（『ハードロマンチッカー』）
出演：広瀬 アリス、山口 太幹、リリー・フランキー ほか
©2017「巫女っちゃけん。」製作委員会

「ワンダー 君は太陽」 2017年/アメリカ/113分

1 0 歳 の オ ギ ー は 、 生 ま れ つ き の 障 が い の た め幼い頃から
自 宅 学 習 を し て い た が、小 学5年 生 で 初 め て 学 校 に 通 う
こ と に な る 。 は じ め は オ ギ ー を 避 け る 同 級 生 で あ っ た が、
彼の行動によって少しずつ変わりはじめる。
監督：スティーブン・チョボスキー（『ウォールフラワー』）
出演：ジュリア・ロバーツ、ジェイコブ・トレンブレイ、オーウェン・ウィルソン ほか
Motion Picture Artwork © 2018 Lions Gate Entertainment Inc. All Rights Reserved.

「初恋のきた道」1999年/アメリカ・中国合作/89分

上映スケジュール（各回 30 分前開場）
時間

10:00

上映作品

ワンダー 君は太陽

＜日本語吹替版（日本語字幕付き）＞

14:00

初恋のきた道

18:00

ワンダー 君は太陽

＜日本語字幕版＞
＜日本語字幕版＞

都会で働くビジネスマンのユーシェンは、父親の葬儀の
ために数年ぶりに故郷の村を訪れていた。
葬儀の準備をする母親の姿を見て、ユーシェンは今でも
村で語られる両親の恋物語を思い出す。
監督：チャン・イーモウ（『単騎、千里を走る』）
出演：チャン・ツィイー、スン・ホンレイ、チョン・ハオ ほか
©2000 COLUMBIA PICTURES FILM PRODUCTION ASIA LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

協賛：安東歯科医院、株式会社東洋ナビックス、1st.hair
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生涯学習センター
短期講座

（092）
586-4020 / FAX（092）586-4021

お問い合わせ先 TEL

生涯学習センター 開館時間／（月〜土）9:00〜20:00

2月12日（水）9:00 受付開始

おうちで楽しむ中華ランチ①②
おしゃれで見た目も華やかな中華ランチを作りませんか。

※調理例

①【2/25】油淋鶏（揚げ鶏の香味ソースかけ）、海老のチリソース煮
②【3/6】揚げずに作る彩り黒酢酢豚、菜の花の棒棒鶏サラダ
各回とも、他に副菜、スープ、デザートも作ります。
※材料の都合で内容を変更する場合があります。

【日 程】①2月25日（火） ②3月6日（金）
【時 間】10:30 ～ 13:30
【定 員】各15名
【受講料】各1,200円		
【材料費】各1,000円
（フードコーディネーター）
【講 師】田中 千秋

洋菓子レッスン①②
フルーツで華やかにデコ
レーションしたスイーツを
ご紹介します。

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。

太極拳で心も体もリラックス①②
中国古来の健康法で心身を整
えていきます。
①は ゆ っ く り 呼 吸 す る こ と、
そして姿勢を整えることを
意識して運動します。
②は バランス感覚を養う太極
拳の動作をゆっくりと行い
ます。

※イメージ

【日 程】①3月2日（月） ②3月9日（月）
【時 間】10:00 ～ 12:00 【定 員】各16名
【受講料】各1,100円
【講 師】加峯 優子（日本健康太極拳協会師範）

パソコン講座
●定員：各10名 ●受付先：生涯学習センター電話・窓口（先着順）
●パソコン：持ち込みください（貸出も可能です）

①【3/2】フルーツタルト
②【3/5】ロールケーキ

パソコン勉強室①②
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。

※調理例

【日 程】①3月2日（月） ②3月5日（木）
【時 間】10：30 ～ 13:00
【定 員】各16名
【受講料】各1,100円		
【材料費】各1,500円
（Shizuko
Harada
Cake
Lesson 主宰）
【講 師】原田 静子

★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14日（土）、15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、（15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、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、薬膳料理 など

5
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【日 程】①3月3日（火） ②3月10日（火）
【時 間】19：00 ～ 21：00 【受講料】各2,000円
【教材費】各200円（練習問題希望の方のみ）
【対 象】初級および中級レベルの方
【講 師】竹中 ひとみ

無料体験講座

2月12日
（水）9：00より
上記と同様に受付開始！

【日程】3月14日（土）

ＴＡＯエナジー 気づきの体操
【時間】11：00 ～ 12：00
【定員】15名
【講師】田中 清美（ＴＡＯ研究会トレーナー）

ボディワーク～男性のための体操～
【時間】14：00 ～ 15：00
【定員】5名
【講師】小濱 邦子（予防医学指導士）

（092）
586-4030 / FAX（092）586-4031

お問い合わせ先 TEL

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

３月19日

男女平等推進センター

アスカーラ

令和２年度

登録団体説明会、市民グループ活動支援事業説明会

（木）

10:00 〜

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。

託児

登録団体に登録すると…

★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。

市民グループ活動支援事業として認められると…
★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。
アスカーラから活躍の場を
広げてください！

【会場】303会議室（3階）
【内容】令和２年度募集要項の説明、
令和元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

2 月 16 日 第3回アスカーラ共生フォーラム
（日）

託児

車イス

アスカーラからステップアップ

EVENT

〜みんなではばたく明日〜

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。

アスカーラおでかけ教室
「ワークライフバランス」や「女性の働き方」な
どについて、地域や学校、グループ・サークル、
職場で “ 学びたい ”“ 知りたい ” とお考えの皆さん、
アスカーラおでかけ教室をぜひご利用ください。
【対象】大 野城市内在住か勤務・通学している
5名以上のグループ・企業など
【講師】内 容に応じて一緒に考えていきます。
講師料はアスカーラ負担のため無料です。
材料費等は利用団体負担となります。
【会場】利用団体にて手配してください。
（大野城市内）
【申込】開催希望日２ヵ月前までに要申込。
※詳細についてはチラシ・ホームページをご覧ください。

神田 紅

JILLE

【内容】

令和元年度実績

・「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

❀平野中ブロック家庭教育学級

・講談

❀井の口Ms”クラブ

新五千円札の肖像「津田梅子」
かん だ くれない

出演：神田 紅（講談師）
・出演者＆まどかぴあ館長 林田 スマのトーク
・JILLEミュージックLive
ジ

ル

出演：JILLE（シンガーソングライター）

「親から子に伝える性教育」
「みずみずしい女性の今昔」
❀井の口区シニアクラブ
「笑う社会は男女平等」

【時間】
13：30開演/13：00開場 【会場】大ホール
（1階）全席自由
【料金】一般800円（当日1,000円） ペア1,500円（前売のみ）
※前売完売時は当日券の販売はございません。

チケット発売中

チケット取扱い

●まどかぴあ総合案内

アテナ
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まどかぴあ図書館

（092）
586-4010 / FAX（092）586-4011

お問い合わせ先 TEL

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/

第24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。600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・大野城まどかぴあ理事長）による審査の結果、最優秀賞に
は田邉 菜月さんの『だるまのしゅぎょう』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
田邉 菜月（吉木小学校2年）
［画塾］『だるまのしゅぎょう』
●優秀賞
［幼児の部］
木下 文翔（大野北保育所）『リメンバー・ミー』
美山 瑞希（大野北保育所）『どんぐりむらのどんぐりえん』
［低学年の部］
中川 莉那（大野北小学校3年）『ジャックとまめの木』
松田 晃宙（春日野小学校2年）『ほしのメリーゴーランド』
［高学年の部］
小島 葉月（大野南小学校4年）『さるかに』
濱本 和輝（春日西小学校5年）［画塾］『ねこなんてだいきらい！』

重要

休館のお知らせ

［期間］2月16日（日）～22日（土）
上記期間中、図書館電気設備工事のため図書館と移動図
書館車わくわく号はお休みします。休館中の本の返却は
返却ポスト ( 県道沿い入口横壁面 ) をご利用ください。
ＣＤは返却ポストに投函すると壊れることがありますの
で、警備員室へご返却ください。皆さまのご理解とご協
力をお願いいたします。

としょかんのおはなし会

●優良賞
［幼児の部］
石橋 和空（大野南保育所）『はらぺこあおむし』
川野 結泉（大野南保育所）『ぐりとぐら』
山本 雅之（筒井保育所）『すてきな三にんぐみ』
［低学年の部］
髙尾 侑希（平野小学校3年）
『60秒のきせき 子ネコがつくったピアノ曲』
山内 怜凛（大野南小学校2年）
『おおかみと七ひきのこやぎ』
渡邊 紅羽（大野南小学校2年）『つるのおんがえし』
［高学年の部］
新屋 凜乃（御笠の森小学校5年）『ぶんぶくちゃがま』
松浦 京美（春日野小学校5年）『白いぼうし』
森 心麗（白水小学校6年）［画塾］『いぬとにわとり』
●奨励賞
上野 俊輔（大野南保育所）『ぐりとぐら』
園田 陽大（筒井保育所）『すてきな三にんぐみ』
鹿子木 葵（阿志岐小学校5年）［画塾］『うみぼうず』
禅院 花（大野南小学校4年）『ブレーメンのおんがくたい』
山﨑 心花（春日南小学校6年）［画塾］『そうべえときじむなー』

移動図書館「わくわく号」巡回日程表
2月28日（金）より
新「わくわく号」運行開始！
2月の巡回
曜日

10日
月

毎週火曜日 10:30～11:00
【場所】キッズルーム（3階）

おひざで
だっこ

10:00より整理券配布・定員30組
（妊娠中の方もぜひどうぞ！）

ぴよぴよのへや（0歳児・妊婦対象）

2月11日 ・25日

わくわく
おはなし
会

2月1日・15日・29日
小学生以上対象
2月8日

7
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10:30～11:15

木

南コミュニティ
センター

25日

下大利団地
公民館

13日 大野3号公園
27日 （東大利公民館横）
6日 牛頸公民館

金

前
11:30～12:00

午
14:00～14:45

後
15:15～16:00

中央コミュニティ
中央
石坂公園
南ヶ丘2区
センター
デイサービス （月の浦幼稚園横）
公民館

4日 仲島公民館

毎週土曜日 15:00～15:30
【場所】図書館内 おはなしのへや
幼児対象

午

3日

火

2月4日・18日
よちよちのへや（1～2歳児対象）

日

障がい者
支援センター
釜蓋公民館
まどか・ゆいぱる

中公民館

山田公園

栄町公民館

畑詰公民館

巡町公園
（川久保2丁目）

若草ふれあい公園 南ヶ丘1区
（若草2丁目）
公民館
上大利
公民館

つつじヶ丘
公民館

14日
悠生園
乙金公民館
乙金東公民館 乙金台公民館
デイサービス
28日
7日

平野台ふれあい公園
（平野台公民館横）

老松神社
小田浦公園
（下大利公民館前） （月の浦4丁目）

※「山田公民館」の改修工事に伴い、
3月末まで「山田公園」に巡回します。
※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。

つくし お隣さん情報
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。
１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）

春日市ふれあい文化センター
2/22
（土）

春日市大谷6丁目24番地 ☎092-584-3366

2月まどかぴあのイベントスケジュール

日付

1/29（水）
～4（火）

ふれぶんシネマ倶楽部「ねことじいちゃん」

●施設利用料1枚300円 ※3歳以上有料 ●①10:00 ②14:00

3/20 クロマチックハーモニカ 南里沙 コンサート
（金・祝） ●一般2,000円 ほか ※未就学児入場不可 ●15:00
Series 若い才能との出会い vol.2

3/21
（土）

野田あすか ピアノ・リサイタル2020

●一般3,000円 ほか ※未就学児入場不可 ●14:00

イベント

ページ

カブキノヒカリ展

P3

1（土）
15（土）
29（土）

わくわくおはなし会（幼児対象）

P7

4（火）
18（火）

おひざでだっこ ぴよぴよのへや
（0歳児対象）

P7

① 6（木）
②20（木）
7・14・21・28（金）

春の訪れを感じる幸せメイク①②

1月号
掲載

スマホ入門

1月号
掲載

（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
史跡のまちの “ 生 ” 歴史ドラマ Vol.4

〜

2/15（土） 旅人～たびと～
16
（日）
開催中

場所 : プラム・カルコア太宰府 市民ホール
●全席指定 1,000円 ※未就学児入場不可
●15日17:00、16日14:00

第24回

くらしのうつりかわり展

〜

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）
3/15（日） ●無料 ●9:00～17:00

筑紫野市文化会館

平田オリザ講演会

「なぜ、コミュニケーション教育なのか？ - 新しい学力、新しい学び -」
●無料 ※申込み不要 ●15:10

ミリカローデン那珂川
～

開催中

P4

わくわくおはなし会（小学生以上対象）

P7

① 8（土）
②18（火）
10（月）

楽しいチョークアート①②

1月号
掲載

はじめての曼荼羅アート体験

1月号
掲載

筑紫野市上古賀1丁目5番1号 ☎092-925-4321

2/11
スローライフ2020～まつり筑紫野 星あそび 〜 part Ⅱ
（火・祝） ●一部有料 ●バザー /10:00、ステージ /13:00
2/12
（水）

シネマランド「巫女っちゃけん。」
8（土）

那珂川市仲2丁目5番1号 ☎092-954-2211

11（火・祝）
11（火・祝）
25（火）

リリー・フランキー

トークイベント

おひざでだっこ よちよちのへや
（1～2歳児対象）

Ｐ4
P7

①12（水）
②26（水）

背骨コンディショニング①②［美容編］

1月号
掲載

13（木）
14（金）

劇団飛行船マスクプレイミュージカル
「ロビンフッドの冒険」

P3

令和元年度福岡県立美術館所蔵品巡回展「移動美術館展」

『出会おう！ミリカでアート』

●一般210円、65歳以上・高校生以下無料、その他割引あり

2/6
（木） ●10:00〜18:00（入場は17:30まで）
3/15
（日）

令和元年度歴史講座 「ちくし見聞録」

3/15
（日）

那珂川市少年少女合唱団第7回定期演奏会

第6回 「国史跡

安徳台遺跡～その価値と活用～」

●100円
（資料代）●10:00

●500円 ●14:00

16（日）

第３回アスカーラ共生フォーラム

P6

25（火）

おうちで楽しむ中華ランチ①

P5

26（水）

水引アート

27（木）

ティータイムコンサート Vol.281

P4

29（土）

能舞音楽劇「義経記」

P3

1月号
掲載

２月のチケット情報・募集申込情報

日付

イベント

短期講座＆パソコン講座

受付開始

ページ
P5

12（水）

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

■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 167 台（平日の短時間、駐車スペース除く）、立体284台

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。

受付開始

P5

14（金）

版画ワークショップ

応募締切

P2

17（月）

令和2年度大野城まどかぴあ芸術助成事業
企画募集締切

P3

18（火）

4月開講

P2

定期講座

申込必着

まどかぴあ休館日のお知らせ
2月5日
（水）、19日
（水）

※図書館は2月16日（日）〜22日（土）の期間休館します。

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 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/

発表会無料体験講座

託児 要連絡
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）

託児

1人 1回 3OO 円 定員有り

※参加日の1週間前までにお申し込みください。
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