大野城まどかぴあ 情報誌

アテナ
〜つどい ふれあい はばたく〜
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シネマランド特別企画

「春、出発〜たびだち〜」特集
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・加藤訓子 エキサイティング！〜スピリット・オブ・パーカッション〜 開催決定！
・短期講座

受講生募集！ P5

・男女共同参画条例制定記念講演会

開催決定！ P6

・「雑誌スポンサー」募集中！ P7
※掲載記事は２月５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）

※

【日時】３月7日（土）10時/14時/18時
P3

イチオシ情報

（092）
586-4000 / FAX（092）586-4001

総合案内

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。

3月14日（土） 定期講座発表会
15日（日） 作品展示の他に、販売や体験、ステージ発表もある楽しいイベントです。ぜひご来場ください。
EVENT

展

示

【会場】まどかぴあ1階・2階

14日（土）・15日（日） 10:00～16:00

はじめてのフラワーアレンジメント、華道（新池坊・フラワーア
レンジメント）、季節を楽しむフラワーアレンジメント、水彩画、
洋画入門、やってみよう！絵画、基本デッサン、はがきの絵と字、
写真（実践）、写真（技術）、小さな水彩画、大人の絵画教室、やき
もの、基礎から始める陶芸、ステンドグラス、表装、純銀粘土ア
クセサリー、デコパージュ、カルトナージュ、やさしいソープカー
ビング、薬膳料理、パッチワーク、編み物、着物リメイク、ビー
ズとフリーメタリコのアクセサリー、くらしを彩る刺繍、くらし
の書、親しむ書道、アート書道、写経、初歩からの前結び着付け、
ペン実用書道、ＴＡＯエナジー 気づきの体操、経絡リンパ メリ
ディアンメソッド、子ども美術教室、子どものクラシックバレエ、
子どもお習字

ステージ

無

験

料

※動きやすい服装でお越しください。

14日（土） 要事前申込

11:00～12:00
14:00～15:00

ＴＡＯエナジー 気づきの体操
ボディワーク～男性のための体操～

15日（日） 申込不要

11:00～15:00
15:15～16:00

中止

15日（日） 10:30～14:30（終演予定）

リトミック～音であそぼう、ストレッチ＆ボイストレーニング、
楽しいオカリナ、いきいき歌おう、みんなで歌いましょう！！、
太極拳、始めてみよう英会話、ジュニアバレエ、楽しいフルート、
ギターのＡＢＣ、初歩からの前結び着付け、ビューティー・ベリー
ダンス、楽しくやさしい健康フラ、子どものクラシックバレエ

販

体

両

日

経絡リンパ メリディアンメソッド
子どものクラシックバレエ

10:00～

※材料がなくなり次第終了


カルトナージュ「バインダー」材料費：600円～
デコパージュ「サブバック」材料費：600円
ステンドグラス「サンキャッチャー」材料費：800円
やさしいソープカービング「小花レリーフ彫り」材料費：600円
季節を楽しむフラワーアレンジメント「ハーバリウム」材料費：600円

※なくなり次第終了

売

14日（土） 10:00～
茶道（大日本茶道学会）茶席券：200円

15日（日） 11:00～
茶道（裏千家）茶席券：200円

両

日

お茶会

10:00～

カルトナージュ

デコパージュ

季節を楽しむフラワーアレンジメント、やきもの、ステンドグラ
ス、純銀粘土アクセサリー、カルトナージュ、やさしいソープカー
ビング、パッチワーク、編み物、着物リメイク

※薬膳料理、ビーズとフリーメタリコのアクセサリー、
くらしを彩る刺繍（※15日のみ）

大ホール舞台照明設備改修工事のお知らせ
まどかぴあでは、大ホール舞台照明設備改修工事を4月から5
月まで行います。工事期間中は、大ホールの利用ができません。
利用者の皆さまにはご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力
をお願いします。
【工事期間】4月1日（水）～ 5月31日（日）

まどかぴあ敷地内全面禁煙のおしらせ
4月1日より、受動喫煙の防止を図るため、まどかぴあの建物、
駐車場、駐輪場を含むすべての敷地内において禁煙とします。
皆さまのご理解とご協力をお願いします。

やさしい

季節を楽しむ

ソープカービング

フラワーアレンジメント

ステンドグラス

※詳細はパンフレットまたはホームページをご覧ください。

学習室の利用に関するご案内
会議室が空いている場合に限り、有料で学習室として開放し
ています。
●利用期間：土・日曜、祝日及び大野城市立小・中学校の
冬休み・春休み・夏休み期間
●利用区分：
午前

9:00〜12:00

午後

夜間

13:00〜17:00 18:00〜21:00

●利用負担金：学生等 100円 /1区分1人
一 般 200円 /1区分1人
※小・中学生のみの利用の場合は9:00から17:00まで
※詳しくは総合案内までお問い合わせください。
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文化芸術振興
車イス

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
はグランド会員特典
対象事業です。
「先行」…先行販売あり
グ ラ ン ド「特別」
…特別料金

先・特

先行
ＷＥＢ

このマークがある公演
はWEB会員特典対象
事業です。
「先行」…先行販売あり

「2020年度大野城まどかぴあ友の会」 会員募集開始！
令和2年4月より新たにスタートする大野城まどかぴあ友の会の会員を募集します。

主催事業のチケット先行発売など様々な特典がありますので、ぜひご入会ください。
会員種別

グランド会員

W E B 会 員

会員期間

入会日～令和3年3月31日

無期限

年 会 費

1,500円

特

典

入会方法

・チケット先行発売
・会員向けイベント
・喫茶割引
・メールマガジン配信

無

・会員特別価格でのチケット販売
・公演情報送付
・購入実績に応じた特典

料

・チケット先行発売
（グランド会員先行発売後に実施）
・メールマガジン配信

令和2年３月10日（火）10:00より、総合案内窓口にて先行受付開始
令和2年４月 １日（水）10:00より、WEB 及び郵送受付開始

令和2年４月 １日（水）10:00より、
WEB 受付開始

※グランド会員は年度ごとの入会となります。
※詳細は、入会案内パンフレット、ホームページ等でご確認ください。

６月27日
（土）

三井住友海上文化財団 ときめくひととき 第869回

加藤訓子 エキサイティング！～スピリット・オブ・パーカッション～

MUSIC

美しいメロディを奏でるマリンバと様々な打楽器を織り交ぜ、バラエティに富んだプログラムでお届けするコンサート
です。打楽器の魅力を味わってみませんか。
【時間】14：00開演 /13：30開場

３歳からの “ 五感 ” でたのしむ打楽器体験

くに こ

【出演】加藤 訓子（パーカッション）

音色を聴いたり、楽器に触れてみたり、

【会場】大ホール（1階）全席指定

ご家族でご一緒にお楽しみください。

【料金】一般1,000円
（グランド会員一般 800円）

【日時】6月26日（金）

高校生以下 500円

15：00開演 /14：30開場
くに こ

※1時間程度（休憩なし）

【出演】加藤 訓子（パーカッション）

※各券当日500円増
※未就学児入場不可

©Michiyuki Ohba

【会場】小ホール（２階）全席自由

※定員あり

【料金】おとな 1,000円（グランド会員おとな 800円）
チケット発売日
グランド会員 4月14日（火）
WEB 会員 4月20日（月）
一
般 4月21日（火）
各日 10：00～

チケット
取扱い

●まどかぴあ
●ローソンチケット
(L コード：84090)
●チケットぴあ
(P コード：178-874)

こども（3歳～ 6歳）無料（要入場券）
※各券当日500円増
※チケット取扱いは、まどかぴあのみ。発売日は左記同様。
※託児付き公演。詳細はお問い合わせください。

※本コンサートは（公財）三井住友海上文化財団の助成により特別料金に設定しています。
【主催】大野城市、
（公財）大野城まどかぴあ、福岡県、
（公財）三井住友海上文化財団

「深夜放送同窓会」実行委員募集！
事業の企画・運営をしていただける方を募集します !!

【応募資格】住所問わず。18歳以上で意欲的に活動できる方
※実行委員会の活動に参加できる方。

【申込方法】所定の申込用紙にてお申し込みください。

【申込期間】3月10日（火）～ 4月10日（金）必着

※第1回実行委員会会議を4月19日（日）14：00よりまどかぴあにて開催予定
※必ず申込用紙にて詳細をご確認の上、お申し込みください。
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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

3月８日
（日）
MUSIC

ティータイムスペシャルコンサート Vol.18(Vol.282)

「和ジャズカルテット LIVE 〜早春の尺八 JAZZ 〜」

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。

中止

残席わずか
【時間】14:00開演 /13:30開場
【出演】山崎 箜山（尺八）、吉岡 かつみ（ピアノ）、

山崎 箜山
（尺八）

山下 暁平（ベース）、上前 景志郎（ドラム）
【会場】小ホール（2階）全席自由

吉岡 かつみ
（ピアノ）

チケット発売中

※未就学児入場不可
【料金】一般800円（当日1,000円）

チケット
取扱い

山下 暁平
（ベース）

上前 景志郎
（ドラム）

●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

【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

シネマランド

【取

3月7 日
（土）

CINEMA

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。

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

「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。

中止

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）

10:00

い】
まどかぴあ総合案内

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。

車イス

時間

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）。

＜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.

お知らせ

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。
協賛：安東歯科医院、株式会社東洋ナビックス、1st.hair

サポーターバンク「ぐるぐる」 サポーター募集
まどかぴあで文化芸術に関する公演やイベントのサポートをしてくださるボランティアスタッフを募集します！
演劇や音楽、映画がお好きな方、新しいことにチャレンジしてみたい方など、ご応募をお待ちしています。
●募集締切
3月31日（火）必着
●応募資格
・18歳以上（高校生不可）、居住地・経験は問いません。
・3月19日（木）14:00 ～又は3月22日（日）10:00 ～の説明会に参加できる方（日程の都合が悪い方は要相談）
●活動期間
4月1日（水）～令和3年3月31日（水）
●申込方法
申込用紙にてお申し込みください。詳しくは、館内設置のチラシ・ホームページをご覧ください。
アテナ
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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

３月11日（水）9:00受付開始

はじめてのプログラミング教室

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。

お気軽ビストロ料理

2020年4月から小学校でもパソコン
のプログラミングが必修化されます。
楽しくチャレンジしてみませんか。

お手軽材料でちょっとしたレストラン気分の本格
料理が味わえます。お料理初心者の男性もどうぞ！

※イメージ

（全3回）
【日 程】4月2日（木）
・3日（金）
・4日（土）
【時 間】13:30 ～ 15:30		
【定 員】18名
【受講料】2,700円			
【教材費】300円
【対 象】新小学2 ～ 6年生		
【講 師】竹中 ひとみ

※イメージ

＜メニュー＞
4月：ウインナシュニッツェル、旬菜の豆乳クリームパスタ
5月：旬魚のエスカベッシュ、ペンネアラビヤータ

ひらがなのお稽古①②

6月：プリメニ（ロシア風水餃子）、スパゲティカルボナーラ
各回とも、他にオードブルも作ります。

普段書いているひらがなを改めて練習して
みませんか。ボールペンと筆ペンで基礎か
らゆっくり学びましょう。
お名前の練習もします。

※材料の都合で内容を変更する場合があります。

【日 程】4月10日、5月8日、6月12日（金）
（全3回）
【時 間】10:00 ～ 13:00 【定 員】18名
【受講料】3,300円		
【材料費】1,200円／回
【講 師】木下 俊晴（出張料理人）

※イメージ

【日 程】①4月13・20日（月） ②4月21・28日（火）
【時 間】10:00 ～ 12:00		
【定 員】各16名
【受講料】各2,200円		
【材料費】各1,000円
【講 師】志賀 礼花（書道家）

なかよし家族のベビーマッサージ
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。

はじめての刺し子
日 本 の 伝 統 工 芸 で あ る「 刺 し 子 」 を
学んでみませんか。縫い方のコツや糸
始末の方法など基礎からしっかり学ん
で、花ふきんを作 り ま す。 柄 は、4つ
の中からお選びいただけます。

※イメージ
※イメージ

【日 程】4月13・27日、5月11日（月）
（全3回）
【時 間】10：00 ～ 12：00		
【定 員】16名
【受講料】3,300円			
【材料費】1,000円
【講 師】鶴田 恵子

【日 程】4月16日（木）
【定 員】15組
【時 間】10:00 ～ 11:30 【材料費】200円／組
【受講料】1,200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）

定期講座（4月開講）受講生 追加募集中！
生涯学習センターでは、茶道、華道、絵画、工芸、語学、
料理、音楽など、年間を通して多彩なジャンルの講座を
開講しており、4月からの定期講座（1年間・6ヵ月間）
の追加募集を2月26日（水）から受け付けています。
すでに満員でキャンセル待ちの講座もありますので、お
申込み、お問い合わせはお早めに！
また、定員に達していない講座など、見学可能な講座も
あります。ご希望の場合は、事前にご連絡ください。
※お子さんの同伴はできませんので、託児をご予約くだ
さい。（※希望日の1週間前締切）
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男女平等推進センター

（092）
586-4030 / FAX（092）586-4031

お問い合わせ先 TEL

アスカーラ

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

５月９日

男女共同参画条例制定記念講演会

（土）

いっしょにやる、ということ
～対話を通じて「共感」から「共働」へ～

10:00 〜 12:00

これからの未来や男女共同参画社会の実現には、多様な人々の共働が重要です。共働するには共感が、
共感するには対話が大切！みんなで一緒に「共働・共感・対話」について学んでみませんか。
【講
師】加留部 貴行（九州大学大学院 統合新領域学府客員准教授、NPO 法人日本ファシリテーション協会フェロー）
【会
場】多目的ホール（1階）		
【受講料】無料		
【募集人数】100名
（申込先着順）
【申込方法】3月2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

再就職チャレンジ講座

～なりたい自分をめざして 本気で再就職！～

再就職に役立つ講座を各種ご用意しました！必要な講座だけを選択して、ご自分に合った形で受講できます。
講座名

日

①ビ ジネススキルを身に
つける！
（講座9回）
ビジネス実務マナー
検定2級試験１回

時

5月15日（金）
5月19日（火）
5月26日（火）
5月29日（金）
6月 2日（火）
6月 5日（金）
6月 9日（火）
6月12日（金）
6月19日（金）
各9:30～12:00

講

師

樋口 なつき
（日本秘書クラブ九州支部講師）

会

場

初回のみ 304会議室（3階）
202会議室（2階）

※検定試験6月21日（日）
9:30～12:00
【受講料】3,000円（テキスト代含む） ※受験料4,100円は別途徴収 【申込期限】４月24日（金）まで

※ビジネス実務マナー検定は、「職場常識の育成」をめざした講座です。検定では仕事をするにあたっての判断・行動
が適切にできるかどうか、人間関係やマナー、話し方を理解しているか、などが問われます。
※大野城市内在住・在勤で、生活保護・児童扶養手当等を受給している方を対象に、受講料助成制度があります。
講座名

②自己分析講座
（全３回）
③面接対策講座
（全３回）

日

時

6月26日（金）
6月29日（月）
7月 3日（金）
各10:00～12:00
7月13日（月）
7月17日（金）
7月20日（月）
各10:00～12:00

④いますぐ使える！
パソコンのコツ
（Word）
（全２回）

7月 7日（火）
7月10日（金）
各9:30～12:00

⑤いますぐ使える！
パソコンのコツ
（Excel）
（全５回）

7月21日（火）
7月28日（火）
7月31日（金）
8月 4日（火）
8月 7日（金）
各9:30～12:00

講

師

会

場

受講料

大石 紀子
301会議室（3階）
（株式会社キャリアプログレス代表取締役）

無料
202会議室（2階）
竹中 ひとみ
（生涯学習センター講師）

※パソコンは
お持ち込みも
可能です

【対
象】結婚・出産・育児・介護等の理由により退職し、再就職を希望する女性
【定
員】①～③20名、④・⑤18名（各講座申込先着順）
【申込方法】3月2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
※再就職チャレンジ講座に限り、託児は無料でご利用いただけます。（※要事前申込）
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/

「雑誌スポンサー」を募集しています。
まどかぴあ図書館では、平成28年4月より雑誌スポンサ
ー制度を導入しています。社会貢献活動の一環や広告媒体
として雑誌スポンサーを活用してみませんか？募集要項な
どの詳細は図書館 HP に掲載しておりますので、ぜひご
覧ください。
雑誌スポンサーのみなさま（令和2年1月現在）
株式会社ＢＣＣ 様
ぴかぴか堂 様
大野城市卓球連盟 様
Hair Make Coeur 様
アルク Kiddy CAT 英語教室 ACORN Kids 様
太宰府メモリアルパーク 様
風雅堂 様
株式会社メモリード ロイヤルチェスター福岡 様
筑紫医師会 様
宮崎板金店 様
相撲鳥 様
医療法人 健修会 久冨内科医院 様
株式会社 小笠原 様
こばやし造形教室 様
（申込順）

としょかんのおはなし会
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！）

予告

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。
【日時】4 月 25 日（土）10:00 〜 15:00
【会場】特設 子どもまつり会場（3 階）
わくわくおはなしひろば
赤ちゃん向けから小学生向けまで合計4回のおはなし
会のリレーです。エプロンシアターの実演もあります。
【会場】301会議室（3階）
うきうきこうさくひろば

わくわく
おはなし
会

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
3月 7日・21日
小学生以上対象
3月 14日・28日

7
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にこにこふれあいひろば

布工作や紙工作が楽しめます。 布のえほんにふれて遊べます。
【会場】303 会議室（3 階） 【会場】304会議室（3 階）
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）

移動図書館「わくわく号」巡回日程表
3月の巡回
曜日

月

火

よちよちのへや（1～2歳児対象）
3月10日・24日

第14回 図書館子どもまつり

〜子ども読書の日記念事業〜

ぴよぴよのへや（0歳児・妊婦対象）
3月3日・17日・31日

モバイルサイトはこちらから

木

金

日

午
10:30～11:15

前
11:30～12:00

午
14:00～14:45

後
15:15～16:00

中央
石坂公園
南ヶ丘2区
9日 中央コミュニティ
センター
デイサービス （月の浦幼稚園横）
公民館
23日
障がい者
2日 南コミュニティ
釜蓋公民館
中公民館
支援センター
16日
センター
まどか・ゆいぱる
30日
10日 下大利団地
山田公園
栄町公民館
公民館
24日
3日
巡町公園
畑詰公民館
17日 仲島公民館
（川久保2丁目）
31日
若草ふれあい公園 南ヶ丘1区
12日 大野3号公園
（若草2丁目）
公民館
26日 （東大利公民館横）
上大利
つつじヶ丘
5日 牛頸公民館
公民館
公民館
19日
悠生園
13日 乙金公民館
乙金東公民館 乙金台公民館
デイサービス
27日
平野台ふれあい公園

6日 （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。
移動図書館車「わくわく号」が新しくなりました！
ぜひご利用ください。

３月まどかぴあのイベントスケジュール

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。
２月 ５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
3/7
（土）

春日市大谷6丁目24番地 ☎092-584-3366

日付

イベント

ページ

①2（月）
②5（木）

洋菓子レッスン①②

2月号
掲載

①2（月）
②9（月）

太極拳で心も体もリラックス①②

2月号
掲載

パソコン勉強室①②

2月号
掲載

ふれぶんシネマ倶楽部「グレイテスト・ショーマン」

●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）

① 3（火）
②10（火）

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

（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

3・17・31（火）

おひざでだっこ ぴよぴよのへや（0歳児対象）

P7

史跡のまちのラジオ体操

楽しいラジオ体操教室

3/6
（金）

講師：岡本 美佳
（NHK テレビ・ラジオ体操指導者）
場所 : 太宰府市総合体育館
（とびうめアリーナ）
●500円 ●13:30 ※要事前申込み

〜

（ウィークス）
3/3（火） ルミナス感謝 Weeks
19（木）

主催 : 男女共同参画推進センタールミナス 電話 :092-925-5404
※毎週月曜休館
※主催講座・登録団体の無料体験・見学ができます。

筑紫野市文化会館
～

3/5
（木）
8
（日）

筑紫野市上古賀1丁目5番1号 ☎092-925-4321

5（木）

啓発・事業サポーター、情報サポーター説明会

1月号
掲載

6（金）

おうちで楽しむ中華ランチ②

2月号
掲載

7（土）

シネマランド
①「ワンダー 君は太陽」
②「初恋のきた道」

Ｐ4

わくわくおはなし会（幼児対象）

P7

ティータイムスペシャルコンサート Vol.18

Ｐ4

筑紫野市文化協会創立35周年記念事業

第35回ちくしの芸術祭2020

3/22
（日）

ちくしのブラスフェスタ vol.4

3/29
（日）

筑紫野市ちくしの少年少女合唱団

7・21（土）

●無料 ●12:30

8（日）

●小学生以上300円 ※未就学児無料 ●14:00

ミリカローデン那珂川

第４回定期演奏会

那珂川市仲2丁目5番1号 ☎092-954-2211

3/8
（日）

令和元年度ミリカ文化・健康サークル

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

10・ 24（火）

受講生文化祭

●無料 ●午前の部10:00、午後の部13:45

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

おひざでだっこ よちよちのへや
（1～2歳児対象）

P7

2月号
掲載

14（土）

版画体験～リトグラフワークショップ～

14（土）
15（日）

令和元年度定期講座発表会

P2

わくわくおはなし会（小学生以上対象）

P7

17（火）

みんなで学ぶインクルーシブ・シアター

2月号
掲載

23（月）

大野城市男女共生講座実行委員会

1月号
掲載

●500円 ●14:00

14・28（土）

第1回

３月のチケット情報・募集申込情報

日付

イベント

再就職チャレンジ講座

ページ

受付開始

P6

2（月）

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

11（水）

■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。

P6

短期講座

Ｐ5

受付開始

まどかぴあ休館日のお知らせ
3月4日
（水）、18日
（水）

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/

男女共同参画条例制定記念講演会 受付開始

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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