
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 167台（平日の短時間駐車スペース除く）、立体284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

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。

・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～　発売開始！
・短期講座　受講生募集！
・プチ起業実現セミナー　受講生募集！
・第14回　図書館子どもまつり

・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～　発売開始！
・短期講座　受講生募集！
・プチ起業実現セミナー　受講生募集！
・第14回　図書館子どもまつり
※掲載記事は３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）※掲載記事は３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）

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

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（。満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。託児
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大野城まどかぴあ 情報誌

～つどい ふれあい はばたく～

アテナアテナ VOL.VOL.286286
2020202044

P5

P3

P6

P7

※

まどかぴあ休館日のお知らせ
4月1日（水）、15日（水）

新型コロナウイルスの感染拡大状況によっては、今後のスケジュールが変更になる場合がございます。
最新情報はホームページ等をご確認ください。ご理解とご協力をお願いいたします。

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～

【日　時】 6月27日（土） 14:00開演

【会　場】 大ホール（1階）全席指定

©Michiyuki Ohba



グランド

先・特 先行
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 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

はグランド会員特典
対象事業です。
「先行」…先行販売あり
「特別」…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。

文化芸術振興

3 アテナ　2020年4月号 2アテナ　2020年4月号

ＷＥＢ

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。

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します。

まどかぴあ敷地内
全面禁煙のお知らせ

まどかぴあ施設工事のお知らせ

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　上半期ラインナップ
文化芸術振興

期　日 イベント

5/16（土）・5/17（日）まどかぴあミニシアター

6/26（金） 3歳からの “ 五感 ” でたのしむ打楽器体験

6/27（土） 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～

6/28（日）～7/12（日）第12回大野城まどかぴあ
　版画ビエンナーレ（展覧会）

7/19（日） ティータイムスペシャルコンサート

7/26（日） 大野城和太鼓フェスティバル

8/30 （日） 大野城市民劇団迷子座定期公演

9月 ティータイムスペシャルコンサート

毎月1回（4,5月を除く）シネマランド

毎月1回（7,9月を除く）ティータイムコンサート

工事時期（予定） 工事内容
4月1日（水）～5月31日（日） 大ホール舞台照明設備更新工事
10月中旬～12月上旬 屋上防水改修工事
10月下旬～12月上旬 大・小・多目的ホール空調設備改修工事
12月下旬～2021年1月上旬 大・多目的ホール音響設備更新工事

生涯学習センター
開催月 イベント

4 月

・はじめてのプログラミング教室
・お気軽ビストロ料理　・ひらがなのお稽古
・はじめての刺し子
・なかよし家族のベビーマッサージ

5 月

・スマホ講座　・楽しいギター　・水引アート
・ゴスペルを歌おう！　・背骨コンディショニング
・太極拳で心も体もリラックス
・かぎ編みのがま口ポーチ作り

6 月

・和菓子作り
・選べる香りのアロマ虫除けスプレー
・夏かごバッグを作ろう　・冷茶のおいしいいれ方
・梅しごと～梅漬け・梅シロップ作り～
・茶懐石

7 月

・はじめての曼荼羅アート体験
・アジア農家のタイ料理　・刺し子のコースター
・手彫りで木のスプーン作り
・夏を楽しむ幸せメイク　・正しい歩き方レッスン

図書館
期　日 イベント

4/25（土） 第14回図書館子どもまつり～子ども読書の日記念事業～

7/18（土） わくわくおはなし会 夏休みスペシャル「夜ばなし」

7/25（土） 紙のどうぶつえん 夏休み教室

8/9（日） 第42回 親子読書会

管理課
期　日 イベント

7/18（土） おとなの楽校 １時間目

8月 バックステージツアー

9/12（土） おとなの楽校 ２時間目

※日程および内容などは変更になる場合があります。

男女平等推進センター
期　日 イベント

5/9（土）
男女共同参画条例制定記念講演会
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～

5/15（金）～8/11（火） 再就職チャレンジ講座

6/8（月）・6/15（月） プチ起業実現セミナー

7/25（土） アスカーラ夏まつり

7月～8月
託児サポーター養成講座

アスカーラ子育て講座（仮）

7月～3月 生き生きと輝く女性応援事業

8月～11月 大野城市男女共生講座

kanri
中止スタンプ

kanri
中止スタンプ



グランド

先・特 先行
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「先行」…先行販売あり
「特別」…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。

文化芸術振興

3 アテナ　2020年4月号 2アテナ　2020年4月号

ＷＥＢ

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～
美しい音色の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。
＜プログラム＞　
加藤訓子／ルーツ・オブ・マ・リンバ　　加藤訓子編曲／アメイジング・グレイス
J.S. バッハ／無伴奏チェロ組曲第３番　　ヤニス・クセナキス／ルボン a.b.　ほか
※プログラムは変更になる場合があります。

三井住友海上文化財団 ときめくひととき 第869回

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～

●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）

チケット
取扱い

MUSIC

６月27日
（土）

【時間】14:00開演 /13:30開場
【出演】加藤 訓

くに

子
こ

（パーカッション）
【会場】大ホール（1階）全席指定
【料金】 一般1,000円
　　  （グランド会員 : 一般 800円）
　　  高校生以下 500円
　　  ※各券当日500円増
　　  ※未就学児入場不可

３歳からの “ 五感 ” でたのしむ打楽器体験
がっきをみて、きいて、さわってみよう！
こどもたちがログドラム（木の楽器）
を演奏できるコーナーを設けた、音
や音楽の面白さを体感できる体験付
きコンサートです。

【日時】6月26日（金）
　　　15：00開演 /14：30開場 ※1時間程度（休憩なし）

【出演】加藤 訓
くに

子
こ

（パーカッション）
【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）
　　　こども（3歳～就学前）無料 ※要入場券
　　　※おとな券当日500円増 ※２歳以下のご入場はご遠慮ください。
　　　※チケット取扱いは、まどかぴあのみ。発売日は左記同様。
　　　※託児あり。6月19日（金）までに要予約。

※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

©Michiyuki Ohba

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ることを目的に、幅広く
優れた作家を見出すための公募展を開催します。
募集要項は、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。

第12回大野城まどかぴあ版画ビエンナーレ いよいよ募集開始！

◎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）

　佐藤 陽子（大野城まどかぴあ名誉館長）



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　2020年4月号

生涯学習センター

アテナ　2020年4月号

※ 7月、9月はティータイムスペシャルコンサート（有料）を開催するため、通常のコンサート（第4木曜日）は開催いたしません。

今後のティータイムコンサート（予定）

4月はチェロとコントラバスによるコンサートをお届けします。

令和2年度のテーマ

「世界の音楽」
世界の国々にゆかりのある音楽や作曲
家などを中心としたプログラムでお届
けします。
音楽で世界をめぐるひとときをお楽し
みください。

4月23日
（木）

【出演】中村 充
みつる

（チェロ）、伊藤 珠
じゅ

里
り

（コントラバス）
【時間】12：15 ～ 12：45　　【会場】ギャラリーモール（1階）入場無料

MUSIC

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

中村 充
（チェロ）

伊藤 珠里
（コントラバス）

ティータイムコンサート Vol.283

博多座六月公演「六月博多座大歌舞伎」を半額で観劇できます。
【出 演 者】尾上 菊之助　ほか
【演　　目】①11:00　羽衣、御浜御殿綱豊卿、身替座禅 　②16:00　傾城反魂香、与話情浮名横櫛、高坏
【日　　時】①11：00の回　6月4日（木）・5日（金）・6日（土）・8日（月）・14日（日）・15日（月）・22日（月）
　　　　　②16：00の回　6月4日（木）・7日（日）・9日（火）・13日（土）・23日（火）

【料　　金】9,000円（通常18,000円）　※取扱い手数料として、1枚の場合は400円（2枚の場合は700円）と振替手数料がかかります。

【定　　員】各公演100名　※応募者多数の場合は抽選

【申込方法】ハガキに「希望公演日時（1通1公演のみ）、参加人数（2人まで）、郵便番号、住所、氏名、年齢、電話番号」を明記して郵送。
【申込期限】 4月10日（金）消印有効　※当選者のみ通知（4月17日（金）頃発送予定）

【申 込 先】〒810-8799　日本郵便㈱福岡中央郵便局留「市民半額会」宛
【問合せ先】公益社団法人 日本演劇興行協会 市民半額会事務局　TEL 092-751-8258（平日10時～ 18時）

博多座 市民半額観劇会

No. 開　催　日
Vol.284 5月28日（木）
Vol.285 6月25日（木）
Vol.286 7月※
Vol.287 8月27日（木）
Vol.288 9月※

まどかぴあミニシアター
【会場】小ホール(2階)全席自由
【料金】施設利用券1枚300円（日時指定）

※施設利用券は指定日時に限り有効です。
　シネマランドの施設利用券・回数券は利用できません。
※未就学児入場不可。

発売日
グランド会員　4月16日（木）
W E B 会 員　4月22日（水）
一　  　　般　4月23日（木）

各日10:00～

●まどかぴあチケット
取扱い

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…

①10:00～11:29
②14:00～15:29
（各回30分前開場）

【時間】
CINEMA

（土）

©日活

監督： 野村 孝
出演： 橋 幸夫、吉永 小百合、浜田 光夫 ほか

1962 年に日本レコード大賞を受賞したデュエット楽曲の映画化。
東京下町の工場地帯を舞台に、若者たちの恋や友情をさわやかに
描いた黄金青春巨編。

1962年/日本/89分
「いつでも夢を」5月16日

①10:00～11:42
②14:00～15:42
（各回30分前開場）

【時間】
CINEMA

（日）

監督： ジーン・ケリー、スタンリー・ドーネン
出演： ジーン・ケリー、デビー・レイノルズ、ドナルド・オコナー ほか

ジーン・ケリーが雨の中で踊る名シーンで知られる傑作ミュージ
カル。無声映画からトーキーへと転換期を迎えたハリウッドを舞
台に、人気スターたちのロマンスを描く。

1952年/アメリカ/102分
「雨に唄えば」5月17日

お知らせ 大ホールの改修工事に伴い、4月・5月のシネマランドはお休みします。

協賛：安東歯科医院、株式会社東洋ナビックス、1st.hair

kanri
中止スタンプ
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短期講座 ４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）
※受付開始時は混み合います。ご了承ください。

スマホ講座①② 楽しいギター

ゴスペルを歌おう！水引アート　

太極拳で心も体もリラックス①②背骨コンディショニング①②

【日　程】5月11日（月）・15日（金）・18日（月）・
　　　　22日（金）（全4回）

【時　間】①10:00 ～ 12:00　②13:30 ～ 15:30
【定　員】各20名  【受講料】各3,600円
【講　師】置鮎 正則

【日　程】5月11・18・25日、6月1日（月）（全4回）
【時　間】①10:00 ～ 11:00　②11:10 ～ 12:10
【定　員】各6名　※レベルに合わせて上記時間帯に分かれます。

【受講料】各4,800円
【講　師】平田 知之（ギタリスト）

【日　程】5月14・21日、6月4・11日（木）（全4回）
【時　間】13:30 ～ 15:30
【定　員】20名  【受講料】4,400円
【講　師】吉住 さと子（Ｐ＆Ｐゴスペル主宰）

【日　程】5月13・27日（水）（全2回）
【時　間】10:00 ～ 12:30
【定　員】16名  【受講料】2,200円
【材料費】2,800円 【講　師】吉田 忍

【日　程】①5月22日（金）　②5月23日（土）
【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）

【日　程】5月22・29日（金）（全2回）
【時　間】10:00 ～ 12:30
【定　員】12名　【受講料】2,400円 
【材料費】700円
【講　師】今林 葉子

【日　程】①5月15日（金）　②5月21日（木）
【時　間】19:00 ～ 21:00
【定　員】各14名  【受講料】各1,200円
【講　師】谷山 友紀（背骨コンディショニングインストラクター）

①スマホ超初心者講座
スマートフォンの基本から
学ぶ講座です。スマートフォ
ンを買ったけど、慣れてい
なくてうまく使えないとい
う「超初心者」の方におすすめです。
②スマホ活用講座
スマートフォンの操作に慣れてきたので、もっとい
ろいろ活用してみたいという方向けの講座です。

「初めて触れる」初心者の方
から、「久しぶりに弾きたい」
趣味の方まで、第一線で活
躍するプロのギタリストが
レベルに合わせて丁寧に教
えます。まずはチャレンジしてみませんか。
＜予定曲目＞

エリッククラプトン「wonderful tonight」、スピッツ「チェリー」等

※その他レベル別カリキュラム

癒しの音楽、元気のでる音楽と
して注目されているゴスペルを、
た く さ ん の 人 と 一 緒 に 楽 し く
歌ってみませんか。

約50種類のカラフルな水引の中
からお好きな色を選んで、チャー
ムやイヤリングなどのアクセサ
リーを作ります。不器用さんで
も大丈夫！今回は相生結びと玉
結びを学びます。

① ゆっくり呼吸すること、姿勢を整え
ることを意識して運動します。

② 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。

基本の細編みと鎖編みでぐるぐる編んで、小銭入れ
などにぴったりながま口ポーチを作ります。革底を
使うので初心者でも簡単にチャレンジできます。

背骨の歪みを整えて姿勢を美
しくするだけでなく、さまざ
まな体の不調を改善していき
ます。猫背、肩こり、頭痛、
腰痛、膝痛、内臓の不調など。
どなたでも参加できます。
※医療を目的とした行為ではありません。

※イメージ※作品例

※イメージ

※作品見本

※イメージ

※イメージ ※イメージ

かぎ編みのがま口ポーチ作り



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
　　　　　                                               （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　

モバイルサイトはこちらから
                    （ 土）10:00～19:00 
http://www.madokapialibrary.jp/
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（金）10:00～20:00　

企業のための男女共同参画事業 企業・事業者向けセミナー

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

アスカーラでは、男女共同参画についての認識を深めてもらうために、次のテーマ等で、事業所等に出向いて企業セミ
ナーを実施しています。
今こそ！「経営戦略」の一つとして、本気で「ワーク・ライフ・バランスの推進」をしてみませんか！！

【テーマ例】
　・ハラスメント（セクハラ・パワハラほか）
　・企業における女性の参画
　・働き方改革 など

※各日、12:00～13:00は昼休憩です。 ※時間割は予定です。

日程・会場 時　間 内　容

1
日
目

6月8日（月）
301会議室（3階）

10:00～12:00
①公開講座

「はじめての青色確定申告」

13:00～14:30 ②プチ起業について

2
日
目

6月15日（月）
301会議室（3階）

10:00～14:30

③ 自分の強みを生かした
アイディアづくり

どんな事業が成功する？
営業・PR 等

3
日
目

11月21日（土）
303会議室（3階）

10:00～12:00 ④交流会

【講　師】①博多税務署職員（特別記帳指導官）

　　　　②～④松永 幸子（合同会社ハロー 代表）

【対　象】①どなたでも受講可能

　　　　 ②～④起業を考えている女性、

　　　　起業して間もない女性

【受講料】①は無料公開講座

　　　　②～④通して500円

【定　員】①は40名（申込先着順）

　　　　②～④は30名（申込先着順）

【対象】 大野城市内に事業所や工場がある企業
【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。

【申込方法】4月2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開始

例えば

ワーク・ライフ・バランスに関する企業セミナーの実施

社員一人一人が働きやすい環境づくりの実践

人材の定着・生産性の向上
社員のモチベーションのアップ

ワーク・ライフ・バランスの実現！



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
　　　　　                                               （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　

モバイルサイトはこちらから
                    （ 土）10:00～19:00 
http://www.madokapialibrary.jp/

7 アテナ　2020年4月号 6アテナ　2020年4月号

（金）10:00～20:00　

【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）

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）

にこにこふれあいひろば
赤ちゃん向けのお部屋です。
【会場】304会議室（3階）

【会場】301会議室（3階）

わくわくおはなしひろば

第14回 図書館子どもまつり

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。

毎週火曜日　10:30～11:00
【場所】キッズルーム（3階）

第３土曜日　10:30～11:00
【場所】図書館内おはなしのへや

ぴよぴよのへや（0歳児・妊婦対象）
4月7日・21日

よちよちのへや（1～2歳児対象）
4月14日・28日

0～2歳児対象
4月18日

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　 
4月4日・18日

小学生以上対象　
4月11日

としょかんのおはなし会

おひざで
だっこ

土曜日の
おひざで
だっこ

わくわく
おはなし

会

移動図書館「わくわく号」巡回日程表
10:00より整理券配布・定員30組

（妊娠中の方もぜひどうぞ！）

市内4カ所のコミュニティセンターに返却ポストを設置し
ています。ぜひご利用ください。
●返却できる資料
　まどかぴあ図書館の本・雑誌
　※  CD・他の図書館の資料は、破損のおそれがあるため、返却できません。

●返却できる時間
　 各コミュニティセンターの開館時間　午前9時～午後9時
　※コミュニティセンター休館日は返却できません。

●回収日
　各曜日の移動図書館車巡回日

コミュニティ
センター 回収する曜日 回収する時間

南・中央 毎週　月曜日・木曜日 午前11時、または午後4時ごろ
北・東 毎週　火曜日・金曜日 午後4時ごろ

※ 返却ポスト投函後、回収までは「貸出中」の状態です。投函した日時によっては、　
延滞になる場合もあります。

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！

返却ポストのご案内

4月の巡回

曜日 日 午　　前 午　　後
10:30～11:15 11:30～12:00 14:00～14:45 15:15～16:00

月

6日
20日

中央コミュニティ
センター

中央
デイサービス

石坂公園
（月の浦幼稚園横）

南ヶ丘2区
公民館

13日
27日

南コミュニティ
センター

障がい者
支援センター

まどか・ゆいぱる
釜蓋公民館 中公民館

火
7日

21日
下大利団地

公民館 山田公民館 栄町公民館

14日
28日 仲島公民館 畑詰公民館 巡町公園

（川久保2丁目）

木

9日
23日

大野3号公園
（東大利公民館横）

若草ふれあい公園
（若草2丁目）

南ヶ丘1区
公民館

2日
16日
30日

牛頸公民館 上大利
公民館

つつじヶ丘
公民館

金
10日
24日 乙金公民館 悠生園

デイサービス 乙金東公民館 乙金台公民館

3日
17日

平野台ふれあい公園
（平野台公民館横）

老松神社
（下大利公民館前）

小田浦公園
（月の浦4丁目）

※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。

kanri
中止スタンプ

kanri
中止スタンプ



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 167台（平日の短時間駐車スペース除く）、立体284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

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。

・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～　発売開始！
・短期講座　受講生募集！
・プチ起業実現セミナー　受講生募集！
・第14回　図書館子どもまつり

・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～　発売開始！
・短期講座　受講生募集！
・プチ起業実現セミナー　受講生募集！
・第14回　図書館子どもまつり
※掲載記事は３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）※掲載記事は３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）

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

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（。満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。託児

8アテナ　2020年4月号

大野城まどかぴあ 情報誌

～つどい ふれあい はばたく～

アテナアテナ VOL.VOL.286286
2020202044

P5

P3

P6

P7

※

まどかぴあ休館日のお知らせ
4月1日（水）、15日（水）

新型コロナウイルスの感染拡大状況によっては、今後のスケジュールが変更になる場合がございます。
最新情報はホームページ等をご確認ください。ご理解とご協力をお願いいたします。

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

4/11
（土）

ふれぶんシネマ倶楽部 「長いお別れ」
●施設利用料1枚300円 ※3歳以上有料 ●①10:00 ②14:00

6/14
（日）

春日市少年少女合唱団 第24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 TEL092-584-1111（代）
●500円 ※3歳以上有料　●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

4/1（水）

〜

5/17（日）

太宰府と鉄道展－想いをつなぐ時間旅行－
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（木）

〜

26（日）

文化ふれあい館　定期利用団体作品展2020
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

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

4/4（土）
9:00〜
電話受付

あなたもピアニスト！参加者募集
●実施日：5/1（金）、5/10（日）
●大ホール500円、多目的ホール（5/10のみ）200円
●11:00～12:00、13:00～19:00（予定）

5/17
（日）

音楽の楽しみ方講座スペシャル
九州シティフィルが贈る2大 B コンサート
～ベートーヴェン生誕250年　ジョン・レノン生誕80年に寄せて～
●一般2,000円ほか　※未就学児入場不可　●14:00

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

5/24
（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

5/31
（日）

ご存知 ! ど素人田舎芝居
劇団「やまもも」第33回定期公演

「喧嘩侍紅襷（けんかさむらいくれないだすき）」
●1,000円 ほか　●13:00

募集中
「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。

４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（木）
3（金）
4（土）

はじめてのプログラミング教室 3月号
掲載

4・18（土） わくわくおはなし会（幼児対象） P7

7・21（火） おひざでだっこ ぴよぴよのへや　
（0歳児対象） P7

8（水） アスカーラ共生フォーラム実行委員会　第1回 1月号
掲載

10、5/8、
6/12（金） お気軽ビストロ料理 3月号

掲載

11（土） わくわくおはなし会（小学生以上対象） P7

①13・20（月）
②21・28（火） ひらがなのお稽古①② 3月号

掲載

13・27、
5/11（月） はじめての刺し子 3月号

掲載

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

16（木） なかよし家族のベビーマッサージ 3月号
掲載

18（土） 土曜日のおひざでだっこ（0～2歳児対象） P7

23（木） ティータイムコンサート Vol.283 P4

25（土） 図書館子どもまつり P7

4月のチケット情報・募集申込情報
日付 イベント ページ

2（木） プチ起業実現セミナー受付開始 Ｐ6

8（水） 短期講座　受付開始 Ｐ5

14（火）

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～　グランド会員発売
※ WEB 会員は20日（月）～

P3

3歳からの　“五感”でたのしむ打楽器体験
グランド会員発売
※ WEB 会員は20日（月）～

P3

16（木） まどかぴあミニシアター　グランド会員発売
※ WEB 会員は22日（水）～ P4

21（火）

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～　一般発売 P3

3歳からの　“五感”でたのしむ打楽器体験
一般発売 P3

23（木） まどかぴあミニシアター　一般発売 P4




