
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。

・まどかぴあ市民大学「おとなの楽校」　チケット発売！
・短期講座　受講生募集！
・託児サポーター養成講座　受講生募集！
・読み聞かせボランティア入門講座　受講生募集

・まどかぴあ市民大学「おとなの楽校」　チケット発売！
・短期講座　受講生募集！
・託児サポーター養成講座　受講生募集！
・読み聞かせボランティア入門講座　受講生募集
※掲載記事は４月８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４月８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。
４月８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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まどかぴあ休館日のお知らせ
4月8日（水）～5月6日（水） 臨時休館

5月20日（水） 通常休館

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。

　　　  7/18（土）
アフガニスタンに命の水を
～中村哲医師・PMSと共に～
藤田 千代子

（ペシャワール会 PMS 支援室長）

　　　  11/21（土）
世界で愛されるコーヒー
後藤 直紀

（豆香洞コーヒーオーナー 焙煎士）

9/12（土）
アンちゃんからみるニッポン

アン・クレシーニ
（北九州市立大学准教授）

１時間目

２時間目

３時間目

４時間目 令和3年 1/16（土）
日本絵画の旅、海外との往還

山下 善也
（九州国立博物館客員研究員）

日本扌世界



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
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この度新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、4月7日
に緊急事態宣言が発令されましたので、全館臨時休館とさ
せていただきました。
ご利用いただいております皆さまには大変ご迷惑をおかけ
しておりますが、ご理解とご協力をよろしくお願いします。
※�最新情報は、まどかぴあホームページなどでご確認くだ
さい。

4月8日（水）～5月6日（水）

新型コロナウイルス感染症が拡大する中で、皆さま不安な日々をお過ごしのことと存じます。

日頃よりまどかぴあをご利用いただいております皆さまには、事業の延期や中止などで大変ご迷惑をおか

けいたしておりますことを心よりお詫び申し上げます。

令和2年度のスタートとともに新しい事業に取り組むべく職員一同張り切っておりましたが、苦渋の決断

を迫られる日々でございます。今後も、状況の変化によって更に事業の延期や中止などが考えられますが、

各事業の実施などにつきましてはホームページなど様々な方法でお知らせして参りますので、よろしくお

願い申し上げます。

臨時休館のお知らせ

まどかぴあから、お詫びとお願いです

令和２年７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。

まどかぴあ契約職員募集

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。

託児

【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　※友の会先行発売・割引は対象外

託児：各回の開催日
　　　8日前17:00が
　　　締切です

チケット
取扱い

●まどかぴあ
総合案内

令和２年度のラインナップが決定しました！今回は、「日本 ⇄ 世界」をテーマに、世界からみた日本、日本からみた世界に
ついて、楽しく学べる４つの講座をお届けします。どうぞ、ご期待ください。

※日程及び講師などは変更になる場合があります。

チケット発売日（全講座）
5月26日（火）
10:00～

１時間目

２時間目

３時間目

４時間目

7月18日（土） 藤田 千代子
ペシャワール会PMS支援室長

中村哲医師とペシャワール会やPMSの歩みと
これからの活動について

コーヒーの歴史、産地、楽しみ方について

和製英語を含めた日本語の不思議さについて

日本の近世絵画の歴史、世界の評価と発展について

アン・クレシーニ
北九州市立大学准教授

後藤 直紀
豆香洞コーヒーオーナー 焙煎士

山下 善也
九州国立博物館客員研究員

9月12日（土）

1月16日（土）

講　師日　程 内容（予定）

令和３年

11月21日（土）

車イス
まどかぴあ 市民大学　おとなの楽校

※今後の状況により変更になる場合があります。

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

kanri
各種変更

kanri
取消線

kanri
取消線

kanri
取消線

kanri
休館延長
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はグランド会員特典
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「先行」…先行販売あり
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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
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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～
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
MUSIC

６月27日
（土）

【期間】令和元年6月～令和2年2月
【実績】市内小学校9校　述べ53プログラム　
　　　約3,840名

【内容】�音楽（モンゴル音楽、邦楽、アフリカ音楽、
ペルー音楽）、美術（水彩画）、演劇（表現力
等の育成）、ダンス（身体表現）、狂言

３歳からの “ 五感 ” でたのしむ打楽器体験
マリンバの演奏を聴いたり、丸太をくり抜いたログドラム
（木の楽器）を奏でてみよう！
お子様と一緒に、コンサート鑑賞デビュー♪してみませんか。

【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。
　　　※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。
たくさんの力作を、お待ちしています！

第12回大野城まどかぴあ版画ビエンナーレ 締切迫る！

◎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）

まどかぴあでは、芸術文化の持つ力によって、子どもたちの豊かな感性や創造性を
育むことを目指し、平成２０年度から希望する市内の小中学校にアーティストを
派遣しています。
昨年度も多くの子どもたちに芸術文化に触れる “特別な出会い ”を届けました。

“ 芸術の時間 ” 事業レポート大野城まどかぴあアウトリーチ事業

モンゴル音楽

ダンス水彩画

邦楽

狂言

チケット発売中

●まどかぴあ総合案内
●まどかぴあホームページ
●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

【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

新型コロナウイルス感染拡大防止のため

　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～」

は中止します

新型コロナウイルス感染拡大防止のため

「第12回大野城まどかぴあ版画ビエンナーレ」
は中止します



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

臨時休館中の窓口受付は中止しています。

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
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5月28日
（木）
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

ティータイムコンサート

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。

チケット発売中 ●まどかぴあ総合案内
●まどかぴあホームページ

チケット
取扱い

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

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

CINEMA

（土）
６月13日

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/日本語字幕版
「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、

協賛：安東歯科医院、株式会社東洋ナビックス、1st.hair

5月のシネマランドはお休みします。

10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。

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。

Motion Picture Artwork © 2018 Lions Gate Entertainment Inc. All Rights Reserved.

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

©2000 COLUMBIA PICTURES FILM PRODUCTION ASIA LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

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

1999年/アメリカ・中国合作/89分

2017年/アメリカ/113分

「初恋のきた道」

「ワンダー 君は太陽」

時間 上映作品　

10:00

14:00

18:00

ワンダー 君は太陽
＜日本語吹替版（日本語字幕付き）＞

初恋のきた道 ＜日本語字幕版＞

ワンダー 君は太陽 ＜日本語字幕版＞

上映スケジュール（各回30分前開場）

3月に上映を予定していた外国
映画２作品をお届けします。
まどかぴあのボランティア「サポー
ターバンクぐるぐる」の皆さんが上
映作品を選びました。

「春、出発 ～たびだち～ 」特集ぐるぐるシネマ
企画

新型コロナウイルス感染拡大防止のため

5/28（木）「ティータイムコンサート」
は中止します

新型コロナウイルス感染拡大防止のため

5/16（土）・17（日）「まどかぴあミニシアター」
は中止します

新型コロナウイルス感染拡大防止のため

6/13（土）「まどかぴあシネマランド」
は中止します



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

臨時休館中の窓口受付は中止しています。

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　2020年5月号

生涯学習センター

アテナ　2020年5月号

短期講座 5月13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。

選べる香りのアロマ虫除けスプレー①②

冷茶のおいしいいれ方

和菓子作り①②

夏かごバッグを作ろう

梅しごと～梅漬け・梅シロップ作り～①②

【日　程】①5月28日（木）　②6月1日（月）
【時　間】10:30～ 14:00
【受講料】各1,100円　【定　員】各16名�
【材料費】各1,800円　【講　師】村上�二三（料理研究家）

【日　程】①6月2日（火）　②6月16日（火）
【時　間】10:00～ 11:30
【定　員】各16名� � 【受講料】各1,100円
【材料費】各800円
【講　師】奈木野�亜紀（ハーブのゆりかご代表）

【日　程】6月5日（金）
【時　間】10:00～ 11:30
【定　員】16名� � 【受講料】1,100円
【材料費】600円
【講　師】今村�由美�（日本茶インストラクター）

【日　程】①5月29日（金）　②6月4日（木）
【時　間】10:00～ 12:00
【定　員】各16名� � 【受講料】各1,100円
【材料費】各500円
【講　師】柳�賢祐（如水庵）

【日　程】6月4・11日（木）（全2回）
【時　間】10:00～ 12:30
【定　員】16名� � 【受講料】2,200円
【材料費】2,400円
【講　師】柴田�洋子

【日　程】①6月10日（水）　②6月16日（火）
【時　間】10:00～ 12:30
【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

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。
 ＜献立＞

暑い季節に気になる「虫対
策」として、アロマを使っ
てみませんか。さまざまな
用途にあわせて虫除けアロ
マを選び、自分でブレンド
できるオリジナルのアロマ
の虫除けスプレー作りをし
ましょう。

夏のおもてなしにおす
すめの玉露でいれる贅
沢な冷茶、冷たいほう
じ茶のいれ方をご紹介
します。さわやかな旬
の香り、新茶の季節。
新茶のいれ方や保存方法についてもお話します。
一緒に初夏のお茶時間を楽しみませんか。

福岡の老舗和菓子店、
如水庵より講師を招
いて季節の上生菓子
を作ります。自分で
作ったお菓子と抹茶
の試食もあります。

クラフトバンドをボンドで
貼ったり編んだりして、家
でも外でも活躍するかご
バッグを作ります。不器用
な方も大歓迎です！かご作
りの基本がぎゅっと詰まっ
た講座です。

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。

※イメージ

※イメージ

※イメージ

※作品例

※イメージ

向 付　　鯵と春キャベツの博多押し　黄味酢かけ　からし　ふのり　
ご 飯　　大豆入り茶飯
椀 盛 り　　卵豆腐　海老葛たたき　清し汁仕立て　笠目椎茸　じゅん菜　青柚子
焼きもの　　栗麩田楽　木の芽味噌　青唐
預 け 鉢　　飛龍頭　五三竹　ぜんまい　炊き合わせ　針生姜
強 肴　　いかと独活（ウド）　緑あえ
香のもの　　二、三種

※材料の都合で内容を変更する場合があります。

茶懐石 水無月のころの膳①②

madokapia001
中止

madokapia001
中止

madokapia001
中止

madokapia001
中止

madokapia001
中止

madokapia001
中止



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　

託児サポーター養成講座

キッズルームをご存知ですか

まどかぴあ主催のイベントや講座利用者のお子さんをお預かりする「託児サポーター」の養成講座で
す。子どもが好きな方、子育てを応援したい方、ぜひ託児サポーターとして活動してみませんか！

まどかぴあ3階には、たたみ敷きのキッズルームがあります。
広いお部屋に、楽しいおもちゃや絵本を準備して待っています。

※講座実施期間中に託児実習を行います。

回 日程・会場 テーマ・講師

1
7月7日（火）

10:00～12:00
303会議室（3階）

ボランティアで活き活きと！
　　講師：林田�スマ（大野城まどかぴあ館長）
受講生と託児サポーター会員との交流会

2
7月14日（火）
10:00～12:00
303会議室（3階）

子どもとの関わり方
　　講師：三原�詔子（福岡女子短期大学子ども学科准教授）

3

7月20日（月）
9:10～12:10
303会議室（3階）

子どもを守るための幼児安全法（幼児救急救命）
　　講師：日本赤十字社福岡県支部�幼児安全法担当職員

※いずれかの日程に必ずご参加ください
7月21日（火）
9:10～12:10
303会議室（3階）

4
8月3日（月）

10:00～12:00
多目的ホール（1階）

子どもがみている世界と生活している時間～発達を踏まえた子ども家庭支援～
　　講師：坂田�和子（福岡女学院大学人間関係学部子ども発達学科教授）

【定　　員】60名（申込先着順）※幼児救急救命は各日30名ずつ� 【受 講 料】無料
【申込方法】�5月7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

【開設】休館日以外の10：00～ 15：00（予約不要）
【対象】小学校就学前まで（保護者同伴）　　【費用】無料

�定期的な換気・消毒
実施しています

アテナ3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
「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！～」
⑤いますぐ使える！パソコンのコツ（Excel）（全5回）

（誤）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）
　　　　　　　　　　　　　　　　↓

（正）7月21日（火）・7月28日（火）・7月31日（金）・8月�7日（金）・8月11日（火）
以上、おわびして訂正します。

［おわびと訂正］ 

広いキッズルームでいっぱい遊ぼう！ ベビーカーのまま入れる授乳室もあります

kanri
注意書き



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　

毎週火曜日　10:30～20分程度
【場所】キッズルーム（3階）

ぴよぴよのへや（0歳児・妊婦対象）
5月5日・19日

よちよちのへや（1～2歳児対象）
5月12日・26日

毎週土曜日　15:00～15:30
【場所】図書館内おはなしのへや

第3・4土曜日　10:30～
【場所】図書館内おはなしのへや

幼児対象　�
5月2日・16日・30日

小学生以上対象　
5月9日・23日

0～2歳児対象
5月16日
※10:00より整理券配布・定員20組

幼児対象
5月23日

としょかんのおはなし会

おひざで
だっこ

わくわく
おはなし

会

土曜の
あさの

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！）

読み聞かせに興味をお持ちの方を対象とした講座です。
5月27日（水）は地域貸出文庫図書交換のため、
まどかぴあ図書館は休館します。

【時　　間】10:00～ 12:00（全3回）
【講　　師】香川�純子
【対　　象】�未経験者・読み聞かせを始めて3年以内

の方で3回の講座に全て参加できる方
【定　　員】20名（先着順）
　　　　　　�※�大野城市内で活動されている方、もしくは活動

予定の方を優先させていただきます。
【受 講 料】無料
【申込方法】5月18日（月）10:00から6月1日（月）18:00まで
　　　　　図書館カウンター・電話にて受付

新型コロナウイルス感染拡大状況により、中止又は延期となる場合がございます。
最新情報は図書館ホームページをご確認ください。

読み聞かせボランティア入門講座
受講生募集

図書館休館のお知らせ

5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

18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

11日 
25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

19日
下大利団地

公民館
山田公民館 栄町公民館

12日 
26日

仲島公民館 畑詰公民館
巡町公園

（川久保2丁目）

木

21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

14日 
28日

牛頸公民館
上大利
公民館

つつじヶ丘
公民館

金

8日 
22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

15日 
29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。

日　程 会　場 内　容

① 6月18日（木） 301
会議室

絵本の楽しさを子どもたちに
届けるために
～ 絵本の選び方と読み聞かせのコツ～

② 6月25日（木）
303

会議室

読み聞かせの実習

③ 7月6日（月） おはなし会を楽しくするために
～プログラム作りのコツ～

新型コロナウイルス感染拡大防止の

ため、としょかんのおはなし会は当

面の間中止します。

再開時期が決まりましたらお知らせ

いたしますので、図書館ホームペー

ジをご確認ください。

4月8日（水）～5月6日（水）の図書

館臨時休館にあわせて、移動図書館

車わくわく号を運休いたします。

今後の状況により運休期間は変更と

なる場合がございますので、図書館

ホームページをご確認ください。

kanri
延期



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。

・まどかぴあ市民大学「おとなの楽校」　チケット発売！
・短期講座　受講生募集！
・託児サポーター養成講座　受講生募集！
・読み聞かせボランティア入門講座　受講生募集

・まどかぴあ市民大学「おとなの楽校」　チケット発売！
・短期講座　受講生募集！
・託児サポーター養成講座　受講生募集！
・読み聞かせボランティア入門講座　受講生募集
※掲載記事は４月８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４月８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。
４月８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5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.287287
2020202055

P5

P2

P6

P7

※

まどかぴあ休館日のお知らせ
4月8日（水）～5月6日（水） 臨時休館

5月20日（水） 通常休館

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

7/31（金）

～

8/1（土）

第21回弥生の里音楽祭「やよいの里の音楽づくりワークショップ
～ノムさんと一緒にふれぶんのテーマ曲を25曲つくろう～」参加者募集
講師：野村誠（作曲家・鍵盤ハーモニカ奏者・ピアニスト）
申込期間 :6/6（土）～7/17（金） ※先着順 ●無料（要事前申込）

8/15
（土）

第21回弥生の里音楽祭
0才からのコンサート～親子で本格クラシックデビュー～
出演：深堀聖和（ピアノ）、野上幸子（ヴァイオリン）、稲吉えりな（オーボエ）
●一般1,500円ほか ※3歳未満膝上無料 ●11:00

8/22
（土）

春日市ふれあい文化センター開館25周年記念×第21回弥生の里音楽祭特別企画
横山幸雄×假屋崎省吾 ピアノと花の華麗なる世界
●一般5,000円 ●15:00

（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

開館次第

～

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

中止
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

延期
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

6/21
（日）

第35回記念名曲コンサート
～アスリートたちに捧ぐ歓喜の歌～
●全席指定 一般3,000円 ほか 　●15:00

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

中止 那珂川市少年少女合唱団　第7回定期演奏会
●500円※小学生以上有料 ●14:00

中止 那珂川どんたく「文化協会五月の祭典」
●入場無料　●9:55～17:00

中止
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

５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（土）・16（土）
・30（土） わくわくおはなし会（幼児対象） P7

5（火）
19（火）

おひざでだっこ�ぴよぴよのへや
（0歳児対象） P7

9（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～

3月号
掲載

9（土）
23（土） わくわくおはなし会（小学生以上対象） P7

11（月）・15（金）・
18（月）・22（金） スマホ講座①②　　 4月号

掲載

11（月）・18（月）
25（月）、6/1（月） 楽しいギター　　 4月号

掲載

12（火）
26（火）

おひざでだっこ�よちよちのへや
（1～2歳児対象） P7

13（水）
27（水） 水引アート　 4月号

掲載

14（木）・21（木）、
6/4（木）・11（木） ゴスペルを歌おう！　　 4月号

掲載

①15（金）
②21（木） 背骨コンディショニング①② 4月号

掲載

15（金）～29（金） 「ビジネススキルを身につける！」　
第1回～第4回

3月号
掲載

16（土）

まどかぴあミニシアター
「いつでも夢を」 P4

土曜のあさのおはなし会
（0～2歳児対象） P7

17（日） まどかぴあミニシアター
「雨に唄えば」 P4

①22（金）
②23（土） 太極拳で心も体もリラックス①②　 4月号

掲載

22（金）
29（金） かぎ編みのがま口ポーチ作り　 4月号

掲載

23（土） 土曜のあさのおはなし会
（幼児対象） P7

28（木） ティータイムコンサート P4

① 28（木）
②6/1（月） 茶懐石　水無月のころの膳①② P5

① 29（金）
②6/4（木） 和菓子作り①② P5

５月のチケット情報・募集申込情報
日付 イベント ページ

7（木） 託児サポーター養成講座　受付開始 P6

13（水） 短期講座　受付開始 Ｐ5

18（月） 読み聞かせボランティア入門講座
受付開始 P7

19（火） 第12回大野城まどかぴあ版画ビエンナーレ
応募締切 P3

26（火） おとなの楽校　一般発売 P2

中止

中止

中止

中止

中止

中止

中止

中止

中止

中止

中止

中止

中止

中止

中止

中止

中止

中止
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kanri
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