
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。

・シネマランド　８月より再開！
・短期講座　受講生募集！
・大野城市男女共生講座　受講生募集！
・おうちで楽しめる！図書館ホームページの紹介

・シネマランド　８月より再開！
・短期講座　受講生募集！
・大野城市男女共生講座　受講生募集！
・おうちで楽しめる！図書館ホームページの紹介
※掲載記事は６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６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。
6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7月号

大野城まどかぴあ 情報誌
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※

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。

まどかぴあ休館日のお知らせ
7月１日（水）、15日（水）

ティータイムスペシャルコンサートVol.19

和ジャズカルテット ＬＩＶＥ
～夏を迎える尺八ＪＡＺＺ～

【日　時】　7月19日（日） 14:00開演

【会　場】　大ホール（1階）全席指定

山崎 箜山
（尺八）

山下 暁平
（ベース）

上前 景志郎
（ドラム）

吉岡 かつみ
（ピアノ）



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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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。

普段見ることができない “ まどかぴあの裏側 ” を探検できるバックステージツアーを開催します。
まどかぴあを探検したあとは、当日開催のシネマランド（詳細は４ページ）をご覧いただけます。どうぞお楽しみに！

当館では、ご来館の皆さまに安心してご利用いただけるよう、衛生管理の強化と以下の感染防止策を実施していきます。

■感染防止策
・館内入口や窓を開放（窓がない部屋は、空調設備で換気しています）
・館内にアルコール手指消毒液を配置
・通常清掃に加え、カウンターや手すり等は除菌を実施
・カウンターに飛沫感染防止幕等の設置
・ソーシャルディスタンス（一定の距離）の確保

また、まどかぴあのホール棟は各種法令に基づいた空
調設備を導入しており、常時外気を取り入れ、屋内に
循環させた後に強制的に屋外に排出するなど、常に換
気を行える構造となっています。
定期的に運転状況の点検も行っており、皆さまに安心
してご利用いただけますよう、今後も快適空間の維持
に努めてまいります。

■お客様へのお願い
・ ご来館の際、マスク着用、咳エチケットや手洗い、手指消毒等のご協力をお願いいたします。
・ 発熱や体調が優れない方は、ご来館をお控えください。

皆さまのご協力とご理解のほど、よろしくお願いいたします。

まどかぴあぐるっと探検ツアー

まどかぴあの新型コロナウイルス感染防止策について

【時　間】14:00開演 /13:30開場
【会　場】
【授業料】500円（当日800円）　※未就学児入場不可

チケット
取扱いチケット発売中（1時間目のみ） ●まどかぴあ

　総合案内大ホール（1階）全席指定

まどかぴあ 市民大学　おとなの楽校
1時間目 7月18日（土）「アフガニスタンに命の水を～中村哲医師・PMSと共に～」

講師 藤田 千代子（ペシャワール会PMS支援室長）

託児

託児：各回の開催日
　　　8日前17:00が
　　　締切です

車イス

福岡出身の中村哲医師のこれまでの活動の内容や実績を含め、ペシャワール会やPMSの世界での活動内容等を、
映像を交えながらお話しします。
※PMS（Peace（Japan） Medical  Services＝平和医療団・日本）とは、総院長の中村哲医師が率いてきた現地活動を行う組織のことです。

※本年度のおとなの楽校は、鑑賞引換券・特別クーポンを利用できません。
※２～４時間目のチケット発売日は決まり次第お知らせします。

【日　　時】8月8日（土） ①11:00 〜 13:00　　②12:30 〜 14:30　
【対　　象】小学生 ※１〜３年生は保護者1名（18歳以上）の同伴が必要

【定　　員】各回小学生10名   ※ 応募多数の場合は抽選（７月22日頃にメール又は郵送にて参加可否等の連絡をいたします。）

【参 加 費】１人500円（同日開催のシネマランド施設利用券および保険料等を含む） ※保護者も参加費が必要です

【申込方法】メールに以下の内容を記入し送信
　①希望時間　②名前と学年（1 〜 3年生は保護者名も）　③郵便番号・住所　④電話番号
　⑤シネマランド「クルードさんちのはじめての冒険」の観覧希望回（10:00~、15:00~）

【申 込 先】madokakoubo@bb.csf.ne.jp  【申込締切】7月17日（金）
【お問い合わせ】大野城まどかぴあ管理課　電話092-586-4006（平日 9:00 〜 17:00）

まどかぴあの断面図

以下のＱＲコードを読み取り、
メールを送信すると便利です。

大ホール

小ホール

多目的ホール
大・小・

多目的ホール

給気

排気 排気

機械式
空調換気設備

外気
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「大野城和太鼓フェスティバル2020」
開催中止のお知らせ

令和２年度大野城市民劇団迷子座定期公演
開催中止のお知らせ

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、7月26日（日）
に開催を予定しておりました公演を中止いたします。出
演団体にとって、頑張って練習をした成果を発表する、
年に一度の大舞台でした。非常に残念ですが、命を守る
ためにはいたし方ありません。来年こそ大野城まどかぴ
あで皆さんにお会いできることを楽しみに練習に励みま
す。どうぞよろしくお願いします。

おおの大文字大鼓

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、8月30日（日）
に開催を予定しておりました公演を中止いたします。
当劇団は、今年結成35周年を迎え、団員一同、張り切っ
て練習をしておりましたが、話し合った結果、この状況
で公演を行うことは非常に難しいと苦渋の決断をいたし
ました。楽しみにしていただいていた皆さんには非常に
申し訳ないのですが、どうぞよろしくお願いします。来
年度、まどかぴあの舞台で皆さんに良い芝居をお見せで
きるようこの一年稽古いたします。2021年笑顔でお会
いしましょう。 大野城市民劇団迷子座

共催事業 共催事業

昨年の公演の様子 昨年の公演の様子

〈新型コロナウイルス感染防止のために〉
・密接を防ぐため、お一人ずつ間隔をあけてお座りいただきます。（全席指定）
・発熱や体調が優れない方は、ご来場をお控えください。公演当日、検温を行う場合があります。
・ご来場の際は、マスク着用、咳エチケットや手洗いをお願いします。マスク等を着用されていない場合、ご入場をお断りさせていただきます。

「和ジャズカルテット LIVE ～夏を迎える尺八 JAZZ ～」
尺八とピアノトリオというカルテット編成
で、スタンダードナンバーはもちろん、和
洋の名曲や民謡などをジャズのアレンジで
お楽しみください。

7月19日
（日）

【時間】14:00開演 /13:30開場
【出演】山

やま

崎
さき

 箜
こう

山
ざん

（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）
【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：800円） ※各券当日200円増　※未就学児入場不可

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

ティータイムスペシャルコンサート Vol.19（Vol.284） 

山崎 箜山
（尺八）

山下 暁平
（ベース）

上前 景志郎
（ドラム）

吉岡 かつみ
（ピアノ）

〈チケット取扱い〉
●まどかぴあ総合案内（受付時間　9:00 〜 21:00）
●まどかぴあホームページ　※インターネット予約は、事前に WEB 会員（無料）への登録が必要です。
●ローソンチケット（L コード：81755）

※注1 密集を避けるため、発売初日はいずれもまどかぴあ総合案内での窓口販売は行いません。7/1（水）は休館日です。

種　別 発売期間
販売方法

まどかぴあ ローソン総合案内窓口 TEL WEB
グランド会員先行 6/23（火）10：00 ～ 6/29（月）23:59 ●※注 1 ● ●

WEB 会 員 先 行 6/29（月）10：00 ～ 6/29（月）23:59 ●

一     般 6/30（火）10：00 ～ ●※注 1 ● ● ●



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）9:00～19:00 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
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生涯学習センター

アテナ　2020年7月号

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、
　受講の際はマスク着用等のご協力をお願いします。

協賛：安東歯科医院、株式会社東洋ナビックス、1st.hair

（各回30分前開場）

【時間】CINEMA

（土）

まだ文明が発達していない原始時代。洞窟に住むクルー
ド一家は、父グラグの「外の世界に出てはいけない」と
いう教えを守り、ほとんど外には出ずに暮らしていた。
ところがある日、天変地異が起こって洞窟が崩壊！家を
失った彼らは、新たな居場所を見つけるため、初めて外
の世界へ出ることに。未知なる世界に踏み出した原始人
家族の驚きと不思議に満ちた冒険が始まった！

■客席について
・密接を防ぐため、人数を制限し、間隔をあけてお座りいただきます。
・大ホール客席は飲食禁止です。

■施設利用券について
・施設利用券は、年齢にかかわらずお一人様１枚必要です（未就学児入場不可）。
・満席の場合は、施設利用券をお持ちの場合でもご入場いただけません（各回定員100名程度）。
・有効期限が2020年3月～2021年2月までの施設利用券をお持ちの方は、有効期限を2021年3月まで
延長いたします。

〈新型コロナウイルス感染防止のために〉
・発熱や体調が優れない方は、ご来場をお控えください。開催当日、検温を行う場合があります。
・ご来場の際は、マスク着用、咳エチケットや手洗いをお願いします。
　マスクを着用されていない場合、ご入場をお断りさせていただきます。
・万一、感染が発生した場合に備え、入場時に来場者名・連絡先等をお知らせいただきます。
・入場に時間を要する場合がございますので、時間に余裕を持ってご来場ください。

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、7月のシネマランドはお休みします

2013年/アメリカ/99分/各回日本語吹替版
「クルードさんちのはじめての冒険」

８月８日

監督・脚本：クリス・サンダース、カーク・デミッコ
声の出演：朴璐美、てらそままさき、さとうあい、野沢雅子、小野大輔 ほか

①10:00～11:39
②15:00～16:39

シネマランド
【会         場】大ホール（1階）全席自由／各回定員100名程度
【施設利用券】1枚300円・4枚回数券1,000円　　　　　　　  
　　　　　　　  ※事前予約不可。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

※10時の回のみ、日本語字幕を付けて上映。

Packaging Design ©2018 Universal Studios. All Rights Reserved.



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）9:00～19:00 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
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生涯学習センター

アテナ　2020年7月号

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、
　受講の際はマスク着用等のご協力をお願いします。

短期講座 7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。

※イメージ

※イメージ

※作品例

【日　程】①7月21・28日（火） ②7月27日、8月3日（月）
【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）

【日　程】7月27日、8月3・17・24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】7月30日、8月6日（木）（全2回）
【時　間】10:00 〜 12:30 【定　員】16名 　　【受講料】2,200円
【材料費】2,800円  【講　師】吉田 忍

【日　程】①7月28日（火） ②8月4日 ( 火 )
【時　間】19:00 〜 21:00  【定　員】各10名 【受講料】各2,000円
【教材費】各200円（練習問題希望の方のみ）   【講　師】宮本 恭子

＜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

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。

初心者の方は、簡単なコードで弾ける曲にチャレンジします。経験者の方は、ニュアンスをつけた
演奏法や曲に合わせたアドリブソロなど、一歩進んだ内容を学びます。現役プロのギタリストがレ
ベルに合わせて丁寧に教えます。

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。

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。
※パソコンは持ち込みください。（貸出も可能です）

ペン習字①②

楽しいギター

水引アート

パソコン勉強室①②



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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※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、
　受講の際はマスク着用等のご協力をお願いします。

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、
　来館の際はマスク着用等のご協力をお願いします。

大野城市男女共生講座
毎年大好評の男女共生講座が今年も8月からスタートします！
毎回素敵な講師をお迎えして、様々な分野からみなさんの好奇心を刺激します。
お気軽にご参加ください！

結婚・出産・育児・介護などの理由で退職し再就職をめざす方や、仕事能力のスキルアップをして再就職や転職を有利
にしたい方のための講座です。今回はコンピュータを使って製図を行う CAD ソフト「JW-CAD」の講習会です。
建築などの設計製図だけでなく、看板・チラシ・衣服・名刺などのデザインにも活用できます。

※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人を対象に受講料の一部助成制度があります。
　詳しくは男女平等推進センター（092-586-4030）へお問い合わせください。

※性別・年齢・居住地は問いません

回 日　程 詳　細

1 8月18日（火） 主夫と文学賞と私～大野城市のスゴイ人発見！～
　日巻 寿夫 （主夫）　　　※まどかぴあ館長林田スマとの対談形式（一部）

2 9月17日（木） 定年後の生き方～お金に振り回されない方法教えます！～
　白浜 仁子 （fp フェアリンク株式会社 代表取締役）

3
①10月22日（木）
②10月27日（火）

館外研修～シャボン玉石けん スタディツアー～
　訪問先：シャボン玉石けん本社工場（北九州市若松区南二島）、他

4 11月26日（木） レイチェル・カーソンをご存知ですか？～環境問題と SDGs ～
　多田 満 （国立研究開発法人国立環境研究所 生物・生態系環境研究センター シニア研究員）

【時　　間】10:00 〜 12:00 （館外研修のみ 8:45 〜 15:30を予定）
【受 講 料】無料 （館外研修のみ別途必要）  【会　場】多目的ホール（1階）
【定　　員】36名 （館外研修のみ 各日18名予定）　※申込先着順（館外研修のみ定員を超える場合は抽選）
【申込方法】7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
※第3回の館外研修の申し込みは、第1回の講座終了後に受け付けます。　なお、館外研修のみの参加はできませんので、ご了承ください。

【日　　時】8月24日（月）〜 9月7日（月）（全5回　月・木曜日）　18：30 〜 21：30
【受 講 料】8,000円（テキスト代・資料代含む） 　※商工会員の場合は5,000円
【講　　師】竹中 ひとみ（有限会社アキラ企画）
【会　　場】202会議室（2階） 【定　員】10名（申込先着順）
【申込条件】パソコン持ち込み可能な方

【申込方法】郵送または FAX にて受付　　※ ①郵便番号 ②住所 ③氏名 ④電話番号 ⑤パソコンでの文章入力経験の有無をご記入のうえ 
「JW-CAD 初級講座」係までお申し込みください。

【申込期間】7月15日（水）から7月31日（金）まで
【申 込 先】大野城市商工会　〒816-0932 大野城市瓦田2-6-12　電話：092-581-3412　FAX：092-581-3703

スキルアップのための資格取得講座 共催事業実践！ JW-CAD 初級講座

主催：大野城市商工会

[ 再開・変更・中止のお知らせ ]
◆7月より通常の相談事業を再開いたします。
◆以下の講座は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、日程・会場・定員などを変更いたします。
　・再就職チャレンジ講座　・託児サポーター養成講座　・アスカーラ子育て応援講座　・プチ起業実現セミナー
◆以下のイベントは、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止いたします。
　・アスカーラ夏まつり
その他の講座・イベントも新型コロナウイルス感染拡大状況により、中止・延期・変更となる場合がございます。
最新情報はホームページをご確認ください。みなさまのご理解とご協力をお願いいたします。
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※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、
　受講の際はマスク着用等のご協力をお願いします。

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、
　来館の際はマスク着用等のご協力をお願いします。

移動図書館「わくわく号」
巡回日程表

としょかんのおはなし会

おうちで楽しめる！図書館ホームページの紹介

7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

 13日
27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

6日
20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

 14日
28日

下大利団地
公民館 山田公民館 栄町公民館

7日 
21日 仲島公民館 畑詰公民館 巡町公園

（川久保2丁目）

木

2日
16日
30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

9日 牛頸公民館 上大利
公民館

つつじヶ丘
公民館

金

3日 
17日
31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

10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。

【中止のお知らせ】
毎年夏に開催していた以下のイベントは、新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止いたします。
・わくわくおはなし会　夏休みスペシャル「夜ばなし」
・紙のどうぶつえん夏休み教室
・親子読書会 楽しみに待っていたみなさん、ごめんなさい。

またいろいろなイベントを企画していきますので
楽しみに待っていてください。

現在、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため
以下のおはなし会を中止しています。
開催の時期につきましてはホームページ等でお知ら
せいたします。

ご自宅で読み聞かせをしませんか？
図書館ではおすすめの絵本、季節にあわせた絵本
などをご紹介しています。ぜひご利用ください。

図書館のホームページでは大人も子どもも楽しめるリンク集や遊びを紹介しています。リンク集でおうち
での勉強がはかどることまちがいなし。勉強のあとはめいろやぬりえで楽しい時間をすごしてください！

≪掲載内容≫
●おはなしをたのしもう！
　読みきかせや無料で読める本のサイトを紹介しています
●のぞいてみよう！学んでみよう！
　デジタル図鑑など学習にやくだつサイトのリンク集です
●つくってみよう！あそんでみよう！
　めいろやぬりえ、工作を紹介しています

◆おひざでだっこ　10:30〜
【場所】キッズルーム（3階）
第1・3・5火曜日　ぴよぴよのへや（0歳児・妊婦対象）
第2・4火曜日　よちよちのへや（1〜2歳児対象）

 ◆わくわくおはなし会　15:00〜
【場所】図書館内おはなしのへや
第1・3・5土曜日　幼児対象
第2・4土曜日　小学生以上対象

◆土曜のあさのおはなし会
第3・4土曜日　10:30〜

【場所】図書館内おはなしのへや
第3土曜日　0〜2歳時対象
第4土曜日　幼児対象　



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。

・シネマランド　８月より再開！
・短期講座　受講生募集！
・大野城市男女共生講座　受講生募集！
・おうちで楽しめる！図書館ホームページの紹介

・シネマランド　８月より再開！
・短期講座　受講生募集！
・大野城市男女共生講座　受講生募集！
・おうちで楽しめる！図書館ホームページの紹介
※掲載記事は６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６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。
6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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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.289289
2020202077

P5

P4

P6

P7

※

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。

まどかぴあ休館日のお知らせ
7月１日（水）、15日（水）

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

随時募集
ふれあい文化サークル 受講生募集
皆様の生きがいづくりを応援する様々な講座を開講しています。
※詳しくはお問い合わせください

随時募集
春日市ふれあい文化センター文化活動ボランティア
ふれぶん登録サポーター　メンバー募集
※詳しくはお問い合わせください

（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

開催中～
7/19（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
●入場無料　●9:00～17:00

募集中

夏の子ども講座　受講生募集！ 
いきいき情報センターでは、親子（小学生）で体験できる「夏休み講座」
を企画しています。思い出と作品作りに参加しませんか？講座内容や日
時・受講料など詳細はお問合せください。
場所：いきいき情報センター
電話：092-928-5000（9:00～21:30）　※毎月最終水曜休館

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

8/22（土）

音楽の楽しみ方講座 vol.1
筑紫野で感じるアジアの風 ～チェロとコントラバスの響き～
出演：中川幸尚 ( チェロ )、森田良平 ( コントラバス・ナビゲーター )
場所：多目的ホール (50席限定 )
●全席指定 一般1,000円ほか　※小学生以上入場可　●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

8/1（土）
ミリカ文化講演会「辰野勇 氏 講演会」
演題：「夢と冒険 アウトドア７つのミッション」
●入場無料（※要入場整理券）　●13:30

8/6（木） 上方落語福岡県人隊　ミリカローデン那珂川寄席
●一般1,500円ほか　●18:30

７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）
はじめての曼荼羅アート体験 6月号

掲載

アジア農家のタイ料理 6月号
掲載

3（金）
6（月）

13（月）
「自己分析講座」　第1回〜第3回 3月号

掲載

4（土）
18（土） わくわくおはなし会（幼児対象） P7

7（火）
10（金）

「いますぐ使える！パソコンのコツ（Word）」
第1回・第2回

3月号
掲載

7（火）
21（火）

おひざでだっこ ぴよぴよのへや
（0歳児・妊婦対象） P7

7（火）〜
21（火）、
8/3（月）

託児サポーター養成講座
第1回〜第4回

5月号
掲載

7（火）
21（火）

8/4（火）
刺し子のコースター 6月号

掲載

10（金） 手彫りで木のスプーン作り 6月号
掲載

11（土）
25（土） わくわくおはなし会（小学生以上対象） P7

14（火）
28（火）

おひざでだっこ よちよちのへや
（1〜2歳児対象） P7

①16（木）
②30（木） 夏を楽しむ幸せメイク①② 6月号

掲載
17（金）
20（月）
27（月）

「面接対策講座」　第1回〜第3回 3月号
掲載

18（土）
おとなの楽校１時間目 P2

土曜のあさのおはなし会（0〜2歳児対象） P7

19（日） ティータイム
スペシャルコンサート Vol.19 P3

21（火）
28（火） ペン習字① Ｐ5

21（火）〜31（金）
8/7（金）
11（火）

「いますぐ使える！パソコンのコツ（Excel）」
第1回〜第5回

3月号
掲載

25（土）
土曜のあさのおはなし会（幼児対象） P7

アスカーラ夏まつり 6月号
掲載

27（月）
8/3（月） ペン習字② Ｐ5

27（月）
〜8/24（月） 楽しいギター Ｐ5

① 28（火）
②8/4（火） パソコン勉強室①② Ｐ5

30（木）
8/6（木） 水引アート Ｐ5

30（木）
8/6（木）
20（木）

正しい歩き方レッスン 6月号
掲載

７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） 大野城市男女共生講座　受付開始 P6

8（水） 短期講座　受付開始 Ｐ5

中止

中止

中止

中止

中止

中止

中止

中止


