
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。

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。
8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）

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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※

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
9月2日（水）、16日（水）

※図書館は9月16日（水）～23日（水）の期間休館します。

※掲載記事は８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）※掲載記事は８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）
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演
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ご来館の皆様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ます。
ご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。

■感染防止策
・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
・出入口や窓を開放し換気を実施、ホール棟
や窓のない部屋は外気を取り入れた機械式
空気調和設備による換気を実施
・ソーシャルディスタンスの確保

■お客様へのお願い
・�ご来館の際は、マスクの着用をお願いします。
　マスクを着用されていない方の入場をお断りする場合があります。
・�咳エチケットや手洗い、手指消毒等のご協力をお願いします。
・�37.5度以上の発熱や体調が優れない方は、ご来館をお控えください。
イベントや講座等開催時に検温を行う場合があります。
・�感染拡大している国へ14日以内に訪問した方、高齢や基礎疾患を
お持ちで感染リスクを心配される方は、ご来館をお控えください。
・�万が一、感染が発生した場合に備え、連絡先等の提出をお願いする
場合があります。

まどかぴあの新型コロナウイルス感染防止策について



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［受付時間］10:00～21:00

※発売日は下記の専用ダイヤルにおかけください。
文化芸術振興
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ＷＥＢ

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。

10月中旬から12月中旬にかけて、大・小・多目的ホールの空調設備改修工事を行います。
施設の利用は可能ですが、冷暖房の利用ができません。
ご迷惑をおかけしますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

絵本などでお馴染みの2作品のミュージカル公演です。２つのおはなしの世界を、
劇場ならではの舞台美術、歌やダンスとともに味わってみませんか。

『3びきのこぶた／ノンタン みんなであそぼう！』
劇団飛行船マスクプレイミュージカル

【時間】午前の部　11:00開演／10:30開場
　　　午後の部　14:00開演／13:30開場
　　　●上演時間：1時間15分（予定）※休憩あり

【会場】大ホール（1階）全席指定／各回定員180名程度
　　　※密接を防ぐため、一組ずつ間隔をあけてお座りいただきます。

【料金】一般1,500円（グランド会員：1,300円）、団体1,400円（前売のみ）

チケット発売中
●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。

チケット
取扱い

PLAY

９月20日
（日）

※各券当日300円増
※3歳以上有料。ただし2歳以下のお子様でも座席を利用される場合はチケットが必要です。
※団体料金は保育園、幼稚園、育児サークルなどの団体が対象。詳しくはお問い合わせください。

©Sachiko�KIYONO�　偕成社

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

チケット
取扱い ●まどかぴあ総合案内

大ホール（1階）全席指定/ 定員120名程度

チケット発売中（2時間目のみ）

チケット
取扱い ●まどかぴあ総合案内

チケット発売日（3時間目のみ）
一般　10月15日（木）

  10：00～

まどかぴあ 市民大学　おとなの楽校

3時間目 11月21日（土）「世界で愛されるコーヒー」
講師 後藤　直紀（豆香洞コーヒーオーナー　焙煎士）

託児

託児：開催日8日前
　　　17:00が
　　　締切です車イス

※密集を避けるため、発売初日はまどかぴあ総合案内での窓口販売は行いません。
（チケット引き換えは発売日翌日から）
※４時間目のチケット発売日は決まり次第ホームページ等でお知らせします。
※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時間目 9月12日（土）「アンちゃんからみるニッポン」
講師 アン・クレシーニ（北九州市立大学准教授）

和製英語の研究や、コメンテーターとして幅広い分野で活躍中の“アンちゃん”ことアン・
クレシーニ氏が、外国人ならではの視点から日本の魅力や多文化理解についてお話しします。

1000年もの長い間、人々に親しまれてきた「コーヒー」。「過去」から「現在」までの
コーヒーを取り巻く環境の変化や、コーヒーの「未来」についてお話しします。

空調設備改修工事のお知らせ
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白石加代子「百物語」

PLAY

PLAY
＜共催事業＞

10月31日
（土）

11月19日
（木）

大野城まどかぴあ初代館長の池田満
ま す お

寿夫（1934－1997）は、東京国際版画
ビエンナーレやヴェネツィア・ビエンナーレなど、国内外で数多くの賞を受賞
した日本を代表する芸術家です。
本展覧会では、当館が所蔵する池田満寿夫の版画作品から約30点を展示します。

親子のためのセリフのないアフリカンパフォーマンス。動物の革や木でできた自然
素材の楽器が紡ぎ出す「生の音」が、子どもたちに優しく語りかけ、アフリカの
リズムの世界へ誘います。

明治から現代の日本作家の小説から、「恐怖」をキーワード
に選んだ作品を白石加代子が朗読する一人芝居。
夢枕獏『ちょうちんが割れた話』など全4作品を上演します。

池田満寿夫 版画コレクション展2020
＜国際作家のパイオニア、池田満寿夫の熱き動勢＞

入場
無料

【日程】9月30日（水）～10月12日（月）※休館日：10月7日（水）
【時間】10：00～ 17：00（最終日のみ15：00まで）
【会場】多目的ホール（1階）※密集を防ぐため、入場人数を制限します。

ギャラリートーク
【日時】10月4日（日）14：00～　【案内】古本�元治（九州産業大学芸術学部教授）
　　　参加無料、当日参加OK！

開催決定

「Something.1」

チケット発売日
グランド会員　9月11日（金）
W E B 会 員　9月17日（木）
一 般　9月18日（金）

各日とも10：00～

チケット発売日
グランド会員　9月4日（金）
W E B 会 員　9月5日（土）
一 般　9月6日（日）

各日とも10：00～

●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。
※�9月18日（金）0:00～9:59の間は、システムメンテナンスのため予約・購入できません。

●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。
※9月6日（日）0:00～9:59の間は、システムメンテナンスのため予約・購入できません。
●ローソンチケット（Lコード：82121）
●チケットぴあ（Pコード：502-715）
●ピクニックチケットセンター�TEL�050-3539-8330（平日12:00～15:00）

チケット
取扱い

チケット
取扱い

※密集を避けるため、発売初日はいずれの日もまどかぴあ総合案内での窓口販売は行いません。（チケット引き換えは発売日翌日から）

※密集を避けるため、発売初日はいずれの日もまどかぴあ総合案内での窓口販売は行いません。（チケット引き換えは発売日翌日から）

【時間】①10:00開演　②11:45開演（各回15分前開場）　●上演時間：約40分
【出演】GEKIDAN☆ AFRICA
【会場】多目的ホール／定員各回20組　※密接を防ぐため、一組ずつ間隔をあけてお座りいただきます。
【料金】ペア券2,000円（グランド会員：1,800円）　※ペア券は3歳未満の子ども1名と大人1名が対象
　　　子ども（0～2歳）追加券800円、大人追加券1,000円　※1組4名まで。追加券のみの購入は不可。
　　　※3歳以上のお子様も入場できますが、大人追加券をお買い求めください。

【時間】19:00開演／18:15開場　　【出演】白石�加代子
【会場】大ホール（1階）全席指定　※密接を防ぐため、間隔をあけてお座りいただきます。
【料金】一般6,000円（グランド会員：5,500円）

主催：一般社団法人舞台芸術共同企画、株式会社ピクニック、エフエム福岡



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9月号

生涯学習センター

アテナ　2020年9月号

協賛：安東歯科医院、株式会社東洋ナビックス、1st.hair

シネマランド
【会         場】大ホール（1階）全席自由／各回定員180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

■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。

■施設利用券について
・施設利用券は、年齢にかかわらず１人につき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方でもご入場いただけません（各回定員180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。
　（2020年３月、6月、7月中止のため）

CINEMA

（土）（土）

グラミー賞を5度受賞したイギリス出身の世界的ミュージシャン
の自伝的映画。不仲な両親の間で孤独に育った少年は、「エルトン・
ジョン」という新たな名前で音楽活動を始める。そして、作詞家
バーニー・トーピンとの運命的な出会いを機に、世界的に知られる
名曲「ユア・ソング」などヒット曲を次々と世に送り出していくが…。

2019年/イギリス・アメリカ合作/121分 
「ロケットマン」10月10日

①10:00～12:01（日本語吹替版）
②15:00～17:01（日本語字幕版）

（各回30分前開場）【時間】CINEMA

（日）（日）

©2019「いのちスケッチ」製作委員会

漫画家になる夢を断念し、東京から故郷の福岡に帰ってきた田中
亮太は、地元の動物園でアルバイトを始める。そこは、世界でも
珍しい「動物福祉」に力を入れる動物園だったが、予算縮小で園の
運営は危機的状況におかれていた。亮太は、園の取り組みを自ら
の絵で伝えるため、もう一度漫画を描くことを決意する。

2019年/日本/100分
「いのちスケッチ」９月13日

監督：瀬木 直貴（『恋のしずく』）
出演：佐藤 寛太、藤本 泉、武田 鉄矢、渡辺 美佐子、浅田 美代子 ほか

①10:00～11:40（日本語字幕付）
②15:00～16:40

©2019 Paramount Pictures. All Rights Reserved.

※10時の回のみ、日本語字幕を付けて上映。

監督：デクスター・フレッチャー（『ボヘミアン・ラプソディ』）
出演：タロン・エガートン、ジェイミー・ベル、リチャード・マッデン ほか

（各回30分前開場）【時間】

エンジョイ！カルテット～弦楽器が織りなす音の戯れ～

“カルテット”の王道ともいえる弦楽四重奏のコンサートです。
重なり合う美しい音色とトークを交えながら弦楽四重奏の魅力をお届けします。　

10月18日
（日）

【時間】14:00開演／13:30開場
【出演】太田�圭亮（ヴァイオリン）、松本�さくら（ヴァイオリン）、正

しょうむら

村�まどか（ヴィオラ）、永野�紗佑里（チェロ）
【会場】大ホール（1階）全席指定／定員180名程度　※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。
【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.20（Vol.287） 

太田�圭亮
（ヴァイオリン）

ドラン（馬頭琴）

正村�まどか
（ヴィオラ）

永野�紗佑里
（チェロ）

松本�さくら
（ヴァイオリン）

中村�通（低音馬頭琴）

チケット発売日
グランド会員　9月 3日（木）
W E B 会 員　9月 9日（水）
一　　　　般　9月10日（木）

各日とも10：00～

●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。
※�9月10日（木）0:00～9:59の間は、システムメンテ
ナンスのため予約・購入できません。
●ローソンチケット（L コード：81311）

チケット
取扱い

※密集を避けるため、発売初日はいずれの日もまどかぴあ総合案内での窓口販売は行いません。（チケット引き換えは発売日翌日から）

モンゴルの広大な草原をひた走る駿馬を想わせる民族楽器の演奏を
お楽しみください。

9月24日
（木）

【出演】ドラン（馬頭琴）、中村�通（低音馬頭琴）　　【時間】12：15～ 12：45
【会場】多目的ホール（1階）入場無料／定員80名程度
　　　※当日11：30より、1階ギャラリーモールにて入場整理券を配布いたします。

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 Vol.286



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9月号

生涯学習センター

アテナ　2020年9月号

短期講座 9月9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。

例年9月に開催しておりました定期講座（前期6ヵ月間）発表会は、新型コロナウイルス感染拡大防止の
ため中止とさせていただきます。ご理解、ご了承いただきますようお願い申し上げます。

定期講座（前期6ヵ月間）発表会　中止のお知らせ

【日　程】10月2・9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】①10月9日（金）②10月20日（火）
【時　間】10:00～ 12:00　　【定　員】各12名
【受講料】各1,200円　【講　師】加峯�優子（日本健康太極拳協会師範）

【日　程】10月12・19・26日、11月2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】①10月10日（土）＜親子向け＞対象：3歳～
　　　　②10月13日（火）＜大人向け＞

【時　間】10:00～ 12:00�【定　員】①6組�②12名
【受講料】各1,200円� ��【材料費】各300円
【講　師】有吉�知幸（カラーコンサルタント）

【日　程】①10月6日（火）②10月9日（金）
【時　間】10:00～ 12:00�　　【定　員】各16名
【受講料】各1,100円　　【材料費】①500円�②700円
【講　師】山中�勇輝（Co.Ro.Ru.COFFEEオーナー）

【日　程】10月5・19日（月）（全2回）
【時　間】10:00～ 12:00�　　【定　員】16名
【受講料】2,200円
【材料費】3,000円（フレーム代込み）
【講　師】知識�由美子（チョークアーティスト）

【日　程】10月2日（金）�
【時　間】10:00～ 12:00
【定　員】16名� 　【受講料】1,100円
【講　師】井手�隆子
　　　　（漢方温活のエイジングケアサロングリーンリーフ博多）

基本の細編みでぐ
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。

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。

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。レベルに合わせて丁寧に教えます。

ストレスを感じることが多い時代、
おうちで色を通して癒しを得られる
カラーアートセラピーを体験しませ
んか。①親子向け、②大人向けと
クラスを2つ準備しました。親子で
の遊びにもオススメです。

①�基本的な淹れ方とコーヒーの
豆知識などをお話しします。
②�クリーマー（フローサー）を使
ったお家でできる簡単なラテア
ートもご紹介します。

いま人気のチョークアート、
今回はご要望の多かった「ハ
ンバーガー」をチョイス！美
味しそうに仕上げていきま
しょう。

老いを早めてしまうと言われてい
る冷えタイプをアーユルヴェーダ
診断でチェックし、タイプに合っ
た対策を勉強しませんか。座学を
中心に座ったまま出来る “ 簡単ヨ
ガ ” もお教えします。

※作品見本

※イメージ

※イメージ

※作品見本

※イメージ

かぎ編みのがま口ポーチ作り

楽しいギター

カラーアートセラピー①②

コーヒー講座①②

楽しいチョークアート
～フード編～

楽しいセルフケア
～冷えタイプを知り対策を考えよう～

太極拳で心も体もリラックス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/

7 アテナ　2020年9月号 6アテナ　2020年9月号

（金）10:00～20:00　

【時　間】13:30～ 16:00
【講　師】大戸�はるみ
　　　　（NPO法人しんぐるまざあず・ふぉーらむ・福岡�理事長）

【受講料】無料
【会　場】303会議室（3階）
【定　員】40名（申込先着順）

【時　間】午前の部�10:00～ 12:00
　　　　午後の部�13:00～ 15:00

【参加料】500円　１歳から中学生まで300円
【会　場】多目的ホール（1階）　
【定　員】午前・午後の部�各40名（申込先着順）
※お申し込みが必要です。詳細は「ままいるホームページ」をご覧ください。

女性と子どもの貧困と食など支援を考える
－ひとり親家庭から－

映画上映会＆座談会　ままいるの家族の笑顔応援講座
『ママをやめてもいいですか！？』

令和2年度　アスカーラ市民グループ活動支援事業 共催事業

それって DV ！？
～新しい生活様式で見えてきたもの～

DV 防止キャンペーン事業
講演会

毎年11月12日～25日の2週間は、「女性に対する暴力をなくす運動」の実施期間です。
新型コロナウイルスの影響で生活の変化による不安から、ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）の増加、
深刻化が心配されています。ＤＶは、決して他人事ではありません。ＤＶについて一緒に考えてみませんか。

女性や子どもの貧困の現状や背景を学び、市民による
支援活動を共有し、子どもたちの健やかな幸せや夢を
かなえるために、何が必要か、何ができるかを共に考
えましょう。

笑って泣ける共感度2000％の子育てエンターテイ
メント映画。人知れず子育てに悩み、つまずき、それで
も子どもを愛し、前を向くママとその家族の歩みを笑
いと涙を交えながら綴った物語です。この映画を通して、
「出会い」「繋がり」「共感」を生み出していきましょう。

【日　　時】11月14日（土）13:30～ 15:30
【講　　師】甲木�京子（久留米市男女平等政策審議会�副会長）
【受 講 料】無料　　　　【会場】小ホール（2階）
【定　　員】40名（申込先着順）
【申込方法】9月1日（火）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

【申込期限】11月9日（月）
女性に対する暴力根絶
のためのシンボルマーク

パープルリボン

主催：NPO法人エンパワメント福岡 主催：ままいる

【申込方法】詳しくはホームページをご覧ください。

10月10日
（土）

11月１日
（日）



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　

9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

 7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

14日
28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

 8日 下大利団地
公民館 山田公民館 栄町公民館

1日 
15日
29日

仲島公民館 畑詰公民館 巡町公園
（川久保2丁目）

木

10日
24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

3日 牛頸公民館 上大利
公民館

つつじヶ丘
公民館

金

11日
25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

4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。

としょかんのおはなし会

語りの講座
語りに興味をお持ちの方を対象とした
入門講座です。
語りとは ･･･
語り手が昔話や創作のお話を覚え、聞いている人へ
語り聞かせること。素ばなし、ストーリーテリング
とも呼ばれる。

※②③のどちらかの日程で実習をしていただきます。（希望者のみ）

【時　間】10:00～ 12:00（全3回）
【講　師】徳永�明子（「きりん文庫かすが」主宰）
【対　象】�初心者を中心に語りを始めたい方、もし

くは経験が少ない方。かつ、3回の講座
すべてに参加できる方。

【定　員】15名（先着順）　　　【受講料】無料
【申込方法】�8月31日（月）10:00より
　　　　図書館カウンター・電話・FAXにて受付開始。

図書特別整理のため、図書館と移動図書館わくわく号は休館いたします。
※休館に伴い、9/3（木）～9/15（火）は貸出期間が通常より長くなります。

休館中の返却について
・本の返却はブックポスト（①）をご利用ください。
　※ポストは県道（旧３号線）側入り口横にあります。
・�CD はブックポストに入れると壊れることがあるため、
総合案内（②）か警備員室（③）へご返却ください。
・�各コミュニティセンターの返却ポストも通常通り利用でき
ます。�※ＣＤ・他館から借りている資料（相互貸借資料）は返却できません。

休館中の「読書感想画コンクール」について
・応募受付は総合案内で行います。

ご不便をおかけいたしますが、皆さまのご理解・ご協力をお願いいたします。

図書特別整理による休館のお知らせ
期間 :9月16日（水）～9月23日（水）

読書感想画の応募受付は
9月1日（火）～10月16日
（金）です。詳細は館内設置
の応募チラシ、図書館HP
などをご覧ください。
たくさんのご応募をお待ち
しております。

第25回まどかぴあ
読書感想画コンクール応募受付中！

第24回最優秀賞作品
田邉�菜月さん『だるまのしゅぎょう』

移動図書館「わくわく号」巡回日程表

日程 会場 内容

① 9月28日（月）
303会議室

初心者向け語り
の基礎講義・
講師による実演

② 10月26日（月） 実習・講評１
③ 11月 9日（月） 実習・講評２

現在、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中止しています。
再開の時期についてはホームページ等でお知らせ
いたします。



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

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。

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。
8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）

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9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.VOL.VOL.291291291291
2020202020202020 9999

※

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
9月2日（水）、16日（水）

※図書館は9月16日（水）～23日（水）の期間休館します。

※掲載記事は８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）※掲載記事は８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）

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

9/19
（土）

ふれぶんシネマ倶楽部「鍵泥棒のメソッド」
出演：堺雅人、香川照之、広末涼子 他
場所：スプリングホール（入場制限あり）
●施設利用料1枚300円　※要電話予約　※3才以上有料
●①10:00 ②14:00

9/26
（土）

春日市ふれあい文化センター開館25周年 NHK 福岡放送局開局90年事業
NHK-FM 「吹奏楽のひびき」 公開収録
出演：MAGNUMTRIO（フルート三重奏）
場所：スプリングホール（入場制限あり）
●入場無料　※往復はがきで要事前申込（9/7（月）必着）　※未就学児入場不可　●15:00

随時募集 ふれあい文化サークル 受講生募集
※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
～11/3
（火・祝）

まるごと太宰府歴史展2020
場所：文化ふれあい館　　電話：092-928-0800
●入場無料　●9:00～17:00　※毎週月曜休館（祝日開館翌平日休館）

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

10/10
（土）

音楽の楽しみ方講座 vol.2
麗しきプリマが奏でるアルパとコントラバスの世界
出演：小林知加（アルパ）、伊藤珠里（コントラバス）、藤田道久（ピアノ）、大倉安幸（お話）
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

11/21
（土）

音楽の楽しみ方講座 vol.3
ヨーロッパを彩る音楽をあなたに
～日本・ポーランド国交樹立100周年を祝して～
出演：イグナツ・リシェツキ（ピアノ）　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

9/1（火）
～11/23
（月・祝）

岩戸神楽「古面展」
場所：エントランスホール
●入場無料　●9：00～19：00

10/10
（土）

ミリカシアター「イエスタデイ」
●一般300円ほか　●①10:00 ②13:00 ③16:00
※時間帯別販売、4歳以上有料　※日本語字幕版

令和３年
1/20（水）

広瀬香美　WINTER TOUR 2021
●全席指定 一般5,000円　※未就学児入場不可 ●19:00

９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
4（金）
11（金）
18（金）
25（金）

スマホ講座①② 8月号
掲載

12（土）

おとなの楽校２時間目 P2

家族で遊ぶ！子どもの年齢や
発達に合わせた遊び

6月号
掲載

13（日） シネマランド「いのちスケッチ」 P4

14（月） アマビエ博多人形の絵付け体験 8月号
掲載

17（木） 定年後の生き方
お金に振り回されない方法教えます！

7月号
掲載

20（日） 劇団飛行船マスクプレイミュージカル P2

24（木）

ティータイムコンサート�Vol.286 P4

秋の行楽弁当 8月号
掲載

①　　25（金）
10/9（金）

②　　30（水）
10/14（水）

背骨コンディショニング①② 8月号
掲載

9/28（月） 語りの講座① P7

30（水）

～ 　

10/12（月）
池田満寿夫�版画コレクション展2020
※10/7（水）休館 P3

９月のチケット情報・募集申込情報
日付 イベント ページ

1（火） DV防止キャンペーン事業　講演会
受付開始 P6

3（木）
ティータイムスペシャルコンサートVol.20
グランド会員発売
※WEB会員は9/9（水）～

P4

4（金）
白石加代子「百物語」
グランド会員発売
※WEB会員は9/5（土）～

P3

6（日） 白石加代子「百物語」
一般発売 P3

9（水） 短期講座　受付開始 Ｐ5

10（木） ティータイムスペシャルコンサートVol.20
一般発売 P4

11（金）
ベビードラマ「〇△□ちゃん」
グランド会員発売
※WEB会員は9/17（木）～

P3

18（金） ベビードラマ「〇△□ちゃん」
一般発売 P3


