
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。
10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.VOL.VOL.293293293293
2020202020202020 11111111

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
11月4日（水）、18日（水）

※掲載記事は10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10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）

※

ティータイムスペシャルコンサート Vol.21

　

Rue de Valse の冬の贈り物Rue de Valse の冬の贈り物

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
・適切な距離の確保
・�密集を避けるため、チケット発売初日はまど
かぴあ総合案内での窓口販売は行いません。

■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。
・接触確認アプリ「COCOA」のインストールにご協力ください。

まどかぴあの新型コロナウイルス感染防止策について

【日　時】 12月13日（日） ①11:00開演 ②14:00開演
【会　場】 大ホール（1階）全席指定



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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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。

下記の日程で施設工事を行います。
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。

施設工事のお知らせ

工事時期（予定） 工事内容
現在工事中～

12月上旬 屋上防水改修工事

現在工事中～
12月中旬

大・小・多目的ホール空調設備改修工事
※�施設の利用は可能ですが、冷暖房の利用
はできません。

12月下旬～
令和３年1月上旬 大・多目的ホール音響設備更新工事

3階アスカーラギャラリーでは、DVに
関する様々な掲示を行います

1階ギャラリーモールには、
シンボルとしての大きな
パープルリボン

※昨年度の様子

DV 防止キャンペーン
女性に対する暴力をなくす運動

講演会「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　　

大野城ウィンター
イルミネーション
2020

まどかぴあ、心のふるさと館、
総合福祉センター３館連携イベ
ントとして、まどかぴあ南側広
場を中心に、イルミネーション
で装飾します。
ご家族で遊びに来ませんか。

男女平等推進センターでは、周知・啓発のための講演会の開催やツリーに紫のリボンを結ぶパープルリボン運動を展開
します。他にも、パネル展示や各種相談機関の紹介、街頭啓発キャンペーンへの参加も行います。

女性に対する
暴力根絶のための
シンボルマーク

11月12日（木）
～25日（水）

11月22日（日）
～12月25日（金）

CAMPAIGN

EVENT

「女性に対する暴力をなくす運動」について
＜趣　旨＞パートナー等（恋人・親子・友人等含む）からの女性に対する暴力は、女性の人権を侵害するものです。
　　　　　この運動により、女性に対する暴力の問題への取組強化と人権尊重への意識啓発や教育の充実を推進します。
＜期　間＞毎年11月12日から「女性に対する暴力撤廃国際日」である11月25日までの2週間

【日　　時】11月14日（土）13:30～ 15:30　　【受講料】無料
【会　　場】小ホール（2階）� 　【定員】40名（申込先着順）
【講　　師】甲木�京子（久留米市男女平等政策審議会�副会長）
【申込方法】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中

【時間】14:00開演 /13:30開場　【会場】大ホール（1階）全席指定/定員120名程度　【授業料】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
（受付時間9:00～21:00）チケット発売日

一　般　11月17日（火）10:00～

チケット発売中

まどかぴあ 市民大学　おとなの楽校
3時間目

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：各開催日8日前
　　　17:00締切

車イス

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。

「日本絵画」が親善大使！？
安土桃山～江戸時代の絵画を例に、芸術を通して文化交流
の意義についてお話しします。

4時間目

4時間目

1 月
令和3年

16日（土）
「日本絵画の旅、海外との往還」

講師 山下 善也（九州国立博物館客員研究員）

※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。
 （発売初日は電話予約のみの受付。チケット引き換えは発売日翌日から。）
　チケット発売日専用　TEL：092-591-1111（10：00～21：00）
　チケット発売日以外　TEL：092-586-4000（9：00～21：00）
※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。
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白石加代子「百物語」
PLAY

＜共催事業＞

11月19日
（木）

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。

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WEB サービス
　※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：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

【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、間隔をあけて席を配置しています。
【料金】一般6,000円（グランド会員：5,500円）　※当日一律6,000円�※未就学児入場不可

主催：エフエム福岡、一般社団法人舞台芸術共同企画、株式会社ピクニック

Rue de Valse の冬の贈り物
踊るアコーディオン、戯れるギター、旅愁を誘うクラリネット…ワルツ通りへようこそ。
様々な形、大きさ、音色…特色ある楽器たちのメロディーに耳をすませてみませんか。

【料金】一般1,000円（グランド会員：800円）
　　　小学生以下500円　
　　　※3歳未満入場不可　※各券当日200円増　

【料金】一般1,000円（グランド会員：800円）
　　　※未就学児入場不可　※各券当日200円増

第1部　11:00～11:45

「親子で一緒に！５つの楽器に心弾ませて♪」 「アコーディオンが誘うワルツ通り」

第2部　14:00～15:30

Rue�de�Valse
フランス語で『ワルツ通り』の意味。ロマン派アコーディオン
奏者�新井武人が中心となって2012年に結成。

12月13日
（日）
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.21（Vol.289） 

【出演】Rue�de�Valse（ルードバルス）
【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、間隔をあけて席を配置しています。
　　　※各回開演の30分前開場

チケット発売日
グランド会員　10月30日（金）
W E B 会 員　11月５日（木）
一　　　　般　11月６日（金）

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WEBサービス
※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。
※11月6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。
●ローソンチケット（Lコード：82482）

※�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）

チケット
取扱い

第35回定期演奏会
毎年恒例、大野城市民吹奏楽団の定期演奏会を開催します。今年は、新型コロナウ
イルス感染拡大防止のため、アンサンブルコンサートに形態を変えてお送りします。
皆様に良い音楽をお届けしたい情熱は例年どおりです。どうぞお楽しみに。

11月15日
（日） 大野城市民吹奏楽団

【時間】14:00開演 /13:15開場
【会場】大ホール（1階）全席自由
【料金】無料�※要整理券�/�年齢に関わらず1人につき1枚必要

MUSIC

※昨年の様子

＜共催事業＞

整理券配布中
●まどかぴあ総合案内（受付時間9:00～21:00）
　※1人につき2枚まで
　※予定枚数になり次第終了

配布場所



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11月号

生涯学習センター

アテナ　2020年11月号

大野城まどかぴあWEBサービス（https://p-ticket.jp/madokapia）
11月6日（金）、7日（土）の窓口受付は、
9:00～17:00（入金手続き9:00～16:00）とさせていただきます。

江
こ う

舟
しゅう

（古
こ

筝
そう

） 丹野�美和（二胡）

中国の伝統楽器、古
こ

筝
そう

と二胡のコンサートを開催します。
秋が深まる季節、どこか切なくノスタルジックなその美しい音色に、
耳を傾けてみませんか。
※会場の都合により、通常の開催日とは異なりますのでご注意ください。

11月25日
（水）

【出演】江
こ う

舟
しゅう

（古
こ

筝
そう

）、丹野�美和（二胡）　　【時間】12:15～ 12:45
【会場】多目的ホール（1階）入場無料 /入場制限あり
※当日11：40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.288

航空自衛隊春日基地　ファミリーコンサート　開催中止のお知らせ
例年、小さいお子さんからおとなの方まで楽しんでいただいている航空自衛隊春日
基地ファミリーコンサートですが、今年は新型コロナウイルス感染拡大防止のた
め、開催を中止いたします。ご家族で楽しんでいただきたい想いで開催しているコ
ンサートですので、この状況下では難しいと判断しました。
来年、またまどかぴあで皆さんとお会いできるのを楽しみにしております。
� 航空自衛隊 春日基地　　　

航空自衛隊 西部航空音楽隊

共催事業

※昨年の様子

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/入場制限あり
【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

CINEMA

©2017 Focus Features LLC. All Rights Reserved.

1887年、ヴィクトリア女王即位50周年記念式典。記念金貨
の贈呈役に選ばれたアブドゥルは、英領インドからイギリスへ
とやってくる。最愛の夫と従僕を亡くした孤独な女王は、物怖
じせず、本音で語りかけてくるアブドゥルと身分も年齢も超え
て絆を深めていくが、周囲は二人の関係に猛反対。やがて英国
王室を揺るがす大騒動へと発展していく。

心に不安を抱えた若者を受け入れて自立を支援する「もみの家」
に、不登校になって半年になる16歳の彩花がやってきた。
慣れない環境に戸惑いながらも、もみの家での生活に次第に慣
れてゆく彩花は、そこで暮らす人々との出会いや豊かな自然、
穏やかな日常の中で少しずつ自分と向き合い始める。

2017年/イギリス・アメリカ合作/112分

「ヴィクトリア女王
　最期の秘密」

11月22日

監督：スティーブン・フリアーズ（『マダム・フローレンス！夢見るふたり』）
出演：ジュディ・デンチ、アリ・ファザル、エディ・イザード ほか

CINEMA

（土）（土）

©「もみの家」製作委員会

2020年/日本/105分

「もみの家」12月12日
※10時の回のみ、日本語字幕を付けて上映。

■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。
・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）

（日）（日）

①10:00～11:45（日本語字幕付）
②15:00～16:45

（各回30分前開場）【時間】

①10:00～11:52（日本語吹替版）
②15:00～16:52（日本語字幕版）

（各回30分前開場）【時間】

監督：坂本 欣弘（『真白の恋』）
出演：南 沙良、緒形 直人、田中 美里 ほか



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11月号

生涯学習センター

アテナ　2020年11月号

大野城まどかぴあWEBサービス（https://p-ticket.jp/madokapia）
11月6日（金）、7日（土）の窓口受付は、
9:00～17:00（入金手続き9:00～16:00）とさせていただきます。

短期講座 11月11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。

コーヒー講座①②

洋菓子レッスン

クレイアートの羽子板作り

しめ縄飾りをつくろう

【日　程】①12月3日（木）②12月11日（金）
【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】山中�勇輝（Co.Ro.Ru.COFFEEオーナー）

【日　程】12月4日（金）
【時　間】10:30～ 13:00　　【定　員】16名
【受講料】1,100円� 　　【材料費】1,000円
【講　師】原田�静子（Shizuko�Harada�Cake�Lesson 主宰）

【日　程】12月1日（火）�
【時　間】10:00～ 12:00　　【定　員】16名
【受講料】1,100円� 　　【教材費】200円
【講　師】甲斐�祐子（ライフオーガナイザーⓇ）

【日　程】12月1日（火）
【時　間】10:00～ 13:00　　【定　員】16名
【受講料】1,100円� 　　【材料費】1,500円
【講　師】長友�寿雄（かぜのたみ店主）

【日　程】12月3日（木）
【時　間】10:00～ 12:00　　【定　員】16名
【受講料】1,100円� 　　【材料費】1,500円
【講　師】園田�美和（くれいBOXあーと代表）

【日　程】12月7日（月）
【時　間】10:00～ 11:30　　【定　員】16名
【受講料】1,100円� 　　【材料費】1,500円
【講　師】猪本�眞樹子

①�【ハンドドリップ中級編】
コーヒーを淹れるお湯の温
度やスピード、粉の大き
さで味わいが変わります。
コーヒーのなぜを解決しま
しょう。
②�【産地飲み比べ編】産地別の飲み比べを行います。
コーヒー豆の精製法やフレーバーなど、今のコー
ヒー業界のトレンドが学べます。

美味しくて簡単なシフォン
ケーキのつくり方のコツを
お伝えします。プレゼント
にぴったりなデコレーショ
ンの方法もお教えします。

「どんな情報を選び、ど
う活かすのか。」自分の
基準を持つことが、紙
類・書類整理のコツで
す。様々な分類、シンプ
ルファイリングの仕方も
ご紹介いたします。

素材の質にこだわり厳選したそ
ば粉で十割そばを打ってみませ
んか。つなぎを一切使わない十
割そばを初心者でも打てるよう
にお教えします。自分で打った
そばは、ご試食できます。お持
ち帰り用もあります。

樹脂粘土（クレイ）を使って、
干支の羽子板を作ってみま
せんか。縁起物の小物もた
くさん飾り付けて可愛いく
アレンジしながら手作りし
ます。丁寧にお教えします
ので初めての方でもお気軽
にご参加ください。

縁起の良い飾りやお花を使っ
て、しめ縄飾りを作ってみま
せんか。種類と飾りを選んで
作る、オリジナルのしめ縄で
す。華やかなしめ縄飾りで、
お正月を楽しみましょう。

※イメージ

※イメージ

※イメージ

※イメージ

※イメージ

※作品例

そば打ちに挑戦！～十割そばを打とう～ おうちの紙類・書類のお片付け講座



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　

回 日時 テーマ・講師 会　場

1
令和３年

１月14日（木）
13:30～15:30

家庭で出来る生活習慣予防～肥満と高血圧～
榎本�美江（健康管理士上級指導員、食育インストラクター）

303会議室
（３階）

2
令和３年

１月21日（木）
10:30～12:00

離乳食は学びの時間♥
栄養だけではない離乳食の意味
辻田�美智子（離乳食インストラクター、元役者、MC） 多目的ホール

（１階）
3

令和３年
１月28日（木）
10:00～12:00

免疫力を高める食生活
榎本�美江（健康管理士上級指導員、食育インストラクター）

「SDGs」（エスディージーズ）はすべての国と人々を対象とする目標であり、達成
のためには国の政府や自治体、市民団体、企業、学校、個人など、あらゆる人々の
協力と参加が求められています。
「SDGs」についての基礎知識とそれぞれの取り組みについて一緒に学びましょう。

講演会
アスカーラ市民グループ活動支援事業 共催事業

「SDGs」って、なぁに？

【日　時】12月19日（土）13:30～ 15:30�
【講　師】神﨑�智子（福岡県男女共同参画センター「あすばる」センター長）
【受講料】無料　　　【会　場】303会議室（3階）

主催：大野城女性の会

【申込方法】ホームページをご覧ください。

みんな集合 !! アスカーラ冬まつり

毎年恒例のアスカーラまつり。今年は冬に開催します。13:00～15:30

※詳しい情報は、チラシまたはホームページにてご確認ください。

◇アスカーラバザー
◇わくわく工作体験
◇しおり作成＆雑貨販売
◇家族で楽しめるキッズボーリング
◇「男女共同参画」絵本の読み語り・大型紙芝居
◇無料相談（HP作成、FPによる家計・保険・住宅ローン等）
　※プチ起業セミナー修了生が結成した団体会員が受けます。
◇お楽しみ抽選会（決められたブースをまわった子どものみ参加可能）

イベントのご案内（予定）

EVENT

12月5日
（土）

しおり作成
※イメージ

昨年度の秋まつりの様子

アスカーラいきいき健康教室
女性が仕事、家事、趣味などそれぞれの自分の時間を過ごすためには、自分自身と家族の健康はかかせないものです。
家族みんなで健康な食生活を送りたい方、ぜひご参加ください。

【定　　員】第1・2回：30名、第3回：40名（いずれも申込先着順）
【対　　象】健康づくりに興味がある女性　　※男性も参加可能です
【受 講 料】無料
【申込方法】11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

神﨑�智子

10ヵ月未満の
子どもは同伴可



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11月号 6アテナ　2020年11月号

（金）10:00～20:00　

筑紫地区図書館マナーアップキャンペーン ～マナーを守って快適な読書を～

図書館の資料は「みんなのもの」です。
汚損・破損・水濡れなどが著しい場合や紛失された場合
は弁償していただくことがあります。

○図書館資料を大切に

筑紫地区図書館マナーアップキャンペーン

読み切れなかった場合、その資料に予約が入っていなけ
れば、一度だけ継続貸出ができます。（延滞されていた
場合は継続貸出できません。）

○返却日を守りましょう

専用のテープなどで修理しますので、ページが外れた時
はそのまま図書館員にお知らせください。セロテープは
時間が経つと茶色く変色し、本が傷む原因になります。

＜本の修理は図書館員にお任せを！＞

カウンター受付：返却期限日までに利用者カードと延長
希望資料を持って来館
館内検索機（OPAC）・図書館HPから：返却期限日まで
に「マイページ」にログインし「貸出状況」から操作

＜延長手続き方法＞

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため一部閲覧席を
休止しております。数が限られますので、ゆずりあって
ご利用ください。

○座席には限りがあります

図書館はおしゃべりの場所ではありません。
館内では静かにお過ごしください。
携帯電話などの音が鳴るものは、
マナーモードにして館内にお入りください。

○館内ではお静かに

10月27日(火)～11月9日(月)
筑紫地区5市による図書館マナーの向上を目的とした
共同啓発キャンペーンを実施します。
この機会に図書館の利用マナーについて考えましょう。

○飲食禁止
館内で飲食（飲み物、アメ、ガムを含む）はできません。

図書館を利用するすべての方にとって、図書館が心地よい場所であるために、ご協力をお願いします。

11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

2日
16日
30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

9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
17日 下大利団地

公民館 山田公民館
宮添公園

（北コミュニティ
センター横）

10日�
24日 仲島公民館 畑詰公民館 巡町公園

（川久保2丁目）

木

5日
19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

12日
26日 牛頸公民館 上大利公民館 つつじヶ丘

公民館

金

6日
20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

13日
27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）

※「栄町公民館」の改修工事に伴い、3月末まで「宮添公園」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「わくわく号」巡回日程表

図書館休館のお知らせブックトーク講座
11月25日（水）は地域貸出文庫の図書交換の
ため、まどかぴあ図書館は休館します。

ブックトークとは ･･････
ひとつのテーマにそって、数冊の本を順序
よく紹介することをいいます。

【時　間】10:00～ 12:00（全4回）
【講　師】松本�英子、久場川�倫
　　　　（「本の楽しさおとどけ便」所属）

【対　象】読書ボランティアの経験が3年以上ある方
【定　員】すべての講座を受講できる方�16名
　　　　第1回のみ受講の方�10名

【受講料】無料
【申込方法】11月2日（月）10:00より
　　　　図書館カウンター・電話にて受付開始。

日　程 会　場 内　容

① 12月 3日（木）

303会議室
（3階）

基本の講義・
講師による実演

② 12月18日（金） 実習1�
グループワーク

③ 1月14日（木） 実習2�
班で発表・講評

④ 1月28日（木） 実習3�
全体発表・講評



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。
10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11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.293293293293
2020202020202020 11111111

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
11月4日（水）、18日（水）

※掲載記事は10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10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）

※

ティータイムスペシャルコンサート Vol.21

　

Rue de Valse の冬の贈り物Rue de Valse の冬の贈り物

11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

1（日） 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！？』

9月号
掲載

①5（木）
②20（金） 骨盤調整ヨガ①② 10月号

掲載

9（月）
語りの講座③ 9月号

掲載

大野城共生ネットワーク創立20周年記念講演会
世界のトップで活躍する女性たち

10月号
掲載

9・16（月） かぎ針編みで作る簡単マスク 10月号
掲載

10・17・24（火）
12/1・8・15（火） エクセル実践・中級（夜） 10月号

掲載

13・20（金） マヤ暦で分かる才能・性質・本質
～あなたの人生の目的は～

10月号
掲載

14（土） それってDV！？
～新しい生活様式で見えてきたもの～ P2

15（日） 大野城市民吹奏楽団�第35回定期演奏会 P3

16（月） 手彫りで木のスプーン作り 10月号
掲載

17（火） クラフトバンドの小物入れ作り 10月号
掲載

19（木） 白石加代子「百物語」 P3

①19（木）
②26（木）
③30（月）

読み聞かせボランティア
入門講座①②③

10月号
掲載

21（土） おとなの楽校３時間目 P2

21（土）～
23（月・祝）

叫ぶ芸術�in�大野城�Part2
～ポスターに見る世界の女たち～

10月号
掲載

22（日） シネマランド
「ヴィクトリア女王�最期の秘密」 P4

22（日）～
12/25（金） 大野城ウィンターイルミネーション2020 P2

25（水） ティータイムコンサートVol.288 P4

26（木） レイチェル・カーソンをご存知ですか？
～環境問題とSDGs～

7月号
掲載

27（金） 紅茶の美味しい淹れ方 10月号
掲載

28（土）
脳を活性化して生き生きした人生を
～記憶力アップにより人生に対して
　自信を持とう！～

10月号
掲載

11月のチケット情報・募集申込情報
日付 イベント ページ

10/30（金）
ティータイムスペシャルコンサートVol.21
グランド会員発売
※WEB会員は11/5（木）～

P3

2（月）
ブックトーク講座（全4回）受付開始 P7

アスカーラいきいき健康教室　受付開始 P6

6（金） ティータイムスペシャルコンサートVol.21
一般発売 P3

11（水） 短期講座　受付開始 P5

17（火） おとなの楽校（４時間目）　一般発売 P2

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

11/22
（日）

ふれぶんシネマ倶楽部「ロラックスおじさんの秘密の種」
声の出演：志村けん、トータス松本、能年玲奈�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　●①10:00�②14:00

11/23
（月・祝）

ジュニア ART キャンプ
ささき隊長といく！奴国の生きもの探検隊
場所：奴国の丘歴史資料館・歴史公園
●無料　※要事前申込　●9:30～12:30

11/29
（日）

子ども食堂応援プロジェクト　～一品持ち寄り音楽会～
出演：Rue�de�Valse〔新井武人（アコーディオン）／平田知之（ギター）〕
講話：大谷清美（認定NPO法人チャイルドケアセンター代表理事）
●入場無料　※要事前申込＋寄付品1品　●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

11/14
（土）

男女共同参画セミナー②「DV 被害者への理解と支援」
講師：石本宗子（社会福祉士）
場所：男女共同参画推進センタールミナス　　電話：092-925-5404
●入場無料　※要電話申込　●10:00～12:00

開催中～
11/20（金）

ちょ古旅♪太宰府パネル展
場所：文化ふれあい館�多目的ホール　　電話：092-928-0800
●入場無料　●9:00～17:00　※毎週月曜休館
ふれあい館プチ作品展2020
場所：文化ふれあい館�エントランスホール　　電話：092-928-0800
●入場無料　●9:00～17:00　※毎週月曜休館

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

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

12/12
（土）

音楽の楽しみ方講座 Vol.4
X'maStrings ！～弦の響で贈るクリスマスキャロル～
出演：武内麻美（ヴァイオリン）、森田良平（コントラバス・ナビゲーター）、室屋麗華（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　※4歳以上入場可　●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

11/29
（日）

那珂川黎明2020 特別歴史講演会
講師：水ノ江�和同（みずのえ�かずとも）
※同時開催「那珂川黎明2020文化財展示会」（12/20まで）
●入場無料　※要入場整理券　●10:00～12:00

12/11
（金）

年忘れ大爆笑！ミリカ寄席
第9回おもしろアマ落語家競演会
●全席自由�500円　※未就学児入場不可　●18:00


