大野城まどかぴあ 情報誌

アテナ
〜つどい ふれあい はばたく〜
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【日時】

月
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特設能舞台

日（木・祝） 時開演

【会場】大ホール
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16

まどかぴあの新型コロナウイルス感染防止策について

※掲載記事は12月７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）

※

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。
■お客様へのお願い
■感染防止策
・ご来館の際は、マスクの着用をお願いします。
・館内にアルコール手指消毒液を配置
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。
・通常清掃に加え、カウンターや手すり等は
・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。
除菌を実施
・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。
・カウンターに飛沫感染防止幕等の設置
イベントや講座等開催時に検温を行う場合があります。
・出入口や窓を開放し換気を実施、ホール棟や
・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
窓のない部屋は外気を取り入れた機械式空気
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。
調和設備による換気を実施
・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
・適切な距離の確保
場合があります。
・密集を避けるため、チケット発売初日はまど
・接触確認アプリ「COCOA」のインストールにご協力ください。
かぴあ総合案内での窓口販売は行いません。

総合案内

イチオシ情報

（092）
586-4000 / FAX（092）586-4001

TEL

受付時間 /9:00 〜 21:00 ※発売日は下記の専用ダイヤルにおかけください。
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
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。

2月11日
（木・祝）
PLAY

上妻宏光

デーモン閣下

ぎ

山井綱雄

け い

き

能舞音楽劇「義経記」

新型コロナウイルス感染拡大により中止となった公演を、スケールアップした「能舞台版」としてお届けします。源義
経の激動の生涯を描いた能演目の『義経記』を、ジャンルを異にする三者が独自の解釈で表現。伝統芸能に根ざしなが
らもエンターテイメント性を伴った新しい日本様式による舞台をお楽しみください。
【時間】16:00開演 /15:15開場
【出演】デーモン閣下（朗読・歌）、上妻 宏光（津軽三味線）、山井 綱雄（能舞）ほか
【会場】大ホール 特設能舞台（1階）全席指定
【料金】S 席 5,500円（グランド会員5,000円）
A 席 4,500円（グランド会員4,000円） ※未就学児入場不可 ※各券当日500円増

チケット発売中

チケット
取扱い

※過去の公演の様子

●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：82689）
●チケットぴあ（P コード：503-966）
共催：一般財団法人福岡県退職教職員協会

まどかぴあ 市民大学

おとなの楽校
4時間目

車イス

託児

託児：1/8（金）
17:00 締切

1 月 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）

日本画が親善大使!?
日本画の海外での評価や展覧会
を例に、安土桃山〜江戸時代の日
本画の魅力と絵を通しての文化交
流の意義についてお話します。

10:00～ ※材料費のみ必要。材料がなくなり次第終了。
洋画入門講座・水彩画講座、ステンドグラス講座、
表装講座、純銀粘土とオリジナルアクセサリー講座、
デコパージュ講座
※材料がなくなり次第終了

※イメージ

※詳細はまどかぴあホームページをご覧ください。

【会

場】大ホール（1階）全席指定/ 定員120名程度

チケット
取扱い

【日程】1月16日（土）【会場】ギャラリーモール（1階）

ステンドグラス講座
純銀粘土と
オリジナルアクセサリー講座
デコパージュ講座

間】14:00開演 /13:30開場

チケット発売中

生涯学習センター定期講座の体験と、受講生の方々
の作品を販売します。ぜひご来場ください。

10:00～

【時

【授業料】500円（当日800円）

定期講座体験・販売会

※未就学児入場不可

●まどかぴあ総合案内

（受付時間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。

令和3年度 臨時職員登録開始 !!
募集要項と登録用紙は1月7日（木）よりまどかぴあで配
布します。また、まどかぴあホームページからもダウン
ロードすることができます。

音響設備更新工事中のお知らせ
1月下旬まで大・小・多目的ホール音響設備更新工事を
行っています。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。

まどかぴあホームページ
http://www.madokapia.or.jp/
大野城まどかぴあ

検

索

職員募集ページ

または

お知らせ
（新着情報） へ

※登録を希望される方は、所定の用紙に記入のうえ、持参または郵送してください

お問い合わせ
申込先

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）
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文化芸術振興

車イス

このマークがある公演
はグランド会員特典
対象事業です。
「先行」
…先行販売あり
グ ラ ン ド「特別」
…特別料金

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。

先・特

先行
ＷＥＢ

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

令和3年度大野城まどかぴあ芸術助成事業

「あなたがプロデューサー」企画募集
まどかぴあにて開催される、地域住民が気軽に参加・鑑賞で
きる文化芸術に関する企画を募集します。ジャンル・形式は
問いません。詳細は、まどかぴあ館内とホームページで配布
している応募要項にてご確認ください。
募集期間

大ホール

大ホール能舞台

小ホール

多目的ホール

1月７日（木）～2月18日（木）必着

対象となる会場・期間・助成金額
会場名
大ホール
小ホール
多目的ホール

2月20日
（土）
TALK

客席
固定
固定
可動

座席数
783席
118席
最大300席

使用可能期間
令和4年 1月27日（木）～ 1月30日（日）
令和3年12月 6日（月）～ 12月12日（日）
令和3年 8月23日（月）～ 8月29日（日）

大野城まどかぴあ友の会

特別イベント

大和田伸也 講演会

助成金額
上限50万円
上限20万円
上限20万円

開催決定！

〜人生は夢と情熱〜

俳優としてテレビや映画、舞台で数多くの作品に出演するほか、舞台演出や映画監督、
エッセイストとしても幅広い分野で活躍する大和田伸也氏をお招きします！
【時間】14:00開演 /13:15開場
【会場】大ホール（1階）全席指定
【料金】グランド会員500円、一般1,500円 ※未就学児入場不可 ※当日同料金
チケット発売日
グランド会員：1月14日（木）
W E B 会 員：1月21日（木）
一
般：1月22日（金）
各日とも10時～

●まどかぴあ総合案内 ※発売初日は電話予約のみ
チケット ●まどかぴあ WEB サービス
取扱い
※1月22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。

チケット発売初日についてのご注意

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。下記のいずれかの方法でご予約ください。

・発売日専用電話 092-591-1111（10:00 ～ 21:00）※窓口販売およびチケット引き換えは発売日翌日から
・大野城まどかぴあ WEB サービス https://p-ticket.jp/madokapia ※事前に WEB 会員（無料）への登録が必要です。

2月23日

大野城まどかぴあ Presents

ラジオで深夜放送同窓会

メッセージ・
リクエスト方法

今回の深夜放送同窓会は、大ホールではなくラジオ放送でお届けします。

締切１月31日（日）

（火・祝）

皆さんのリクエストも大募集！たくさんの投稿おまちしています！
※詳細はチラシやホームページをご覧ください。

・総合案内リクエストポスト

【放送時間】13：00 ～ 19：00

・FAX 092-586-4021

【放送局】ＲＫＢラジオ

＜ radiko でも聴けます！＞

当日一緒にラジオを聴きませんか？
これまでの深夜放送同窓会のチラシやポスターなど様々な展示もします。
放送時間中は会場を解放していますので、ぜひ遊びに来てください。
【会場】多目的ホール（１階）/ 入場無料

※出入り自由

※一度に会場に入れる人数を制限しますのでご了承ください。
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・メール
shinya-dosokai@csf.ne.jp
・郵送

※住所は8ページをご覧ください

大野城まどかぴあ
「深夜放送同窓会係」まで

文化芸術振興

（092）
586-4040 / FAX（092）586-4021

お問い合わせ先 TEL

文化芸術振興課 開館時間／
（月〜金）
9:00〜17:00
大野城まどかぴあWEBサービス（https://p-ticket.jp/madokapia）

1月27日
（水）

ティータイムコンサート Vol.290

MUSIC
ハープの一種であるアルパの音色でラテンアメリカの空気を感じてみませんか。
【出演】小林 知加（アルパ）、竹内 優希（ピアノ） 【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。

小林 知加（アルパ）

竹内 優希（ピアノ）

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

2月６日

ティータイムスペシャルコンサート Vol.22（Vol.291）

（土）

音で楽しむ能の世界

MUSIC

能の音楽にフォーカスしたやさしい解説付きコンサートです。ひな人形の「五人囃子」のモデルとなっている、「囃子」
の魅力を体感ください。普段と一味違う特設能舞台でのコンサートをお聴き逃しなく！
【時間】14:00開演 /13:30開場
【出演】森田 徳和（笛）、幸 正佳（小鼓）、白坂 保行（大鼓）、吉谷 潔（太鼓）
【会場】大ホール 特設能舞台（1階）全席指定 / 定員180名程度 ※間隔をあけて席を配置しています。
【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

チケット発売中

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 WEB サービス
●ローソンチケット（L コード：82677）
森田 徳和（笛）

幸 正佳（小鼓）

白坂 保行（大鼓）

吉谷 潔（太鼓）

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

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
【取

扱

※事前予約不可。有効期限2年間。

い】
まどかぴあ総合案内

※未就学児入場不可（キッズシネマをのぞく）。

車イス

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。

１月30日
（土）

CINEMA

「嘘八百 京町ロワイヤル」
2020年/日本/106分
※10時の回のみ、
日本語字幕を付けて上映。

（各回30分前開場）
【時間】

①10:00〜11:46（日本語字幕付）
②15:00〜16:46

2月14日
（日）

CINEMA
３歳以上
入場OK

「ドクター・ドリトル」
2020年/アメリカ/101分/各回日本語吹替版
※10時の回のみ、
日本語字幕を付けて上映。

（各回30分前開場）
【時間】

①10:00〜11:41（日本語字幕付）
②15:00〜16:41

かつて千利休の幻の茶器をめぐって大勝負を仕掛けた
古物商と陶芸家が、天下一と称された武将茶人・古田
織部の幻の茶器【はたかけ】を騙し取られた着物美人を
助けるため、再タッグを結成。ところが、その茶器の
背景にはとてつもない陰謀がうずまいていた―。
監督：武 正晴（『百円の恋』）
出演：中井 貴一 佐々木 蔵之介
©2020「嘘八百

広末 涼子 ほか

京町ロワイヤル」製作委員会

動物と話せるドリトル先生は、名医ではあるが変わり者。
世間から遠ざかり、様々な動物たちとひっそりと暮らし
ていたが、若き女王が重い病に倒れたと聞き、女王を救
える唯一の治療法を求めて、助手の少年と個性的な動物
たちと共に伝説の島へと冒険の旅に出発する。
監
督：スティーヴン・ギャガン
（『ゴールド 金塊の行方』）
声の出演：藤原 啓治、大塚 明夫、大塚 芳忠 ほか
©2020 UNIVERSAL STUDIOS AND PERFECT UNIVERSE INVESTMENT INC. ALL RIGHTS RESERVED.

■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）
協賛：安東歯科医院、株式会社東洋ナビックス、1st.hair
アテナ
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生涯学習センター

（092）
586-4020 / FAX（092）586-4021

お問い合わせ先 TEL

生涯学習センター 開館時間／
（月〜土）
9:00〜20:00
1月5日（火）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

1月13日（水）9:00 受付開始

スマホ入門

糸かけアート

スマホは便利だけどなかなか使いこなせない…そんな方の
ために、スマホの基本から便利な活用法までを分かりやすく
丁寧にお伝えします。
【日 程】2月1・8・15・22日（月）
（全4回）
【時 間】10:00 ～ 12:00
【定 員】20名
【受講料】3,600円
【講 師】置鮎 正則

はじめてのプログラミング教室
小学校でパソコンのプログラミングが
必修化されました。楽しくチャレンジし
てみませんか。
※イメージ

【日 程】2月6・13・20日（土）
（全３回）
【時 間】14:00 ～ 15:30
【定 員】14名
【対 象】小学1 ～ 5年生
【受講料】3,000円
【教材費】300円		
【講 師】㈲アキラ企画

※作品例

★まどかサークル発表会★
展示
【日時】1月16日（土）～
23日（土）10:00 ～ 16:00
【会場】展示コーナー（2階）
【参加サークル】
まどカメサークル（写真）、荒武表装教室、やさしい水彩
色鉛筆画、ペーパースクリーン版画、洋裁サークル、華道
池坊、四季を詠む俳句、プレスフラワー押し花工房
アテナ

2021年１月号

【日 程】2月4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】中村 ツトミ（糸かけアート上級講師）

日 本 茶 の 種 類、 保 存 方 法、
美味しいいれ方、急須のお
手入れ方法など日本茶の基
本について気楽に学びませ
んか。春におすすめの「桜
ほうじ茶」もご紹介します。
楽しいお茶時間を過ごしま
しょう。

好きなプリザーブドフラワーなどを選び、
クリスタルアートリウムを作ってみま
せんか。クリスタルアートリウムオイル
を硬化している間に押し花を使った印鑑
ケースも作ります。
【日 程】2月12日（金）
【時 間】13:00 ～ 16:00
【定 員】16名
【受講料】1,100円
【材料費】2,000円
【講 師】島 鈴子（ハルコレ・クリスタル・アートリウム ® 認定講師）

板に釘を打ち、糸
を規則的に掛け
ていくことで美
しい幾何学模様
が出来上がりま
す。 一 周 ご と に
表情が変わって
※作品例
いく過程を楽しみながら作ります。5つの
デザインからお選びいただけます。

日本茶の美味しいいれ方

クリスタルアートリウム

5

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

【日 程】2月16日（火）
【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）

日頃のサークル活動の成果として、作品展示及びステー
ジ発表を行います。

ステージ
【日時】1月23日（土）12:15 ～ 12:45
【会場】ギャラリーモール特設ステージ（1階）
【参加サークル】
まどかハーモニー（ハー
モ ニ カ）、楽 し く 歌 お う
（歌）、カプアレイまどか
サークル（フラダンス）
※昨年の様子

男女平等推進センター

（092）
586-4030 / FAX（092）586-4031

お問い合わせ先 TEL

アスカーラ

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

2 月 27日

第4回アスカーラ共生フォーラム

（土）

託児

車イス

アスカーラからステップアップ 〜新しい明日への挑戦〜

EVENT

男女の自立と男女共同参画のまちづくりをめざして、アスカーラ共生フォーラムを開催します。
出口治明による大野城まどかぴあ大ホール初となるオンライン講演と加納ひろみ & 林田スマによる生出演トーク。
新しい明日へ向かって挑戦し続ける出演者の 言葉 を感じてください。
【時間】13:00開演/12:00開場

15:40終演予定

【会場】大ホール
（1階）全席自由
【料金】500円（当日700円）
チケット発売中
出口 治明

チケット
取扱い

●まどかぴあ
総合案内

加納 ひろみ

【内容】
・「男女共同参画」小中学生図画ポスター・標語コンクール表彰式
か のう

・加納 ひろみ & 林田 スマによる生出演トーク
出演：加納 ひろみ（KIGURUMI.BIZ株式会社 代表取締役）
・オンライン講演 「人生100年時代を楽しむ」

誕生に関係
加納さんは僕の
だじょー
した会社の代表

で ぐち はるあき

出演：出口 治明
（立命館アジア太平洋大学（APU）学長、ライフネット生命 創業者）
■ 大野ジョーくん＆まどかちゃんダンスステージ♪（予定）
【時間 10:30〜11:00

楽しく元気におどるよ！
みんな、待ってるよー♪
大野城市イメージキャラクター まどかちゃん

■「男女共同参画」小中学生図画ポスター・標語コンクール入賞作品展示
次世代を担う小中学生から募集した男女共
同参画に関する図画ポスターと標語の入賞
作品を展示します。
ぜひご覧ください！
【期間 2月4日（木）〜3月2日（火）

昨年度の様子
※

【会場 多目的ホール（1階）

大野城市PRキャラクター 大野ジョー

（1階）
【会場 ギャラリーモール

【主催】アスカーラ共生フォーラム実行委員会・公益財団法人大野城まどかぴあ（男女平等推進センター アスカーラ）
【後援】大野城市・大野城市教育委員会・大野城市商工会・一般社団法人大野城市にぎわいづくり協議会

1月31日
（日）
TALK

大野城共生ネットワーク設立20周年記念講演会

共催事業
ひ き こもごも

「ジェンダーが『私』にやってきた！鹿児島での取組35年の悲喜 交 々」

令和2年、大野城共生ネットワークは設立20年目を迎えました。そこで、令和2年
度、男女共同参画社会づくり功労者として内閣府総理大臣表彰を受賞された鹿児島
県在住のたもつゆかり氏と林田スマ館長による対談形式でお話を伺います。
【時 間】13：30 ～ 15：30
【講 師】たもつ ゆかり
【参加料】無料
【会 場】多目的ホール（1階）
【定 員】70名（申込先着順）

※この講演は、SDGs（持続可能な開発目標）
の目標5「ジェンダー平等を実現しよう」
につながる講演です

主催：大野城共生ネットワーク
共催：公益財団法人大野城まどかぴあ（男女平等推進センター アスカーラ）
後援：大野城市

たもつ ゆかり
（鹿児島県男女共同参画審議会会長）

【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
アテナ
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まどかぴあ図書館

（092）
586-4010 / FAX（092）586-4011

お問い合わせ先 TEL

図書館 開館時間
（日〜木）
10:00〜18:00
（金）
10:00〜20:00
（土）
10:00〜19:00
http://www.madokapialibrary.jp/

図書館へゆこう！！ 2021年
◆折り染めで作る読書ノート

モバイルサイトはこちらから

1月16日（土）～31日（日）

すべて参加無料

要申込

簡単な糸とじによる製本を体験しながら折り染めで作るオリジナルの表紙の読書ノートを作ろう。
【日時】1月31日（日）①10:00 ～12:00 ②14:00 ～16:00
【会場】303会議室（3階）
		
【定員】各回10名（要申込） 		

【対象】5歳以上（小学校2年生以下は保護者同伴）
※1月13日（水）10:00より図書館カウンター・電話にて受付開始。 中身のデザインは2種あるのでお選びください。

◆お気に入りの文庫本を自分だけの特別に 要申込

お持ちの文庫本をハードカバー本に作り変えます。オリジナルの1冊を作ってみませんか？
（ご自分の文庫本をご持参ください）
【日時】1月24日（日）①10:00 ～12:00 ②14:00 ～16:00		
【会場】303会議室（3階）
		
【定員】各回10名（要申込）		

【対象】中学生以上

※1月8日（金）10:00より図書館カウンター・電話にて受付開始。

◆おひざでだっこ

布の絵本のおはなし会 要申込

わらべうたや布のえほんを使った、赤ちゃん（0･1･2歳児）向けのおはなし会です。
【日時】1月26日（火）①10:00 ～10:15 ②11:00 ～11:15 ③13:30 ～13:45
【会場】301会議室（3階）
		
【定員】各回10組程度 最大20名（要申込）

④14:30 ～14:45

※1月7日（木）10:00より図書館カウンター・電話にて受付開始。

◆わくわくおはなしまつり 要申込

わくわくおはなし会のスペシャル版！大型絵本など、いつもとはちょっとちがうわくわくするおはなし会です。
【日時】1月30日（土）①10:15 ～10:35 ②11:30 ～11:50 ③13:30 ～13:50 ④15:00 ～15:20
【会場】301会議室（3階）
		
【定員】各回20名（要申込）		
【対象】幼児から小学生とその保護者
※1月12日（火）10:00より図書館カウンター・電話にて受付開始。

◆壁飾り「みんなで花をさかせよう～おりがみで作る花畑～」

◆第25回まどかぴあ読書感想画コンクール入賞作品展示

【日程】1月16日（土）～ 31日（日） ※展示は2月2日（火）まで
【会場】図書館内生活コーナー壁面

【日程】1月16日（土）～ 22日（金）
【会場】ギャラリーモール（1階）

◆エプロンシアター展示

◆館内特集「日本再発見」

みなさんが折ってくれた折り紙のお花で、図書館の壁に
お花畑を作ろう。

図 書 館 ボ ラ ン テ ィ ア「 ち く ち く 」 の み な さ ん が 作 っ た、
エプロンシアターを展示します。
【日程】1月16日（土）～ 31日（日）
【会場】図書館内おはなしのへや壁面

としょかんのおはなし会 ＊りとる＊
お は な し 会 を 感 染 症 対 策 に 配 慮 し、 規 模 を 縮 小
して再開しています。
当面の間は、不定期で開催する予定です。
開催日時についてはホームページ等をご確認くだ
さい。

たくさんの応募作品の中から選ばれた力作を、ぜひご覧くだ
さい。

【日程】1月16日（土）～ 31日（日）
【場所】図書館内

詳しくはホームページをご覧ください

移動図書館「わくわく号」巡回日程表
1月の巡回
曜日

月

火

安心して楽しめる、新しい
おはなし会のカタチを

木

つくっていきます。
みなさんもご協力よろしく
お願いします。
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金

日

午

前

午

後

10:30～11:15 11:30～12:00 14:00～14:45 15:15～16:00

25日

中央コミュニティ
センター

中央
石坂公園
南ヶ丘2区
デイサービス （月の浦幼稚園横）
公民館

18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

12日 下大利団地
26日
公民館

宮添公園
山田公民館 （北コミュニティ
センター横）

5日
仲島公民館
19日

畑詰公民館

14日 大野3号公園
28日 （東大利公民館横）

巡町公園
（川久保2丁目）

若草ふれあい公園 南ヶ丘1区
（若草2丁目）
公民館
つつじヶ丘
公民館

7日
牛頸公民館
21日

上大利公民館

15日
乙金公民館
29日

悠生園
乙金東公民館 乙金台公民館
デイサービス

平野台
8日
ふれあい公園
22日
（平野台公民館横）

老松神社
小田浦公園
（下大利公民館前） （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。

アテナ
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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。

1月まどかぴあのイベントスケジュール

つくし お隣さん情報

日付

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。
12月７日現在（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
1/23
（土）

春日市大谷6丁目24番地 ☎092-584-3366

ふれぶんシネマ倶楽部「長いお別れ」

出演：蒼井 優、松原 智恵子、竹内 結子、山崎 努 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

2/26
（金）

春日市ふれあい文化センター開館25周年記念

3/14
（日）

春日市ふれあい文化センター開館25周年記念

林家たい平 独演会
●全席指定 2,500円

※未就学児入場不可

※未就学児入場不可

●14:00

●17:30

（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
1/23
（土）

男女共同参画セミナー③「オトコの介護と働く環境」

講師：藤崎 真二
（西日本新聞社論説委員）
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

1/5（火） 第25回

①14（木）
②21（木）
③28（木）

～

1/30
（土）

第十六回

※小学生以上入場可

ミリカローデン那珂川
1/31
（日）

18（月）
2/1（月）

2/21
（日）

●施設利用料 一般300円ほか ●①10:00
※時間帯別販売、4歳以上有料

P2

●11:00

●15:00

②13:00

4時間目

文字のお稽古

12月号
掲載

ギターを楽しもう！

12月号
掲載

21（木）
28（木）

手まり作り

12月号
掲載

24（日）

お気に入りの文庫本を自分だけの特別に

P7

26（火）

おひざでだっこ

P7

27（水）

ティータイムコンサート Vol.290

28（木）

茶懐石

18・25（月）
2/1・8（月）

30（土）

那珂川市仲2丁目5番1号 ☎092-954-2211

ミリカシアター「めんたいぴりり」

おとなの楽校

P7

ちくしの寄席

※中学生以上入場可

P2

図書館へゆこう！！ 2021年

〔其の弐〕立川生志 “ ふるさと応援 ” 落語会
●全席指定 一般2,500円ほか

定期講座体験・販売会

16（土）
～31（日）

ちくしの寄席

●全席指定 一般1,000円ほか

12月号
掲載

P5

筑紫野市上古賀1丁目5番1号 ☎092-925-4321

第十六回

アスカーラいきいき健康教室

まどかサークル発表会

くらしのうつりかわり展

〔其の壱〕落語の楽しみ方講座

ブックトーク講座③④

16（土）
〜23
（土）

場所：文化ふれあい館 電話：092-928-0800
3/14（日） ●入場無料 ●9:00～17:00 ※毎週月曜休館（祝日の場合は翌平日休館）

筑紫野市文化会館

ページ

11月号
掲載

16（土）

大野雄二＆ルパンティックシックス ルパンジャズライブ
●全席指定 5,000円

イベント

14（木）
28（木）

布の絵本のおはなし会

P4
12月号
掲載

如月の膳

シネマランド「嘘八百 京町ロワイヤル」

P4

わくわくおはなしまつり

P7
12月号
掲載

プロに学ぶ日本酒講座
③16:00

大野城共生ネットワーク設立20周年記念講演会

P6

折り染めで作る読書ノート

P7

31（日）

歴史体験学習「まが玉つくり」
●材料費 300円 ●9:30～12:30
申込期間：1/10
（日）
～ 2/14
（日）

日付

1月のチケット情報・募集申込情報
イベント

ページ

令和3年度大野城まどかぴあ芸術助成事業
企画募集開始

P3

おひざでだっこ 布の絵本のおはなし会 受付開始

P7

お気に入りの文庫本を自分だけの特別に 受付開始

P7

わくわくおはなしまつり 受付開始

P7

短期講座 受付開始

Ｐ5

折り染めで作る読書ノート 受付開始

P7

14（木）

大和田伸也講演会 グランド会員先行発売
※ WEB 会員は1/21（木）～

P3

22（金）

大和田伸也講演会

P3

7（木）

8（金）
12（火）

13（水）

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

■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

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
総合案内：TEL O92（586）4OOO/ FAX O92（586）4001
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/

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。

一般発売

まどかぴあ休館日のお知らせ

年末年始：12 月 28 日
（月）
〜令和 ３ 年 1 月 ４ 日
（月）
1月６日（水）、1月20日（水）
託児 要連絡
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。

1人1回 3OO 円 定員有り（満10ヵ月〜就学前まで）
託児

※参加日の1週間前までにお申し込みください。なお、1週間前が土日祝・
休館日にあたる場合は直前の平日17時までにお申し込みください。

アテナ
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