大野城まどかぴあ 情報誌
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生涯学習センター

令和3年度定期講座（１年間・６ヵ月間）

受講生募集 !!

文字のお稽古

ギターを楽しもう！

健康いきいき太極拳

はじめてのプログラミング教室

お手軽おうちご飯

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1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。

令和3年度4月開講 定期講座（1年間・6ヵ月間） 受講生募集スタート！
4月から始まる定期講座（１年間・6ヵ月間）の受講生を募集します。

申込期限

申込方法

2月16日（火）必着

申込者が募集人数を超えた場合は
抽選します。2月25日（木）以降、
定員に空きがある講座は電話・窓口
にて先着順受付。

NEW!講座

注意事項

指定の申込用紙に必要事項をご記
入のうえ、ハガキ・ＦＡＸ・窓口
にてご提出ください。

申込結果は、全員に通知します。
申込者が一定数に満たない場合は、
講座を中止することがあります。
詳しくは「受講生募集」または
ホームページをご覧ください。

※申込用紙は「受講生募集」・ホームペー
ジに掲載中です。

受講生から要望の多かった講座が新しくスタート！！

ギターを楽しもう！①②

＜1年間講座＞

ギターを始めてみませんか。初心者の方でも大丈夫です。現役プロのギタリストが丁寧に教えます。一緒に楽しみましょう！
【日 時】第2・3・4月曜日(月3回)

①10:00〜11:00②11:10〜12:10

【講

師】平田 知之（ギタリスト）

お手軽おうちご飯

健康いきいき太極拳

＜1年間講座＞

＜6ヵ月間講座＞

和・洋・中からデザートまで、簡単でおいし
いメニューを紹介します。見て、作って、味
わって、おうちご飯を楽しみましょう。

太極拳や中国の健康法を学びながら、「心・息・
動（意識と呼吸と動作）」を調和させて心身を整
えていきます。基礎から学ぶことができます。

※イメージ

【日 時】第1・3木曜日（月2回） 13:00〜15:00
【講 師】加峯 優子（日本健康太極拳協会師範）

【日 時】第2土曜日(月1回) 10:00〜13:00
【講 師】田中 千秋（フードコーディネーター）

文字のお稽古

はじめてのプログラミング教室①②

（小２〜６）

＜6ヵ月間講座＞
小筆（または筆ペン）で日常に使う
字を練習します。手紙、のし書き、
宛名書きなど自分のペースでゆっく
り書いてみませんか。

＜6ヵ月間講座＞

※イメージ

【日 時】第2・4月曜日（月2回） 10:00 〜 12:00
【講 師】志賀 禮花（書道家）

2月23日
（火・祝）

ローマ字入力を学び、スクラッチというフリ
ーソフトを使用しキャラクターを自由に動か
すプログラミングにチャレンジします。

ラジオで深夜放送同窓会

今回は、大ホールではなくラジオ放送でお届けします。深夜放送同窓会の
集大成、お聴き逃しなく！
【放送時間】13：00 ～ 19：00 【放送局】RKB ラジオ＜ radiko でも聴けます！＞
ラジオゲスト：佐田 玲子 ほか   パーソナリティ：井上 悟、林田 スマ ほか

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開放していますので、ぜひ遊びに来てください。
※状況によっては、入場制限を行う場合があります。

※イメージ

【日 時】第2・4土曜日（月2回） ①14:00 〜 15:30②15:45 〜 17:15
【講 師】(有)アキラ企画

大野城まどかぴあ Presents

【会場】多目的ホール（１階）/ 入場無料、出入り自由

※イメージ

大野城まどかぴあ契約職員募集
大野城まどかぴあでは、令和3年4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。
まどかぴあホームページ
まどかぴあホームページ
http://www.madokapia.or.jp/
http://www.madokapia.or.jp/
大野城まどかぴあ
大野城まどかぴあ

検 索
検 索

職員募集ページ または
職員募集ページ または
お知らせ（新着情報） へ
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
※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

※受付期間：2月1日（月）〜2月12日（金）必着

お問い合わせ
お問い合わせ
申込先
申込先

公益財団法人大野城まどかぴあ 管理課
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）
TEL 092-586-4006 （平日 9:00〜17:00）
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文化芸術振興
2月20日
（土）
TALK

車イス

大野城まどかぴあ友の会

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
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

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

特別イベント

大和田伸也 講演会

〜人生は夢と情熱〜

国民的人気番組「水戸黄門」の格さん役で広く親しまれ、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の講演会を開催します。
【時間】14:00開演 /13:15開場
【会場】大ホール（1階）全席指定 ※定員380名程度
【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 ※間隔をあけて席を配置しています。
●まどかぴあ総合案内 （受付時間9:00～21:00）
チケット
●まどかぴあ WEB サービス
取扱い

チケット
予約受付中

※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。

2月11日

上妻宏光

（木・祝）

デーモン閣下

ぎ

山井綱雄

け い

き

能舞音楽劇「義経記」

PLAY

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
【会場】大ホール 特設能舞台（1階）全席指定
【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
【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

●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

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」企画募集中

募集締切
2月18日（木）必着

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。

3月14日
（日）
PLAY

＜共催事業＞

オペラシアターこんにゃく座

オペラ「森は生きている」オーケストラ版

新しい年を迎える大晦日、わがままな女王が4月に咲くマツユキ草がほしいと言い出して…
ロシアの児童文学を原作とした日本語オペラを生演奏でお送りします。

【時間】①13:00 開演 /12:30 開場 ②17:30 開演 /17:00 開場
【会場】大ホール（1階）全席自由
【料金】一般4,500円（グランド会員4,200円 ※前売のみ割引対象）、高校生以下3,000円 ※各券当日500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
※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。
●オペラシアターこんにゃく座 TEL.044-930-1720
●こんにゃく座チケットサイト http://www.konnyakuza.tstar.jp/
主催・お問合せ先：オペラシアターこんにゃく座  TEL 044-930-1720
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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）

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」の魅力を体感してください。
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！
〈囃子の楽器〉
笛

…3つの打楽器から生まれるリズムを旋律にする大切な役割です。

こ

つづみ

おお

つづみ

小
大
太

鼓…ポンという柔らかい音だけでなく、4種類の音を使い分けます。
鼓…鋭い打音は空気を切り裂くよう。リズムの芯をつくります。

鼓…速度や雰囲気なども含め、その曲をコントロールする楽器です。

【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

森田 徳和
（笛）

幸 正佳
（小鼓）

白坂 保行
（大鼓）

吉谷 潔
（太鼓）

※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

チケット発売中

※各券当日200円増

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）

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。

2月14日
（日）

CINEMA
３歳以上
入場OK

３月６日
（土）

CINEMA

「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

「5パーセントの奇跡
〜嘘から始まる素敵な人生〜」
2017年/ドイツ/111分/PG12

（各回30分前開場）
【時間】

①10:00〜11:51（日本語吹替版）
②15:00〜16:51（日本語字幕版）

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.

先天性の病気で95％の視覚を失った青年サリーは、夢を
叶えるため、目が見えないことを隠して一流ホテルで見習い
を始める。持ち前の明るさと努力で、周囲の助けも借りなが
ら研修課題を次々とクリアしていくが、ある女性との出会
いにより、完璧だった偽装計画が徐々に綻び始めてしまう。
監督：マルク・ローテムント（『白バラの祈り ゾフィー・ショル、最期の日々』）
出演：コスティア・ウルマン、ヤコブ・マッチェンツ ほか
©ZIEGLER FILM GMBH & CO. KG, SEVENPICTURES FILM GMBH, STUDIOCANAL FILM GMBH

■客席について
・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
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生涯学習センター
短期講座

（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

2月10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。

スマホ写真をもっとキレイに
基本的な操作を習って、今までよりもっとキレイなスマ
ホ写真を楽しみましょう。ちょっとしたコツとテクニッ
クで素敵な写真が撮れます。
【日
【定
【講

程】3月4日（木） 【時 間】10:00 ～ 12:00
員】16名		
【受講料】1,100円
師】福田 一也（カメラインストラクター）

※イメージ

上生菓子づくり
福岡の老舗和菓子店、如水庵による季節の上生菓子づく
りを体験します。自分で作ったお菓子を抹茶と一緒にい
ただきます。
【日 程】3月5日（金）
【定 員】16名		
【材料費】500円		

【時 間】10:00 ～ 12:00
【受講料】1,100円
【講 師】後藤 由美（如水庵）

※イメージ

骨盤ゆがみ調整ヨガ
骨盤の歪みからくる頭痛、腰痛、肩凝りなどの不調を緩
和、解消して、快適な身体づくりをしませんか。男性の
ご参加もお待ちしてます。
【日
【定
【講

程】3月15日（月） 【時 間】10:00 ～ 11:30
員】12名		
【受講料】1,200円
師】平山 久美子（ヨガインストラクター）

※イメージ

定期講座（令和3年度4月開講）受講生募集中！
茶道、華道、絵画、工芸、語学、料理、音楽など様々
なジャンルの講座を開講している定期講座。現在
4月開講の受講生を募集しています。お申込みは
2月16日（火）必着です。
見学・体験ができる講座もあります。（要事前予
約）※お子様の同伴はご遠慮ください。
※講座の様子

受講生の声
講座の皆さんがとても温かく、途
中入会でも快く迎えてくれまし
た。毎回、楽しく通っています。
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絵をかくのは楽しいし、
先生が親切にアドバイス
をくれるので、もっと上
手に絵をかけます。

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

誕生に関係
加納さんは僕の
だじょー
した会社の代表

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」
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

令和3年度

実行委員・ボランティア募集

男女平等推進センターの事業や運営のサポートをしていただく実行委員・ボランティアスタッフを募集しています。
経験・性別・お住まいに関係なく、興味のある方はどなたでもお気軽にご参加ください。
詳細は、ホームページ（男女平等推進センター ボランティア情報など）やチラシをご覧ください。
日

時

3 月 4 日（木）
11:00 ～
アクティブルーム
（3 階）

内

容

男女平等推進センターサポーター（啓発・事業サポーター、情報サポーター）説明会
【啓発・事業サポーター】
紙芝居などによる啓発活動、センターの運営補助や講座・イベントの準備・受付を行います。
【情報サポーター】
アスカーラの情報誌「すてっぷ」などをセンターと共働で作成します。

3 月 24 日（水）
13:30 ～
301 会議室
（3 階）

大野城市男女共生講座 実行委員会 第 1 回
大野城市男女共生講座は、多様なテーマで開催する長寿講座です。
実行委員会では、企画、講師の人選、広報、当日準備・進行などを行います。

4 月下旬（予定）
※時間・会場未定

アスカーラ共生フォーラム 実行委員会 第 1 回
アスカーラ共生フォーラムは、男女共同参画について気軽に楽しく学べるイベントです。
実行委員会では、企画、出演者の人選、チラシ作成、広報、当日準備・進行などを行います。

【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
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/

モバイルサイトはこちらから

第25回まどかぴあ読書感想画コンクール入賞者発表！
本を読んで心に浮かんだ風景や感情を1枚の絵に表現する読書感想画。696点の応募作品の中から、津田三朗（彫刻家）
と安河内俊明（画家・大野城まどかぴあ理事長）による審査の結果、最優秀賞には一木悠花さんの『三まいのおふだ』が
選ばれました。受賞作品はホームページに掲載していますのでぜひご覧ください。

最優秀賞
一木 悠花（太宰府東小学校4年）[ 画塾 ]
『三まいのおふだ』

●優秀賞
［幼児の部］
		
		
		
［低学年の部］
		
		
		
［高学年の部］
		
		
		

岡松 大絆（大野南保育所）
『スイミー』
廣渡 美華（大野北保育所）
『あさえとちいさいいもうと』
小倉 巧（御笠の森小学校1年）
『まほうのさんぽみち』
田邉 菜月（吉木小学校3年）［画塾］
『さんまいのおふだ』
松浦 京美（春日野小学校6年）［画塾］
『よだかの星』
中川 莉那（大野北小学校4年）
『ゆきおんな』

としょかんのおはなし会
＊りとる＊
お は な し 会 は 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。

図書館のご利用について
感 染 症 予 防 の た め、 図 書 館 の 滞 在 時 間 は 30 分
までです。
ご来館の際はマスクの着用をお願いします。
ご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。

7

アテナ

2021年２月号

●優良賞
［幼児の部］
		
		
		
		
		
［低学年の部］
		
		
		
		
		
［高学年の部］
		
		
		
		
		

金田 煌莉（大野北保育所）
『ほげちゃん』
千々岩 月陽（大野北保育所）
『あやちゃんのうまれたひ』
平田 憲聖（大野北保育所）
『ほげちゃん』
小川 夏芽（大城小学校1年）
『めっきらもっきらどおんどん』
草場 敬（日吉小学校1年）［画塾］
『いっすんぼうし』
杉本 日和（春日東小学校3年）［画塾］
『ジャックと豆の木』
大坪 蒼明（大野南小学校4年）［画塾］
『いっすんぼうし』
後藤 隆之介（大野北小学校4年）
『ともだちは海のにおい』
髙橋 宗真（春日野小学校5年）
『よだかの星』

●奨励賞		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

金子 昌平（筒井保育所）
『スイミー』
末廣 愛夏音（大野南保育所）
『スイミー』
村里 陽日人（大野南保育所）
『三びきのやぎのがらがらどん』
山本 紗慧（のぞみが丘小学校3年）［画塾］
『たべたのはだれ？』
藤田 藍加（大野小学校2年）
『わたしのワンピース』
木村 仁衣菜（大城小学校1年）
『そらの100かいだてのいえ』（順不同・敬称略）

移動図書館「わくわく号」巡回日程表
2月の巡回
曜日

月

火

木

金

日

午

前

午

後

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

8日 中央コミュニティ
センター
22日

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

1日 南コミュニティ
センター
15日

障がい者
支援センター
まどか・ゆいぱる

9日

下大利団地
公民館

2日
仲島公民館
16日
25日

大野3号公園
（東大利公民館横）

釜蓋公民館

中公民館

宮添公園
山田公民館 （北コミュニティ
センター横）
畑詰公民館

巡町公園
（川久保2丁目）

若草ふれあい公園 南ヶ丘1区
公民館
（若草2丁目）
つつじヶ丘
公民館

4日
牛頸公民館
18日

上大利公民館

12日
乙金公民館
26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
5日
ふれあい公園
19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。

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。

2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。
1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（月）
8（月）
15（月）
22（月）

春日市大谷6丁目24番地 ☎092-584-3366

Hall de ブランチコンサート vol.2
2/11 出演：キネマチコル［カタギリ アヤ（アコーディオン）／白水 マサキ（ギター）］
（木・祝） 場所：スプリングホール（入場制限あり）
●一般300円

2/13
（土）
2/26
（金）

●11:00

ふれぶんシネマ倶楽部「ジュディ

虹の彼方に」

出演：レニー・ゼルウィガー、ジェシー・バックリー、ルーファス・シーウェル ほか
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 ※未就学児入場不可
●①10:00 ②14:00

林家たい平 独演会
●全席指定 2,500円

※未就学児入場不可

●14:00

開催中～ 第25回 くらしのうつりかわり展
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
筑紫野市文化会館

3/7
（日）

1月号
掲載

4（木）

糸かけアート

1月号
掲載

6（土）

ティータイムスペシャルコンサート Vol.22

P4

11（木・祝）

1月号
掲載

はじめてのプログラミング教室

能舞音楽劇「義経記」

P3

筑紫野市上古賀1丁目5番1号 ☎092-925-4321

バレンタインコンサート～チェロの薫りに包まれて～
出演：原田 哲男（チェロ）
、中川 淳一（ピアノ）
場所：多目的ホール（60席限定）
●全席指定 一般1,000円ほか ※小学生以上入場可

筑紫野市ちくしの少年少女合唱団

1月号
掲載

12（金）

クリスタルアートリウム

14（日）

シネマランド「ドクター・ドリトル」

16（火）

日本茶の美味しいいれ方

20（土）

大和田伸也 講演会

P3

ラジオで深夜放送同窓会

P2

第4回アスカーラ共生フォーラム

P6

●14:00

第4回定期演奏会

P4

主催：筑紫野市ちくしの少年少女合唱団 電話：092-921-2303（広沢）
●全席指定 小学生以上300円 ※未就学児無料 ●14:00

ミリカローデン那珂川
2/21
（日）

スマホ入門

6（土）
13（土）
20（土）

音楽の楽しみ方講座 Vol.5

3/28
（日）

ページ

春日市ふれあい文化センター開館25周年記念

（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

2/13
（土）

イベント

那珂川市仲2丁目5番1号 ☎092-954-2211

1月号
掲載

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：～2/14
（日）

那珂川市少年少女合唱団 第7回定期演奏会
●全席自由 小学生以上500円

※未就学児無料

●14:00

23（火・祝）

27（土）

日付

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

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。

イベント

10（水）

短期講座

16（火）

4月開講 定期講座

18（木）

令和3年度大野城まどかぴあ芸術助成事業
企画募集締切

ページ

受付開始

Ｐ5

申込必着

P2

P3

まどかぴあ休館日のお知らせ
2月3日
（水）、17日
（水）

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/

2月のチケット情報・募集申込情報

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。
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