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～ つどい  ふれあい  はばたく ～

大野城まどかぴあ情報誌　

※掲載記事は4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）
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※アテナとは、ギリシャ神話の知恵と芸術と戦術の女神
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（土）

9/4
（土）

新型コロナウイルス感染防止策のためのお願い
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・お客様へのお願い事項の詳細は12ページをご確認ください。

※写真はイメージです。

令和4年



まどかぴあ市民大学 おとなの楽校

■時　間　14:00開演 / 13:30開場
■会　場　多目的ホール（１階）全席自由 / 入場制限あり
■授業料　各回500円（当日800円）
　※未就学児入場不可
　※友の会先行販売・割引は対象外
　※前売りで完売した場合、当日券は販売いたしません

音のわコンサートVol.1 
～木管五重奏の調べ～

これまでのティータイムスペシャルコンサートを一新し、より多くの方々に音楽の魅力をお届けします！
第1弾は「クラシック音楽」に焦点をあて、九州管楽合奏団のメンバーによる初めての方でも参加しやすい解説付
きのコンサートです。木管五重奏の柔らかな音色に包まれてみませんか。

「元気なくらし 医療とともに」
講師　長尾 哲彦
　　　  （誠愛リハビリテーション病院 院長）

令和３年度のラインナップが決定しました！今回は「くらし」をテーマに、楽しく学べる４つの講座をお届けしま
す。どうぞ、ご期待ください。

■出　演

託 児

■チケット発売（全講座）
　５月２５日（火）１０:００～
■チケット取扱い（詳細はP12）
　●まどかぴあ総合案内 ※発売初日は電話予約のみ
　●まどかぴあWEBサービス
　●ローソンチケット（Lコード：81846）

発 売 中■チケット取扱い（詳細はP12）
　●まどかぴあ総合案内
　●まどかぴあWEBサービス
　●ローソンチケット（Lコード：82729）
　●チケットぴあ（Pコード：195-578）

「花のあるくらし 花とともに」
講師　石井 康子
　　　  （園芸研究家、緑のコーディネーター）

「伝統文化とくらし 
　     茶陶高取焼とともに」
講師　十五代 　　　亀井 味楽
　　　十六代継承者 亀井 久彰
　　　  （高取焼本家 味楽窯）

5／30
日 MUSIC

■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　一般2,000円（グランド会員1,500円）
　※当日各500円増
　※未就学児入場不可

金堂 由樹子（フルート） 桐谷 美貴子（オーボエ） 山田 陽子（クラリネット） 佐藤 貴宣（ファゴット） 吉田 雄大（ホルン）

7／17土
1時間目 「食とくらし 薬膳とともに」

講師　宇津原 知世美
　　　  （国際中医師、国際中医薬膳師）9／4土

2時間目

1／22土
4時間目

12／11土
3時間目

2021年5月号 3

イチオシ情報 受付時間/9：00～21：00     

総合案内 TEL 092-586-4000 / FAX 092-586-4001

チケット購入方法は12ページをご覧ください。

2 2021年5月号

車イスWEB

先行
グランド

先・特

■時　　間　13:00～15:00 予定　■会場　工作室（2階）　■参加料　2,000円
■定　　員　18名（応募者多数の場合は抽選）　■講師　古本 元治（九州産業大学芸術学部教授）　■対象　15歳以上（高校生以上）　
■申込方法　申込用紙に必要事項を記入のうえ、まどかぴあ総合案内に提出（FAX、郵送、メール可）。　　

主に石で版をつくる「リトグラフ版画」を、アルミ板を使って簡単に楽しく体験できるワークショップを開催しま
す。この機会に版画の世界に触れてみませんか？詳細は、館内設置のチラシまたはホームページをご確認ください。

版画体験 
～リトグラフワークショップ～

6／27
日 ART

■出 演 者　中村 梅玉、尾上 菊之助 ほか
■演　　目　11:30　松廼羽衣、与話情浮名横櫛-
　　　　　　　　  　（木更津海岸見染の場・源氏店の場）
　　　　　　15:30　傾城反魂香、身代座禅
■定　　員　各回50名　※応募者多数の場合は抽選
■申込方法　63円はがきに「希望公演日時（1公演のみ）、参加人数（2人まで）、郵便番号、住所、氏名、年齢、電話番号」を明記して郵送。
■申込期限　5月10日（月）消印有効　※当選者のみ通知（5月12日（水）頃発送予定）
■申 込 先　〒810-8799　日本郵便㈱福岡中央郵便局留「市民半額会」宛
■問合せ先　公益社団法人日本演劇興行協会 市民半額会事務局　TEL 092-751-8258（平日10:00～18:00）
　　

■会　　場　博多座（福岡市博多区下川端町2-1）
■料　　金　A席7,500円（通常15,000円）
　※取扱い手数料として、1枚の場合は400円（2枚の場合は700円）と
　　振替手数料がかかります。

博多座市民半額観劇会
「六月博多座大歌舞伎」が半額で観劇できます。

■時　間　①10:30開演　②14:00開演　※各回45分前開場
■会　場　大ホール（1階）全席自由 / 入場制限あり
■料　金　一般1,500円（グランド会員1,200円）
　※当日各300円増
　※3歳以上有料。ただし、2歳以下でも座席を使用する場合は有料。
■チケット発売 ※各日とも10:00～
　グランド会員　5月14日（金）
　W E B 会 員　5月20日（木）
　一　　　　般　5月21日（金）
■チケット取扱い（詳細はP12）
　●まどかぴあ総合案内
　　※発売初日は電話予約のみ
　●まどかぴあWEBサービス
　●ローソンチケット（Lコード：81310）
　●チケットぴあ(Pコード：506-172)
共催：一般財団法人福岡県退職教職員協会

“影のスペシャリスト”劇団かかし座がおくる、不思議なシャドウ・エンターテイメント！！
ちょっと頼りない博士とDr.シャドウたちが秘密の実験室で繰り広げる影絵実験ショー、手と体だけで動物の影を紡
ぎ出す手影絵ショー、ドラゴンを探す旅に出る少年の物語「シェトの冒険～ドラゴンの山へ～」と盛りだくさんの
プログラムをお届けします。日本初の現代影絵専門劇団による驚きのパフォーマンスをお見逃しなく！

劇団かかし座

「Wonder Shadow Labo」

■日　　時　7月31日（土）　14:00～16:00
■会　　場　工作室（2階）
■定　　員　15名程度（先着順）
■料　　金　500円
■対　　象　公演チケット購入者
　　　　　　（小学3年生以下は保護者同伴必須）
■申込方法　申込用紙に必要事項を記入のうえ、
　　　　　　まどかぴあ総合案内に提出（FAX、
　　　　　　郵送、メール可）。
　　　　　　申込用紙は5月14日（金）以降に館内
　　　　　　およびホームページにて配布します。

①手影絵にチャレンジ！
色々な動物の手影絵の作り方を学びます。
②影絵人形を作ってみよう！
厚紙と割箸でオリジナルの影絵人形を作ります。

影絵遊びのワークショップ

8／1
日

車イスWEB

先行
グランド

先・特

■日　　時
　6月5日（土）・6日（日）・19日（土） 各日11:30～ / 15:30～
　6月7日（月）・8日（火）・10日（木）・16日（水） 各日15:30～

文化芸術文化芸術振興担当　受付時間/9：00～17：00（月～金）   

お問い合わせ先 TEL 092-586-4040 / FAX 092-586-4021

チケット購入方法は12ページをご覧ください。

LECTURE

PLAY

申込締切
5月26日（水）必着

　　　　　　　　ワンダー　　　　　　　　　　　　シャドウ　　　　　　　　　　 ラボ

令和4年



まどかぴあ市民大学 おとなの楽校

■時　間　14:00開演 / 13:30開場
■会　場　多目的ホール（１階）全席自由 / 入場制限あり
■授業料　各回500円（当日800円）
　※未就学児入場不可
　※友の会先行販売・割引は対象外
　※前売りで完売した場合、当日券は販売いたしません

音のわコンサートVol.1 
～木管五重奏の調べ～

これまでのティータイムスペシャルコンサートを一新し、より多くの方々に音楽の魅力をお届けします！
第1弾は「クラシック音楽」に焦点をあて、九州管楽合奏団のメンバーによる初めての方でも参加しやすい解説付
きのコンサートです。木管五重奏の柔らかな音色に包まれてみませんか。

「元気なくらし 医療とともに」
講師　長尾 哲彦
　　　  （誠愛リハビリテーション病院 院長）

令和３年度のラインナップが決定しました！今回は「くらし」をテーマに、楽しく学べる４つの講座をお届けしま
す。どうぞ、ご期待ください。

■出　演

託 児

■チケット発売（全講座）
　５月２５日（火）１０:００～
■チケット取扱い（詳細はP12）
　●まどかぴあ総合案内 ※発売初日は電話予約のみ
　●まどかぴあWEBサービス
　●ローソンチケット（Lコード：81846）

発 売 中■チケット取扱い（詳細はP12）
　●まどかぴあ総合案内
　●まどかぴあWEBサービス
　●ローソンチケット（Lコード：82729）
　●チケットぴあ（Pコード：195-578）

「花のあるくらし 花とともに」
講師　石井 康子
　　　  （園芸研究家、緑のコーディネーター）

「伝統文化とくらし 
　     茶陶高取焼とともに」
講師　十五代 　　　亀井 味楽
　　　十六代継承者 亀井 久彰
　　　  （高取焼本家 味楽窯）

5／30
日 MUSIC

■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　一般2,000円（グランド会員1,500円）
　※当日各500円増
　※未就学児入場不可

金堂 由樹子（フルート） 桐谷 美貴子（オーボエ） 山田 陽子（クラリネット） 佐藤 貴宣（ファゴット） 吉田 雄大（ホルン）

7／17土
1時間目 「食とくらし 薬膳とともに」

講師　宇津原 知世美
　　　  （国際中医師、国際中医薬膳師）9／4土

2時間目

1／22土
4時間目

12／11土
3時間目

2021年5月号 3

イチオシ情報 受付時間/9：00～21：00     

総合案内 TEL 092-586-4000 / FAX 092-586-4001

チケット購入方法は12ページをご覧ください。

2 2021年5月号

車イスWEB

先行
グランド

先・特

■時　　間　13:00～15:00 予定　■会場　工作室（2階）　■参加料　2,000円
■定　　員　18名（応募者多数の場合は抽選）　■講師　古本 元治（九州産業大学芸術学部教授）　■対象　15歳以上（高校生以上）　
■申込方法　申込用紙に必要事項を記入のうえ、まどかぴあ総合案内に提出（FAX、郵送、メール可）。　　

主に石で版をつくる「リトグラフ版画」を、アルミ板を使って簡単に楽しく体験できるワークショップを開催しま
す。この機会に版画の世界に触れてみませんか？詳細は、館内設置のチラシまたはホームページをご確認ください。

版画体験 
～リトグラフワークショップ～

6／27
日 ART

■出 演 者　中村 梅玉、尾上 菊之助 ほか
■演　　目　11:30　松廼羽衣、与話情浮名横櫛-
　　　　　　　　  　（木更津海岸見染の場・源氏店の場）
　　　　　　15:30　傾城反魂香、身代座禅
■定　　員　各回50名　※応募者多数の場合は抽選
■申込方法　63円はがきに「希望公演日時（1公演のみ）、参加人数（2人まで）、郵便番号、住所、氏名、年齢、電話番号」を明記して郵送。
■申込期限　5月10日（月）消印有効　※当選者のみ通知（5月12日（水）頃発送予定）
■申 込 先　〒810-8799　日本郵便㈱福岡中央郵便局留「市民半額会」宛
■問合せ先　公益社団法人日本演劇興行協会 市民半額会事務局　TEL 092-751-8258（平日10:00～18:00）
　　

■会　　場　博多座（福岡市博多区下川端町2-1）
■料　　金　A席7,500円（通常15,000円）
　※取扱い手数料として、1枚の場合は400円（2枚の場合は700円）と
　　振替手数料がかかります。

博多座市民半額観劇会
「六月博多座大歌舞伎」が半額で観劇できます。

■時　間　①10:30開演　②14:00開演　※各回45分前開場
■会　場　大ホール（1階）全席自由 / 入場制限あり
■料　金　一般1,500円（グランド会員1,200円）
　※当日各300円増
　※3歳以上有料。ただし、2歳以下でも座席を使用する場合は有料。
■チケット発売 ※各日とも10:00～
　グランド会員　5月14日（金）
　W E B 会 員　5月20日（木）
　一　　　　般　5月21日（金）
■チケット取扱い（詳細はP12）
　●まどかぴあ総合案内
　　※発売初日は電話予約のみ
　●まどかぴあWEBサービス
　●ローソンチケット（Lコード：81310）
　●チケットぴあ(Pコード：506-172)
共催：一般財団法人福岡県退職教職員協会

“影のスペシャリスト”劇団かかし座がおくる、不思議なシャドウ・エンターテイメント！！
ちょっと頼りない博士とDr.シャドウたちが秘密の実験室で繰り広げる影絵実験ショー、手と体だけで動物の影を紡
ぎ出す手影絵ショー、ドラゴンを探す旅に出る少年の物語「シェトの冒険～ドラゴンの山へ～」と盛りだくさんの
プログラムをお届けします。日本初の現代影絵専門劇団による驚きのパフォーマンスをお見逃しなく！

劇団かかし座

「Wonder Shadow Labo」

■日　　時　7月31日（土）　14:00～16:00
■会　　場　工作室（2階）
■定　　員　15名程度（先着順）
■料　　金　500円
■対　　象　公演チケット購入者
　　　　　　（小学3年生以下は保護者同伴必須）
■申込方法　申込用紙に必要事項を記入のうえ、
　　　　　　まどかぴあ総合案内に提出（FAX、
　　　　　　郵送、メール可）。
　　　　　　申込用紙は5月14日（金）以降に館内
　　　　　　およびホームページにて配布します。

①手影絵にチャレンジ！
色々な動物の手影絵の作り方を学びます。
②影絵人形を作ってみよう！
厚紙と割箸でオリジナルの影絵人形を作ります。

影絵遊びのワークショップ

8／1
日

車イスWEB

先行
グランド

先・特

■日　　時
　6月5日（土）・6日（日）・19日（土） 各日11:30～ / 15:30～
　6月7日（月）・8日（火）・10日（木）・16日（水） 各日15:30～

文化芸術文化芸術振興担当　受付時間/9：00～17：00（月～金）   

お問い合わせ先 TEL 092-586-4040 / FAX 092-586-4021

チケット購入方法は12ページをご覧ください。

LECTURE

PLAY

申込締切
5月26日（水）必着

　　　　　　　　ワンダー　　　　　　　　　　　　シャドウ　　　　　　　　　　 ラボ

令和4年



文化芸術

2021年5月号 5

文化芸術振興担当　受付時間/9：00～17：00（月～金）   

お問い合わせ先 TEL 092-586-4040 / FAX 092-586-4021

チケット購入方法は12ページをご覧ください。

■会　　費　1,500円（入会日～令和4年3月末日まで）
■特　　典　・チケット先行発売　・チケット料金割引　・会員向けイベント
　　　　　　・公演情報送付　・喫茶割引　・購入実績に応じた特典
　　　　　　・メールマガジン配信（メールアドレス登録者のみ）
■入会方法　まどかぴあ総合案内、まどかぴあWEBサービス、
　　　　　　ゆうちょ銀行払い込み

特典満載の「グランド会員」と気軽に楽しむ「WEB会員」の 2つの会員からお選びいただけます。
ぜひご入会ください！

4 2021年5月号

■特　　典　・チケット先行発売（グランド会員発売後）
　　　　　　・お好きな席を選んで購入可
　　　　　　・メールマガジン配信

登録方法

登録
無料！

https://p-ticket.jp/madokapia/にアクセス1 必要事項をすべてご記入ください2

内容に間違いがないか確認し、登録をクリック
（この時点ではまだ登録が完了していません）3

グランド会員に入会される方は、ログイン後マイページよりお手続きください5

登録したメールアドレス宛にメールが届きます
メール内のURLをクリックするとWEB会員登録完了！4

利用規約・個人情報保護方針を必ずご確
認の上、同意される方はチェックしてくださ
い。（同意されないと登録できません）
※特定商取引法に基づく表示も事前にご
確認ください

■時　　間　14:00開演（13:30開場） / 15:25終演予定
■会　　場　大ホール(1階)全席自由
■定　　員　100名（要申込 / 先着順）※定員に達し次第、受付を終了します。お早目にお申込みください。
■対　　象　知的・発達障がい児（者）、支援者　■料　　金　一人500円（当日払い / 13:00受付開始）※4歳以上有料
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※友の会先行発売・割引は対象外■申込方法
チラシ裏面の申込用紙に必要事項を記入のうえ、下記のいずれかで申し込み。①まどかぴあ総合案内窓口、
②メール（madokapia_event＠bb.csf.ne.jp）、③郵送（12ページに記載住所、「劇場って楽しい!!」係宛）、④FAX（092-586-4021）
●上映作品　
　「パンダコパンダ」（1972年/35分）　原案・脚本・画面設定：宮崎 駿　演出：高畑 勲
　「カラフル忍者いろまき」（2016年/31分）監督・脚本：小林 賢太郎

●鑑賞サポート
　自由席、車椅子席、音量（小さめ）、場内の明るさ（明）、
　イヤーマフの貸出（先着5台）、手話通訳※映画本編を除く、
　字幕、看護師

共催：大野城市、大野城市教育委員会、大野城市社会福祉協議会
後援：福岡県、福岡県発達障がい者（児）支援センターLife、FACT（福岡県障がい者芸術文化活動支援センター）

5／8土
①10:00～11:55（日本語字幕付）
②15:00～16:55　

「宇宙でいちばんあかるい屋根」 2020年/日本/115分
隣に住む大学生に恋する14歳の少女つばめは、父と育ての母の間に
子どもが出来ることで、複雑な思いを抱えていた。ある夜、唯一の憩
いの場である書道教室の屋上でひとり過ごしていたつばめの前に、
キックボードで星空を舞う派手な装いの老婆が現れる。
監督：藤井 道人（『新聞記者』）
出演：清原 果耶、桃井 かおり、吉岡 秀隆 ほか

米モンタナに暮らす10歳の少年スピヴェットは天才的な頭脳の持ち主
であるが、風変わりな家族にその才能を理解してもらえない。権威あ
る科学賞に輝き、授賞式でスピーチすることになった彼は、弟の死に
よってバラバラになった家族に黙ってアメリカ大陸横断の旅に出る。
監督：ジャン＝ピエール・ジュネ（『アメリ』）
出演：カイル・キャトレット、ヘレナ・ボナム＝カーター、ジュディ・ディヴィス 他

©2020『宇宙でいちばんあかるい屋根』製作委員会

（C）TMS

©ÉPITHÈTE FILMS ‒ TAPIOCA FILMS ‒ FILMARTO -
 GAUMONT - FRANCE 2 CINÉMA

6／6日
①10:00～11:45（日本語吹替版）
②15:00～16:45（日本語字幕版）

「天才スピヴェット」 2013年/フランス・カナダ合作/105分

MOVIE

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。

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（有効期限1年間）
■取扱い　まどかぴあ総合案内　※事前予約不可。　※未就学児入場不可（ファミリーシネマをのぞく）

【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。
　　　　　　　　　　・4枚回数券の販売は2021年3月末をもって終了しました。購入済みの回数券は有効期限までご使用いただけます。
　　　　　　　　　　・大ホールの改修工事に伴い、2022年5月～2023年1月のシネマランドはお休みします。施設利用券をお持ちの方は、お早めにご利用ください。

 
協賛：安東歯科医院、株式会社東洋ナビックス、1st.hair

大阪にある国際障害者交流センター ビッグ・アイ発、知的・発達障がい児(者)に向けての劇場
体験プログラム「劇場って楽しい！！」を福岡で初開催！音の大きさや照明の明暗、鑑賞者とし
てのルールやマナーの解説の後、日本語字幕付き映画2作品を上映します。安心してご来場いた
だける鑑賞サポートも付いています。まどかぴあで、はじめの一歩を踏み出してみませんか。

車イス

劇場って楽しい!! 
2021 in 大野城まどかぴあ　

5／16
日

※各回30分前開場

※各回30分前開場
※10時の回のみ、日本語字幕を付けて上映。

MOVIE
残席わずか

©小林賢太郎/シグナル・エムディ/トゥインクル・コーポレーション

文化芸術
お問い合わせ先 TEL 092-586-4040 / FAX 092-586-4021
文化芸術振興担当　受付時間/9：00～17：00（月～金）   
チケット購入方法は12ページをご覧ください。

「次へ」
をクリック

すでにグランド会員の方は、会員
番号欄へ会員番号（会員証記載）
を入力してください。WEB登録
のみ希望の方は空欄。
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文化芸術振興担当　受付時間/9：00～17：00（月～金）   

お問い合わせ先 TEL 092-586-4040 / FAX 092-586-4021

チケット購入方法は12ページをご覧ください。

■会　　費　1,500円（入会日～令和4年3月末日まで）
■特　　典　・チケット先行発売　・チケット料金割引　・会員向けイベント
　　　　　　・公演情報送付　・喫茶割引　・購入実績に応じた特典
　　　　　　・メールマガジン配信（メールアドレス登録者のみ）
■入会方法　まどかぴあ総合案内、まどかぴあWEBサービス、
　　　　　　ゆうちょ銀行払い込み

特典満載の「グランド会員」と気軽に楽しむ「WEB会員」の 2つの会員からお選びいただけます。
ぜひご入会ください！

4 2021年5月号

■特　　典　・チケット先行発売（グランド会員発売後）
　　　　　　・お好きな席を選んで購入可
　　　　　　・メールマガジン配信

登録方法

登録
無料！

https://p-ticket.jp/madokapia/にアクセス1 必要事項をすべてご記入ください2

内容に間違いがないか確認し、登録をクリック
（この時点ではまだ登録が完了していません）3

グランド会員に入会される方は、ログイン後マイページよりお手続きください5

登録したメールアドレス宛にメールが届きます
メール内のURLをクリックするとWEB会員登録完了！4

利用規約・個人情報保護方針を必ずご確
認の上、同意される方はチェックしてくださ
い。（同意されないと登録できません）
※特定商取引法に基づく表示も事前にご
確認ください

■時　　間　14:00開演（13:30開場） / 15:25終演予定
■会　　場　大ホール(1階)全席自由
■定　　員　100名（要申込 / 先着順）※定員に達し次第、受付を終了します。お早目にお申込みください。
■対　　象　知的・発達障がい児（者）、支援者　■料　　金　一人500円（当日払い / 13:00受付開始）※4歳以上有料
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※友の会先行発売・割引は対象外■申込方法
チラシ裏面の申込用紙に必要事項を記入のうえ、下記のいずれかで申し込み。①まどかぴあ総合案内窓口、
②メール（madokapia_event＠bb.csf.ne.jp）、③郵送（12ページに記載住所、「劇場って楽しい!!」係宛）、④FAX（092-586-4021）
●上映作品　
　「パンダコパンダ」（1972年/35分）　原案・脚本・画面設定：宮崎 駿　演出：高畑 勲
　「カラフル忍者いろまき」（2016年/31分）監督・脚本：小林 賢太郎

●鑑賞サポート
　自由席、車椅子席、音量（小さめ）、場内の明るさ（明）、
　イヤーマフの貸出（先着5台）、手話通訳※映画本編を除く、
　字幕、看護師

共催：大野城市、大野城市教育委員会、大野城市社会福祉協議会
後援：福岡県、福岡県発達障がい者（児）支援センターLife、FACT（福岡県障がい者芸術文化活動支援センター）

5／8土
①10:00～11:55（日本語字幕付）
②15:00～16:55　

「宇宙でいちばんあかるい屋根」 2020年/日本/115分
隣に住む大学生に恋する14歳の少女つばめは、父と育ての母の間に
子どもが出来ることで、複雑な思いを抱えていた。ある夜、唯一の憩
いの場である書道教室の屋上でひとり過ごしていたつばめの前に、
キックボードで星空を舞う派手な装いの老婆が現れる。
監督：藤井 道人（『新聞記者』）
出演：清原 果耶、桃井 かおり、吉岡 秀隆 ほか

米モンタナに暮らす10歳の少年スピヴェットは天才的な頭脳の持ち主
であるが、風変わりな家族にその才能を理解してもらえない。権威あ
る科学賞に輝き、授賞式でスピーチすることになった彼は、弟の死に
よってバラバラになった家族に黙ってアメリカ大陸横断の旅に出る。
監督：ジャン＝ピエール・ジュネ（『アメリ』）
出演：カイル・キャトレット、ヘレナ・ボナム＝カーター、ジュディ・ディヴィス 他

©2020『宇宙でいちばんあかるい屋根』製作委員会
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©ÉPITHÈTE FILMS ‒ TAPIOCA FILMS ‒ FILMARTO -
 GAUMONT - FRANCE 2 CINÉMA

6／6日
①10:00～11:45（日本語吹替版）
②15:00～16:45（日本語字幕版）

「天才スピヴェット」 2013年/フランス・カナダ合作/105分

MOVIE

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。

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（有効期限1年間）
■取扱い　まどかぴあ総合案内　※事前予約不可。　※未就学児入場不可（ファミリーシネマをのぞく）

【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。
　　　　　　　　　　・4枚回数券の販売は2021年3月末をもって終了しました。購入済みの回数券は有効期限までご使用いただけます。
　　　　　　　　　　・大ホールの改修工事に伴い、2022年5月～2023年1月のシネマランドはお休みします。施設利用券をお持ちの方は、お早めにご利用ください。

 
協賛：安東歯科医院、株式会社東洋ナビックス、1st.hair

大阪にある国際障害者交流センター ビッグ・アイ発、知的・発達障がい児(者)に向けての劇場
体験プログラム「劇場って楽しい！！」を福岡で初開催！音の大きさや照明の明暗、鑑賞者とし
てのルールやマナーの解説の後、日本語字幕付き映画2作品を上映します。安心してご来場いた
だける鑑賞サポートも付いています。まどかぴあで、はじめの一歩を踏み出してみませんか。

車イス

劇場って楽しい!! 
2021 in 大野城まどかぴあ　

5／16
日

※各回30分前開場

※各回30分前開場
※10時の回のみ、日本語字幕を付けて上映。

MOVIE
残席わずか

©小林賢太郎/シグナル・エムディ/トゥインクル・コーポレーション

文化芸術
お問い合わせ先 TEL 092-586-4040 / FAX 092-586-4021
文化芸術振興担当　受付時間/9：00～17：00（月～金）   
チケット購入方法は12ページをご覧ください。

「次へ」
をクリック

すでにグランド会員の方は、会員
番号欄へ会員番号（会員証記載）
を入力してください。WEB登録
のみ希望の方は空欄。
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【日　程】6月5・12・19・26日、7月3日(土)（全5回）
【時　間】①13:00～14:00　②14:10～15：10
【定　員】各7名　【受講料】各6,000円　【教材費】各300円
【講　師】タク

短期講座 5月12日（水） 9：00 受付開始

はじめての韓国語①②

大邱出身のタク先生と気軽に楽しく韓国
語を学んでみませんか。初めて学ぶ時の
つまずきやすいポイントも、独自のスタ
イルで分かりやすくレッスンします。こ
れから学んでみたい方、一緒にチャレン
ジしましょう！

託 児

【日　程】①6月7日（月）　②6月9日（水）
【時　間】10:30～14:00
【定　員】各16名　  　【受講料】各1,100円
【材料費】各1,800円　【講　師】村上 二三（料理研究家）

茶懐石　水無月の膳①②
旬の食材を使って、日本料理の
伝統、そして茶の心とおもてな
しの心を学びます。

【献立】
向　付　鯵とキャベツの博多押し からし酢 若布 みょうが
椀盛り　海老しんじょ 清し汁仕立て 笠目椎茸 じゅん菜 青柚子
点心盆（盛り合わせ）　茶飯（枝豆入り）

紅鮭幽庵焼き 叩き木の芽
だし巻き卵
生麩道明寺揚げ
新牛蒡ごまよごし紅たで
煮物 長芋 干し筍 ぜんまい 人参 三度豆
鮎はんぺん
甘味（寒天）
香のもの

※材料の都合で内容を変更する場合があります。

【日　程】①6月11日（金）　②6月15日（火）　【定　員】各16名
【時　間】10:00～12:00　【受講料】各1,100円
【材料費】各1,300円　　　【講　師】川田 幸子

梅しごと
～梅漬けと梅干し・しその活用法～①②
昔から受け継がれてきた暮らしの知
恵である「梅しごと」。梅漬けの作
り方と「梅干し」や「しそ」の活用
法を学びます。疲労回復の効用や高
い殺菌作用もある梅のパワーで元気
に過ごしましょう。

託 児

※イメージ

【日　程】6月15日（火）　【時　間】10:00～12:30
【定　員】12名　【受講料】1,200円　【材料費】1,300円
【講　師】Ｓｈｏｋａ（ハンドメイド作家）

はじめてさんのエコバッグ作り　
リバーシブルのエコバッグを作って
みませんか。裁断済みの布をミシン
で縫い上げるので初めての方でも大
丈夫です。

託 児

※イメージ※イメージ

【日　程】6月17日（木）　【時　間】10:00～11:30
【定　員】16名　【受講料】1,100円　【材料費】800円
【講　師】今村 由美（日本茶インストラクター）

冷茶の美味しいいれ方　
夏のおもてなしにおすすめの玉露で
いれる贅沢な冷茶、冷たいほうじ茶
のいれ方をご紹介します。さわやか
な旬の香り、新茶の季節。新茶のい
れ方や保存方法についてもお話しま
す。一緒に初夏のお茶時間を楽しみ
ませんか。

託 児

※イメージ

【日　程】6月18・25日（金）（全2回）　【時　間】19:00～20:30
【定　員】12名　【受講料】2,400円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
【講　師】森永 美加（健康管理1級 ストレッチインストラクター）

お休み前のストレッチ
体の凝りや疲れを解し、自律神経を整
えて、心地よく休むためのストレッチ
を行います。がんばった自分を優しく
いたわってあげましょう。

※イメージ

【日　程】6月10日（木）　【時　間】10:00～11:30　
【定　員】16名　【受講料】1,100円　【材料費】800円
【講　師】奈木野 亜紀（ハーブのゆりかご代表）

選べる香りのアロマ虫よけスプレー
暑い季節に気になる「虫対策」とし
て、アロマを使ってみませんか。さ
まざまな用途にあわせて虫よけアロ
マを選び、自分でブレンドできるオ
リジナルのアロマの虫よけスプレー
を作りましょう。

託 児

※イメージ

回

1

2

3

日時・会場

7月6日（火）
10:00～12:00
303会議室（3階）

7月12日（月）
13:30～15:30
多目的ホール（1階）

4
8月10日（火）
10:00～12:00
303会議室（3階）

7月15日（木）
10:00～12:00
多目的ホール（1階）

7月13日（火）
10:00～12:00
多目的ホール（1階）

テーマ・講師

活動のススメ～わたしもみんなも楽しく～
講師：古賀 桃子（特定非営利活動法人ふくおかNPOセンター 代表）

託児に役立つ 歌遊び、絵本、工作
講師：れいわ子ども情報センター 専門員

子どもの行動の理解と関わり方
講師：三原 詔子（福岡女子短期大学 准教授）

幼児安全法（幼児救急救命）
講師：日本赤十字社 福岡県支部 幼児安全法担当職員

※いずれかの日程に必ずご参加ください

■定　　員　40名（申込先着順）
■受 講 料　無料
■申込方法　5月7日（金）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

まどかぴあ主催の講座やイベント利用者のお子さんをお預かりする「託児サポーター」を養成する講座です。
託児サポーターに登録して、子どもたちと一緒に楽しい時間を過ごしませんか！

※講座実施期間中に託児実習を行います。

託 児

託児サポーター養成講座

企業のための男女共同参画事業
企業・事業者向けセミナー

6 2021年5月号

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 / FAX 092-586-4031
開館時間/9：00～19：00（月～金）9：00～17：00（土・日・祝日）生涯学習センター

お問い合わせ先 TEL 092-586-4020 / FAX 092-586-4021

  テ    グ

開館時間/9：00～20：00（月～土）
5月1日（土)、3日（月・祝)～5日(水・祝)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。

■テーマ例　・ハラスメント（セクハラ・パワハラほか）
　　　　　　・企業における女性の参画　・働き方改革　など
■対　　象　大野城市内に事業所や工場がある企業
■講　　師　内容に応じて一緒に考えていきます。
　　　　　　講師料はアスカーラ負担のため無料です。
■申込方法　①ご希望の内容を2ヵ月以上前までに、アスカーラへ
　　　　　　　お申し込みください。
　　　　　　②講師とアスカーラの担当者が会場にうかがい、
　　　　　　　講座を実施します。

LECTURE

LECTURE

株式会社アシュランでの講座の様子

アスカーラでは、男女共同参画を推進するために、大野城市内の事業所等にうかがう「企業セミナー」を実施しています。
男女共同参画は、一人一人が働きやすい職場環境づくりにつながっています。
ジェンダーギャップなどが話題のこの機会に、企業研修の一つとして、ぜひご活用ください。
講師については、講座内容やご希望に応じてご紹介します。
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【日　程】6月5・12・19・26日、7月3日(土)（全5回）
【時　間】①13:00～14:00　②14:10～15：10
【定　員】各7名　【受講料】各6,000円　【教材費】各300円
【講　師】タク

短期講座 5月12日（水） 9：00 受付開始

はじめての韓国語①②

大邱出身のタク先生と気軽に楽しく韓国
語を学んでみませんか。初めて学ぶ時の
つまずきやすいポイントも、独自のスタ
イルで分かりやすくレッスンします。こ
れから学んでみたい方、一緒にチャレン
ジしましょう！

託 児

【日　程】①6月7日（月）　②6月9日（水）
【時　間】10:30～14:00
【定　員】各16名　  　【受講料】各1,100円
【材料費】各1,800円　【講　師】村上 二三（料理研究家）

茶懐石　水無月の膳①②
旬の食材を使って、日本料理の
伝統、そして茶の心とおもてな
しの心を学びます。

【献立】
向　付　鯵とキャベツの博多押し からし酢 若布 みょうが
椀盛り　海老しんじょ 清し汁仕立て 笠目椎茸 じゅん菜 青柚子
点心盆（盛り合わせ）　茶飯（枝豆入り）

紅鮭幽庵焼き 叩き木の芽
だし巻き卵
生麩道明寺揚げ
新牛蒡ごまよごし紅たで
煮物 長芋 干し筍 ぜんまい 人参 三度豆
鮎はんぺん
甘味（寒天）
香のもの

※材料の都合で内容を変更する場合があります。

【日　程】①6月11日（金）　②6月15日（火）　【定　員】各16名
【時　間】10:00～12:00　【受講料】各1,100円
【材料費】各1,300円　　　【講　師】川田 幸子

梅しごと
～梅漬けと梅干し・しその活用法～①②
昔から受け継がれてきた暮らしの知
恵である「梅しごと」。梅漬けの作
り方と「梅干し」や「しそ」の活用
法を学びます。疲労回復の効用や高
い殺菌作用もある梅のパワーで元気
に過ごしましょう。

託 児

※イメージ

【日　程】6月15日（火）　【時　間】10:00～12:30
【定　員】12名　【受講料】1,200円　【材料費】1,300円
【講　師】Ｓｈｏｋａ（ハンドメイド作家）

はじめてさんのエコバッグ作り　
リバーシブルのエコバッグを作って
みませんか。裁断済みの布をミシン
で縫い上げるので初めての方でも大
丈夫です。

託 児

※イメージ※イメージ

【日　程】6月17日（木）　【時　間】10:00～11:30
【定　員】16名　【受講料】1,100円　【材料費】800円
【講　師】今村 由美（日本茶インストラクター）

冷茶の美味しいいれ方　
夏のおもてなしにおすすめの玉露で
いれる贅沢な冷茶、冷たいほうじ茶
のいれ方をご紹介します。さわやか
な旬の香り、新茶の季節。新茶のい
れ方や保存方法についてもお話しま
す。一緒に初夏のお茶時間を楽しみ
ませんか。

託 児

※イメージ

【日　程】6月18・25日（金）（全2回）　【時　間】19:00～20:30
【定　員】12名　【受講料】2,400円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
【講　師】森永 美加（健康管理1級 ストレッチインストラクター）

お休み前のストレッチ
体の凝りや疲れを解し、自律神経を整
えて、心地よく休むためのストレッチ
を行います。がんばった自分を優しく
いたわってあげましょう。

※イメージ

【日　程】6月10日（木）　【時　間】10:00～11:30　
【定　員】16名　【受講料】1,100円　【材料費】800円
【講　師】奈木野 亜紀（ハーブのゆりかご代表）

選べる香りのアロマ虫よけスプレー
暑い季節に気になる「虫対策」とし
て、アロマを使ってみませんか。さ
まざまな用途にあわせて虫よけアロ
マを選び、自分でブレンドできるオ
リジナルのアロマの虫よけスプレー
を作りましょう。

託 児

※イメージ

回

1

2

3

日時・会場

7月6日（火）
10:00～12:00
303会議室（3階）

7月12日（月）
13:30～15:30
多目的ホール（1階）

4
8月10日（火）
10:00～12:00
303会議室（3階）

7月15日（木）
10:00～12:00
多目的ホール（1階）

7月13日（火）
10:00～12:00
多目的ホール（1階）

テーマ・講師

活動のススメ～わたしもみんなも楽しく～
講師：古賀 桃子（特定非営利活動法人ふくおかNPOセンター 代表）

託児に役立つ 歌遊び、絵本、工作
講師：れいわ子ども情報センター 専門員

子どもの行動の理解と関わり方
講師：三原 詔子（福岡女子短期大学 准教授）

幼児安全法（幼児救急救命）
講師：日本赤十字社 福岡県支部 幼児安全法担当職員

※いずれかの日程に必ずご参加ください

■定　　員　40名（申込先着順）
■受 講 料　無料
■申込方法　5月7日（金）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

まどかぴあ主催の講座やイベント利用者のお子さんをお預かりする「託児サポーター」を養成する講座です。
託児サポーターに登録して、子どもたちと一緒に楽しい時間を過ごしませんか！

※講座実施期間中に託児実習を行います。

託 児

託児サポーター養成講座

企業のための男女共同参画事業
企業・事業者向けセミナー
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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 / FAX 092-586-4031
開館時間/9：00～19：00（月～金）9：00～17：00（土・日・祝日）生涯学習センター

お問い合わせ先 TEL 092-586-4020 / FAX 092-586-4021

  テ    グ

開館時間/9：00～20：00（月～土）
5月1日（土)、3日（月・祝)～5日(水・祝)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。

■テーマ例　・ハラスメント（セクハラ・パワハラほか）
　　　　　　・企業における女性の参画　・働き方改革　など
■対　　象　大野城市内に事業所や工場がある企業
■講　　師　内容に応じて一緒に考えていきます。
　　　　　　講師料はアスカーラ負担のため無料です。
■申込方法　①ご希望の内容を2ヵ月以上前までに、アスカーラへ
　　　　　　　お申し込みください。
　　　　　　②講師とアスカーラの担当者が会場にうかがい、
　　　　　　　講座を実施します。

LECTURE

LECTURE

株式会社アシュランでの講座の様子

アスカーラでは、男女共同参画を推進するために、大野城市内の事業所等にうかがう「企業セミナー」を実施しています。
男女共同参画は、一人一人が働きやすい職場環境づくりにつながっています。
ジェンダーギャップなどが話題のこの機会に、企業研修の一つとして、ぜひご活用ください。
講師については、講座内容やご希望に応じてご紹介します。



まどかぴあ図書館

日　時

6月 4日（金）
6月 8日（火）
6月11日（金）
各9:30～12:00
6月15日（火）
6月18日（金）
6月22日（火）
6月25日（金）
6月29日（火）
各9:30～12:00

7月2日（金）
9:30～12:00

テーマ 講　師

いますぐ使える！パソコンのコツ（Word）
　　　　　　　（全3回）

いますぐ使える！パソコンのコツ（Excel）
　　　　　　　（全5回）

竹中 ひとみ
（有限会社アキラ企画）

福岡県子育て女性就職支援センター職員
①目指せ！再就職
　～再就職の現状と具体的アドバイス～
②個別就業相談会

■対　　象　結婚・出産・育児・介護等の理由により退職し、本気で再就職や起業を目指す女性
■会　　場　202会議室（2階）　　　■受 講 料　無料　　　■定　　員　16名（申込先着順）
■申込方法　受付終了しました
※再就職チャレンジ講座に限り、託児は無料でご利用いただけます。（※要事前申込）

再就職や起業に必要となるパソコンスキル講座と再就職についてのアドバイスや個別就業相談会を開催します。
アスカーラは、なりたい自分を目指してチャレンジする方を応援します！ 

託 児

再就職チャレンジ講座
～なりたい自分をめざして 本気で挑戦！～

※使用するパソコンはお持ち込みください

■講　　師　松永 幸子（合同会社ハロー 代表）
■対　　象　起業を考えている女性、起業して間もない女性
■会　　場　303会議室（3階）　　　■受 講 料　無料　　　■定　　員　30名（申込先着順）
■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
■実施団体　創業したい女性のコミュニティ Créer（クレエ）

「何からはじめたらいいか分からない」「私にも起業ができるのかな」という方必見！
・趣味や特技を活かした仕事がしたい　・相談できる仲間がほしい　・自分らしい働き方をしたい 
そんな思いをかなえたい方を応援します。あなたも 1歩踏み出してみませんか？

託 児

「～夢を実現するために～

 創業したい女性のためのプチ起業セミナー」

日にち 時　間 内　容

6月26日（土）

10月23日（土）

10:00～12:00

13:00～14:30

10:00～12:00

プチ起業について

・先輩プチ起業家の声を聞く！
・ワークショップ

・フォローアップ講座
・交流会

※6/26（土）の12:00～13:00は昼休憩です
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回

1

2

3

日　時

6月10日（木）

6月17日（木）

6月24日（木）

内　容

子どもたちと絵本を楽しむために
～絵本の読み聞かせの基本について～

読み聞かせの実習

おはなし会を楽しくするための工夫
～プログラム作り等～

会　場

303会議室
（3階）

※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。

■時　　間　10:00～12:00（全3回）　■講　　師　伊藤 直美（おはなしの会「わくわく」代表）
■対　　象　未経験者・読み聞かせを始めて3年以内の方で全ての講座に参加できる方
■定　　員　16名（先着順）※大野城市内で活動されている方、もしくは活動予定の方を優先
■受 講 料　無料　■申込方法　5月17日（月）10:00～6月3日（木）18:00 図書館カウンター・電話にて受付

幼児～小学生に向けた読み聞かせに興味をお持ちの方を対象とした講座です。

5月26日（水）は地域貸出文庫図書交換のため、
まどかぴあ図書館は休館します。

読み聞かせボランティア入門講座

図書館休館のお知らせ

おはなし会は感染症対策に配慮し、規模を縮小・不
定期で開催しています。
開催日時についてはホームページ等をご確認くださ
い。
・0～2歳向け　　　 不定期火曜日　10:30～
・幼児～小学生向け　不定期土曜日　15:00～

移動図書館「わくわく号」巡回日程表
5月の巡回

としょかんのおはなし会

＊ りとる ＊

託 児
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お問い合わせ先 TEL 092-586-4010 / FAX 092-586-4011
開館時間/（日～木）10：00～18：00　（金）10:00～20：00　（土）10：00～19：00
http：//www.madokapialibrary.jp/

午後午前
10:30～11:15 11:30～12:00 14:00～14:45 15:15～16:00

中央コミュニティ
センター

石坂公園
（月の浦幼稚園横）

南ヶ丘2区
公民館中央デイサービス

乙金公民館 乙金東公民館 乙金台公民館

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）

悠生園
デイサービス

南コミュニティ
センター

南コミュニティ
センター

釜蓋公民館 中公民館

下大利団地
公民館 山田公民館 栄町公民館

仲島公民館 畑詰公民館 巡町公園
（川久保2丁目）

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

牛頸公民館 上大利公民館 つつじヶ丘
公民館

障がい者支援
センター

まどか・ゆいぱる

17日

31日

10日

24日

18日

11日

25日

20日

13日

27日

7日

21日

14日

28日

2日
16日
30日

曜
日 日

月

火

木

金

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 / FAX 092-586-4031
開館時間/9：00～19：00（月～金）9：00～17：00（土・日・祝日）

安心して楽しめる、
新しいおはなし会のカタチを
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。

LECTURE

LECTURE

女性のための起業支援セミナー

LECTURE

受付終了
しました



まどかぴあ図書館

日　時

6月 4日（金）
6月 8日（火）
6月11日（金）
各9:30～12:00
6月15日（火）
6月18日（金）
6月22日（火）
6月25日（金）
6月29日（火）
各9:30～12:00

7月2日（金）
9:30～12:00

テーマ 講　師

いますぐ使える！パソコンのコツ（Word）
　　　　　　　（全3回）

いますぐ使える！パソコンのコツ（Excel）
　　　　　　　（全5回）

竹中 ひとみ
（有限会社アキラ企画）

福岡県子育て女性就職支援センター職員
①目指せ！再就職
　～再就職の現状と具体的アドバイス～
②個別就業相談会

■対　　象　結婚・出産・育児・介護等の理由により退職し、本気で再就職や起業を目指す女性
■会　　場　202会議室（2階）　　　■受 講 料　無料　　　■定　　員　16名（申込先着順）
■申込方法　受付終了しました
※再就職チャレンジ講座に限り、託児は無料でご利用いただけます。（※要事前申込）

再就職や起業に必要となるパソコンスキル講座と再就職についてのアドバイスや個別就業相談会を開催します。
アスカーラは、なりたい自分を目指してチャレンジする方を応援します！ 

託 児

再就職チャレンジ講座
～なりたい自分をめざして 本気で挑戦！～

※使用するパソコンはお持ち込みください

■講　　師　松永 幸子（合同会社ハロー 代表）
■対　　象　起業を考えている女性、起業して間もない女性
■会　　場　303会議室（3階）　　　■受 講 料　無料　　　■定　　員　30名（申込先着順）
■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
■実施団体　創業したい女性のコミュニティ Créer（クレエ）

「何からはじめたらいいか分からない」「私にも起業ができるのかな」という方必見！
・趣味や特技を活かした仕事がしたい　・相談できる仲間がほしい　・自分らしい働き方をしたい 
そんな思いをかなえたい方を応援します。あなたも 1歩踏み出してみませんか？

託 児

「～夢を実現するために～

 創業したい女性のためのプチ起業セミナー」

日にち 時　間 内　容

6月26日（土）

10月23日（土）

10:00～12:00

13:00～14:30

10:00～12:00

プチ起業について

・先輩プチ起業家の声を聞く！
・ワークショップ

・フォローアップ講座
・交流会

※6/26（土）の12:00～13:00は昼休憩です

2021年5月号 9

回

1

2

3

日　時

6月10日（木）

6月17日（木）

6月24日（木）

内　容

子どもたちと絵本を楽しむために
～絵本の読み聞かせの基本について～

読み聞かせの実習

おはなし会を楽しくするための工夫
～プログラム作り等～

会　場

303会議室
（3階）

※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。

■時　　間　10:00～12:00（全3回）　■講　　師　伊藤 直美（おはなしの会「わくわく」代表）
■対　　象　未経験者・読み聞かせを始めて3年以内の方で全ての講座に参加できる方
■定　　員　16名（先着順）※大野城市内で活動されている方、もしくは活動予定の方を優先
■受 講 料　無料　■申込方法　5月17日（月）10:00～6月3日（木）18:00 図書館カウンター・電話にて受付

幼児～小学生に向けた読み聞かせに興味をお持ちの方を対象とした講座です。

5月26日（水）は地域貸出文庫図書交換のため、
まどかぴあ図書館は休館します。

読み聞かせボランティア入門講座

図書館休館のお知らせ

おはなし会は感染症対策に配慮し、規模を縮小・不
定期で開催しています。
開催日時についてはホームページ等をご確認くださ
い。
・0～2歳向け　　　 不定期火曜日　10:30～
・幼児～小学生向け　不定期土曜日　15:00～

移動図書館「わくわく号」巡回日程表
5月の巡回

としょかんのおはなし会

＊ りとる ＊

託 児

8 2021年5月号

お問い合わせ先 TEL 092-586-4010 / FAX 092-586-4011
開館時間/（日～木）10：00～18：00　（金）10:00～20：00　（土）10：00～19：00
http：//www.madokapialibrary.jp/

午後午前
10:30～11:15 11:30～12:00 14:00～14:45 15:15～16:00

中央コミュニティ
センター

石坂公園
（月の浦幼稚園横）

南ヶ丘2区
公民館中央デイサービス

乙金公民館 乙金東公民館 乙金台公民館

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）

悠生園
デイサービス

南コミュニティ
センター

南コミュニティ
センター

釜蓋公民館 中公民館

下大利団地
公民館 山田公民館 栄町公民館

仲島公民館 畑詰公民館 巡町公園
（川久保2丁目）

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

牛頸公民館 上大利公民館 つつじヶ丘
公民館

障がい者支援
センター

まどか・ゆいぱる

17日

31日

10日

24日

18日

11日

25日

20日

13日

27日

7日

21日

14日

28日

2日
16日
30日

曜
日 日

月

火

木

金

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 / FAX 092-586-4031
開館時間/9：00～19：00（月～金）9：00～17：00（土・日・祝日）

安心して楽しめる、
新しいおはなし会のカタチを
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。

LECTURE

LECTURE

女性のための起業支援セミナー

LECTURE

受付終了
しました
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令和３年５月から大野城まどかぴあのホールを利用される方のイベントを大野城まどかぴあ情報誌「アテナ」のイ
ベントスケジュール（P11）とホームページ「イベントカレンダー」（5月下旬より順次公開予定）に掲載します。

10 2021年5月号

あなたが主催するイベントを「アテナ」に掲載しませんか？

広告協賛欄

イベント開催月（掲載月）

掲載申込期限

8月

5月末

9月

6月末

10月

7月末

11月

8月末

まどかぴあイベントスケジュール

つくし お隣さん情報

5月

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

5/22
（土）

ふれぶんシネマ倶楽部「ゴッホ 最期の手紙」
出演：ダグラス・ブース、ロベルト・グラチークほか
会場：サンホール（入場制限あり）
●施設利用料1枚300円　※要電話予約 ●①10:00 ②14:00

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。4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）

※まどかぴあ主催・共催事業の詳細等は「アテナ」誌面やまどかぴあホームページ等でご確認いただけます。
※まどかぴあ主催・共催事業以外については、掲載を希望されたホールイベントのみ掲載しています。

筑紫野市ちくしの少年少女合唱団 第４回定期演奏会
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　※未就学児入場無料　●14:00

第21回弥生の里音楽祭特別企画
横山 幸雄 × 假屋崎 省吾　「ピアノと花の華麗なる世界」
●全席指定 一般5,000円　●15:00

第21回弥生の里音楽祭
「100人のフリーステージ」　出演者募集
※詳しくはお問い合わせください。 

太宰府市文化ふれあい館開館25周年記念特別展
おえびすさん！
太宰府市内に点在するおよそ30体のえびす像にまつわる展示
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（祝日の場合は翌平日休館）

7/25
（日）

（公財）太宰府市文化スポーツ振興財団

開催中～
5/23
（日）

太宰府市文化ふれあい館開館25周年記念
25年のあゆみパネル展
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（祝日の場合は翌平日休館）

開催中～
6/6
（日）

筑紫野市文化会館

6/6
（日）

6/12
（土）

音楽の楽しみ方講座Vol.2
遊牧民族から生まれた２弦の楽器 
～馬頭琴＆二胡の癒しの歌～
出演：Doran馬頭琴楽団　会場：多目的ホール（60人限定）
●全席指定 一般1,000円ほか　※小学生以上入場可　●14:00

7/17
（土）

第十七回ちくしの寄席
立川生志“ふるさと応援”落語会
出演：立川生志、柳家さん光　※5/15（土）チケット販売開始
●全席指定 一般2,500円ほか　※中学生以上入場可　●14:00

「みりかれっじ」見たい！聞きたい！学びたい！第1弾
「応援とチャレンジの連鎖がまちを変える
～元気な那珂川市づくりをみんなで考える～」
講師：木藤亮太（株式会社ホーホゥ代表取締役）
●1,200円ほか　●14:00

ミリカローデン那珂川

5/16
（日）

MIRIKA青空マーケット
●入場無料　●11:00～15:00

5/29
（土）

桂三四郎・桂三度　兄弟会
●一般1,500円ほか　●15:30

6/13
（日）

福岡県立筑紫中央高等学校吹奏楽部
第41回定期演奏会
■問 福岡県立筑紫中央高等学校　栗屋092-581-1470
■会 大ホール　■時 開演16:00（開場15：30）

シネマランド
「宇宙でいちばんあかるい屋根」
■問 文化芸術振興担当

スマホ入門
■問 生涯学習センター

エクセル実践・中級（夜）　　
■問 生涯学習センター

骨盤ゆがみ調整ヨガ①②
■問 生涯学習センター

男女共同参画条例制定記念講演会
もっと前へ！のびのびと！男女共同
参画社会づくりに向けて
■問 男女平等推進センターアスカーラ

はじめてのハープレッスン①②
■問 生涯学習センター

3（月・祝）

8（土）

10・17・24・31
（月）

11・18・25、
6/1・8・15（火）

①14（金）
②17（月）

15（土）

15・22・29、
6/5（土）

■問 お問い合わせ先　■会 会場　■時 時間
　　 まどかぴあ主催・共催事業

太宰府市五条3丁目1番1号☎092（920）7070

筑紫野市上古賀1丁目5番1号☎092（925）4321

那珂川市仲2丁目5番1号☎092（954）2211

劇場って楽しい‼2021
in 大野城まどかぴあ
■問 文化芸術振興担当

桜雅流吟詠会　令和３年吟詠発表会
■問 桜雅流吟詠会　世話人　岩谷090-8624-4964
■会 多目的ホール　■時 開演14:00（開場13:00）

かぎ針編みのミニストール　
■問 生涯学習センター

美味しいコーヒーの淹れ方
■問 生涯学習センター

アクシスダンススクール第1回発表会
■問 AXISダンススクール　浦田080-2725-6123
■会 大ホール　■時 開演17:30（開場17:00）

Shiny☆Girl お披露目会
■問 Shiny☆Girl　瀬戸嶋080-1799-4831
■会 大ホール　■時 開演15:00（開場14:30）

音のわコンサートVol.1
~木管五重奏の調べ～
■問 文化芸術振興担当

16（日）

16（日）

17・24（月）

20・27（木）

23（日）

29（土）

30（日）

託 児 託 児

託 児

託 児

託 児

託 児

市役所西駐車場の整備工事について
大野城市役所西駐車場の整備工事に伴い、工事期間中は西駐車場および南広場、大型
バス駐車場などの一部が利用できません。なお、利用ができない期間・範囲は、工事
の進捗状況により変更することがあります。詳しい内容は、市役所ホームページの施
設案内ページで随時お知らせします。ご理解とご協力をお願いいたします。

特定天井耐震化工事のお知らせ
令和4年5月上旬から令和5年1月中旬にかけて、特定天井耐震化工事を行います。
期間中は、大ホールを利用できません。また、工事に関連して他施設の利用が制限さ
れる場合があります。
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。

工 事 の
お 知 らせ

インフォメーション
お問い合わせ先 TEL 092-586-4006 / FAX 092-586-4007
管理課　受付時間/9：00～17：00（月～金）

information

随時
募集

■掲載について
　・対　　象：施設利用許可書交付を受けたホール利用の
　　　　　　　イベント
　・掲載内容：イベント名、開催日時、会場、問い合わせ先
　※申込後の変更等については、速やかにご連絡ください。
　※内容が不明なもの、問い合わせ先がないものは掲載で
　　きません。

■申込期限
　情報誌発行月の3ヵ月前の末日まで

　詳しくはまどかぴあホームページをご覧ください。

■申込方法
　掲載を希望される方は、「掲載について」の内容を
　ご理解のうえホームページより「申込書」をダウン
　ロードし、お申し込みください。
　・申込先
　　持参の場合：まどかぴあ総合案内
　　メールの場合：madokapia_kanri@bb.csf.ne.jp
　　郵送の場合：〒816-0934　大野城市曙町2-3-1
　　　　　　　　　大野城まどかぴあ　管理課宛



2021年5月号 11

令和３年５月から大野城まどかぴあのホールを利用される方のイベントを大野城まどかぴあ情報誌「アテナ」のイ
ベントスケジュール（P11）とホームページ「イベントカレンダー」（5月下旬より順次公開予定）に掲載します。

10 2021年5月号

あなたが主催するイベントを「アテナ」に掲載しませんか？

広告協賛欄

イベント開催月（掲載月）

掲載申込期限

8月

5月末

9月

6月末

10月

7月末

11月

8月末

まどかぴあイベントスケジュール

つくし お隣さん情報

5月

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

5/22
（土）

ふれぶんシネマ倶楽部「ゴッホ 最期の手紙」
出演：ダグラス・ブース、ロベルト・グラチークほか
会場：サンホール（入場制限あり）
●施設利用料1枚300円　※要電話予約 ●①10:00 ②14:00

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。4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）

※まどかぴあ主催・共催事業の詳細等は「アテナ」誌面やまどかぴあホームページ等でご確認いただけます。
※まどかぴあ主催・共催事業以外については、掲載を希望されたホールイベントのみ掲載しています。

筑紫野市ちくしの少年少女合唱団 第４回定期演奏会
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　※未就学児入場無料　●14:00

第21回弥生の里音楽祭特別企画
横山 幸雄 × 假屋崎 省吾　「ピアノと花の華麗なる世界」
●全席指定 一般5,000円　●15:00

第21回弥生の里音楽祭
「100人のフリーステージ」　出演者募集
※詳しくはお問い合わせください。 

太宰府市文化ふれあい館開館25周年記念特別展
おえびすさん！
太宰府市内に点在するおよそ30体のえびす像にまつわる展示
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（祝日の場合は翌平日休館）

7/25
（日）

（公財）太宰府市文化スポーツ振興財団

開催中～
5/23
（日）

太宰府市文化ふれあい館開館25周年記念
25年のあゆみパネル展
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（祝日の場合は翌平日休館）

開催中～
6/6
（日）

筑紫野市文化会館

6/6
（日）

6/12
（土）

音楽の楽しみ方講座Vol.2
遊牧民族から生まれた２弦の楽器 
～馬頭琴＆二胡の癒しの歌～
出演：Doran馬頭琴楽団　会場：多目的ホール（60人限定）
●全席指定 一般1,000円ほか　※小学生以上入場可　●14:00

7/17
（土）

第十七回ちくしの寄席
立川生志“ふるさと応援”落語会
出演：立川生志、柳家さん光　※5/15（土）チケット販売開始
●全席指定 一般2,500円ほか　※中学生以上入場可　●14:00

「みりかれっじ」見たい！聞きたい！学びたい！第1弾
「応援とチャレンジの連鎖がまちを変える
～元気な那珂川市づくりをみんなで考える～」
講師：木藤亮太（株式会社ホーホゥ代表取締役）
●1,200円ほか　●14:00

ミリカローデン那珂川

5/16
（日）

MIRIKA青空マーケット
●入場無料　●11:00～15:00

5/29
（土）

桂三四郎・桂三度　兄弟会
●一般1,500円ほか　●15:30

6/13
（日）

福岡県立筑紫中央高等学校吹奏楽部
第41回定期演奏会
■問 福岡県立筑紫中央高等学校　栗屋092-581-1470
■会 大ホール　■時 開演16:00（開場15：30）

シネマランド
「宇宙でいちばんあかるい屋根」
■問 文化芸術振興担当

スマホ入門
■問 生涯学習センター

エクセル実践・中級（夜）　　
■問 生涯学習センター

骨盤ゆがみ調整ヨガ①②
■問 生涯学習センター

男女共同参画条例制定記念講演会
もっと前へ！のびのびと！男女共同
参画社会づくりに向けて
■問 男女平等推進センターアスカーラ

はじめてのハープレッスン①②
■問 生涯学習センター

3（月・祝）

8（土）

10・17・24・31
（月）

11・18・25、
6/1・8・15（火）

①14（金）
②17（月）

15（土）

15・22・29、
6/5（土）

■問 お問い合わせ先　■会 会場　■時 時間
　　 まどかぴあ主催・共催事業

太宰府市五条3丁目1番1号☎092（920）7070

筑紫野市上古賀1丁目5番1号☎092（925）4321

那珂川市仲2丁目5番1号☎092（954）2211

劇場って楽しい‼2021
in 大野城まどかぴあ
■問 文化芸術振興担当

桜雅流吟詠会　令和３年吟詠発表会
■問 桜雅流吟詠会　世話人　岩谷090-8624-4964
■会 多目的ホール　■時 開演14:00（開場13:00）

かぎ針編みのミニストール　
■問 生涯学習センター

美味しいコーヒーの淹れ方
■問 生涯学習センター

アクシスダンススクール第1回発表会
■問 AXISダンススクール　浦田080-2725-6123
■会 大ホール　■時 開演17:30（開場17:00）

Shiny☆Girl お披露目会
■問 Shiny☆Girl　瀬戸嶋080-1799-4831
■会 大ホール　■時 開演15:00（開場14:30）

音のわコンサートVol.1
~木管五重奏の調べ～
■問 文化芸術振興担当

16（日）

16（日）

17・24（月）

20・27（木）

23（日）

29（土）

30（日）

託 児 託 児

託 児

託 児

託 児

託 児

市役所西駐車場の整備工事について
大野城市役所西駐車場の整備工事に伴い、工事期間中は西駐車場および南広場、大型
バス駐車場などの一部が利用できません。なお、利用ができない期間・範囲は、工事
の進捗状況により変更することがあります。詳しい内容は、市役所ホームページの施
設案内ページで随時お知らせします。ご理解とご協力をお願いいたします。

特定天井耐震化工事のお知らせ
令和4年5月上旬から令和5年1月中旬にかけて、特定天井耐震化工事を行います。
期間中は、大ホールを利用できません。また、工事に関連して他施設の利用が制限さ
れる場合があります。
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。

工 事 の
お 知 らせ

インフォメーション
お問い合わせ先 TEL 092-586-4006 / FAX 092-586-4007
管理課　受付時間/9：00～17：00（月～金）

information

随時
募集

■掲載について
　・対　　象：施設利用許可書交付を受けたホール利用の
　　　　　　　イベント
　・掲載内容：イベント名、開催日時、会場、問い合わせ先
　※申込後の変更等については、速やかにご連絡ください。
　※内容が不明なもの、問い合わせ先がないものは掲載で
　　きません。

■申込期限
　情報誌発行月の3ヵ月前の末日まで

　詳しくはまどかぴあホームページをご覧ください。

■申込方法
　掲載を希望される方は、「掲載について」の内容を
　ご理解のうえホームページより「申込書」をダウン
　ロードし、お申し込みください。
　・申込先
　　持参の場合：まどかぴあ総合案内
　　メールの場合：madokapia_kanri@bb.csf.ne.jp
　　郵送の場合：〒816-0934　大野城市曙町2-3-1
　　　　　　　　　大野城まどかぴあ　管理課宛



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二丁目３番１号
総合案内：TEL 092（586）4000／FAX 092（586）4001
開館時間：9:00～22:00　受付時間：9:00～21:00
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）
まどかぴあホームページのトップにつながる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2.0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。

新型コロナウイルス感染防止策のためのお願い　

検温清掃・除菌
実施

換気実施 適切な距離 手指消毒飛沫防止幕
設置

連絡先記入マスク着用

●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。

●接触確認アプリ「COCOA」のイン
ストールにご協力ください。

■感染防止策 ■お客様へのお願い

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 300円 定員有り（満10ヵ月～就学前まで）　　
※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。

託児 要連絡

5月6日（木）、19日（水）　※5月5日（水）は、開館いたします。（通常第1水曜日は休館日）
まどかぴあ休館日のお知らせ

車イス席ご利用の際に事前申し込み
が必要です。

グランド会員特典対象事業です。
「先行」「先」…先行販売あり
「特別」「特」…特別料金

WEB会員特典対象事業です。
「先行」…先行販売あり

車イス

グランド

先・特

WEB

先行

　●発売日専用ダイヤル　092-591-1111（10:00～21:00）
　●大野城まどかぴあ総合案内　092-586-4000（9:00～21:00） ※発売初日以外
　●その他プレイガイド ※公演により取扱いが異なります

●大野城まどかぴあWEBサービス
　https://p-ticket.jp/madokapia

チケット発売についてのご注意
　※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。　※窓口販売および予約済のチケット引き換えは、発売日翌日からです。　
　※大野城まどかぴあWEBサービスを利用するには、会員登録（無料）が必要です。
　　WEBサービスでは、クレジットカード、コンビニエンスストア（ファミリーマート、セブン-イレブン）など、様々な支払い・発券方法を選択
　　できます。公演によっては、WEBサービスでの取扱いがない場合がございます。詳しくは「アテナ」、まどかぴあホームページ等でご確認
　　ください。
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、ご入場をお断りする場合があります。
　※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。

日 付 イ ベ ン ト ページ 日 付 イ ベ ン ト ページ

託 児

チケット購入方法　下記のいずれかの方法で予約・購入できます。

まどかぴあのチケット情報・募集申込情報

12 2021年5月号

17（月）男女

生涯

劇団かかし座「Wonder Shadow Labo」
グランド会員発売
※WEB会員は5/20（木）～

文芸

P9

21（金） P3

読み聞かせボランティア入門講座　受付開始7（金） P7託児サポーター養成講座　受付開始

12（水） P6

14（金） P3

短期講座　受付開始

図書

25（火） P2おとなの楽校　チケット発売開始

劇団かかし座「Wonder Shadow Labo」　
一般発売文芸

版画体験～リトグラフワークショップ～
申込締切文芸

管理

26（水） P3

5月


