
新型コロナウイルス感染拡大の状況により、

今後の休館期間やイベントの開催予定が

変更になる場合があります。

詳細はホームページをご確認ください。

～ つどい  ふれあい  はばたく ～

大野城まどかぴあ情報誌　

〈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。

※アテナとは、ギリシャ神話の知恵と芸術と戦術の女神

※掲載記事は5月11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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8月1日（日）①10:30開演　②14:00開演
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■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
　　有料です。
■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：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！

発 売 中

2021年6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6月号

8／1
日

車イスWEB

先行
グランド

先・特 わくわくおはなし会 夏休みスペシャル「夜ばなし」

７月から８月にかけて、親子で楽しめるイベントを開催します。
詳細は来月号等をご覧ください。

申し込み受付開始日など、各イベントの詳細は「アテナ」誌面やまどかぴあホームページ等でご確認ください

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。

■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　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
　　

■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：81846）

患者さんと医療者は「同じ船に乗って荒波を乗り越える仲間」であるという基本的関係は変
わるものではありませんが、医療の内容はいよいよ複雑化しわかりにくくなっています。皆
さんが健康で幸せな毎日を送るために、医療機関と上手に付き合う「秘訣」を残らずお話し
しましょう。

PLAY

劇団かかし座

「Wonder Shadow Labo」
　　　　　　　　ワンダー　　　　　　　　　　　　シャドウ　　　　　　　　　　 ラボ

■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）。申込用紙は館内および
　　　　　　ホームページにて配布いたします。

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

まどかぴあ市民大学 おとなの楽校 LECTURE

託 児

「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）

1時間目

発売中（1～4時間目）

■開催日　7月24日（土）～8月25日（水）

■日　程　7/31（土）
　※定員各回10組（子ども1名につき保護者は1名まで）
　　先着順。事前申し込みが必要です。

紙のどうぶつえん 夏休み教室
大きなダンボールでいろいろな動物をつく
る、毎年恒例の人気イベントです。夏休みの
思い出づくりに思いっきり工作を楽しみませ
んか？

■日　程　7/24（土）
■対　象　小学生以上（未就学児入場不可）
　※定員30名。先着順。事前申し込みが必要です。

暑い夏の夜、ちょっぴりこわいおはなし
を聞きにきませんか？いつもと違うスペ
シャルなおはなし会を開催します。

大人と子どもが一緒に楽しめる親子読
書会を大野城市地域貸出文庫連絡協
議会と協力して開催します。楽しいおは
なし会や親子で協力する工作などをご
準備しています。
■日　程　8/22（日）

第42回　親子読書会 共催事業

わくわくおはなし会 夏休みスペシャル「夜ばなし」
子どもクレイアート①
銀になる粘土で作ってみよう！
影絵遊びのワークショップ
紙のどうぶつえん 夏休み教室
アスカーラ夏まつり
劇団かかし座「Wonder Shadow Labo」
水彩絵の具を使って絵を描こう！
親子でウクレレに絵を描こう
キッズルームお楽しみ会
ファミリーシネマ
バックステージツアー

まどかぴあ夏の自由研究
「ダンス公演をつくろう！」

お習字に挑戦しよう①②
子どもクレイアート②
第42回　親子読書会
キッズルームお楽しみ会
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©劇団かかし座

7／17
土

「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）

「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）

9／4 土
2時間目

1／22土12／11土
3時間目

「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）

4時間目
令和4年

生涯学習センター定期講座の体験会を行います。材料費のみで参加できますので、どなたでもお気軽にご参加くだ
さい。詳しくは、生涯学習センターまでお問い合わせください。

講座名 時　間 会　場開催日
基本デッサン
シェイプアップ・ピラティスヨガ
カルトナージュ
写経
ステンドグラス
洋画入門
楽しいオカリナ
華道（新池坊・フラワーアレンジメント）

6月7・14・21日（月）
6月9日（水）

6月10日（木）

6月19日（土）

10：30～12：00
11：40～12：15
10：00～12：00
10：30～12：00

13：30～15：00

18：00～19：00

美術室（2階）
リハーサル室1（1階）

ホワイエ（1階）

和室（2階） ※イメージ

生涯学習センター

定期講座6月体験会 LESSON

新型コロナウイルス感染拡大防止のため
「生涯学習センター定期講座6月体験会」

は開催中止します。



■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
　　有料です。
■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：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！

発 売 中

2021年6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。
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日

車イスWEB

先行
グランド

先・特 わくわくおはなし会 夏休みスペシャル「夜ばなし」

７月から８月にかけて、親子で楽しめるイベントを開催します。
詳細は来月号等をご覧ください。

申し込み受付開始日など、各イベントの詳細は「アテナ」誌面やまどかぴあホームページ等でご確認ください

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。

■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　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
　　

■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：81846）

患者さんと医療者は「同じ船に乗って荒波を乗り越える仲間」であるという基本的関係は変
わるものではありませんが、医療の内容はいよいよ複雑化しわかりにくくなっています。皆
さんが健康で幸せな毎日を送るために、医療機関と上手に付き合う「秘訣」を残らずお話し
しましょう。

PLAY

劇団かかし座

「Wonder Shadow Labo」
　　　　　　　　ワンダー　　　　　　　　　　　　シャドウ　　　　　　　　　　 ラボ

■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）。申込用紙は館内および
　　　　　　ホームページにて配布いたします。

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

まどかぴあ市民大学 おとなの楽校 LECTURE

託 児

「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）

1時間目

発売中（1～4時間目）

■開催日　7月24日（土）～8月25日（水）

■日　程　7/31（土）
　※定員各回10組（子ども1名につき保護者は1名まで）
　　先着順。事前申し込みが必要です。

紙のどうぶつえん 夏休み教室
大きなダンボールでいろいろな動物をつく
る、毎年恒例の人気イベントです。夏休みの
思い出づくりに思いっきり工作を楽しみませ
んか？

■日　程　7/24（土）
■対　象　小学生以上（未就学児入場不可）
　※定員30名。先着順。事前申し込みが必要です。

暑い夏の夜、ちょっぴりこわいおはなし
を聞きにきませんか？いつもと違うスペ
シャルなおはなし会を開催します。

大人と子どもが一緒に楽しめる親子読
書会を大野城市地域貸出文庫連絡協
議会と協力して開催します。楽しいおは
なし会や親子で協力する工作などをご
準備しています。
■日　程　8/22（日）

第42回　親子読書会 共催事業

わくわくおはなし会 夏休みスペシャル「夜ばなし」
子どもクレイアート①
銀になる粘土で作ってみよう！
影絵遊びのワークショップ
紙のどうぶつえん 夏休み教室
アスカーラ夏まつり
劇団かかし座「Wonder Shadow Labo」
水彩絵の具を使って絵を描こう！
親子でウクレレに絵を描こう
キッズルームお楽しみ会
ファミリーシネマ
バックステージツアー

まどかぴあ夏の自由研究
「ダンス公演をつくろう！」

お習字に挑戦しよう①②
子どもクレイアート②
第42回　親子読書会
キッズルームお楽しみ会
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7／17
土

「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）

「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）

9／4 土
2時間目

1／22土12／11土
3時間目

「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）

4時間目
令和4年

生涯学習センター定期講座の体験会を行います。材料費のみで参加できますので、どなたでもお気軽にご参加くだ
さい。詳しくは、生涯学習センターまでお問い合わせください。

講座名 時　間 会　場開催日
基本デッサン
シェイプアップ・ピラティスヨガ
カルトナージュ
写経
ステンドグラス
洋画入門
楽しいオカリナ
華道（新池坊・フラワーアレンジメント）

6月7・14・21日（月）
6月9日（水）

6月10日（木）

6月19日（土）

10：30～12：00
11：40～12：15
10：00～12：00
10：30～12：00

13：30～15：00

18：00～19：00

美術室（2階）
リハーサル室1（1階）

ホワイエ（1階）

和室（2階） ※イメージ

生涯学習センター

定期講座6月体験会 LESSON

新型コロナウイルス感染拡大防止のため
「生涯学習センター定期講座6月体験会」

は開催中止します。



文化芸術

2021年6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。

4 2021年6月号

■日　　時
　8月  8日（日）13:00～16:30 出会おう！（オリエンテーション）
　8月19日（木）13:30～16:30 つくろう！①
　8月20日（金）13:00～16:30 つくろう！②
　8月21日（土）13:30～16:30 つくろう！③
　8月22日（日）13:00～16:30 発表しよう！
■会　　場　多目的ホール（1階）
■参 加 料　2,000円（衣装・保険加入代含む）
■定　　員　15名（応募者多数の場合は抽選）
                      ※ダンス経験は問いません
■対　　象　小学3年生～6年生で5日間参加できる方
　　　　　　※欠席、早退などの場合は申込み時にお知らせください
　　　　　　　（8/8･21･22は参加必須）

■申 込 方 法　館内およびホームページにて配布の
　　　　　　　 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 締 切　7月12日（月）必着
　　　　　　　 （7/20（火）頃、参加決定通知を送付します）
■持ってくる物　動きやすい服装（スカート、ジーンズ以外）、
　　　　　　　 汗拭きタオル、飲み物、楽しむ気持ち

3人のダンサーと、新しく出会う仲間と、おどって、あそんで、
ダンスをつくってみよう！
型にはまらない自由な表現と「ダンス・クリエーション」を
体験する 5日間です。
ダンス経験・運動の得意不得意は問いません。講師は、これ
までに大野城まどかぴあアウトリーチ事業＂芸術の時間 " で
大野城市内の小学生とダンスを創ってきたダンサーです。最
終日には、ご家族などの前で発表します。
ダンスを通して出会う仲間と一緒に、夏の思い出を作りませ
んか？
※接触を避ける振付など感染対策を講じ、実施します。　

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。

故郷の田舎町を飛び出し、憧れの秘書になるため保険会社に就職する
が、すぐにクビを言い渡されてしまったローズ。クビを免れる条件は
彼女の唯一の特技であるタイプライターの早打ちで世界一になること。
ローズの奮闘を1950年代のフランスを舞台に当時のカルチャー＆
ファッション満載で描く。
監督：レジス・ロワンサル（『9人の翻訳家 囚われたベストセラー』）
出演：ロマン・デュリス、デボラ・フランソワ、ベレニス・ベジョ　他 © 2012 ‒ copyright : Les Productions du Trésor ‒ France 3 Cinéma ‒ 

France 2 Cinéma ‒ Mars Films -Wild Bunch - Panache Productions ‒ 
La Cie Cinématographique ‒ RTBF (Télévision belge)© Photos - Jaïr Sfez.

7／10土 「タイピスト！」 2012年/フランス/111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
■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除く）

【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

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

車イス

※各回30分前開場

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 ©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

※各回30分前開場

まどかぴあ夏の自由研究

「ダンス公演をつくろう！」

■出　演　杉尾 寛史（ウクレレ）
■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11:50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。
　※当初、6月24日（木）の開催を予定しておりましたが、都合により開催日が変更となりました。

令和3年度のテーマ「世界の音楽・2周目」
世界の国々にゆかりのある音楽や作曲家などを中心としたプログラムでお届
けします。音楽で世界を感じてください。

杉尾 寛史（ウクレレ）

ウクレレの軽やかな音色を聴きながら、癒しのひとときを過ごしてみませんか。

ティータイムコンサートVol.2946／21
月 MUSIC

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

DANCE

■講　　師

みんなが持っているいろんな気持ち、毎日のいろんな動き。見た事･聞いた事･考えて
る事。それをみんなで持ち寄って、新しい仲間と、私達ダンサーと一緒に、ダンス
公演をつくってみませんか？からだの言葉でおしゃべりしよう！
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　さいあい（岩下 愛）

ダンスってなんだろう？　見えないものにふれる？　とおくの友だちとつながれる？
アー言えばコー、ツーとすればカー、カラダでおしゃべり！
いっしょに、おもしろくてよろこぶこと、踊ってみよう！
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　もってぃ（山本 泰輔）

ダンスを踊ったり観たり考えたり、遊んだり悩んだり話したりする5日間。ひらめき
と仲間と創るダンス。新しいじぶんや仲間との出会いが待ってるよ！
サポートするから大丈夫◎ 体と心いっぱいつかって楽しもう！
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ますみん（遠藤 真澄）

あい

だい すけ

©井上嘉和

ま  すみ

新型コロナウイルス感染拡大等による中止の可能性を考慮し、当面の間、施設利用券の販売期間及び有効期限を以下
のとおり変更いたします。　※購入済みの施設利用券については、有効期限内であればいつでもご使用いただけます。
■販売期間　上映日の1週間前～当日まで（休館日を除く）　■有効期限　券面記載の上映日のみ有効
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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。
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■日　　時
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　8月20日（金）13:00～16:30 つくろう！②
　8月21日（土）13:30～16:30 つくろう！③
　8月22日（日）13:00～16:30 発表しよう！
■会　　場　多目的ホール（1階）
■参 加 料　2,000円（衣装・保険加入代含む）
■定　　員　15名（応募者多数の場合は抽選）
                      ※ダンス経験は問いません
■対　　象　小学3年生～6年生で5日間参加できる方
　　　　　　※欠席、早退などの場合は申込み時にお知らせください
　　　　　　　（8/8･21･22は参加必須）

■申 込 方 法　館内およびホームページにて配布の
　　　　　　　 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 締 切　7月12日（月）必着
　　　　　　　 （7/20（火）頃、参加決定通知を送付します）
■持ってくる物　動きやすい服装（スカート、ジーンズ以外）、
　　　　　　　 汗拭きタオル、飲み物、楽しむ気持ち

3人のダンサーと、新しく出会う仲間と、おどって、あそんで、
ダンスをつくってみよう！
型にはまらない自由な表現と「ダンス・クリエーション」を
体験する 5日間です。
ダンス経験・運動の得意不得意は問いません。講師は、これ
までに大野城まどかぴあアウトリーチ事業＂芸術の時間 " で
大野城市内の小学生とダンスを創ってきたダンサーです。最
終日には、ご家族などの前で発表します。
ダンスを通して出会う仲間と一緒に、夏の思い出を作りませ
んか？
※接触を避ける振付など感染対策を講じ、実施します。　

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。

故郷の田舎町を飛び出し、憧れの秘書になるため保険会社に就職する
が、すぐにクビを言い渡されてしまったローズ。クビを免れる条件は
彼女の唯一の特技であるタイプライターの早打ちで世界一になること。
ローズの奮闘を1950年代のフランスを舞台に当時のカルチャー＆
ファッション満載で描く。
監督：レジス・ロワンサル（『9人の翻訳家 囚われたベストセラー』）
出演：ロマン・デュリス、デボラ・フランソワ、ベレニス・ベジョ　他 © 2012 ‒ copyright : Les Productions du Trésor ‒ France 3 Cinéma ‒ 

France 2 Cinéma ‒ Mars Films -Wild Bunch - Panache Productions ‒ 
La Cie Cinématographique ‒ RTBF (Télévision belge)© Photos - Jaïr Sfez.
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【日　程】7月1・8日(木)（全2回）
【時　間】10:00～12:30　【定　員】16名　
【受講料】2,200円　　　　【材料費】1,500円
【講　師】柴田 洋子

短期講座 6月9日（水） 9：00 受付開始

かごポシェット作り 楽しく話そう！
クラフトバンドをボンドで貼った
り編んだりして、夏のお出掛けが
楽しくなる、かごポシェットを作
ります。差し色は、その日の気分
で選びましょう。不器用な方も大
歓迎！かご作りを一緒に楽しみま
しょう。

託 児

託 児

【日　程】7月2・9日(金)（全2回）
【時　間】10:00～11:30　【定　員】15名
【受講料】2,400円
【講　師】横山 摩弥（歩くLOVE代表）

正しい歩き方レッスン
誰でも簡単にできる「歩く」と
いうことから始めてみませんか。
日々歩いている歩き方を見直し
てみましょう。

＜メニュー＞
①【7/6】　　グリーンカレー、生春巻き、ハーブチキンのから揚げ
②【7/15】　ハーブチキングリル、ヤムウンセン（春雨サラダ）、揚げ目
　　　　　　玉焼き
　　　　　　各回ともジャスミンライスとデザートも作ります。

※材料の都合で内容を変更する場合があります。

【日　程】7月9・16日（金）（全2回）　
【時　間】10:00～12:00　【定　員】16名
【受講料】2,200円
【講　師】中村 律子（フリーアナウンサー）

「話し上手は聞き上手」。
好感が持てる話し方、信頼
される聞き方、弾む会話の
コツ、あがり防止等を楽し
みながら学びませんか。

託 児

※イメージ

【日　程】7月13日（火）
【時　間】13:00～15:00　【定　員】16名
【受講料】1,100円　　　　【材料費】1,000円
【講　師】島 鈴子（フラワーレジンクチュール講師）

レジンで作るバッグチャーム
ドレスフレームに好きな
押し花を乗せて、かわい
いバッグチャームを作っ
てみませんか。

託 児

※作品例

※作品例

※イメージ

※イメージ

【日　程】7月16・23日（金）（全2回）
【時　間】14:00～16:00　【定　員】12名
【受講料】2,400円　　　　【材料費】1,500円
【講　師】加藤 恵（版画家）

版画入門
～銅版画 ドライポイント～
銅板に針のついたニードルとい
う道具を使って線や点を刻み描
き、専用のプレス機を使って印
刷していきます。直接描いたの
では得られない、独特な線や点
を経験してみませんか。

託 児

【日　程】①7月6日（火）　②7月15日（木）
【時　間】10:30～13:30　【定　員】各15名
【受講料】各1,200円　　　【材料費】各1,300円
【講　師】中願寺 あゆみ（料理家）

簡単に作るエスニック料理①②
手軽にアジアご飯はじめませ
んか。普段の食卓にも取り入
れやすいスパイスの使い方も
学べます。

託 児

※イメージ
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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
開館時間/9：00～20：00（月～土）

過去のアスカーラまつりの様子

託 児

■時　　間　10:00～12:00
■講　　師　防災ほっとキッチン
　　　　　　（『地域女性リーダー育成講座』第2期修了生活動グループ)
■対　　象　防災に関心のある方ならどなたでも
■会　　場　多目的ホール（1階）
■受 講 料　無料
■定　　員　48名（申込先着順）
■申込方法　6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

避難所運営ゲームを通して「男女共同参画の視点」を取り入れた避難所運営を模擬体験する講座です。
高齢者や障がいのある人・外国人・ペット連れなど個別の事情を抱える避難者の適切なスペースへの配置、トイレ
や炊き出し場の決定、ボランティアの受け入れ対応、感染症対策など実際の避難所運営に役立つことを学びます。

避難所運営ゲーム『避難所ＨＵＧ』体験してみませんか！

アスカーラおでかけ教室 
「HUGって知ってる？ HUGってなあに？」7／20

火

避難所運営ゲーム『避難所ＨＵＧ』とは…
・避難所（Hinanzyo）運営（Unei）ゲーム（Game）の略です。
・避難者を体育館や教室に見立てた平面図にどれだけ適切に配置できるか、また避難所で起こる様々な出来事
　にどう対応していくかを模擬体験するカードゲームです。

■時　間　イベント…10:30～12:30、13:30～15:30
　　　　　　　　　　　 ※12:30～13:30は換気・消毒の時間となります
　　　　　バ ザ ー…11:30～14:30

※イベントの内容など詳しい情報は、
　「アテナ」7月号またはチラシ・ホームページをご覧ください！

毎年大好評のアスカーラまつり！今年は「夏」に開催します。
みなさんに楽しんでいただけるイベントを準備中ですので、お楽しみに！

〈予告〉
アスカーラ夏まつり

7／31
土

LECTURE

お申し込み不要

令和元年度「あなたとわたしのための元気塾」での様子 『避難所ＨＵＧ』のカード

EVENT

　　　　　 ハグ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   ハグ

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。
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【日　程】7月1・8日(木)（全2回）
【時　間】10:00～12:30　【定　員】16名　
【受講料】2,200円　　　　【材料費】1,500円
【講　師】柴田 洋子

短期講座 6月9日（水） 9：00 受付開始

かごポシェット作り 楽しく話そう！
クラフトバンドをボンドで貼った
り編んだりして、夏のお出掛けが
楽しくなる、かごポシェットを作
ります。差し色は、その日の気分
で選びましょう。不器用な方も大
歓迎！かご作りを一緒に楽しみま
しょう。

託 児

託 児

【日　程】7月2・9日(金)（全2回）
【時　間】10:00～11:30　【定　員】15名
【受講料】2,400円
【講　師】横山 摩弥（歩くLOVE代表）

正しい歩き方レッスン
誰でも簡単にできる「歩く」と
いうことから始めてみませんか。
日々歩いている歩き方を見直し
てみましょう。

＜メニュー＞
①【7/6】　　グリーンカレー、生春巻き、ハーブチキンのから揚げ
②【7/15】　ハーブチキングリル、ヤムウンセン（春雨サラダ）、揚げ目
　　　　　　玉焼き
　　　　　　各回ともジャスミンライスとデザートも作ります。

※材料の都合で内容を変更する場合があります。

【日　程】7月9・16日（金）（全2回）　
【時　間】10:00～12:00　【定　員】16名
【受講料】2,200円
【講　師】中村 律子（フリーアナウンサー）

「話し上手は聞き上手」。
好感が持てる話し方、信頼
される聞き方、弾む会話の
コツ、あがり防止等を楽し
みながら学びませんか。

託 児

※イメージ

【日　程】7月13日（火）
【時　間】13:00～15:00　【定　員】16名
【受講料】1,100円　　　　【材料費】1,000円
【講　師】島 鈴子（フラワーレジンクチュール講師）

レジンで作るバッグチャーム
ドレスフレームに好きな
押し花を乗せて、かわい
いバッグチャームを作っ
てみませんか。

託 児

※作品例

※作品例

※イメージ

※イメージ

【日　程】7月16・23日（金）（全2回）
【時　間】14:00～16:00　【定　員】12名
【受講料】2,400円　　　　【材料費】1,500円
【講　師】加藤 恵（版画家）

版画入門
～銅版画 ドライポイント～
銅板に針のついたニードルとい
う道具を使って線や点を刻み描
き、専用のプレス機を使って印
刷していきます。直接描いたの
では得られない、独特な線や点
を経験してみませんか。

託 児

【日　程】①7月6日（火）　②7月15日（木）
【時　間】10:30～13:30　【定　員】各15名
【受講料】各1,200円　　　【材料費】各1,300円
【講　師】中願寺 あゆみ（料理家）

簡単に作るエスニック料理①②
手軽にアジアご飯はじめませ
んか。普段の食卓にも取り入
れやすいスパイスの使い方も
学べます。

託 児

※イメージ
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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
開館時間/9：00～20：00（月～土）

過去のアスカーラまつりの様子

託 児

■時　　間　10:00～12:00
■講　　師　防災ほっとキッチン
　　　　　　（『地域女性リーダー育成講座』第2期修了生活動グループ)
■対　　象　防災に関心のある方ならどなたでも
■会　　場　多目的ホール（1階）
■受 講 料　無料
■定　　員　48名（申込先着順）
■申込方法　6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

避難所運営ゲームを通して「男女共同参画の視点」を取り入れた避難所運営を模擬体験する講座です。
高齢者や障がいのある人・外国人・ペット連れなど個別の事情を抱える避難者の適切なスペースへの配置、トイレ
や炊き出し場の決定、ボランティアの受け入れ対応、感染症対策など実際の避難所運営に役立つことを学びます。

避難所運営ゲーム『避難所ＨＵＧ』体験してみませんか！

アスカーラおでかけ教室 
「HUGって知ってる？ HUGってなあに？」7／20

火

避難所運営ゲーム『避難所ＨＵＧ』とは…
・避難所（Hinanzyo）運営（Unei）ゲーム（Game）の略です。
・避難者を体育館や教室に見立てた平面図にどれだけ適切に配置できるか、また避難所で起こる様々な出来事
　にどう対応していくかを模擬体験するカードゲームです。

■時　間　イベント…10:30～12:30、13:30～15:30
　　　　　　　　　　　 ※12:30～13:30は換気・消毒の時間となります
　　　　　バ ザ ー…11:30～14:30

※イベントの内容など詳しい情報は、
　「アテナ」7月号またはチラシ・ホームページをご覧ください！

毎年大好評のアスカーラまつり！今年は「夏」に開催します。
みなさんに楽しんでいただけるイベントを準備中ですので、お楽しみに！

〈予告〉
アスカーラ夏まつり

7／31
土

LECTURE

お申し込み不要

令和元年度「あなたとわたしのための元気塾」での様子 『避難所ＨＵＧ』のカード

EVENT

　　　　　 ハグ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   ハグ

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。



弁護士による臨時無料電話相談 
「女性の権利110番」

6／23
水

■時　間　10:00～16:00
■相談料　無料（通話料は相談する方の負担となります）

■電　話　092-586-4032 （6月23日のみの専用ダイヤルです）　　
主催：福岡県弁護士会、日本弁護士連合会
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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）

■定　　員　40名（申込先着順）　■受 講 料　無料
■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

子どもが大好き！ 子どもと関わりながら地域の役に立ちたい！ と考えている方のための講座です。
受講後は、男女平等推進センターの託児サポーターとして活動してみませんか？

※講座実施期間中に託児実習を行います。
※託児サポーターに登録するには、全4回のうち3回以上の出席と託児実習への参加が必要です。
　（救急救命は参加必須）

託 児

毎年、男女共同参画週間（6月23日～29日）に合わせて、福岡県弁護士会・日本弁護士連合会主催、まどかぴあ
共催で実施している女性の権利全般に関する電話相談です。
女性に対する暴力やデートDV、別居や離婚に関する諸問題、パワハラ・マタハラなど女性の権利全般に関する
相談および LGBTを始めとした性的マイノリティーに関するご相談に応じます。
お気軽にご相談ください。

託児サポーター養成講座 LECTURE

第1回

■テーマ　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）
■日　時　7月6日（火）10:00～12:00
■会　場　303会議室（3階）

第3回

■テーマ　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
■日　時　7月13日（火）10:00～12:00
■会　場　多目的ホール（1階）

第4回

■テーマ　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）
■日　時　8月10日（火）10:00～12:00
■会　場　303会議室（3階）

第2回
■テーマ　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
■日　時　7月12日（月）13:30～15:30
　　　　　7月15日（木）10:00～12:00
　　　　　※どちらかの日程に必ずご参加ください
■会　場　多目的ホール（1階）

まどかぴあ図書館

2021年6月号 9

※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。

雨の季節です。本が濡れないようご注意ください。
本は一度濡れてしまうと元に戻りません。
借りた本はビニール袋に入れて持ち運ぶなどの
ご協力をお願いします。 「わくわく号」は、約3,000冊を載せて、市内27ヵ所の

ステーションを巡回している移動図書館車です。
・図書館の利用者カードで本を借りることができます。
・氏名、現住所、生年月日を確認できる証明書類（免
許証・保険証・学生証・名札など）があれば、利用者カー
ドを発行できます。
・予約本の受け取りや、わくわく号にない本もリクエ
ストできます。

・資料の紛失・汚損・破損・水濡れなどがあった
場合は、弁償していただく場合があります。
・借りた資料に汚損や破損を見つけた場合は、返
却時、職員にお伝えください。
　ご自身での修理等は不要です。
・ひとりでも多くの方が利用できるように、返却
期限はお守りください。
・借りた資料を入れるバッグは、各自ご持参くだ
さい。

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などをご確認くだ
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
6月の巡回

としょかんのおはなし会

＊ りとる ＊

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

14日

28日

7日

21日

1日
15日
29日

8日

22日

3日

17日

10日

24日

4日

18日

11日

25日

13日

27日

曜
日 日

月

火

木

金

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。

ご存知ですか？
移動図書館車「わくわく号」

話題の本や好きな作家の本、

「こんな本を持ってきてほしい」

など、お気軽にご要望ください。

図書館の資料はみんなの財産です。
大切に扱ってください。

共催事業 CONSUL
TATION 



弁護士による臨時無料電話相談 
「女性の権利110番」

6／23
水

■時　間　10:00～16:00
■相談料　無料（通話料は相談する方の負担となります）

■電　話　092-586-4032 （6月23日のみの専用ダイヤルです）　　
主催：福岡県弁護士会、日本弁護士連合会
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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）

■定　　員　40名（申込先着順）　■受 講 料　無料
■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

子どもが大好き！ 子どもと関わりながら地域の役に立ちたい！ と考えている方のための講座です。
受講後は、男女平等推進センターの託児サポーターとして活動してみませんか？

※講座実施期間中に託児実習を行います。
※託児サポーターに登録するには、全4回のうち3回以上の出席と託児実習への参加が必要です。
　（救急救命は参加必須）

託 児

毎年、男女共同参画週間（6月23日～29日）に合わせて、福岡県弁護士会・日本弁護士連合会主催、まどかぴあ
共催で実施している女性の権利全般に関する電話相談です。
女性に対する暴力やデートDV、別居や離婚に関する諸問題、パワハラ・マタハラなど女性の権利全般に関する
相談および LGBTを始めとした性的マイノリティーに関するご相談に応じます。
お気軽にご相談ください。

託児サポーター養成講座 LECTURE

第1回

■テーマ　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）
■日　時　7月6日（火）10:00～12:00
■会　場　303会議室（3階）

第3回

■テーマ　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
■日　時　7月13日（火）10:00～12:00
■会　場　多目的ホール（1階）

第4回

■テーマ　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）
■日　時　8月10日（火）10:00～12:00
■会　場　303会議室（3階）

第2回
■テーマ　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
■日　時　7月12日（月）13:30～15:30
　　　　　7月15日（木）10:00～12:00
　　　　　※どちらかの日程に必ずご参加ください
■会　場　多目的ホール（1階）

まどかぴあ図書館

2021年6月号 9

※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。

雨の季節です。本が濡れないようご注意ください。
本は一度濡れてしまうと元に戻りません。
借りた本はビニール袋に入れて持ち運ぶなどの
ご協力をお願いします。 「わくわく号」は、約3,000冊を載せて、市内27ヵ所の

ステーションを巡回している移動図書館車です。
・図書館の利用者カードで本を借りることができます。
・氏名、現住所、生年月日を確認できる証明書類（免
許証・保険証・学生証・名札など）があれば、利用者カー
ドを発行できます。
・予約本の受け取りや、わくわく号にない本もリクエ
ストできます。

・資料の紛失・汚損・破損・水濡れなどがあった
場合は、弁償していただく場合があります。
・借りた資料に汚損や破損を見つけた場合は、返
却時、職員にお伝えください。
　ご自身での修理等は不要です。
・ひとりでも多くの方が利用できるように、返却
期限はお守りください。
・借りた資料を入れるバッグは、各自ご持参くだ
さい。

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などをご確認くだ
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
6月の巡回

としょかんのおはなし会

＊ りとる ＊

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

14日

28日

7日

21日

1日
15日
29日

8日

22日

3日

17日

10日

24日

4日

18日

11日

25日

13日

27日

曜
日 日

月

火

木

金

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。

ご存知ですか？
移動図書館車「わくわく号」

話題の本や好きな作家の本、

「こんな本を持ってきてほしい」

など、お気軽にご要望ください。

図書館の資料はみんなの財産です。
大切に扱ってください。

共催事業 CONSUL
TATION 
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まどかぴあイベントスケジュール

つくし お隣さん情報

6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

6/26
（土）

ふれぶんシネマ倶楽部「おらおらでひとりいぐも」
出演：田中裕子　蒼井優　ほか
会場：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

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。5月11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
やよいの里の音楽づくりワークショップ 
～ノムさんと一緒に“ふれぶん組曲”をつくろう～
講師：野村誠（作曲家 / 鍵盤ハーモニカ奏者 / ピアニスト）
●無料 ※要事前申込
※年齢により参加できる日時が異なります。詳細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
25年のあゆみパネル展
会場：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）

7/10
（土）
・
7/11
（日）

6/5
（土）
〜
7/18
（日）

（公財）太宰府市文化スポーツ振興財団

開催中～
6/6
（日）

太宰府の絵師展 秋圃と拝山－太宰府に偉才あり－
会場：文化ふれあい館　電話：092-928-0800
主催：太宰府市、太宰府市教育委員会
●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

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：2階多目的ホール（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
●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2弾
「文化を育むまちづくり」
講師：松岡恭子（建築家）
●1,200円ほか　●14:00

桂三四郎・桂三度　兄弟会
●一般1,500円ほか　●15:30

ミリカローデン那珂川
6/13
（日）

7/18
（日）

MIRIKA青空マーケット
●入場無料　●11:00～15:00

7/25
（日）

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！～
■問 男女平等推進センターアスカーラ

THIS IS BANDNEON 仁詩 
BANDA NOVA
■問 アトリエワン　江頭070-5534-0271
■会 多目的ホール　■時 開演14：30（開場14：00）

はじめての韓国語①②
■問 生涯学習センター

シネマランド「天才スピヴェット」
■問 文化芸術振興担当

茶懐石 水無月の膳①②　
■問 生涯学習センター

選べる香りのアロマ虫よけスプレー
■問 生涯学習センター

読み聞かせボランティア入門講座①②③
■問 まどかぴあ図書館

梅しごと～梅漬けと梅干し・しその活用法～①②
■問 生涯学習センター

はじめてさんのエコバッグ作り
■問 生涯学習センター

冷茶の美味しいいれ方
■問 生涯学習センター

お休み前のストレッチ　
■問 生涯学習センター

弁護士による臨時無料電話相談
「女性の権利110番」
■問 男女平等推進センターアスカーラ

ティータイムコンサートVol.294
■問 文化芸術振興担当

～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
■問 男女平等推進センターアスカーラ

版画体験～リトグラフワークショップ～　
■問 文化芸術振興担当

児童劇団「大きな夢」福岡子どもミュージカル
第11回公演　魔女バンバ
■問 児童劇団「大きな夢」事務局　霜島0120-663-551
■会 大ホール　■時 開演12:00（開場11:30）　開演16:00（開場15:30）

4（金）～7/2（金）

5（土）

5・12・19・26、
7/3（土）

6（日）

①7（月）
②9（水）

10（木）

①10（木）
②17（木）
③24（木）

①11（金）
②15（火）

15（火）

17（木）

18・25（金）

23（水）

21（月）

26（土）

27（日）

27（日）

■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

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、大ホールをご利用いただけません。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。
ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

小ホール グランドピアノの
オーバーホール（※）について
12月1日（水）から令和4年2月3日（木）にかけて、小ホールのグランドピアノの
オーバーホールを行います。期間中は小ホールのグランドピアノは使用できません。
ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
（※）オーバーホールとは、ピアノの部品すべてを新しいものに入れ替えることです。

工 事 等 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

■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
　　※「大野城まどかぴあ貸館利用者へのイベント掲載基準」を
　　　　必ずお読みください。
　　　（まどかぴあホームページよりダウンロードできます）
　　※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。

■申込方法
　掲載を希望される方は、上記「掲載について」の内容をご確認のうえ
　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（受付時間 9:00～21:00）
　　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
　
　・申込期限
　　情報誌発行月の3ヵ月前の末日までにお申し込みください。（９月以降開催のイベントを現在受付中です！）

　詳しくはまどかぴあホームページをご覧ください。

託 児

託 児

託 児

中止 中止

中止

中止

中止

中止

中止
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イベントをアテナやホームページに掲載しませんか？

まどかぴあイベントスケジュール

つくし お隣さん情報

6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

6/26
（土）

ふれぶんシネマ倶楽部「おらおらでひとりいぐも」
出演：田中裕子　蒼井優　ほか
会場：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

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。5月11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
やよいの里の音楽づくりワークショップ 
～ノムさんと一緒に“ふれぶん組曲”をつくろう～
講師：野村誠（作曲家 / 鍵盤ハーモニカ奏者 / ピアニスト）
●無料 ※要事前申込
※年齢により参加できる日時が異なります。詳細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
25年のあゆみパネル展
会場：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）

7/10
（土）
・
7/11
（日）

6/5
（土）
〜
7/18
（日）

（公財）太宰府市文化スポーツ振興財団

開催中～
6/6
（日）

太宰府の絵師展 秋圃と拝山－太宰府に偉才あり－
会場：文化ふれあい館　電話：092-928-0800
主催：太宰府市、太宰府市教育委員会
●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

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：2階多目的ホール（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
●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2弾
「文化を育むまちづくり」
講師：松岡恭子（建築家）
●1,200円ほか　●14:00

桂三四郎・桂三度　兄弟会
●一般1,500円ほか　●15:30

ミリカローデン那珂川
6/13
（日）

7/18
（日）

MIRIKA青空マーケット
●入場無料　●11:00～15:00

7/25
（日）

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！～
■問 男女平等推進センターアスカーラ

THIS IS BANDNEON 仁詩 
BANDA NOVA
■問 アトリエワン　江頭070-5534-0271
■会 多目的ホール　■時 開演14：30（開場14：00）

はじめての韓国語①②
■問 生涯学習センター

シネマランド「天才スピヴェット」
■問 文化芸術振興担当

茶懐石 水無月の膳①②　
■問 生涯学習センター

選べる香りのアロマ虫よけスプレー
■問 生涯学習センター

読み聞かせボランティア入門講座①②③
■問 まどかぴあ図書館

梅しごと～梅漬けと梅干し・しその活用法～①②
■問 生涯学習センター

はじめてさんのエコバッグ作り
■問 生涯学習センター

冷茶の美味しいいれ方
■問 生涯学習センター

お休み前のストレッチ　
■問 生涯学習センター

弁護士による臨時無料電話相談
「女性の権利110番」
■問 男女平等推進センターアスカーラ

ティータイムコンサートVol.294
■問 文化芸術振興担当

～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
■問 男女平等推進センターアスカーラ

版画体験～リトグラフワークショップ～　
■問 文化芸術振興担当

児童劇団「大きな夢」福岡子どもミュージカル
第11回公演　魔女バンバ
■問 児童劇団「大きな夢」事務局　霜島0120-663-551
■会 大ホール　■時 開演12:00（開場11:30）　開演16:00（開場15:30）

4（金）～7/2（金）

5（土）

5・12・19・26、
7/3（土）

6（日）

①7（月）
②9（水）

10（木）

①10（木）
②17（木）
③24（木）

①11（金）
②15（火）

15（火）

17（木）

18・25（金）

23（水）

21（月）

26（土）

27（日）

27（日）

■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

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、大ホールをご利用いただけません。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。
ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

小ホール グランドピアノの
オーバーホール（※）について
12月1日（水）から令和4年2月3日（木）にかけて、小ホールのグランドピアノの
オーバーホールを行います。期間中は小ホールのグランドピアノは使用できません。
ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
（※）オーバーホールとは、ピアノの部品すべてを新しいものに入れ替えることです。

工 事 等 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

■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
　　※「大野城まどかぴあ貸館利用者へのイベント掲載基準」を
　　　　必ずお読みください。
　　　（まどかぴあホームページよりダウンロードできます）
　　※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。

■申込方法
　掲載を希望される方は、上記「掲載について」の内容をご確認のうえ
　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（受付時間 9:00～21:00）
　　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
　
　・申込期限
　　情報誌発行月の3ヵ月前の末日までにお申し込みください。（９月以降開催のイベントを現在受付中です！）

　詳しくはまどかぴあホームページをご覧ください。
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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90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

6月2日（水）、16日（水）
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6月号

1（火） P7男女
アスカーラおでかけ教室
「HUGって知ってる？HUGってなあに？」
受付開始

9（水） P6生涯 短期講座　受付開始

文芸15（火） 7月号
掲載予定

大野城和太鼓フェスティバル2021
整理券配布開始

6月


