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大野城まどかぴあ情報誌　
アテナ 2021

9
 Vol.303

10月23日（土）
15：0 0 開演

2021年10月23日（土）
開演 15：00（開場14：30）

ピアノ

夢藤哲彦

ⓒ椎原 一久

大野城まどかぴあ名誉館長

佐藤陽子ヴァイオリンコンサート

※アテナとは、ギリシャ神話の知恵と芸術と戦術の女神

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。

〈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。

※掲載記事は8月10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）



まどかぴあの名誉館長である佐藤陽子のヴァイオリンコンサートを開催します。
ヴァイオリンが奏でる優雅な音色とトークをお楽しみください。

2021年9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9月号

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。

大野城まどかぴあ名誉館長

佐藤 陽子 ヴァイオリンコンサート

イチオシ情報

■時　　間　15:00開演 / 14:30開場
■会　　場　大ホール(1階)全席自由
　　　　　　※8月10日時点の市のイベント開催ガイドラインに従って100％の入場を予定していますが
　　　　　　　　感染拡大状況により、入場制限を行う場合があります。
■料　　金　無料（当選者のみ入場可、応募多数の場合は抽選） ※未就学児入場不可
■申込方法　往復はがきに以下を記入のうえ、郵送。①氏名、②住所、③電話番号、
　　　　　　④同行者の氏名（往復はがき1枚につき同行者1名まで応募可）⑤車イス席利用希望
■申 込 先　〒816-0934　福岡県大野城市曙町2-3-1
　　　　　　大野城まどかぴあ佐藤陽子コンサート係
■申込締切　9月17日（金）必着
■結果通知　9月末頃返信用はがきにて抽選結果を通知します。
　　　　　　返信用はがきが入場券となります。

車イス

MUSIC
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定期講座（前期6ヵ月間）受講生による作品展示・販売・体験イベントを開催します。

定期講座（前期6ヵ月間）発表会・体験会

展　示
大人のためのフラワーアレンジメント、小さな水彩画、大人の絵
画教室、カルトナージュ、やさしいソープカービング、くらしを
彩る刺繍、ビーズとフリーメタリコのアクセサリー、写経、文字
のお稽古、ペン実用書道、はじめてのプログラミング教室

販　売
17日（金）10:00～
ビーズとフリーメタリコのアクセサリー　アクセサリー各種(500～5,000円)
両日　10:00～
大人のためのフラワーアレンジメント
アレンジメント、コサージュ、リース等(300～3,000円)
カルトナージュ　受講生作品(600～800円)
やさしいソープカービング
レリーフ彫り作品等受講生作品各種(500～3,000円)
くらしを彩る刺繍　イヤリング、ピアス、ネックレスなどのアク
セサリー(1,000～5,000円)

体　験
17日（金）10:00～
ビーズとフリーメタリコのアクセサリー
マスクチェーン、イヤリング、リング(材料費1,000円～)
18日（土）10:00～
大人のためのフラワーアレンジメント
ハーバリウム(材料費800円)
両日　10:00～　
カルトナージュ　ブック型小箱(材料費1,000円～)
やさしいソープカービング　バッグ型花かご、ソープケーキ(材料費800円)
写経　(材料費500円)

EVENT

■日　程　9月17日（金）・18日（土）　■会　場　ギャラリーモール（1階）　■時　間　両日　10:00～16:00

※材料がなくなり次第終了

※なくなり次第終了

定期講座無料体験会
この機会にぜひ気軽に体験してください。定員に空きがある場合は当日参加も可能です。

9／17・18
金 土

日程 講座名 時間 材料費 定員

9月17日（金）

9月18日（土）

華道（新池坊・フラワーアレンジメント）

シェイプアップ・ピラティスヨガ

ステンドグラス

洋画入門

11:00～13:00

13:30～14:30

10:00～12:00

13:30～15:00

5名

12名

7名

10名

―

―

1,500円

―

■申込方法　9月8日（水）より、電話および生涯学習センター窓口にて受付開始（先着順）　TEL092-586-4020（月～土9:00～20:00）

※詳細はパンフレットまたはホームページをご覧ください。

アクセサリー ハーバリウム ブック型小箱バッグ型花かご 写経

■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

薬膳では季節や地域、人により必要な食べ物は異なるということが前提になります。そのため
栄養的な観点から、周りの環境や、「私」という人間の今の状態のバランスを整えるということ
が大切になります。本来の健康な自分を知るための方法を学んでみませんか。

「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

発売中（2～4時間目）

まどかぴあ市民大学 おとなの楽校 LECTURE

託 児

■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）

往信 ※抽選結果を印刷
し返信します。
何も記入しないで
ください。

返信
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※往復はがき1枚につき
　同行者1名までご応募
　できます
1.氏名
2.住所
3.電話番号
4.同行者の氏名
　※同行者の記入がない場合は
　　１名様とさせていただきます
5.車イス席利用希望

令和3年度 下半期ラインナップ
（令和3年9月～令和4年3月）

文化芸術
9/5（日）
10/2（土）
10/3（日）

10/10（日）

11/14（日）
11/21（日）

12/1（水）

12/11（土）、12（日）

12/12（日）
1月
2月
3月
毎月1回

9月、10月、12月、2月

劇場って楽しい！！2021 in 大野城まどかぴあ（振替公演）
3歳からの“五感”でたのしむ打楽器体験
加藤訓子 エキサイティング！～スピリット・オブ・パーカッション～
＜共催事業＞
音楽で生きる力を！まどかぴあミュージックフェア
版画体験～大人の消しゴム版画～
大野城市民吹奏楽団第36回定期演奏会
まどかぴあ避難訓練落語会
～緊急事態発生！！あなたはどうする？～
令和3年度大野城まどかぴあ芸術助成事業
まどかぴあから出発！演奏家達と手作り楽器で色んな国に行ってみよう！
航空自衛隊ファミリーコンサート
音のわコンサートVol.2
大野城まどかぴあ友の会優待イベント
伝統芸能公演
シネマランド
ティータイムコンサート

男女平等推進センター
11/2（火）

〜
11/30（火）

11/13（土）

11/20（土）
11/22（月）、12/6（月）
11/24（水）、12/7（火）

12月
2月

話し合いが怖くなくなる！ 
ファシリテーション講座

デートDV防止啓発授業の実践報告
～授業から見える子どもたち～

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
情報サポーター養成講座
「生涯現役」応援セミナー
アスカーラいきいき健康教室
アスカーラ共生フォーラム

生涯学習センター

10月

11月

12月

短期講座
・楽しいセルフケア①②
・秋のお弁当レッスン①②
・マスクに映えるメイクアップ①②
・なかよし家族のベビーマッサージ
・楽しいチョークアート～童話編～
・チュニックを作ろう！
短期講座
・体を元気にする料理①②
・ワード・エクセル初級（夜）
・オリジナルブレンドのハーブソルト
・マヤ暦で分かる才能・性質・本質～あなたの人生の目的は～
・はじめてのハープレッスン①②
・茶懐石 錦秋のころの膳①②
・ステンドグラスクッキーを作ろう

※日程及び内容などは変更になる場合があります。

短期講座
・美味しい紅茶の淹れ方
・キッチンのお片付け
・そば打ちに挑戦！～十割そばを打とう！～
・お正月飾りを作ろう
・おせち料理を作ろう
・迎春！オリジナルお部屋香作り

図書館
1/20（木）～30（日） 図書館へゆこう！！2022年

管理課
10/23（土）

11/20（土）～12/26（日）
12/11（土）
1/22（土）

大野城まどかぴあ名誉館長
佐藤陽子　ヴァイオリンコンサート
大野城ウィンターイルミネーション
おとなの楽校３時間目
おとなの楽校４時間目

共催：大野城市

グランド

先行
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　　　　　　※8月10日時点の市のイベント開催ガイドラインに従って100％の入場を予定していますが
　　　　　　　　感染拡大状況により、入場制限を行う場合があります。
■料　　金　無料（当選者のみ入場可、応募多数の場合は抽選） ※未就学児入場不可
■申込方法　往復はがきに以下を記入のうえ、郵送。①氏名、②住所、③電話番号、
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定期講座（前期6ヵ月間）受講生による作品展示・販売・体験イベントを開催します。

定期講座（前期6ヵ月間）発表会・体験会

展　示
大人のためのフラワーアレンジメント、小さな水彩画、大人の絵
画教室、カルトナージュ、やさしいソープカービング、くらしを
彩る刺繍、ビーズとフリーメタリコのアクセサリー、写経、文字
のお稽古、ペン実用書道、はじめてのプログラミング教室

販　売
17日（金）10:00～
ビーズとフリーメタリコのアクセサリー　アクセサリー各種(500～5,000円)
両日　10:00～
大人のためのフラワーアレンジメント
アレンジメント、コサージュ、リース等(300～3,000円)
カルトナージュ　受講生作品(600～800円)
やさしいソープカービング
レリーフ彫り作品等受講生作品各種(500～3,000円)
くらしを彩る刺繍　イヤリング、ピアス、ネックレスなどのアク
セサリー(1,000～5,000円)

体　験
17日（金）10:00～
ビーズとフリーメタリコのアクセサリー
マスクチェーン、イヤリング、リング(材料費1,000円～)
18日（土）10:00～
大人のためのフラワーアレンジメント
ハーバリウム(材料費800円)
両日　10:00～　
カルトナージュ　ブック型小箱(材料費1,000円～)
やさしいソープカービング　バッグ型花かご、ソープケーキ(材料費800円)
写経　(材料費500円)

EVENT

■日　程　9月17日（金）・18日（土）　■会　場　ギャラリーモール（1階）　■時　間　両日　10:00～16:00

※材料がなくなり次第終了

※なくなり次第終了

定期講座無料体験会
この機会にぜひ気軽に体験してください。定員に空きがある場合は当日参加も可能です。

9／17・18
金 土
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13:30～15:00
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10名

―

―

1,500円

―
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※詳細はパンフレットまたはホームページをご覧ください。
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栄養的な観点から、周りの環境や、「私」という人間の今の状態のバランスを整えるということ
が大切になります。本来の健康な自分を知るための方法を学んでみませんか。
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加藤訓子 エキサイティング！～スピリット・オブ・パーカッション～
＜共催事業＞
音楽で生きる力を！まどかぴあミュージックフェア
版画体験～大人の消しゴム版画～
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まどかぴあ避難訓練落語会
～緊急事態発生！！あなたはどうする？～
令和3年度大野城まどかぴあ芸術助成事業
まどかぴあから出発！演奏家達と手作り楽器で色んな国に行ってみよう！
航空自衛隊ファミリーコンサート
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11/24（水）、12/7（火）

12月
2月

話し合いが怖くなくなる！ 
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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
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生涯学習センター
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・マスクに映えるメイクアップ①②
・なかよし家族のベビーマッサージ
・楽しいチョークアート～童話編～
・チュニックを作ろう！
短期講座
・体を元気にする料理①②
・ワード・エクセル初級（夜）
・オリジナルブレンドのハーブソルト
・マヤ暦で分かる才能・性質・本質～あなたの人生の目的は～
・はじめてのハープレッスン①②
・茶懐石 錦秋のころの膳①②
・ステンドグラスクッキーを作ろう

※日程及び内容などは変更になる場合があります。

短期講座
・美味しい紅茶の淹れ方
・キッチンのお片付け
・そば打ちに挑戦！～十割そばを打とう！～
・お正月飾りを作ろう
・おせち料理を作ろう
・迎春！オリジナルお部屋香作り

図書館
1/20（木）～30（日） 図書館へゆこう！！2022年

管理課
10/23（土）

11/20（土）～12/26（日）
12/11（土）
1/22（土）

大野城まどかぴあ名誉館長
佐藤陽子　ヴァイオリンコンサート
大野城ウィンターイルミネーション
おとなの楽校３時間目
おとなの楽校４時間目

共催：大野城市

グランド

先行
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父と母から愛情たっぷりに育てられてきたちひろ。病弱だった幼少期
の彼女を治したという怪しげな宗教に両親は深い信仰を抱いていた。
中学３年になったちひろは思いを募らせる新任の先生に、奇妙な儀式
をする両親を目撃された上、その心を揺さぶる事件が起きる。次第に
家族とともに過ごす自分の世界を疑い始める。
監督：大森 立嗣（『日日是好日』）
出演：芦田 愛菜、岡田 将生、大友 康平、高良 健吾、黒木 華 他 ©2020「星の子」製作委員会

10／9土
①10:00～11:50（日本語字幕付）
②15:00～16:50

「星の子」 2020年/日本/110分

※各回30分前開場

■時　　間　13:00～15:00(予定)
■会　　場　工作室（2階）
■参 加 料　1,500円（材料費・保険加入代含む）
■定　　員　15名（応募者多数の場合は抽選）
■対　　象　高校生以上
■講　　師　モリ カナエ(消しゴム版画家)
■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）

大野城まどかぴあ版画ビエンナーレ関連企画第2弾として、大人向けの版画ワークショップを開催！　
今回は、消しゴムを彫って作る消しゴム版画で素敵な年賀状を制作します。

11／14
日

版画体験
～大人の消しゴム版画～

※本コンサートは（公財）三井住友海上文化財団の助成により特別料金に設定しています。
主催：大野城市、（公財）大野城まどかぴあ、福岡県、（公財）三井住友海上文化財団

主催：音楽で生きる力を！プロジェクト

■出　演　加藤 訓子（パーカッショニスト）
■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1,000円（グランド会員800円）
　　　　　高校生以下500円
　　　　　　※当日各500円増　※未就学児入場不可

マリンバのほか、ログドラム（木の楽器）、フラワーポット、太鼓など多様な打楽器を
織り交ぜ、バラエティに富んだプログラムでお届けするコンサート。
海外でも活躍するトッププレイヤーの演奏をお聴き逃しなく！　

■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：81459）
　●チケットぴあ（Pコード：197-935）

10／3
日

三井住友海上文化財団 ときめくひととき 第869回

加藤訓子 エキサイティング！
～スピリット・オブ・パーカッション～

MUSIC
車イスWEB

先行
グランド

先・特

くに　こ

　©Michiyuki Ohba

発 売 中

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

9／11土 「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

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

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。
　　　　　　　　　　・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内であればいつでも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。
　　　　　　　　　　・2021年6月・8月の上映中止に伴い、2021年6月～8月が有効期限の施設利用券は、有効期限を延長いたします。

 

協賛：安東歯科医院、株式会社東洋ナビックス、1st.hair

車イス

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

ART

■出　演　Satisfy My Soul 博多（ゴスペル）、潤子＆friend's（昭和歌謡）、プチ・フルール（シャンソン）、Manapua+1（ハワイアン）、
　　　　　博多エイリアンズ（ポップス）、てみてる（ハープ＆ギター）、クラシックアコーディオンラボ（アコーディオン）、
　　　　　レグラン・ジャズ・バンド（ジャズ）
■時　間　13:00開演 / 12:30開場
■会　場　多目的ホール(1階)全席自由
■料　金　一般1,000円(グランド会員800円)
　　　　　　※未就学児入場不可

福岡で活動するアーティスト8組が、プロ・アマの垣根を越えて一堂に会し、音楽の力で地域を盛り上げます！
様々なジャンルの音楽を生演奏でお楽しみください。

音楽で生きる力を！
まどかぴあミュージックフェア MUSIC

共催事業

10／10日
車イスWEB

先行
グランド

先・特

■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
　●カフェ＆ギャラリー Les Grands(レ グラン)

発 売 中

■出　演　高橋 和彦（マンドリン）、夏川 由紀乃（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11:50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。

9月はマンドリンとピアノのコンサートをお届けします。マンドリンの軽やかな音色をお楽しみください。

9／8
水 ティータイムコンサートVol.295

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

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。

高橋 和彦（マンドリン） 夏川 由紀乃（ピアノ）

3歳からの“五感”でたのしむ打楽器体験
好評につき定員に達したため、受付を終了しました。
たくさんのお申し込み、誠にありがとうございました。

10／2
土

申込締切
10月13日（水）必着

※イメージ
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発 売 中
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　　　　　※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。
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9／8
水 ティータイムコンサートVol.295

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
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3歳からの“五感”でたのしむ打楽器体験
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【日　程】①10月4日（月）　②10月7日（木）
【時　間】10:00～12:00　【定　員】各16名　
【受講料】各1,100円　　　【材料費】1,300円（※②のみ）
【講　師】井手 隆子（漢方温活のエイジングケアサロン グリーンリーフ博多）

短期講座 9月8日（水） 9：00 受付開始

楽しいセルフケア①② マスクに映えるメイクアップ①②
①老いを早めてしまうと言われてい
る冷えタイプをアーユルヴェーダ診
断でチェックし、タイプに合った対
策を学びましょう。
②アロマオイルを使ったフットマッ
サージで女性ホルモンを上手に働か
せましょう。

託 児

【日　程】10月15日（金）
【時　間】10:00～11:30　【定　員】15組
【受講料】1,200円 / 組　  【材料費】200円 / 組
【対　象】2～9ヵ月の赤ちゃん1名と保護者1名
【講　師】大塚 かずみ（スマイルベビー協会 begibaby代表）

なかよし家族のベビーマッサージ
赤ちゃんの心身の発達だけで
なく、パパやママとのコミュ
ニケーションにも最適な楽し
い講座です。

＜メニュー＞
①【10/7】　手作りチキンナゲット、ハムとクミンのキャロットラ
　　　　　　ぺ、ブロッコリーの海苔ナムル、味付け玉子　他　　
②【10/19】鯖缶カレーコロッケ、レンコンとひじきのツナマヨサ
　　　　　　ラダ、小松菜の煮びたし、白ネギ卵焼き　他
※材料の都合で内容を変更する場合があります。

【日　程】①10月13日（水）　②10月29日（金）
【時　間】10:00～12:00　【定　員】各12名
【受講料】各1,200円
【講　師】髙﨑 薫里（彩色健美インターナショナル 美麗メーカー カオリ・デコール）

マスクが必需品となり生活の一部と
なってしまった今、マスクでお肌の
トラブルを招いてしまって困った、
または、マスクをしていても明るく
元気に映えるメイクをしたい！そん
なお悩みを解消するメイク講座とな
ります。※コロナウイルス感染拡大防止
のため肌に直接触れての指導はございませ
ん。ご了承ください。

託 児

【日　程】10月15・22日（金）（全2回）
【時　間】10:00～12:00　【定　員】16名
【受講料】2,200円　【材料費】3,000円（フレーム代込み）
【講　師】知識 由美子(チョークアーティスト)

楽しいチョークアート～童話編～
いつの時代でも人気の「不思議の
国のアリス」。今回は、おとぎの
世界をチョークアートで作製しま
す。初めての方もゆっくりと丁寧
に描き上げていきますので、ご安
心してご参加いただけます。

【日　程】①10月7日（木）　②10月19日（火）
【時　間】10:30～13:30　【定　員】各15名
【受講料】各1,200円　　   【材料費】各1,200円
【講　師】中願寺 あゆみ（料理家）

秋のお弁当レッスン①②
詰め方や味付けのコツを学
んで、映えるお弁当を作り
ましょう。
※試食はありません。

託 児

託 児
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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）

■時　　間　14:00～16:00
■講　　師　石本 宗子・平岡 靖治（NO!SHくるめ）
■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　9月2日（木）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

NO!SHくるめは、中学生を対象にワークを通してジェンダーや暴力を容認しない考えを学び、対等で尊重し合う
関係の中で、加害者にも被害者にもならない事をめざして、デート DV 防止授業を実施しています。この機会に、
一緒に模擬授業を体験し、デートDVについて考えてみませんか。

DV防止キャンペーン事業　講演会

デートDV防止啓発授業の実践報告
～授業から見える子どもたち～

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

※イメージ

※作品見本

※イメージ

託 児

LECTURE

※イメージ

①【10/13】マスク着用時のメイク術　
②【10/29】マスクに着きにくい、 崩れにくいベースメイク術

【日　程】10月23・30日(土) （全2回）
【時　間】10:00～12:00　【定　員】12名
【受講料】2,400円　　　　【材料費】3,500円
【講　師】Shoka（ニットソーイングインストラクター）

チュニックを作ろう！
伸縮性のニット素材で七分袖の三角
マチ付きチュニックを作ってみませ
んか。生地は、黒、モスグリーン、
紺の3色から選べます。ロックミシ
ンは初めての方でも、使い方を練習
して作業に入るので安心です。

※作品例

託 児

託 児

11／13
土

パープルリボン 女性に対する暴力根絶のための
シンボルマーク

■時　　間　13:30～15:30
■講　　師　倉富 史枝（NPO法人福岡ジェンダー研究所 理事、こどもCAPふくおか 代表）
■会　　場　303会議室（3階）
■受 講 料　無料
■定　　員　40名（申込先着順）
■申込方法　9月2日（木）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

ジェンダー・ギャップ指数が 156ヵ国中 120位と低迷している日本。
原因は何なのか、どうすれば改善できるのか、一緒に考えましょう。

託 児

LECTURE

共催事業

10／16土

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

アスカーラ市民グループ活動支援事業　講演会
世界の中で日本って、こんな国！？
～世界から見た日本の男女共同参画の現状～

11／20
土

■時　　間　10:00～12:00　　　　　■講　　師　林田 スマ（大野城まどかぴあ 館長）
■会　　場　多目的ホール（1階）　 　　■受 講 料　無料
■定　　員　100名（申込先着順）
■申込方法　9月6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

託 児

5月 15日（土）の開催を延期しておりました男女共同参画条例制定記念講演会を開催します。
大野城市では、平成 18年（2006年）に男女共同参画条例を制定しました。
今回は、令和2年度の男女共同参画社会づくり功労者内閣総理大臣表彰を受賞した林田スマが、
男女共同参画社会に関するこれまでの歩みや大野城市の長年の取り組み、未来への想いなどに
ついて話します。もっと気軽に、一緒に考えてみませんか。

LECTURE

主催：大野城共生ネットワーク
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【日　程】①10月4日（月）　②10月7日（木）
【時　間】10:00～12:00　【定　員】各16名　
【受講料】各1,100円　　　【材料費】1,300円（※②のみ）
【講　師】井手 隆子（漢方温活のエイジングケアサロン グリーンリーフ博多）

短期講座 9月8日（水） 9：00 受付開始

楽しいセルフケア①② マスクに映えるメイクアップ①②
①老いを早めてしまうと言われてい
る冷えタイプをアーユルヴェーダ診
断でチェックし、タイプに合った対
策を学びましょう。
②アロマオイルを使ったフットマッ
サージで女性ホルモンを上手に働か
せましょう。

託 児

【日　程】10月15日（金）
【時　間】10:00～11:30　【定　員】15組
【受講料】1,200円 / 組　  【材料費】200円 / 組
【対　象】2～9ヵ月の赤ちゃん1名と保護者1名
【講　師】大塚 かずみ（スマイルベビー協会 begibaby代表）

なかよし家族のベビーマッサージ
赤ちゃんの心身の発達だけで
なく、パパやママとのコミュ
ニケーションにも最適な楽し
い講座です。

＜メニュー＞
①【10/7】　手作りチキンナゲット、ハムとクミンのキャロットラ
　　　　　　ぺ、ブロッコリーの海苔ナムル、味付け玉子　他　　
②【10/19】鯖缶カレーコロッケ、レンコンとひじきのツナマヨサ
　　　　　　ラダ、小松菜の煮びたし、白ネギ卵焼き　他
※材料の都合で内容を変更する場合があります。

【日　程】①10月13日（水）　②10月29日（金）
【時　間】10:00～12:00　【定　員】各12名
【受講料】各1,200円
【講　師】髙﨑 薫里（彩色健美インターナショナル 美麗メーカー カオリ・デコール）

マスクが必需品となり生活の一部と
なってしまった今、マスクでお肌の
トラブルを招いてしまって困った、
または、マスクをしていても明るく
元気に映えるメイクをしたい！そん
なお悩みを解消するメイク講座とな
ります。※コロナウイルス感染拡大防止
のため肌に直接触れての指導はございませ
ん。ご了承ください。

託 児

【日　程】10月15・22日（金）（全2回）
【時　間】10:00～12:00　【定　員】16名
【受講料】2,200円　【材料費】3,000円（フレーム代込み）
【講　師】知識 由美子(チョークアーティスト)

楽しいチョークアート～童話編～
いつの時代でも人気の「不思議の
国のアリス」。今回は、おとぎの
世界をチョークアートで作製しま
す。初めての方もゆっくりと丁寧
に描き上げていきますので、ご安
心してご参加いただけます。

【日　程】①10月7日（木）　②10月19日（火）
【時　間】10:30～13:30　【定　員】各15名
【受講料】各1,200円　　   【材料費】各1,200円
【講　師】中願寺 あゆみ（料理家）

秋のお弁当レッスン①②
詰め方や味付けのコツを学
んで、映えるお弁当を作り
ましょう。
※試食はありません。

託 児

託 児
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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）

■時　　間　14:00～16:00
■講　　師　石本 宗子・平岡 靖治（NO!SHくるめ）
■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　9月2日（木）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

NO!SHくるめは、中学生を対象にワークを通してジェンダーや暴力を容認しない考えを学び、対等で尊重し合う
関係の中で、加害者にも被害者にもならない事をめざして、デート DV 防止授業を実施しています。この機会に、
一緒に模擬授業を体験し、デートDVについて考えてみませんか。

DV防止キャンペーン事業　講演会

デートDV防止啓発授業の実践報告
～授業から見える子どもたち～

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

※イメージ

※作品見本

※イメージ

託 児

LECTURE

※イメージ

①【10/13】マスク着用時のメイク術　
②【10/29】マスクに着きにくい、 崩れにくいベースメイク術

【日　程】10月23・30日(土) （全2回）
【時　間】10:00～12:00　【定　員】12名
【受講料】2,400円　　　　【材料費】3,500円
【講　師】Shoka（ニットソーイングインストラクター）

チュニックを作ろう！
伸縮性のニット素材で七分袖の三角
マチ付きチュニックを作ってみませ
んか。生地は、黒、モスグリーン、
紺の3色から選べます。ロックミシ
ンは初めての方でも、使い方を練習
して作業に入るので安心です。

※作品例

託 児

託 児

11／13
土

パープルリボン 女性に対する暴力根絶のための
シンボルマーク

■時　　間　13:30～15:30
■講　　師　倉富 史枝（NPO法人福岡ジェンダー研究所 理事、こどもCAPふくおか 代表）
■会　　場　303会議室（3階）
■受 講 料　無料
■定　　員　40名（申込先着順）
■申込方法　9月2日（木）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

ジェンダー・ギャップ指数が 156ヵ国中 120位と低迷している日本。
原因は何なのか、どうすれば改善できるのか、一緒に考えましょう。

託 児

LECTURE

共催事業

10／16土

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

アスカーラ市民グループ活動支援事業　講演会
世界の中で日本って、こんな国！？
～世界から見た日本の男女共同参画の現状～

11／20
土

■時　　間　10:00～12:00　　　　　■講　　師　林田 スマ（大野城まどかぴあ 館長）
■会　　場　多目的ホール（1階）　 　　■受 講 料　無料
■定　　員　100名（申込先着順）
■申込方法　9月6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

託 児

5月 15日（土）の開催を延期しておりました男女共同参画条例制定記念講演会を開催します。
大野城市では、平成 18年（2006年）に男女共同参画条例を制定しました。
今回は、令和2年度の男女共同参画社会づくり功労者内閣総理大臣表彰を受賞した林田スマが、
男女共同参画社会に関するこれまでの歩みや大野城市の長年の取り組み、未来への想いなどに
ついて話します。もっと気軽に、一緒に考えてみませんか。

LECTURE

主催：大野城共生ネットワーク
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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） まどかぴあ図書館

2021年9月号 9

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～

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/

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。

読書感想画コンクールの作品
を募集中です。詳細は館内設
置の応募チラシ、図書館HP
などをご覧ください。
たくさんのご応募をお待ちし
ています。
■応募期間
9月2日（木）～10月15日（金）

第26回まどかぴあ
読書感想画コンクール

■講　　師　佐藤 倫子（福岡教育大学 非常勤講師、一般社団法人ママトコラボ 理事）
■対　　象　下記①～③の全てに該当する方
　　　　　　　①大野城市在住・在勤（もしくはその予定）の女性
　　　　　　　②これから子どもの学校や地域活動などで人とのつながりを作りたい方
　　　　　　　③原則として全3回の講座に参加できる方
■会　　場　多目的ホール（1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

仕事でも地域でも、保護者の集まりでも…人が集まる場では「話し合い」はつきもの。
会議などを円滑に進めるためのスキル「ファシリテーション」を学んで、まずは話し合いの場に慣れる練習をして
みませんか？

生き生きと輝く女性応援事業
「話し合いが怖くなくなる！ファシリテーション講座」

託 児

LECTURE

男女平等推進センターの各種相談について、10月からの変更点をお知らせします。

まどかぴあ相談室からのお知らせ
託 児

ファシリテーションとは？
（基礎編）

話し合いをやってみよう①
～アイデアをたくさん出す＆企画会議編～

話し合いをやってみよう②
～かみ合わない議論を整理する＆課題解決会議編～

11月2日（火）
10:00～12:00

11月16日（火）
10:00～12:00

中高年のための「Zoom」入門！ 中高年のための「Zoom」活用術！

11月24日（水）
10:00～12:00

12月7日（火）
10:00～12:00

11月30日（火）
10:00～12:00

CONSUL
TATION 

①まどかぴあホームページからの各種相談予約受付（24時間）を開始します
②毎月第2・4土曜日の総合相談を終了し、総合相談は平日のみ開設します

※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。

移動図書館「わくわく号」巡回日程表
9月の巡回

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

6日

13日
27日

7日

14日
28日

9日

2日
30日

10日
24日

3日

5日

曜
日 日

月

火

木

金

日

※郵送の場合は当日消印有効。
※特別整理休館中の応募作品の
　受付は総合案内で行います。 第25回最優秀賞作品

一木 悠花さん『三まいのおふだ』

期間：9月15日（水）～9月22日（水）
図書特別整理のため、図書館と移動図書館「わくわく号」は
休館いたします。

休館中の返却について
・本の返却はブックポスト（　 ）をご利用ください。
　※ポストは県道（旧3号線）側入口横にあります。
・CDはブックポストに入れると壊れることがあるため、
　総合案内（　 ）か警備員室（　 ）へご返却ください。
・コミュニティセンターの返却ポストも通常通り利用できます。
　※CD・他館から借りている資料（相互貸借資料）は返却できません。

ご不便をおかけいたしますが、みなさまのご理解・ご協力をお願いいたします。

応募
受付中

■講　　師　大雄 義弘（100歳株式会社代表取締役）
■対　　象　中高年の男性および講座に興味のある方
　　　　　　（ご夫婦での参加も可能です）
■必要なもの　インターネットが使用できるスマートフォン・タブレット
■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　9月6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

充実したセカンドライフを過ごすために、コミュニケーションツールを活用しませんか。「Zoom（アプリ）」を利
用したいけど、操作が難しそう…興味があるけどまだ使ったことがない…そんなあなたに講座をご用意しました。

男性のための男女共同参画事業
「生涯現役」応援セミナー

託 児

LECTURE

変　更

※各種相談の内容・ホームページからの予約方法など詳しい情報は、チラシ・ホームページをご覧ください！

図書特別整理に伴う休館のお知らせ

1

2 3
おおたか

ズーム ズーム
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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） まどかぴあ図書館

2021年9月号 9

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～

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/

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。

読書感想画コンクールの作品
を募集中です。詳細は館内設
置の応募チラシ、図書館HP
などをご覧ください。
たくさんのご応募をお待ちし
ています。
■応募期間
9月2日（木）～10月15日（金）

第26回まどかぴあ
読書感想画コンクール

■講　　師　佐藤 倫子（福岡教育大学 非常勤講師、一般社団法人ママトコラボ 理事）
■対　　象　下記①～③の全てに該当する方
　　　　　　　①大野城市在住・在勤（もしくはその予定）の女性
　　　　　　　②これから子どもの学校や地域活動などで人とのつながりを作りたい方
　　　　　　　③原則として全3回の講座に参加できる方
■会　　場　多目的ホール（1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

仕事でも地域でも、保護者の集まりでも…人が集まる場では「話し合い」はつきもの。
会議などを円滑に進めるためのスキル「ファシリテーション」を学んで、まずは話し合いの場に慣れる練習をして
みませんか？

生き生きと輝く女性応援事業
「話し合いが怖くなくなる！ファシリテーション講座」

託 児

LECTURE

男女平等推進センターの各種相談について、10月からの変更点をお知らせします。

まどかぴあ相談室からのお知らせ
託 児

ファシリテーションとは？
（基礎編）

話し合いをやってみよう①
～アイデアをたくさん出す＆企画会議編～

話し合いをやってみよう②
～かみ合わない議論を整理する＆課題解決会議編～

11月2日（火）
10:00～12:00

11月16日（火）
10:00～12:00

中高年のための「Zoom」入門！ 中高年のための「Zoom」活用術！

11月24日（水）
10:00～12:00

12月7日（火）
10:00～12:00

11月30日（火）
10:00～12:00

CONSUL
TATION 

①まどかぴあホームページからの各種相談予約受付（24時間）を開始します
②毎月第2・4土曜日の総合相談を終了し、総合相談は平日のみ開設します

※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。

移動図書館「わくわく号」巡回日程表
9月の巡回

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

6日

13日
27日

7日

14日
28日

9日

2日
30日

10日
24日

3日

5日

曜
日 日

月

火

木

金

日

※郵送の場合は当日消印有効。
※特別整理休館中の応募作品の
　受付は総合案内で行います。 第25回最優秀賞作品

一木 悠花さん『三まいのおふだ』

期間：9月15日（水）～9月22日（水）
図書特別整理のため、図書館と移動図書館「わくわく号」は
休館いたします。

休館中の返却について
・本の返却はブックポスト（　 ）をご利用ください。
　※ポストは県道（旧3号線）側入口横にあります。
・CDはブックポストに入れると壊れることがあるため、
　総合案内（　 ）か警備員室（　 ）へご返却ください。
・コミュニティセンターの返却ポストも通常通り利用できます。
　※CD・他館から借りている資料（相互貸借資料）は返却できません。

ご不便をおかけいたしますが、みなさまのご理解・ご協力をお願いいたします。

応募
受付中

■講　　師　大雄 義弘（100歳株式会社代表取締役）
■対　　象　中高年の男性および講座に興味のある方
　　　　　　（ご夫婦での参加も可能です）
■必要なもの　インターネットが使用できるスマートフォン・タブレット
■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　9月6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

充実したセカンドライフを過ごすために、コミュニケーションツールを活用しませんか。「Zoom（アプリ）」を利
用したいけど、操作が難しそう…興味があるけどまだ使ったことがない…そんなあなたに講座をご用意しました。

男性のための男女共同参画事業
「生涯現役」応援セミナー

託 児

LECTURE

変　更

※各種相談の内容・ホームページからの予約方法など詳しい情報は、チラシ・ホームページをご覧ください！

図書特別整理に伴う休館のお知らせ

1

2 3
おおたか

ズーム ズーム
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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

9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

9/18
（土）

蝶々夫人～講談とクラシック音楽の饗宴～ ※手話通訳あり
出演：神田京子（講談師）、川端裕美（フルート）、
　　 森田良平（コントラバス）、室屋麗華（ピアノ）
●一般1,500円ほか ※未就学児入場不可 ●14:00

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。8月10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。（既に受付を終了している場合もございます）
※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。

STAY HALL～大人のためのリラックスコンサート～
出演： 古賀美代子（ピアノ）、井上幸一（監修・解説）
●一般1,000円 ※未就学児入場不可 ●15:00

ふれぶんシネマ倶楽部「オリエント急行殺人事件（1974年版）」
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 ※未就学児入場不可
●①10:00（字幕スーパー） ②14:00（日本語吹替え）  

まるごと太宰府歴史展2021
会場：文化ふれあい館　電話：092-928-0800
●無料　●9:00～17:00
※毎週月曜休館（祝日の場合は翌平日休館）

10/9
（土）

子どもよさこい体験
会場：太宰府市体育センター　※満3歳～年長児対象
●500円 ※財団のHPから要申込、9/21(火)締切　●10:00

10/10
（日）

9/25
（土）

9/23
（木・祝）
〜
11/7
（日）

開催中
〜
11/3
（水・祝）

（公財）太宰府市文化スポーツ振興財団

片山攝三写真で見る冨永朝堂展
会場：文化ふれあい館　電話：092-928-0800
●無料　●9:00～17:00
※毎週月曜休館（祝日の場合は翌平日休館）

2（木）

4（土）

5（日）

7（火）

7・14（火）

8（水）

■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

第26回まどかぴあ読書感想画コンクール
応募受付開始
■問 まどかぴあ図書館

おとなの楽校　２時間目
■問 管理課

アスカーラ子育て応援講座①
心が育つIQ絵本講座
■問 男女平等推進センターアスカーラ

アスカーラ子育て応援講座②
子どもと楽しむピザづくり♪
■問 男女平等推進センターアスカーラ

劇場って楽しい！！2021
in 大野城まどかぴあ【振替公演】
■問 文化芸術振興担当

博多はじき～色付けに挑戦～
■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

ティータイムコンサートVol.295
■問 文化芸術振興担当

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4年12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。

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。
（※）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。

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。
※スケジュールは変更になる場合があります。

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

9（木）

10・17・24、
10/1・8（金）

11（土）

①14（火）
②21（火）
③28（火）

17（金）
18（土）

18（土）

18（土）

21（火）

①25（土）
②30（木）

大野城市男女共生講座②
みんなで政治参画～多様性とジェンダー平等～
■問 男女平等推進センターアスカーラ

豆皿を作ろう！
■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

パソコン勉強室①②③
■問 生涯学習センター

定期講座（前期6ヵ月間）発表会・体験会
■問 生涯学習センター

アスカーラ子育て応援講座③
心と体を整えよう♪ヨガでリフレッシュ
■問 男女平等推進センターアスカーラ

リトルコンサート
■問 ピーミュージック福岡090-6420-0091
■会 小ホール　■時 開演13:30（開場13:15）

大野城市男女共生講座③
みんなで防災～地域に適した
オーダーメードの防災対策～
■問 男女平等推進センターアスカーラ

アジアごはん～ベトナム料理～①②　
■問 生涯学習センター

託 児

託 児

託 児

託 児

■申込方法　ホームページに掲載の「広告の取扱要綱」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：まどかぴあ管理課事務室
　　　　　　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　
　掲載希望号発行の3ヵ月前の15日まで

情報誌「アテナ」に広告を掲載しませんか？

西駐車場の
利用再開について

西駐車場の整備工事が完了し、9月中旬
より再開します。
再開時期等の詳細は、まどかぴあホーム
ページをご確認ください。

大野城ウィンターイルミネーション2021  関連企画
『コロナに負けない！ みんながつながる「希望の灯り」』

大野城ウィンターイルミネーションに、
皆さんも参加しませんか。皆さんのイル
ミネーションをチラシ等でご紹介します。
大勢で集まれないコロナ禍だからこそ、
イルミネーションの光をつなげて、未来
に向けた「希望の光」を灯しましょう！

大野城まどかぴあでは、毎月情報誌「アテナ」を発行し、市内全戸（約45,550件）に配付しています。
また、まどかぴあ友の会会員への送付、館内設置及び県内外の公共施設等、関係施設へ送付しています。
■広告の大きさ及び掲載料

詳しくはまどかぴあホームページをご覧
ください。

※枠数に限りがあります。申込多数の場合はご希望に添えない場合がありますので、予めご了承ください。

掲載期間・サイズ Ａサイズ（縦50ｍｍ×横90ｍｍ） Ｂサイズ（縦50ｍm×横185ｍm）

1ヵ月

３ヵ月（10％引）

６ヵ月（20％引）

１２ヵ月（30％引）

￥30,000

￥81,000

￥144,000

￥252,000

￥50,000

￥135,000

￥240,000

￥420,000

あなたもピアニスト！
実施日：10/1（金）、10/10（日） ※多目的ホールは10/10のみ
対象：中学生以上のピアノ経験者
申込方法：9/5（日）9:00～電話受付
●大ホール500円ほか　●①11:00～12:00 ②13:00～19:00

筑紫野市文化会館

募集
開始

10/9
（土）

音楽の楽しみ方講座Vol.3
日本の民族楽器聴き比べ
出演：津軽三味線 聚＆三線バッターズ
会場：2階多目的ホール（60席）
●一般1,000円ほか ※小学生以上入場可　●14:00

ミリカローデン那珂川

那珂川杜の美術展シリーズ「五花展」
～南畑の女性作家たち～
●無料　●10:00～16:00

9/16
（木）
〜
19
（日）

Mirika Specialコンサート
出演：尾方蝶嘉（筑前琵琶）
●一般1,200円ほか ※未就学児入場不可　●15:00

10/10
（日）

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

MIRIKA青空マーケット
※次回は11/28(日) 開催予定
●無料　●11:00～15:00

9/26
（日）

託 児

参加者
募集！！

■募集期間　9月1日（水）～9月22日（水）
※詳細はまどかぴあホームページまたはチラシをご覧ください。

※昨年の様子

託 児

託 児

託 児

託 児



2021年9月号 1110 2021年9月号

まどかぴあイベントスケジュール

つくし お隣さん情報

9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

9/18
（土）

蝶々夫人～講談とクラシック音楽の饗宴～ ※手話通訳あり
出演：神田京子（講談師）、川端裕美（フルート）、
　　 森田良平（コントラバス）、室屋麗華（ピアノ）
●一般1,500円ほか ※未就学児入場不可 ●14:00

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。8月10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。（既に受付を終了している場合もございます）
※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。

STAY HALL～大人のためのリラックスコンサート～
出演： 古賀美代子（ピアノ）、井上幸一（監修・解説）
●一般1,000円 ※未就学児入場不可 ●15:00

ふれぶんシネマ倶楽部「オリエント急行殺人事件（1974年版）」
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 ※未就学児入場不可
●①10:00（字幕スーパー） ②14:00（日本語吹替え）  

まるごと太宰府歴史展2021
会場：文化ふれあい館　電話：092-928-0800
●無料　●9:00～17:00
※毎週月曜休館（祝日の場合は翌平日休館）

10/9
（土）

子どもよさこい体験
会場：太宰府市体育センター　※満3歳～年長児対象
●500円 ※財団のHPから要申込、9/21(火)締切　●10:00

10/10
（日）

9/25
（土）

9/23
（木・祝）
〜
11/7
（日）

開催中
〜
11/3
（水・祝）

（公財）太宰府市文化スポーツ振興財団

片山攝三写真で見る冨永朝堂展
会場：文化ふれあい館　電話：092-928-0800
●無料　●9:00～17:00
※毎週月曜休館（祝日の場合は翌平日休館）

2（木）

4（土）

5（日）

7（火）

7・14（火）

8（水）

■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

第26回まどかぴあ読書感想画コンクール
応募受付開始
■問 まどかぴあ図書館

おとなの楽校　２時間目
■問 管理課

アスカーラ子育て応援講座①
心が育つIQ絵本講座
■問 男女平等推進センターアスカーラ

アスカーラ子育て応援講座②
子どもと楽しむピザづくり♪
■問 男女平等推進センターアスカーラ

劇場って楽しい！！2021
in 大野城まどかぴあ【振替公演】
■問 文化芸術振興担当

博多はじき～色付けに挑戦～
■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

ティータイムコンサートVol.295
■問 文化芸術振興担当

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4年12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。

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。
（※）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。

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。
※スケジュールは変更になる場合があります。

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

9（木）

10・17・24、
10/1・8（金）

11（土）

①14（火）
②21（火）
③28（火）

17（金）
18（土）

18（土）

18（土）

21（火）

①25（土）
②30（木）

大野城市男女共生講座②
みんなで政治参画～多様性とジェンダー平等～
■問 男女平等推進センターアスカーラ

豆皿を作ろう！
■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

パソコン勉強室①②③
■問 生涯学習センター

定期講座（前期6ヵ月間）発表会・体験会
■問 生涯学習センター

アスカーラ子育て応援講座③
心と体を整えよう♪ヨガでリフレッシュ
■問 男女平等推進センターアスカーラ

リトルコンサート
■問 ピーミュージック福岡090-6420-0091
■会 小ホール　■時 開演13:30（開場13:15）

大野城市男女共生講座③
みんなで防災～地域に適した
オーダーメードの防災対策～
■問 男女平等推進センターアスカーラ

アジアごはん～ベトナム料理～①②　
■問 生涯学習センター

託 児

託 児

託 児

託 児

■申込方法　ホームページに掲載の「広告の取扱要綱」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：まどかぴあ管理課事務室
　　　　　　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　
　掲載希望号発行の3ヵ月前の15日まで

情報誌「アテナ」に広告を掲載しませんか？

西駐車場の
利用再開について

西駐車場の整備工事が完了し、9月中旬
より再開します。
再開時期等の詳細は、まどかぴあホーム
ページをご確認ください。

大野城ウィンターイルミネーション2021  関連企画
『コロナに負けない！ みんながつながる「希望の灯り」』

大野城ウィンターイルミネーションに、
皆さんも参加しませんか。皆さんのイル
ミネーションをチラシ等でご紹介します。
大勢で集まれないコロナ禍だからこそ、
イルミネーションの光をつなげて、未来
に向けた「希望の光」を灯しましょう！

大野城まどかぴあでは、毎月情報誌「アテナ」を発行し、市内全戸（約45,550件）に配付しています。
また、まどかぴあ友の会会員への送付、館内設置及び県内外の公共施設等、関係施設へ送付しています。
■広告の大きさ及び掲載料

詳しくはまどかぴあホームページをご覧
ください。

※枠数に限りがあります。申込多数の場合はご希望に添えない場合がありますので、予めご了承ください。

掲載期間・サイズ Ａサイズ（縦50ｍｍ×横90ｍｍ） Ｂサイズ（縦50ｍm×横185ｍm）

1ヵ月

３ヵ月（10％引）

６ヵ月（20％引）

１２ヵ月（30％引）

￥30,000

￥81,000

￥144,000

￥252,000

￥50,000

￥135,000

￥240,000

￥420,000

あなたもピアニスト！
実施日：10/1（金）、10/10（日） ※多目的ホールは10/10のみ
対象：中学生以上のピアノ経験者
申込方法：9/5（日）9:00～電話受付
●大ホール500円ほか　●①11:00～12:00 ②13:00～19:00

筑紫野市文化会館

募集
開始

10/9
（土）

音楽の楽しみ方講座Vol.3
日本の民族楽器聴き比べ
出演：津軽三味線 聚＆三線バッターズ
会場：2階多目的ホール（60席）
●一般1,000円ほか ※小学生以上入場可　●14:00

ミリカローデン那珂川

那珂川杜の美術展シリーズ「五花展」
～南畑の女性作家たち～
●無料　●10:00～16:00

9/16
（木）
〜
19
（日）

Mirika Specialコンサート
出演：尾方蝶嘉（筑前琵琶）
●一般1,200円ほか ※未就学児入場不可　●15:00

10/10
（日）

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

MIRIKA青空マーケット
※次回は11/28(日) 開催予定
●無料　●11:00～15:00

9/26
（日）

託 児

参加者
募集！！

■募集期間　9月1日（水）～9月22日（水）
※詳細はまどかぴあホームページまたはチラシをご覧ください。

※昨年の様子

託 児

託 児

託 児

託 児



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 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9月号

至
福
岡
空
港

御笠川4南

市役所入口

至
博
多

錦町1春日原北町

市役所前

大野城
まどかぴあ前

白木原5 御笠川6

瓦田駐車場

西駐車場

至
二
日
市

至
二
日
市

男女 デートDV防止啓発授業の実践報告
～授業から見える子どもたち～　受付開始

2（木）
男女

アスカーラ市民グループ活動支援事業（共催事業）
世界の中で日本って、こんな国！？
～世界から見た日本の男女共同参画の現状～　受付開始

男女 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　受付開始

6（月）

P7

P7

男女 男性のための男女共同参画事業
「生涯現役」応援セミナー　受付開始

P6生涯8（水） 短期講座　受付開始

まどかぴあから出発！演奏家達と手作り
楽器で色んな国に行ってみよう！
グランド会員発売　※WEB会員は9/30（木）～

27（月） 10月号
掲載予定文芸

大野城まどかぴあ名誉館長
佐藤陽子 ヴァイオリンコンサート
申込締切

管理17（金） P2

P8

9月

9月1日（水）、15日（水）　※図書館は9月15日（水）～22日（水）の期間休館します。
まどかぴあ休館日のお知らせ


