
～ つどい  ふれあい  はばたく ～

大野城まどかぴあ情報誌　
アテナ 2021

10
 Vol.304

まどかぴあ避難訓練落語会まどかぴあ避難訓練落語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？～～緊急事態発生！！あなたはどうする？～～緊急事態発生！！あなたはどうする？～

こんなとき
どうする！？

非常口
12月1日（水）
13：00開演/12：30開場

※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9月8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）



大ホールで落語鑑賞中に火災発生！こんな時、あなたはどんな行動をとりますか？
万が一の事態でも冷静に行動できるよう、まどかぴあ初のお客様参加型の避難訓練
を開催します。ぜひこの機会にご参加ください。
避難訓練の後は、落語をお楽しみいただきます！
※休館日の開催となるため、大ホール以外の施設は利用できません

2021年10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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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。

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？～

イチオシ情報

■出　　演　粗忽家 酔書（アマチュア落語家）
■時　　間　13:00開演 / 12:30開場
■会　　場　大ホール（1階）全席自由 / 募集人数150名（まどかぴあ友の会グランド会員優先 / 申込み多数の場合は抽選）
■料　　金　入場無料（要事前申込）※未就学児入場不可
■申込方法　往復はがきに必要事項を記入のうえ、下記宛先に送付
　　　　　　①住所 ②氏名 ③電話番号 ④同行者氏名 ⑤車いす席利用希望（スペースに限りがあります）
　　　　　　⑥まどかぴあ友の会 会員番号（グランド会員の方のみ）
　　　　　　※はがき1枚につき2名まで申込可（同行者氏名の記載がない場合は1名として受付）
　　　　　　※11月18日（木）までに抽選結果を送付します
　　　　　　※万一、感染が発生した際は、お申込み代表者の氏名・電話番号を保健所に提出する場合があります
■申 込 先　〒816-0934　大野城市曙町2-3-1　大野城まどかぴあ　避難訓練係

車イス

12／1
水

《往復はがきの記入方法》

親子で寄せ植えにチャレンジしてみませんか。
クリスマスツリーのようなゴールドクレストやシクラメンを使って、冬らしい寄せ植えを行います。
ご家庭でクリスマスやお正月のアレンジを加え、“花のあるくらし”をお楽しみください。

■時　　間　10:30～11:10（予定）
■会　　場　工作室（2階）
■参 加 料　1組500円（花材・材料費含む）
■定　　員　8組16名（先着順・要申込）
■対　　象　小学生を含む親子（1組につき大人1名、小学生1名）※未就学児入場不可
■講　　師　石井 康子（園芸研究家、緑のコーディネーター）
■申込開始　10月12日（火）10:00　※定員になり次第、受付終了
■申込方法　電話にてお申し込みください。
　　　　　　・申込開始日・・・・・・・専用ダイヤル　092-591-1111（10:00～）
　　　　　　・申込開始日以外・・・まどかぴあ総合案内　092-586-4000（9:00～）

12月9日(木)～12日(日)　フラワーオブジェを展示します
おとなの楽校3時間目関連企画として、ギャラリーモールで福岡県産フラワーオブジェを展示します。
冬ならではの花々の装飾をお楽しみください。（最終日は17:00まで）

おとなの楽校3時間目の詳細は、10ページをご覧ください。
協力：花あふれるふくおか推進協議会

託 児
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　※グランド会員の方のみ

 そ　こつ　や　  よい  しょ

■公演内容 ※公演時間150分予定（途中休憩含む）
１．防災についての講話（30分）
２．落語や紙切り→火災発生のアナウンス→避難（45分）
３．春日・大野城・那珂川消防組合消防本部による避難訓練の講評（25分）
４．落語（40分）

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、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。

版画体験
～大人の消しゴム版画～

11／14
日 ART

■時　　間　13:00～15:00(予定)
■会　　場　工作室（2階）
■参 加 料　1,500円（材料費・保険加入料含む）
■定　　員　15名（申込み多数の場合は抽選）
■対　　象　15歳以上（高校生以上）
■講　　師　モリ カナエ(消しゴム版画家)
■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
10月13日（水）必着

申込締切
11月5日（金）必着

協力：大野城市安全安心課、春日・大野城・那珂川消防組合消防本部

おとなの楽校３時間目関連企画
親子で楽しむ寄せ植え体験

12／11
土 EVENT

※作品例

８月開催予定だった企画が12月に開催決定しました！
まどかぴあに届いた怪盗クロからの挑戦状。館内に散らばる謎を解いて、怪盗クロを捕まえてくれる探偵さんを
募集しています。普段は見られないまどかぴあの裏側までしっかり捜査して謎を解こう！

■日　　時　12月5日（日）　12:30～14:30
■対　　象　小学生　※１～３年生は保護者1名（18歳以上）の同伴が必要
■定　　員　24名程度
　　　　　　　※応募多数の場合は抽選（11月中旬頃にメールにて抽選結果の連絡をいたします。）
　　　　　　　※抽選は、８月に申し込みをされていた探偵さんを優先します
■参 加 費　１人500円（同日開催のシネマランド施設利用券および保険料等を含む）※保護者も参加費が必要です
■申込方法　メールに以下の内容を記入し送信
　　　　　　①名前と学年（1～3年生は保護者名も）　②郵便番号・住所　③電話番号　
　　　　　　④ファミリーシネマの観覧希望回（10:00～、15:00～）
■申 込 先　madokakoubo@bb.csf.ne.jp

■お問い合わせ　大野城まどかぴあ管理課
　　　　　　　　電話092-586-4006
　　　　　　　 （平日 9:00～17:00）

※イメージ

EVENT

※紙切りの様子

　以下のＱＲコードを読み取り、
メールを送信すると便利です。

まどかぴあバックステージ探検2021 

～怪盗クロの謎を追え！～ EVENT 申込締切
11月5日（金）



大ホールで落語鑑賞中に火災発生！こんな時、あなたはどんな行動をとりますか？
万が一の事態でも冷静に行動できるよう、まどかぴあ初のお客様参加型の避難訓練
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避難訓練の後は、落語をお楽しみいただきます！
※休館日の開催となるため、大ホール以外の施設は利用できません
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～緊急事態発生‼あなたはどうする？～

イチオシ情報

■出　　演　粗忽家 酔書（アマチュア落語家）
■時　　間　13:00開演 / 12:30開場
■会　　場　大ホール（1階）全席自由 / 募集人数150名（まどかぴあ友の会グランド会員優先 / 申込み多数の場合は抽選）
■料　　金　入場無料（要事前申込）※未就学児入場不可
■申込方法　往復はがきに必要事項を記入のうえ、下記宛先に送付
　　　　　　①住所 ②氏名 ③電話番号 ④同行者氏名 ⑤車いす席利用希望（スペースに限りがあります）
　　　　　　⑥まどかぴあ友の会 会員番号（グランド会員の方のみ）
　　　　　　※はがき1枚につき2名まで申込可（同行者氏名の記載がない場合は1名として受付）
　　　　　　※11月18日（木）までに抽選結果を送付します
　　　　　　※万一、感染が発生した際は、お申込み代表者の氏名・電話番号を保健所に提出する場合があります
■申 込 先　〒816-0934　大野城市曙町2-3-1　大野城まどかぴあ　避難訓練係

車イス

12／1
水

《往復はがきの記入方法》

親子で寄せ植えにチャレンジしてみませんか。
クリスマスツリーのようなゴールドクレストやシクラメンを使って、冬らしい寄せ植えを行います。
ご家庭でクリスマスやお正月のアレンジを加え、“花のあるくらし”をお楽しみください。

■時　　間　10:30～11:10（予定）
■会　　場　工作室（2階）
■参 加 料　1組500円（花材・材料費含む）
■定　　員　8組16名（先着順・要申込）
■対　　象　小学生を含む親子（1組につき大人1名、小学生1名）※未就学児入場不可
■講　　師　石井 康子（園芸研究家、緑のコーディネーター）
■申込開始　10月12日（火）10:00　※定員になり次第、受付終了
■申込方法　電話にてお申し込みください。
　　　　　　・申込開始日・・・・・・・専用ダイヤル　092-591-1111（10:00～）
　　　　　　・申込開始日以外・・・まどかぴあ総合案内　092-586-4000（9:00～）

12月9日(木)～12日(日)　フラワーオブジェを展示します
おとなの楽校3時間目関連企画として、ギャラリーモールで福岡県産フラワーオブジェを展示します。
冬ならではの花々の装飾をお楽しみください。（最終日は17:00まで）

おとなの楽校3時間目の詳細は、10ページをご覧ください。
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■公演内容 ※公演時間150分予定（途中休憩含む）
１．防災についての講話（30分）
２．落語や紙切り→火災発生のアナウンス→避難（45分）
３．春日・大野城・那珂川消防組合消防本部による避難訓練の講評（25分）
４．落語（40分）

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、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。

版画体験
～大人の消しゴム版画～

11／14
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■時　　間　13:00～15:00(予定)
■会　　場　工作室（2階）
■参 加 料　1,500円（材料費・保険加入料含む）
■定　　員　15名（申込み多数の場合は抽選）
■対　　象　15歳以上（高校生以上）
■講　　師　モリ カナエ(消しゴム版画家)
■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）
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11月5日（金）必着

協力：大野城市安全安心課、春日・大野城・那珂川消防組合消防本部

おとなの楽校３時間目関連企画
親子で楽しむ寄せ植え体験

12／11
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※作品例

８月開催予定だった企画が12月に開催決定しました！
まどかぴあに届いた怪盗クロからの挑戦状。館内に散らばる謎を解いて、怪盗クロを捕まえてくれる探偵さんを
募集しています。普段は見られないまどかぴあの裏側までしっかり捜査して謎を解こう！

■日　　時　12月5日（日）　12:30～14:30
■対　　象　小学生　※１～３年生は保護者1名（18歳以上）の同伴が必要
■定　　員　24名程度
　　　　　　　※応募多数の場合は抽選（11月中旬頃にメールにて抽選結果の連絡をいたします。）
　　　　　　　※抽選は、８月に申し込みをされていた探偵さんを優先します
■参 加 費　１人500円（同日開催のシネマランド施設利用券および保険料等を含む）※保護者も参加費が必要です
■申込方法　メールに以下の内容を記入し送信
　　　　　　①名前と学年（1～3年生は保護者名も）　②郵便番号・住所　③電話番号　
　　　　　　④ファミリーシネマの観覧希望回（10:00～、15:00～）
■申 込 先　madokakoubo@bb.csf.ne.jp

■お問い合わせ　大野城まどかぴあ管理課
　　　　　　　　電話092-586-4006
　　　　　　　 （平日 9:00～17:00）

※イメージ
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※紙切りの様子

　以下のＱＲコードを読み取り、
メールを送信すると便利です。

まどかぴあバックステージ探検2021 

～怪盗クロの謎を追え！～ EVENT 申込締切
11月5日（金）



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。
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。

© Copyright 2013 CBS Films
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11／13土
①10:00～11：45（日本語吹替版）
②15:00～16：45（日本語字幕版）

※各回30分前開場

©2020「星の子」製作委員会

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

※10月2日（土）開催「3歳からの“五感”でたのしむ打楽器体験」の受付は終了しました
※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：ELK（エルク）

■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
　　　　　　※各券当日500円増　※未就学児入場不可

■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

発 売 中

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

10／9土 「星の子」 2020年/日本/110分

※各回30分前開場

①10:00～11:50（日本語字幕付）
②15:00～16:50

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・施設利用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、9月の上映中止に伴い、2021年6月～9月が有効期限の施設利用券は、有効期限を2021年12月まで延長いたします。

 
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

■出　演　平戸 伊都子（ピアニカ、ピアノ、歌）、是枝 武（ヴァイオリン）、森 あゆみ（トランペット）、
　　　　　吉武 愛（ハープ）、高橋 敬明（コントラバス）、水﨑 誠也（パーカッション）
■日　時　12月11日（土）16:30開演 / 16:00開場
　　　　　　 　12日（日）13:30開演 / 13:00開場
　　　　　　 ※開場時間中に各自でシェーカーを制作します
■会　場　小ホール（2階）全席自由
■料　金　一般2,000円（グランド会員1,800円）、中高生1,000円、3歳～小学生500円
　　　　　　※2歳以下無料

出身ジャンルの異なる個性豊かな演奏家たちと一緒に、音楽の世界旅行に出かけよう！ 開演前に空容器にビーズ等
を入れてシェーカーを手作りし、途中の演奏にご参加いただけます。珍しい組み合わせの楽器によるハーモニーと
音の広がりをお楽しみください。

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！」 MUSIC

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

■出　演　安田 勝竜(三味線)　■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

ジャズコレクション北九州に出演するなど、様々なステージで活動する安田勝竜の演奏を
お届けします。巧みな撥(ばち)さばきを間近でお楽しみください。

10／25
月 ティータイムコンサートVol.296

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。

安田 勝竜(三味線)

共催事業

12／11・12
土 日

■チケット発売 ※各日とも10:00～
　グランド会員　9月27日（月）
　W E B 会 員　9月30日（木）
　一　　　　般　10月1日（金）

主催：音楽で生きる力を！プロジェクト

■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！

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

2021年10月号 54 2021年10月号

大物オスカー俳優が豪華共演を果たしたハートフルコメディ。ビリーとパ
ディ、アーチ―、サムの幼なじみの 4 人組は 60 歳になっても固い友情で
結ばれていた。ある日、唯一独身のビリーが結婚することになり、彼らは久々
にラスベガスで顔を合わせる。パーティへ繰り出しバカ騒ぎを満喫するが、
パディだけは浮かない表情。波乱に富んだ一夜が幕を開ける。
監督：ジョン・タートルトーブ（『ナショナル・トレジャー』）
出演：マイケル・ダグラス、ロバート・デ・ニーロ、モーガン・フリーマン、ケヴィン・クライン 他

「ラストベガス」 2013年/アメリカ/105分

※

過
去
の
公
演

新型コロナウイルス感染拡大の影響により
「【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」

は開催中止します。



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。
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。
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11／13土
①10:00～11：45（日本語吹替版）
②15:00～16：45（日本語字幕版）

※各回30分前開場

©2020「星の子」製作委員会

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

※10月2日（土）開催「3歳からの“五感”でたのしむ打楽器体験」の受付は終了しました
※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：ELK（エルク）

■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
　　　　　　※各券当日500円増　※未就学児入場不可

■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

発 売 中

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

10／9土 「星の子」 2020年/日本/110分

※各回30分前開場

①10:00～11:50（日本語字幕付）
②15:00～16:50

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・施設利用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、9月の上映中止に伴い、2021年6月～9月が有効期限の施設利用券は、有効期限を2021年12月まで延長いたします。

 
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

■出　演　平戸 伊都子（ピアニカ、ピアノ、歌）、是枝 武（ヴァイオリン）、森 あゆみ（トランペット）、
　　　　　吉武 愛（ハープ）、高橋 敬明（コントラバス）、水﨑 誠也（パーカッション）
■日　時　12月11日（土）16:30開演 / 16:00開場
　　　　　　 　12日（日）13:30開演 / 13:00開場
　　　　　　 ※開場時間中に各自でシェーカーを制作します
■会　場　小ホール（2階）全席自由
■料　金　一般2,000円（グランド会員1,800円）、中高生1,000円、3歳～小学生500円
　　　　　　※2歳以下無料

出身ジャンルの異なる個性豊かな演奏家たちと一緒に、音楽の世界旅行に出かけよう！ 開演前に空容器にビーズ等
を入れてシェーカーを手作りし、途中の演奏にご参加いただけます。珍しい組み合わせの楽器によるハーモニーと
音の広がりをお楽しみください。

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！」 MUSIC

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

■出　演　安田 勝竜(三味線)　■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

ジャズコレクション北九州に出演するなど、様々なステージで活動する安田勝竜の演奏を
お届けします。巧みな撥(ばち)さばきを間近でお楽しみください。

10／25
月 ティータイムコンサートVol.296

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。

安田 勝竜(三味線)

共催事業

12／11・12
土 日

■チケット発売 ※各日とも10:00～
　グランド会員　9月27日（月）
　W E B 会 員　9月30日（木）
　一　　　　般　10月1日（金）

主催：音楽で生きる力を！プロジェクト

■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！

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

2021年10月号 54 2021年10月号

大物オスカー俳優が豪華共演を果たしたハートフルコメディ。ビリーとパ
ディ、アーチ―、サムの幼なじみの 4 人組は 60 歳になっても固い友情で
結ばれていた。ある日、唯一独身のビリーが結婚することになり、彼らは久々
にラスベガスで顔を合わせる。パーティへ繰り出しバカ騒ぎを満喫するが、
パディだけは浮かない表情。波乱に富んだ一夜が幕を開ける。
監督：ジョン・タートルトーブ（『ナショナル・トレジャー』）
出演：マイケル・ダグラス、ロバート・デ・ニーロ、モーガン・フリーマン、ケヴィン・クライン 他

「ラストベガス」 2013年/アメリカ/105分
※

過
去
の
公
演

新型コロナウイルス感染拡大の影響により
「【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」

は開催中止します。



【情報サポーターとは？】
男女平等推進センターに所属する
ボランティアの一つ。情報誌「すてっぷ」
の記事作成・校正や、
掲示物「窓」（壁新聞）
作成などの活動をして
います。

【日　程】①11月2日（火）　②11月15日（月）
【時　間】10:00～12:00　【定　員】各12名　
【受講料】各1,200円　　　【材料費】各1,500円
【講　師】川田 幸子（栄養士）

短期講座 10月13日（水） 9：00 受付開始

体を元気にする料理①② はじめてのハープレッスン①②
①発酵食品の特性を学びながら、無添
加の麹を使ってオリジナル味噌を作り
ます。
②体を元気にする食材について学び、
雑穀米入りきのこご飯と冬野菜とえび
の揚げ漬けを作ります。
（試食はありません）

託 児

【日　程】11月10日（水）
【時　間】10:00～11:30　 【定　員】16名
【受講料】1,100円　  　　 【材料費】1,000円
【講　師】奈木野 亜紀（ハーブのゆりかご代表）

オリジナルブレンドのハーブソルト
ご家庭でよく使う食材にあわせてハー
ブをブレンドして作る、オリジナルブ
レンドのハーブソルトが作れます。
ハーブソルトの使い方やアレンジもお
伝えします。作製時に使う道具もその
ままお持ち帰りいただけます。

【日　程】11月16・23・30日、12月7日（火）（全4回）
【時　間】①10:00～11:00　②11:10～12:10
【定　員】各6名　【受講料】各4,800円
【楽器レンタル料】各900円 / 回
【講　師】永田 育代(ハーピスト)

持ち運びできる小型のハープを弾い
てみませんか。膝に乗せて弾く15弦
のサウスハープなので、どなたでも
手軽に始められます。オルゴールの
ような美しい音色を楽しみましょう。

託 児

【日　程】10月15・22日（金）（全2回）
【時　間】10:30～12:00　【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)

茶懐石 錦秋のころの膳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。
（試食はありません）

託 児

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）

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

【日　程】11月9・16・30日、12月7・14・21日（火）（全6回）
【時　間】19:00～21:00※自習時間18：00～（2回目から）
【定　員】18名　【受講料】9,600円　【材料費】800円
【対　象】文字入力ができる方　【講　師】(有)アキラ企画

ワード・エクセル初級（夜）
基本操作をじっくり学びます。ワードはビジネス文書
の作成、表と図の挿入などを学び、エクセルは表作成、
基礎関数、データベース機能などを学びます。

※イメージ

※イメージ

【日　程】11月25日（木）
【時　間】10:00～12:00　【定　員】12名
【受講料】1,200円　　　　【材料費】1,200円
【講　師】古賀 瑠美子（日本ステンドグラスクッキー協会認定講師）

ステンドグラスクッキーを作ろう
型抜きクッキーの中に飴が入り、
ステンドグラスのように綺麗で
す。アラザンやアイシングで飾
り付け、可愛くて素敵なクリス
マスクッキーを作ります。

託 児

8月10日（火）と9月9日（木）の開催を延期しておりました大野城市男女共生講座第１回・第 2 回について、開催
日時が決定しました。
毎回素敵な講師をお迎えして、様々な分野からみなさんの好奇心を刺激します。「共に生きる社会」を目指して、
みんなで学んで一歩を踏み出しませんか！初めての方もお気軽にご参加ください！

託 児

2021年10月号 76 2021年10月号

【日　程】11月12・19日（金）（全2回）
【時　間】19:00～21:00　【定　員】15名
【受講料】2,400円　　　　【材料費】1,000円
【講　師】大野 美沙子（時の科学研究会主宰）

マヤ暦で分かる才能・性質・本質

マヤ暦とは、心と意識の時間であり、
本当の自分を見つける「人生の宝の
地図」。日々起こる出来事や出会い
も、偶然ではなくあなたへのメッセ
ージです。 ※イメージ

＜献立＞
向　付　　　鯛霜降り造り 梅肉酢　　　　　　
飯　　　　　むかごご飯
椀盛り　　　里いもまんじゅう 薄くず仕立て しめじ 柚子　　　
点心盆　盛り合わせ　　鰆の黄金焼き
　　　　　　　　　　　菊花れんこん甘酢
　　　　　　　　　　　煮もの（冬瓜 ぜんまい 紅葉生麩）
　　　　　　　　　　　柿とほうれん草の湯葉あえ
　　　　　　　　　　　いちょう卵
　　　　　　　　　　　長芋きんとん
　　　　　　　　　　　香のもの（佃煮）
※材料の都合で内容を変更する場合があります。

【日　程】①11月16日(火)　②11月18日（木）
【時　間】10:30～13:30　【定　員】各15名
【受講料】各1,200円　　   【材料費】各2,000円
【講　師】村上 二三（料理研究家）

※作品例

回 日　程 テーマ

10月12日（火）1

2

4

アートと障がいのある人と私～大野城市との楽しい取り組み！～
城戸 佐和子（障がいのある人達のアート活動支援団体「NPO法人コミュニケーション・アート」理事長）

10月26日（火）

11月9日（火）

■時　　間　10:00～12:00
■会　　場　多目的ホール（1階）
■受 講 料　無料
■定　　員　各100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

地域や PTAなどの広報、その他お便り作成などで配色に悩んだことはありませんか？
色選びはセンスの問題だとあきらめずに、ルールを学んで色選びのコツをつかみましょう♪

託 児

LECTURE

回 日　程 テーマ

11月22日（月）1

2

身近な色をもっと使いこなすために
～色のルールを学ぼう～

12月6日（月）

時　間

13:30～15:30
情報誌「すてっぷ」の誌面をみんなでつくろう
～季節やテーマに合わせた色選び～

情報サポーター養成講座
センスじゃなく ルールで決める色選び

■講　　師　久保田 みき
　　　　　　　　（福岡県よろず支援拠点コーディネーター、カラープライマリー 代表）
■対　　象　情報サポーターの活動や誌面づくりに興味がある方
■会　　場　303会議室（3階）
■受 講 料　無料
■定　　員　20名（申込先着順）
■申込方法　10月1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

～あなたの人生の目的は～

大野城市男女共生講座
第1回・第2回（開催延期分）、第4回 LECTURE

みんなで政治参画～多様性とジェンダー平等～
王 貞月（大学非常勤講師（西南学院大学など）、NPO法人ジェンダー平等福岡市民の会 理事）

てい げつ

みんなでつながる～社会心理学と新型コロナウイルス～
森 津太子（放送大学 教養学部 心理と教育コース 教授）

 つ　 た　 こ



【情報サポーターとは？】
男女平等推進センターに所属する
ボランティアの一つ。情報誌「すてっぷ」
の記事作成・校正や、
掲示物「窓」（壁新聞）
作成などの活動をして
います。

【日　程】①11月2日（火）　②11月15日（月）
【時　間】10:00～12:00　【定　員】各12名　
【受講料】各1,200円　　　【材料費】各1,500円
【講　師】川田 幸子（栄養士）

短期講座 10月13日（水） 9：00 受付開始

体を元気にする料理①② はじめてのハープレッスン①②
①発酵食品の特性を学びながら、無添
加の麹を使ってオリジナル味噌を作り
ます。
②体を元気にする食材について学び、
雑穀米入りきのこご飯と冬野菜とえび
の揚げ漬けを作ります。
（試食はありません）

託 児

【日　程】11月10日（水）
【時　間】10:00～11:30　 【定　員】16名
【受講料】1,100円　  　　 【材料費】1,000円
【講　師】奈木野 亜紀（ハーブのゆりかご代表）

オリジナルブレンドのハーブソルト
ご家庭でよく使う食材にあわせてハー
ブをブレンドして作る、オリジナルブ
レンドのハーブソルトが作れます。
ハーブソルトの使い方やアレンジもお
伝えします。作製時に使う道具もその
ままお持ち帰りいただけます。

【日　程】11月16・23・30日、12月7日（火）（全4回）
【時　間】①10:00～11:00　②11:10～12:10
【定　員】各6名　【受講料】各4,800円
【楽器レンタル料】各900円 / 回
【講　師】永田 育代(ハーピスト)

持ち運びできる小型のハープを弾い
てみませんか。膝に乗せて弾く15弦
のサウスハープなので、どなたでも
手軽に始められます。オルゴールの
ような美しい音色を楽しみましょう。

託 児

【日　程】10月15・22日（金）（全2回）
【時　間】10:30～12:00　【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)

茶懐石 錦秋のころの膳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。
（試食はありません）

託 児

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）

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

【日　程】11月9・16・30日、12月7・14・21日（火）（全6回）
【時　間】19:00～21:00※自習時間18：00～（2回目から）
【定　員】18名　【受講料】9,600円　【材料費】800円
【対　象】文字入力ができる方　【講　師】(有)アキラ企画

ワード・エクセル初級（夜）
基本操作をじっくり学びます。ワードはビジネス文書
の作成、表と図の挿入などを学び、エクセルは表作成、
基礎関数、データベース機能などを学びます。

※イメージ

※イメージ

【日　程】11月25日（木）
【時　間】10:00～12:00　【定　員】12名
【受講料】1,200円　　　　【材料費】1,200円
【講　師】古賀 瑠美子（日本ステンドグラスクッキー協会認定講師）

ステンドグラスクッキーを作ろう
型抜きクッキーの中に飴が入り、
ステンドグラスのように綺麗で
す。アラザンやアイシングで飾
り付け、可愛くて素敵なクリス
マスクッキーを作ります。

託 児

8月10日（火）と9月9日（木）の開催を延期しておりました大野城市男女共生講座第１回・第 2 回について、開催
日時が決定しました。
毎回素敵な講師をお迎えして、様々な分野からみなさんの好奇心を刺激します。「共に生きる社会」を目指して、
みんなで学んで一歩を踏み出しませんか！初めての方もお気軽にご参加ください！

託 児
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【日　程】11月12・19日（金）（全2回）
【時　間】19:00～21:00　【定　員】15名
【受講料】2,400円　　　　【材料費】1,000円
【講　師】大野 美沙子（時の科学研究会主宰）

マヤ暦で分かる才能・性質・本質

マヤ暦とは、心と意識の時間であり、
本当の自分を見つける「人生の宝の
地図」。日々起こる出来事や出会い
も、偶然ではなくあなたへのメッセ
ージです。 ※イメージ

＜献立＞
向　付　　　鯛霜降り造り 梅肉酢　　　　　　
飯　　　　　むかごご飯
椀盛り　　　里いもまんじゅう 薄くず仕立て しめじ 柚子　　　
点心盆　盛り合わせ　　鰆の黄金焼き
　　　　　　　　　　　菊花れんこん甘酢
　　　　　　　　　　　煮もの（冬瓜 ぜんまい 紅葉生麩）
　　　　　　　　　　　柿とほうれん草の湯葉あえ
　　　　　　　　　　　いちょう卵
　　　　　　　　　　　長芋きんとん
　　　　　　　　　　　香のもの（佃煮）
※材料の都合で内容を変更する場合があります。

【日　程】①11月16日(火)　②11月18日（木）
【時　間】10:30～13:30　【定　員】各15名
【受講料】各1,200円　　   【材料費】各2,000円
【講　師】村上 二三（料理研究家）

※作品例

回 日　程 テーマ

10月12日（火）1

2

4

アートと障がいのある人と私～大野城市との楽しい取り組み！～
城戸 佐和子（障がいのある人達のアート活動支援団体「NPO法人コミュニケーション・アート」理事長）

10月26日（火）

11月9日（火）

■時　　間　10:00～12:00
■会　　場　多目的ホール（1階）
■受 講 料　無料
■定　　員　各100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

地域や PTAなどの広報、その他お便り作成などで配色に悩んだことはありませんか？
色選びはセンスの問題だとあきらめずに、ルールを学んで色選びのコツをつかみましょう♪

託 児

LECTURE

回 日　程 テーマ

11月22日（月）1

2

身近な色をもっと使いこなすために
～色のルールを学ぼう～

12月6日（月）

時　間

13:30～15:30
情報誌「すてっぷ」の誌面をみんなでつくろう
～季節やテーマに合わせた色選び～

情報サポーター養成講座
センスじゃなく ルールで決める色選び

■講　　師　久保田 みき
　　　　　　　　（福岡県よろず支援拠点コーディネーター、カラープライマリー 代表）
■対　　象　情報サポーターの活動や誌面づくりに興味がある方
■会　　場　303会議室（3階）
■受 講 料　無料
■定　　員　20名（申込先着順）
■申込方法　10月1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

～あなたの人生の目的は～

大野城市男女共生講座
第1回・第2回（開催延期分）、第4回 LECTURE

みんなで政治参画～多様性とジェンダー平等～
王 貞月（大学非常勤講師（西南学院大学など）、NPO法人ジェンダー平等福岡市民の会 理事）

てい げつ

みんなでつながる～社会心理学と新型コロナウイルス～
森 津太子（放送大学 教養学部 心理と教育コース 教授）

 つ　 た　 こ



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

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。

読書感想画の作品募集
締切は10月15日（金）
です。
詳細は館内設置の応募
チラシ、ホームページ
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。

第26回まどかぴあ
読書感想画コンクール

※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
10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

4日
18日

11日
25日

5日
19日

12日
26日

7日
21日

14日
28日

8日
22日

1日
15日
29日

3日
17日
31日

曜
日 日

月

火

木

金

日

第25回最優秀賞作品
一木 悠花さん『三まいのおふだ』

応募
受付中！

■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　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

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～ 託 児

LECTURE
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

■講　　師　大雄 義弘（100歳株式会社代表取締役）
■会　　場　303会議室（3階）
■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

■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

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

おおたか

回 日　程 テーマ

11月24日（水）1

2

時　間

10:00～12:00

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

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　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

託 児

LECTURE

12月7日（火）

■時　　間　10:00～12:00（全2回）
■講　　師　石川 文代、元野 真理子※第1回のみ
　　　　　　　（春日おはなしはらっぱ所属）
■対　　象　未経験者・読み聞かせを始めて3年以内の方で
　　　　　　2回の講座に全て参加できる方
　　　　　　　※大野城市内で活動されている方、もしくは活動予定の方のみ

■定　　員　15名（先着順）
■受 講 料　無料
■申込方法　9月30日（木）10:00から図書館
　　　　　　カウンター・電話にて受付

赤ちゃんへの読み聞かせボランティアを始めたい方を対象とした講座です。

読み聞かせボランティア講座
～赤ちゃん向け～ 託 児

日　程 内　容

11月1日（月）①

②

赤ちゃん向け読み聞かせについての講義、
講師による実演

会　場
303会議室
（3階）

11月15日（月） 読み聞かせの実習301会議室
（3階）

2021年10月号 98 2021年10月号

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。

中高年のための「Zoom」入門！
ズーム

中高年のための「Zoom」活用術！
ズーム



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

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。

読書感想画の作品募集
締切は10月15日（金）
です。
詳細は館内設置の応募
チラシ、ホームページ
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。

第26回まどかぴあ
読書感想画コンクール

※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
10月の巡回

午後午前
10:30～11:15 11:30～12:00 14:00～14:45 15:15～16:00
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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）
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南コミュニティ
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受付中！
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LECTURE
11／13
土
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託 児

LECTURE
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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

10月

2021年10月号 1110 2021年10月号

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

10/9
（土）

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）
監修・解説：井上幸一(福岡女子短期大学准教授)
●1,000円 ※未就学児入場不可 ●15:00

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。9月8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。

藤原道山×SINSKE
～尺八とマリンバによる世界最小オーケストラ～「十年十色」
●全席指定 5,000円 ※未就学児入場不可 ●15:00

ふれぶんシネマ倶楽部「ゴッホ 最期の手紙」
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

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）

11/14
（日）

10/23
（土）

10/1
（金）
〜
11/3
（水・祝）
10/1
（金）
〜
11/7
（日）

（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）

■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

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

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

筑紫野市文化会館

10/9
（土）

11/28
（日）

第36回名曲コンサート
日本を代表する国際的バイオリニスト
漆原朝子＆アンサンブル福岡
●一般3,000円ほか ※未就学児入場不可　●15:00 

ミリカローデン那珂川

岩戸神楽～夜神楽～
会場：博多南駅 駅前公園
●入場無料 ●17:30

MIRIKA青空マーケット
●入場無料 ●11:00～15:00

11/28
（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 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）

10/9
（土）

2（土）

3（日）

①4（月）
②7（木）

①7（木）
②19（火）

9（土）

9（土）

10（日）

12（火）

①13（水）
②29（金）

3歳からの“五感”でたのしむ
打楽器体験
■問 文化芸術振興担当

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～
■問 文化芸術振興担当

楽しいセルフケア①②
■問 生涯学習センター

秋のお弁当レッスン①②
■問 生涯学習センター

シネマランド「星の子」
■問 文化芸術振興担当

おとなの楽校 2時間目（開催延期分）
■問 管理課

第6回　ドランの楽しい音楽会
■問 ドラン馬頭琴教室（ドラン）092-541-4190
■会 小ホール　■時 開演14:30（開場14:00）

音楽で生きる力を！
まどかぴあミュージックフェア
■問 文化芸術振興担当
大野城市男女共生講座①（開催延期分）
アートと障がいのある人と私
～大野城市との楽しい取り組み！～
■問 男女平等推進センターアスカーラ

マスクに映えるメイクアップ①②
■問 生涯学習センター

15（金）

15・22（金）

16（土）

16（土）

23（土）

23・30（土）

25（月）

26（火）

30（土）

31（日）

なかよし家族のベビーマッサージ
■問 生涯学習センター

楽しいチョークアート～童話編～
■問 生涯学習センター

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～
■問 男女平等推進センターアスカーラ

わ組
■問 オフィスヤマノ090-3327-5828
■会 大ホール　■時 開演12:00（開場11:30）

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
■問 管理課

チュニックを作ろう！
■問 生涯学習センター

ティータイムコンサートVol.296
■問 文化芸術振興担当

大野城市男女共生講座②（開催延期分）
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
アスカーラ子育て応援講座②（開催延期分）
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

朗読コンサート いつのときも女はかくも強く かくも美しい
■問 名詩・名文を声に出して読む会 古森090-9473-0426
■会 小ホール　■時 開演14:00（開場13:30）

託 児

託 児

託 児

託 児

託 児

託 児

託 児

託 児

託 児

託 児

託 児

託 児

託 児

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」

開催延期分
講師　宇津原 知世美（国際中医師、国際中医薬膳師）10／9土

2時間目

まどかぴあ市民大学 おとなの楽校 LECTURE

託 児

■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

花には、飾ることで心が癒されたり、触れることで笑顔になったりと、不思議な魅力がた
くさんあります。
これまでのボランティア活動や講座、福岡県をはじめ全国の「花のまちづくり」活動等の
経験を通して感じたこと、また植物に触れる楽しさやその方法についてお話しします。
花のあるくらしについて、考えてみませんか。

「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）12／11土

3時間目

発売中（2～4時間目）■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）

9月4日（土）の開催を延期し10月9日（土）に開催します。

西駐車場の利用再開について

西駐車場の工事が完了し、利用再開しています。
入庫時に駐車券が発券されます。出庫時に認証した駐車券が必要となりますので、駐車券を持参のうえ、次のいず
れかの施設にある認証機に駐車券を通してください。

特定天井耐震化工事のお知らせ
令和4年5月23日（月）から令和4年11月30日（水）まで、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

◇まどかぴあ１階・・・総合案内　◇総合福祉センター１階・・・ほっとぴあ　◇心のふるさと館１階・・・総合案内

中止



まどかぴあイベントスケジュール

つくし お隣さん情報

10月

2021年10月号 1110 2021年10月号
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※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。

藤原道山×SINSKE
～尺八とマリンバによる世界最小オーケストラ～「十年十色」
●全席指定 5,000円 ※未就学児入場不可 ●15:00

ふれぶんシネマ倶楽部「ゴッホ 最期の手紙」
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

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）

11/14
（日）

10/23
（土）

10/1
（金）
〜
11/3
（水・祝）
10/1
（金）
〜
11/7
（日）

（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）

■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

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

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

筑紫野市文化会館

10/9
（土）

11/28
（日）

第36回名曲コンサート
日本を代表する国際的バイオリニスト
漆原朝子＆アンサンブル福岡
●一般3,000円ほか ※未就学児入場不可　●15:00 

ミリカローデン那珂川

岩戸神楽～夜神楽～
会場：博多南駅 駅前公園
●入場無料 ●17:30

MIRIKA青空マーケット
●入場無料 ●11:00～15:00

11/28
（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 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）

10/9
（土）

2（土）

3（日）

①4（月）
②7（木）

①7（木）
②19（火）

9（土）

9（土）

10（日）

12（火）

①13（水）
②29（金）

3歳からの“五感”でたのしむ
打楽器体験
■問 文化芸術振興担当

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～
■問 文化芸術振興担当

楽しいセルフケア①②
■問 生涯学習センター

秋のお弁当レッスン①②
■問 生涯学習センター

シネマランド「星の子」
■問 文化芸術振興担当

おとなの楽校 2時間目（開催延期分）
■問 管理課

第6回　ドランの楽しい音楽会
■問 ドラン馬頭琴教室（ドラン）092-541-4190
■会 小ホール　■時 開演14:30（開場14:00）

音楽で生きる力を！
まどかぴあミュージックフェア
■問 文化芸術振興担当
大野城市男女共生講座①（開催延期分）
アートと障がいのある人と私
～大野城市との楽しい取り組み！～
■問 男女平等推進センターアスカーラ

マスクに映えるメイクアップ①②
■問 生涯学習センター

15（金）

15・22（金）

16（土）

16（土）

23（土）

23・30（土）

25（月）

26（火）

30（土）

31（日）

なかよし家族のベビーマッサージ
■問 生涯学習センター

楽しいチョークアート～童話編～
■問 生涯学習センター

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～
■問 男女平等推進センターアスカーラ

わ組
■問 オフィスヤマノ090-3327-5828
■会 大ホール　■時 開演12:00（開場11:30）

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
■問 管理課

チュニックを作ろう！
■問 生涯学習センター

ティータイムコンサートVol.296
■問 文化芸術振興担当

大野城市男女共生講座②（開催延期分）
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
アスカーラ子育て応援講座②（開催延期分）
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

朗読コンサート いつのときも女はかくも強く かくも美しい
■問 名詩・名文を声に出して読む会 古森090-9473-0426
■会 小ホール　■時 開演14:00（開場13:30）

託 児

託 児

託 児

託 児

託 児

託 児

託 児

託 児

託 児

託 児

託 児

託 児

託 児

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」

開催延期分
講師　宇津原 知世美（国際中医師、国際中医薬膳師）10／9土

2時間目

まどかぴあ市民大学 おとなの楽校 LECTURE

託 児

■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

花には、飾ることで心が癒されたり、触れることで笑顔になったりと、不思議な魅力がた
くさんあります。
これまでのボランティア活動や講座、福岡県をはじめ全国の「花のまちづくり」活動等の
経験を通して感じたこと、また植物に触れる楽しさやその方法についてお話しします。
花のあるくらしについて、考えてみませんか。

「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）12／11土

3時間目

発売中（2～4時間目）■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）

9月4日（土）の開催を延期し10月9日（土）に開催します。

西駐車場の利用再開について

西駐車場の工事が完了し、利用再開しています。
入庫時に駐車券が発券されます。出庫時に認証した駐車券が必要となりますので、駐車券を持参のうえ、次のいず
れかの施設にある認証機に駐車券を通してください。

特定天井耐震化工事のお知らせ
令和4年5月23日（月）から令和4年11月30日（水）まで、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

◇まどかぴあ１階・・・総合案内　◇総合福祉センター１階・・・ほっとぴあ　◇心のふるさと館１階・・・総合案内

中止



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 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

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
日 付 イ ベ ン ト ページ

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

管理 おとなの楽校３時間目関連企画
親子で楽しむ寄せ植え体験　申込開始 P312（火）

1（金）

P4
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！
一般発売

文芸

版画体験～大人の消しゴム版画～
申込締切 P2文芸

男女 情報サポーター養成講座　受付開始 P7
P6短期講座　受付開始生涯

13（水）

12 2021年10月号

10月

10月6日（水）、20日（水）
まどかぴあ休館日のお知らせ




