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令和4年3月5日（土）
昼の部13:00開演・夜の部17:00開演

令和4年3月5日（土）
昼の部13:00開演・夜の部17:00開演

令和4年2月19日（土）
14:00開演

「バトンをつなぐ～ジェンダー平等の未来～」

上野 千鶴子
（社会学者、東京大学名誉教授）

第5回 アスカーラ共生フォーラム

アスカーラからステップアップ
～未来へつなぐ～

オンライン講演

※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11月9日現在の情報です（その後の変更につきましては、ご容赦ください）

©青木 信二



■時　間　14:00開演 / 13:30開場　16:00終演予定
■会　場　大ホール（1階）全席自由
■料　金　500円（当日700円）
　※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。
　※膝上観覧に限り無料。ただし、未就学児でも座席を使用する場合は有料です。

■チケット発売　12月13日（月）10:00～
■チケット取扱い（詳細はP12）
　●まどかぴあ総合案内 ※発売初日は電話予約のみ
　●まどかぴあWEBサービス
　●ローソンチケット（Lコード：83098）

男女の自立と男女共同参画のまちづくりをめざして、アスカーラ共生フォーラムを開催します。
今回は、上野千鶴子によるオンライン講演と若い世代とのセッション（仮）！
未来へ向かって挑戦し続ける出演者の“言葉”をぜひ感じてください♪

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。

2／19
土

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。

第5回アスカーラ共生フォーラム
アスカーラからステップアップ～未来へつなぐ～

大野城ウィンターイルミネーション2021 関連イベント

イチオシ情報

■時　間　昼の部13:00開演 / 12:15開場　夜の部17:00開演 / 16:15開場
■会　場　大ホール（1階）全席指定
　　　　　   ※新型コロナウイルス感染拡大の状況により、定員を制限する場合があります
■料　金　S席3,500円（グランド会員3,000円）　A席2,500円（グランド会員2,000円）
　　　　　　※当日各500円増　※未就学児入場不可
　　

■期　間　12月5日（日）～12月26日（日）
■スポット　まどかぴあ（南側広場、ギャラリーモール）、心のふるさと館、
　　　　　  総合福祉センター、どんぽの森公園、下大利駅西線駅前広場

人形浄瑠璃　文楽
車イス 託 児

令和4年

EVENT

■内　容
　①アスカーラ「男女共同参画」小中学生図画ポスター・標語コンクール表彰式
　②オンライン講演「バトンをつなぐ～ジェンダー平等の未来～」
　　講師：上野 千鶴子（社会学者、東京大学名誉教授、認定NPO法人ウイメンズアクションネットワーク（WAN）理事長）
　③上野千鶴子と若い世代によるセッション（仮）「教えて、上野千鶴子さん！」

■アスカーラ「男女共同参画」小中学生図画ポスター・標語コンクール入賞作品展示
　次世代を担う小中学生から募集した男女共同参画に関する図画ポスターと標語の入賞作品を展示します。
　ぜひご覧ください！
　●期　間　令和4年2月3日（木）～3月1日（火）
　●会　場　ギャラリーモール（1階）

大野城市イメージキャラクター
まどかちゃん

車イスWEB

先行
グランド

先・特
3／5
土

令和4年

日本が世界に誇る「人形浄瑠璃 文楽」。　
昼の部は「一谷嫰軍記～熊谷桜の段・熊谷陣屋の段～」、夜の部は「曽根崎心中～生玉社前の段・天満屋の段・
天神森の段～」をお届けします。ユネスコ無形文化遺産にも登録された日本の伝統芸能をお見逃しなく！

  いちのたにふたばぐん  き　　    くま がいざくら  　　　　　　くま がい じん　や

てんじんのもり

    そ　 ね   ざきしんじゅう　　 いく たま しゃ ぜん　　　　　　　 てん   ま   や

■チケット発売 ※各日とも10:00～
　グランド会員　12月  2日（木）
　W E B 会 員　12月  8日（水）
　一　　　　般　12月  9日（木）

主催：公益財団法人大野城まどかぴあ、公益財団法人文楽協会　共催：一般財団法人福岡県退職教職員協会
助成：芸術文化振興基金、朝日新聞文化財団　後援：文化庁

大野城市 PRキャラクター
大野ジョー

キーワードラリー
今年もキーワードラリーを開催します！スポットを回って、完成したキーワードを回収ボックスに投函された方の
中から、素敵なプレゼントが当たるチャンス！
この機会にぜひ、大野城市内のキーワードスポットを回ってみてくださいね。

『コロナに負けない！みんなつながる「希望の灯り」』
大勢で集まれないコロナ禍だからこそ、イルミネーションで市内各所をつなげ
ます。ご家族や親しい方と巡ってみませんか。

同時開催！

・栄町公民館　・下大利団地区　・山田公民館　・つつじヶ丘公民館　・牛頸公民館
・美容室す～り～る　・どんぽの森を育てる会　・グランドエンパイアホテル

※詳細はまどかぴあのホームページや
　チラシをご覧ください。

生玉社前の段 天神森の段熊谷桜の段

※昨年度の様子

受賞者を
お祝いするじょー！

みんな、
待ってるよー♪

■チケット取扱い（詳細はP12）
　●まどかぴあ総合案内 ※発売初日は電話予約のみ
　●まどかぴあWEBサービス
　●ローソンチケット（Lコード：84206）
　●チケットぴあ（Pコード：509-333）

解説・電光字幕付き

初めて鑑賞の方にも
お楽しみいただけます。

©青木 信二
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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。

主催：ELK（エルク）

MUSIC
車イスWEB

先行
グランド

先・特

■日　時　12月11日（土）16:30開演 / 16:00開場　  ■会　場　小ホール（2階）全席自由
　　　　　　 　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
■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

■時　間　14:00開演 / 13:15開場
■会　場　大ホール（1階）全席指定
　　　　　　※新型コロナウイルス感染拡大の状況により、定員を制限する
　　　　　　　場合があります
■料　金　一般2,000円（グランド会員1,500円）
　　　　　　※当日各500円増　※未就学児入場不可

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

■時　間　15:00開演 / 14:15開場
■会　場　大ホール（1階）全席指定
　　　　　　※新型コロナウイルス感染拡大状況により
                     定員を制限する場合があります
■料　金　一般2,500円（グランド会員1,000円）
　　　　　　※未就学児入場不可

シンガーソングライターや作曲家等、幅広いジャンルで活躍して
いる財津和夫によるミニライブ付きのトークイベントを開催しま
す！素敵なお話と歌の贈り物をお楽しみください。

3／13
日

大野城まどかぴあ友の会Presents
財津和夫 トークと歌の贈り物

企画制作：SKIYAKI LIVE PRODUCTION／ピラミッド／ビス音楽出版

共催事業

12／11・12
土 日

１２月に予定しておりました航空自衛隊春日基地ファミリーコンサートですが、今年は新型コロナウイルス感染拡大
防止のため開催を中止いたします。ご家族で楽しんでいただきたい想いで開催しているコンサートですので、この
状況下では難しいと判断しました。
来年度、またまどかぴあで皆さんとお会いできるのを楽しみにしております。どうぞよろしくお願いします。

航空自衛隊春日基地
ファミリーコンサート開催中止のお知らせ

共催事業

音のわコンサートVol.2
～青島広志が贈る名作オペラ～

1／16
日

令和4年

テレビやコンサートでお馴染みの作曲家青島広志が、「椿姫」など
名作オペラの魅力を楽しいおしゃべりと演奏を交えながらお届け
します。
ぜひこの機会にご来場ください。

C.モンテヴェルディ 「アリアンナ」より
“私を死なせて”
G.Fヘンデル 「セルセ」より
“慕わしい木陰”
W.A.モーツァルト 「フィガロの結婚」より
“愛の神よ、ごらん下さい”
“さあ、ひざまづいて”
G.ロッシーニ 「セビリャの理髪師」より
“暁の光がさして”
“今の歌声は”
G．ドニゼッティ 「愛の妙薬」より
“人知れぬ涙”
G．ドニゼッティ 「連隊の娘」より
“友よ、何と楽しい日”
G.ヴェルディ 「椿姫」より
“ああ、それはあの人だったのか～花から花へ”
P.マスカーニ 「カヴァレリア・ルスティカーナ」より
“間奏曲”
G.プッチーニ 「ラ・ボエーム」より
“冷たい手を”
“私の名はミミ”
“愛らしい乙女よ”

曲目

■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

発 売 中

■チケット取扱い（詳細はP12）
　●まどかぴあ総合案内
　●まどかぴあWEBサービス
　●ローソンチケット（Lコード：84036）
　●チケットぴあ（Pコード：204-359）

発 売 中

【プログラム（予定）】

※曲目は変更になる場合があります

とりとりぼっかっけ
（ELKオリジナル大野城ソング）
ルロイ・アンダーソン・メドレー
カルメンより～ハバネラ 他

■出　演

青島 広志
（構成・ピアノ・お話）

横山 美奈
（ソプラノ）

小野 勉
（テノール）

© Gakken Plus

令和4年

■チケット発売 ※各日とも10:00～
　グランド会員　1月  7日（金）
　W E B 会 員　1月13日（木）
　一　　　　般　1月14日（金）
■チケット取扱い（詳細はP12）
　●まどかぴあ総合案内 ※発売初日は電話予約のみ
　●まどかぴあWEBサービス
　●ローソンチケット（Lコード：81412）

車イスWEB

先行
グランド

先・特

航空自衛隊 春日基地　　　航空自衛隊 西部航空音楽隊

広告協賛欄

EVENT

後援：FM FUKUOKA

イラスト
青島 広志

12月1日（水）13:00より、まどかぴあ避難訓練落語会を開催します。
当日は火災警報器のサイレン等が鳴りますが、訓練によるものですので予めご了承ください。

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？～開催のお知らせ 受付終了

皆様、いかがお過ごしでしょうか？
コロナ禍の影響で、色んな事が予定通りに進
みませんが、この度、,22年3月13日に大野城
へお伺いする事になりました。福岡出身の私
ですので、もう今から気合いが入っています。
当日、皆さんとお会いできる事を楽しみにし
ております。

［全90分　トーク60分 / ミニライブ2曲予定 / 質問コーナー（予定）］
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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。

主催：ELK（エルク）

MUSIC
車イスWEB

先行
グランド

先・特

■日　時　12月11日（土）16:30開演 / 16:00開場　  ■会　場　小ホール（2階）全席自由
　　　　　　 　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
■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

■時　間　14:00開演 / 13:15開場
■会　場　大ホール（1階）全席指定
　　　　　　※新型コロナウイルス感染拡大の状況により、定員を制限する
　　　　　　　場合があります
■料　金　一般2,000円（グランド会員1,500円）
　　　　　　※当日各500円増　※未就学児入場不可

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

■時　間　15:00開演 / 14:15開場
■会　場　大ホール（1階）全席指定
　　　　　　※新型コロナウイルス感染拡大状況により
                     定員を制限する場合があります
■料　金　一般2,500円（グランド会員1,000円）
　　　　　　※未就学児入場不可

シンガーソングライターや作曲家等、幅広いジャンルで活躍して
いる財津和夫によるミニライブ付きのトークイベントを開催しま
す！素敵なお話と歌の贈り物をお楽しみください。

3／13
日

大野城まどかぴあ友の会Presents
財津和夫 トークと歌の贈り物

企画制作：SKIYAKI LIVE PRODUCTION／ピラミッド／ビス音楽出版

共催事業

12／11・12
土 日

１２月に予定しておりました航空自衛隊春日基地ファミリーコンサートですが、今年は新型コロナウイルス感染拡大
防止のため開催を中止いたします。ご家族で楽しんでいただきたい想いで開催しているコンサートですので、この
状況下では難しいと判断しました。
来年度、またまどかぴあで皆さんとお会いできるのを楽しみにしております。どうぞよろしくお願いします。

航空自衛隊春日基地
ファミリーコンサート開催中止のお知らせ

共催事業

音のわコンサートVol.2
～青島広志が贈る名作オペラ～

1／16
日

令和4年

テレビやコンサートでお馴染みの作曲家青島広志が、「椿姫」など
名作オペラの魅力を楽しいおしゃべりと演奏を交えながらお届け
します。
ぜひこの機会にご来場ください。

C.モンテヴェルディ 「アリアンナ」より
“私を死なせて”
G.Fヘンデル 「セルセ」より
“慕わしい木陰”
W.A.モーツァルト 「フィガロの結婚」より
“愛の神よ、ごらん下さい”
“さあ、ひざまづいて”
G.ロッシーニ 「セビリャの理髪師」より
“暁の光がさして”
“今の歌声は”
G．ドニゼッティ 「愛の妙薬」より
“人知れぬ涙”
G．ドニゼッティ 「連隊の娘」より
“友よ、何と楽しい日”
G.ヴェルディ 「椿姫」より
“ああ、それはあの人だったのか～花から花へ”
P.マスカーニ 「カヴァレリア・ルスティカーナ」より
“間奏曲”
G.プッチーニ 「ラ・ボエーム」より
“冷たい手を”
“私の名はミミ”
“愛らしい乙女よ”

曲目

■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

発 売 中

■チケット取扱い（詳細はP12）
　●まどかぴあ総合案内
　●まどかぴあWEBサービス
　●ローソンチケット（Lコード：84036）
　●チケットぴあ（Pコード：204-359）

発 売 中

【プログラム（予定）】

※曲目は変更になる場合があります

とりとりぼっかっけ
（ELKオリジナル大野城ソング）
ルロイ・アンダーソン・メドレー
カルメンより～ハバネラ 他

■出　演

青島 広志
（構成・ピアノ・お話）

横山 美奈
（ソプラノ）

小野 勉
（テノール）

© Gakken Plus

令和4年

■チケット発売 ※各日とも10:00～
　グランド会員　1月  7日（金）
　W E B 会 員　1月13日（木）
　一　　　　般　1月14日（金）
■チケット取扱い（詳細はP12）
　●まどかぴあ総合案内 ※発売初日は電話予約のみ
　●まどかぴあWEBサービス
　●ローソンチケット（Lコード：81412）

車イスWEB

先行
グランド

先・特

航空自衛隊 春日基地　　　航空自衛隊 西部航空音楽隊

広告協賛欄

EVENT

後援：FM FUKUOKA

イラスト
青島 広志

12月1日（水）13:00より、まどかぴあ避難訓練落語会を開催します。
当日は火災警報器のサイレン等が鳴りますが、訓練によるものですので予めご了承ください。

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？～開催のお知らせ 受付終了

皆様、いかがお過ごしでしょうか？
コロナ禍の影響で、色んな事が予定通りに進
みませんが、この度、,22年3月13日に大野城
へお伺いする事になりました。福岡出身の私
ですので、もう今から気合いが入っています。
当日、皆さんとお会いできる事を楽しみにし
ております。

［全90分　トーク60分 / ミニライブ2曲予定 / 質問コーナー（予定）］
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【日　程】1月17・31日(月)(全2回)
【時　間】10:00～12:00　【定　員】12名　
【受講料】2,400円　　　　【材料費】900円
【講　師】田中 まちえ

手まり作り
柳川地域に昔から伝わる模
様入りの「まり」を作ります。
一針一針丁寧に指導します
ので、はじめての方でも安
心してお申込みください。

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）

■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。

12月はイタリア発祥の弦楽器マンドリンのコンサートをお届けします。各地のコンサートや講習会等で活動す
る、マンドリニスト高橋和彦による心に響く音色をお楽しみください。

田舎町の家庭に生まれ育ち、子どもの頃からいじめられっ子のポール
は、内気な性格で容姿も冴えない携帯電話販売員。彼の密かな夢は、
オペラ歌手になること。挫折の繰り返しに自信をなくしつつも周囲に
励まされながら、人気オーディション番組に出場。結果はいかに…。
一躍世界的歌手になったポール・ポッツの実話を映画化。
監督：デビット・フランケル（『プラダを着た悪魔』）
出演：ジェームズ・コーデン、アレクサンドラ・ローチ、ジュリー・ウォルターズ　他 　©2013 ONE CHANCE, LLC. 

All Rights Reserved.

1／8土 「ワン チャンス」 2013年/イギリス/103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 　■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】・新型コロナウイルス感染拡大防止のため、入場人数を制限することがあります。
【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

※各回30分前開場

①10:00～11:43（日本語吹替版）
②15:00～16:43（日本語字幕版）

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

交通事故で両親を亡くした小学6年生のおっこは、旅館「春の屋」を
経営する祖母に引き取られ、おかみ修行を始める。失敗の連続に落ち
込むおっこだが、そこに住み着くユーレイ少年のウリ坊や、ライバル
旅館の跡取り娘・真月ら不思議な仲間たちに支えられ、奮闘しながら
成長していく。
監督：高坂 希太郎（『茄子 アンダルシアの夏』）
声の出演：小林 星蘭、水樹 奈々、松田 颯水、遠藤 瑠菜　他 　©令丈ヒロ子・亜沙美・講談社／

若おかみは小学生！製作委員会

12／5日 「若おかみは小学生！」 2018年/日本/94分 ファミリーシネマ

※各回30分前開場

①10:00～11:34（日本語字幕付）
②15:00～16:34

チケット販売日 11/28日～

チケット販売日 1/6木～（※12/28～1/5休館）

3歳以上入場OK

12／16
木 ティータイムコンサートVol.297

MUSIC

短期講座 12月8日（水） 9：00 受付開始 受付先 生涯学習センター電話・窓口（先着順）
※受付開始時は混み合います。ご了承ください。

託 児

【日　程】1月17・24・31日、2月7日(月)(全4回)
【時　間】10:00～12:00　【定　員】16名　
【受講料】4,400円
【講　師】置鮎 正則

スマホ入門
スマホは便利だけどなかな
か使いこなせない…そんな
方のために、スマホの基本
から便利な活用法までを分
かりやすく丁寧にお伝えし
ます。

※イメージ

託 児

【日　程】1月18日（火）
【時　間】10:00～12:00　【定　員】12名　
【受講料】1,200円　　　　【材料費】1,000円
【講　師】松藤 良子(ぬいものや リアン)

久留米絣でバネポーチ作り
柔らかな風合いと素朴な
模様が特徴の久留米絣で、
バネポーチを作ってみま
せんか。ミシンは苦手と
いう方でも大丈夫です。
丁寧にお教えしますので
お気軽にご参加ください。

※イメージ※イメージ

託 児

【日　程】1月21・28日(金) (全2回)
【時　間】19:00～20:30　【定　員】16名　
【受講料】2,200円
【講　師】森永 美加（健康管理士１級、ストレッチインストラクター）

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

※イメージ

【日　程】1月18・25日、2月1・8・15・22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　【教材費】800円
【対　象】エクセルの操作経験がある方
【講　師】㈲アキラ企画

エクセル実践・中級（夜）
基本的な表や関数をおさらいし、さらに様々な関数
（ＩＦ関数・ＶＬＯＯＫＵＰ関数・ＣＯＵＮＴＩＦ関数・
ＳＵＭＩＦ関数）とデータベースやテーブル機能、複
合グラフ作成を学びます。
※パソコンはお持ち込みください。（貸出も可能です）

【日　程】1月21・28日、2月4日（金）（全3回）
【時　間】17:30～19:00　【定　員】12名　
【受講料】3,600円
【対　象】小学5～中学3年生
【講　師】藤田 幸子（スタディプレイス春日校 英会話講師）

０から英語で遊ぼう（小５～中３）
英語は学ぶものではな
く慣れるもの。将来の
英語力のために、ゲー
ムを使って０から楽し
く英語に触れることが
できます。一緒に楽し
みましょう。

※イメージ

令和4年

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。

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）

6 72021年12月号2021年12月号



【日　程】1月17・31日(月)(全2回)
【時　間】10:00～12:00　【定　員】12名　
【受講料】2,400円　　　　【材料費】900円
【講　師】田中 まちえ

手まり作り
柳川地域に昔から伝わる模
様入りの「まり」を作ります。
一針一針丁寧に指導します
ので、はじめての方でも安
心してお申込みください。

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）

■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。

12月はイタリア発祥の弦楽器マンドリンのコンサートをお届けします。各地のコンサートや講習会等で活動す
る、マンドリニスト高橋和彦による心に響く音色をお楽しみください。

田舎町の家庭に生まれ育ち、子どもの頃からいじめられっ子のポール
は、内気な性格で容姿も冴えない携帯電話販売員。彼の密かな夢は、
オペラ歌手になること。挫折の繰り返しに自信をなくしつつも周囲に
励まされながら、人気オーディション番組に出場。結果はいかに…。
一躍世界的歌手になったポール・ポッツの実話を映画化。
監督：デビット・フランケル（『プラダを着た悪魔』）
出演：ジェームズ・コーデン、アレクサンドラ・ローチ、ジュリー・ウォルターズ　他 　©2013 ONE CHANCE, LLC. 

All Rights Reserved.

1／8土 「ワン チャンス」 2013年/イギリス/103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 　■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】・新型コロナウイルス感染拡大防止のため、入場人数を制限することがあります。
【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

※各回30分前開場

①10:00～11:43（日本語吹替版）
②15:00～16:43（日本語字幕版）

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

交通事故で両親を亡くした小学6年生のおっこは、旅館「春の屋」を
経営する祖母に引き取られ、おかみ修行を始める。失敗の連続に落ち
込むおっこだが、そこに住み着くユーレイ少年のウリ坊や、ライバル
旅館の跡取り娘・真月ら不思議な仲間たちに支えられ、奮闘しながら
成長していく。
監督：高坂 希太郎（『茄子 アンダルシアの夏』）
声の出演：小林 星蘭、水樹 奈々、松田 颯水、遠藤 瑠菜　他 　©令丈ヒロ子・亜沙美・講談社／

若おかみは小学生！製作委員会

12／5日 「若おかみは小学生！」 2018年/日本/94分 ファミリーシネマ

※各回30分前開場

①10:00～11:34（日本語字幕付）
②15:00～16:34

チケット販売日 11/28日～

チケット販売日 1/6木～（※12/28～1/5休館）

3歳以上入場OK

12／16
木 ティータイムコンサートVol.297

MUSIC

短期講座 12月8日（水） 9：00 受付開始 受付先 生涯学習センター電話・窓口（先着順）
※受付開始時は混み合います。ご了承ください。

託 児

【日　程】1月17・24・31日、2月7日(月)(全4回)
【時　間】10:00～12:00　【定　員】16名　
【受講料】4,400円
【講　師】置鮎 正則

スマホ入門
スマホは便利だけどなかな
か使いこなせない…そんな
方のために、スマホの基本
から便利な活用法までを分
かりやすく丁寧にお伝えし
ます。

※イメージ

託 児

【日　程】1月18日（火）
【時　間】10:00～12:00　【定　員】12名　
【受講料】1,200円　　　　【材料費】1,000円
【講　師】松藤 良子(ぬいものや リアン)

久留米絣でバネポーチ作り
柔らかな風合いと素朴な
模様が特徴の久留米絣で、
バネポーチを作ってみま
せんか。ミシンは苦手と
いう方でも大丈夫です。
丁寧にお教えしますので
お気軽にご参加ください。

※イメージ※イメージ

託 児

【日　程】1月21・28日(金) (全2回)
【時　間】19:00～20:30　【定　員】16名　
【受講料】2,200円
【講　師】森永 美加（健康管理士１級、ストレッチインストラクター）

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

※イメージ

【日　程】1月18・25日、2月1・8・15・22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　【教材費】800円
【対　象】エクセルの操作経験がある方
【講　師】㈲アキラ企画

エクセル実践・中級（夜）
基本的な表や関数をおさらいし、さらに様々な関数
（ＩＦ関数・ＶＬＯＯＫＵＰ関数・ＣＯＵＮＴＩＦ関数・
ＳＵＭＩＦ関数）とデータベースやテーブル機能、複
合グラフ作成を学びます。
※パソコンはお持ち込みください。（貸出も可能です）

【日　程】1月21・28日、2月4日（金）（全3回）
【時　間】17:30～19:00　【定　員】12名　
【受講料】3,600円
【対　象】小学5～中学3年生
【講　師】藤田 幸子（スタディプレイス春日校 英会話講師）

０から英語で遊ぼう（小５～中３）
英語は学ぶものではな
く慣れるもの。将来の
英語力のために、ゲー
ムを使って０から楽し
く英語に触れることが
できます。一緒に楽し
みましょう。

※イメージ

令和4年

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。

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）
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助産師に学ぶ！
女性の健康の秘訣
～女性に知ってほしい
フェミニンケア～
伊藤 香織

12月11日（土）

更年期を幸年期に！
～不調を改善して

活き活きと過ごすコツ～

12月18日（土）

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）

■時　　間　10:00～12:00
■講　　師　塚原 健一（九州大学大学院工学研究院 附属アジア防災研究センター 教授）
■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

今年の大野城市男女共生講座の最後は、大野城市付近の防災について学びます。
「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！
お気軽にご参加ください！

託 児

月経、妊娠、出産、更年期など、女性ホルモンは女性の人生に様々な影響を与えています。
年齢とともに変化する身体や心とうまく付き合うコツを学んでみませんか。

LECTURE

まどかぴあ図書館
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/

大野城市男女共生講座　第3回（開催延期分）

みんなで防災
～地域に適したオーダーメードの防災対策～

12／10
金

託 児

LECTURE

女性のための生涯を通じた健康支援事業
アスカーラいきいき健康教室

■時　　間　10:00～12:00　　■対　　象　健康づくりに関心がある女性（第3回は男性も参加可能）
■会　　場　303会議室（3階）　■受 講 料　無料　■定　　員　第1・2回：25名、第3回：30名（いずれも申込先着順）
■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

■時　　間　13:30～15:00　　■講　　師　杉浦 しのぶ（福岡県男女共同参画センター「あすばる」職員）
■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　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

過去の経験や周囲の意見、日々接する情報などによって、個人の可能性や選択をせばめたり
していませんか？
昔からの社会の慣習や親からの教えなどで「なんとなくそういうものだ」と思いこみ、性別で
ひとくくりにしてしまうこともあります。たとえば「男＝泣かない、強い」「女＝料理をする」
というものもアンコンシャス・バイアス（無意識の思いこみ）なのです。自分らしく活躍でき
る社会のために、身近な事から学び、考えましょう。

託 児

LECTURE

共催事業

12／4土
アスカーラ市民グループ活動支援事業　講演会

アンコンシャス・バイアスを学び、考える

主催：大野城女性の会

ホルモンバランスを
整える健康習慣
～食生活と運動～

12月23日（木）

※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。

図書館からおはなしのクリスマスプレゼント。
ぜひご家族おそろいでどうぞ。

移動図書館「わくわく号」巡回日程表
12月の巡回

としょかんのおはなし会

 クリスマススペシャル 

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

13日
27日

6日
20日

14日

7日
21日

2日
16日

9日
23日

3日
17日

10日
24日

12日
26日

曜
日 日

月

火

木

金

日

12月28日（火）～令和4年1月5日（水）
休館中の本の返却はブックポストをご利用ください。
CDは壊れやすいため、警備員室へご返却ください。

年末年始 休館中の返却について

『むしのかお』『じゅえきレストラン』（ポプラ社）など
で人気の昆虫写真家・新開孝氏による講演会です。

図書館へゆこう！！2022年 EVENT

1／20
～30

木
日

新開孝 講演会「虫のしわざ探検」

※1月6日（木）10:00より図書館カウンター・電話にて受付開始

※受付は定員になり次第、終了します。その他のイベントなどの詳細は次号に掲載します。

■日　時　1月30日（日）13:30～15:00
■会　場　小ホール（2階）
■定　員　100名※感染症拡大状況により
　　　　　 定員を減らす場合があります
■対　象　小学生以上　※未就学児入場不可

■日　時　1月23日（日）①10:00～12:00　②14:00～16:00
■会　場　306会議室（3階）
■定　員　各回10名
■対　象　15歳以上～一般

エコクラフトを使って「あじろ編み」という技法で作
る図書カード入れのワークショップです。

エコクラフトで作る自分だけの図書カード入れ

※1月11日（火）10:00より図書館カウンター・電話にて受付開始

■日　時　1月29日（土）①10:15～10:35　②11:30～11:50
　　　　　　　　　　　③13:30～13:50　④15:00～15:20
■会　場　301会議室（3階）
■定　員　各回20名
■対　象　幼児～小学生と保護者

わくわくおはなし会のスペシャル版！大型絵本など、い
つもとはちょっとちがうわくわくするおはなし会です。

わくわくおはなしまつり

※1月12日（水）10:00より図書館カウンター・電話にて受付開始

■日　　時　12月25日（土）
　　　　　　①10:30～10:45 赤ちゃん向け
　　　　　　②11:30～11:45 パネルシアター
　　　　　　③13:30～13:50 紙芝居
　　　　　　④15:00～15:20 幼児～小学生向け
■会　　場　301会議室（3階）
■定　　員　各回20名（要申込）

伊藤 香織 榎本 美江

“要申込”
参加無料

■日　時　1月25日（火）①10:00～10:20　②11:10～11:30
　　　　　　　　　　　③13:30～13:50
■会　場　和会議室（2階）
■定　員　各回7組15名
■対　象　0～2歳児と保護者

わらべうたや布の絵本を使った、赤ちゃん向けのおは
なし会です。

おひざでだっこ　布の絵本のおはなし会

※1月7日（金）10:00より図書館カウンター・電話にて受付開始

令和4年

（看護師、助産師、
 フェミニンケアスペシャリスト）

（看護師、助産師、
 フェミニンケアスペシャリスト）

（健康管理士上級指導員、
 食育インストラクター）

※12月13日（月）10:00より
　図書館カウンター・電話にて受付開始
※その他のおはなし会の日程はHPなどを
　ご確認ください。
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助産師に学ぶ！
女性の健康の秘訣
～女性に知ってほしい
フェミニンケア～
伊藤 香織

12月11日（土）

更年期を幸年期に！
～不調を改善して

活き活きと過ごすコツ～

12月18日（土）

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）

■時　　間　10:00～12:00
■講　　師　塚原 健一（九州大学大学院工学研究院 附属アジア防災研究センター 教授）
■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

今年の大野城市男女共生講座の最後は、大野城市付近の防災について学びます。
「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！
お気軽にご参加ください！

託 児

月経、妊娠、出産、更年期など、女性ホルモンは女性の人生に様々な影響を与えています。
年齢とともに変化する身体や心とうまく付き合うコツを学んでみませんか。

LECTURE

まどかぴあ図書館
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/

大野城市男女共生講座　第3回（開催延期分）

みんなで防災
～地域に適したオーダーメードの防災対策～

12／10
金

託 児

LECTURE

女性のための生涯を通じた健康支援事業
アスカーラいきいき健康教室

■時　　間　10:00～12:00　　■対　　象　健康づくりに関心がある女性（第3回は男性も参加可能）
■会　　場　303会議室（3階）　■受 講 料　無料　■定　　員　第1・2回：25名、第3回：30名（いずれも申込先着順）
■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

■時　　間　13:30～15:00　　■講　　師　杉浦 しのぶ（福岡県男女共同参画センター「あすばる」職員）
■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　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

過去の経験や周囲の意見、日々接する情報などによって、個人の可能性や選択をせばめたり
していませんか？
昔からの社会の慣習や親からの教えなどで「なんとなくそういうものだ」と思いこみ、性別で
ひとくくりにしてしまうこともあります。たとえば「男＝泣かない、強い」「女＝料理をする」
というものもアンコンシャス・バイアス（無意識の思いこみ）なのです。自分らしく活躍でき
る社会のために、身近な事から学び、考えましょう。

託 児

LECTURE

共催事業

12／4土
アスカーラ市民グループ活動支援事業　講演会

アンコンシャス・バイアスを学び、考える

主催：大野城女性の会

ホルモンバランスを
整える健康習慣
～食生活と運動～

12月23日（木）

※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。

図書館からおはなしのクリスマスプレゼント。
ぜひご家族おそろいでどうぞ。

移動図書館「わくわく号」巡回日程表
12月の巡回

としょかんのおはなし会
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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）
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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

13日
27日

6日
20日

14日

7日
21日

2日
16日

9日
23日

3日
17日

10日
24日

12日
26日

曜
日 日

月

火

木

金

日

12月28日（火）～令和4年1月5日（水）
休館中の本の返却はブックポストをご利用ください。
CDは壊れやすいため、警備員室へご返却ください。

年末年始 休館中の返却について

『むしのかお』『じゅえきレストラン』（ポプラ社）など
で人気の昆虫写真家・新開孝氏による講演会です。

図書館へゆこう！！2022年 EVENT

1／20
～30

木
日

新開孝 講演会「虫のしわざ探検」

※1月6日（木）10:00より図書館カウンター・電話にて受付開始

※受付は定員になり次第、終了します。その他のイベントなどの詳細は次号に掲載します。

■日　時　1月30日（日）13:30～15:00
■会　場　小ホール（2階）
■定　員　100名※感染症拡大状況により
　　　　　 定員を減らす場合があります
■対　象　小学生以上　※未就学児入場不可

■日　時　1月23日（日）①10:00～12:00　②14:00～16:00
■会　場　306会議室（3階）
■定　員　各回10名
■対　象　15歳以上～一般

エコクラフトを使って「あじろ編み」という技法で作
る図書カード入れのワークショップです。

エコクラフトで作る自分だけの図書カード入れ

※1月11日（火）10:00より図書館カウンター・電話にて受付開始

■日　時　1月29日（土）①10:15～10:35　②11:30～11:50
　　　　　　　　　　　③13:30～13:50　④15:00～15:20
■会　場　301会議室（3階）
■定　員　各回20名
■対　象　幼児～小学生と保護者

わくわくおはなし会のスペシャル版！大型絵本など、い
つもとはちょっとちがうわくわくするおはなし会です。

わくわくおはなしまつり

※1月12日（水）10:00より図書館カウンター・電話にて受付開始

■日　　時　12月25日（土）
　　　　　　①10:30～10:45 赤ちゃん向け
　　　　　　②11:30～11:45 パネルシアター
　　　　　　③13:30～13:50 紙芝居
　　　　　　④15:00～15:20 幼児～小学生向け
■会　　場　301会議室（3階）
■定　　員　各回20名（要申込）

伊藤 香織 榎本 美江

“要申込”
参加無料

■日　時　1月25日（火）①10:00～10:20　②11:10～11:30
　　　　　　　　　　　③13:30～13:50
■会　場　和会議室（2階）
■定　員　各回7組15名
■対　象　0～2歳児と保護者

わらべうたや布の絵本を使った、赤ちゃん向けのおは
なし会です。

おひざでだっこ　布の絵本のおはなし会

※1月7日（金）10:00より図書館カウンター・電話にて受付開始

令和4年

（看護師、助産師、
 フェミニンケアスペシャリスト）

（看護師、助産師、
 フェミニンケアスペシャリスト）

（健康管理士上級指導員、
 食育インストラクター）

※12月13日（月）10:00より
　図書館カウンター・電話にて受付開始
※その他のおはなし会の日程はHPなどを
　ご確認ください。

8 92021年12月号2021年12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

12月

11

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
ふれぶんシネマ倶楽部「ドクター・ドリトル」
会場：スプリングホール（入場制限あり）
●施設利用料300円 ※要電話予約
●①10:00 ②14:00
未来に羽ばたけ！栗山かなえ　クラリネットリサイタル
出演：栗山かなえ（クラリネット）、宮下結（ピアノ）
ゲスト出演：福岡県立春日高等学校吹奏楽部
●全席指定 一般1,500円ほか ※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。11月9日現在（その後の変更につきましては、ご容赦ください）

※まどかぴあ主催・共催事業の詳細等は「アテナ」誌面やまどかぴあホームページ等でご確認いただけます。（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。

第51回 筑紫美術協会展
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）

（公財）太宰府市文化スポーツ振興財団

史跡のまちの音楽隊Vol.10
～本格だけど気軽なクラシック～「サクソフォーン四重奏」
出演：Quatuor B
場所：プラム・カルコア太宰府　市民ホール
●一般1,000円ほか　※未就学児入場不可　●14:00

■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

筑紫野市文化会館

1/22
（土）

1/23
（日）

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
●一般1,000円ほか ※未就学児入場不可 ●14:00

ミリカローデン那珂川

ミリカ文化講演会シリーズ「みりかれっじ」
講師：岩本 初恵（株式会社愛しとーと 代表取締役兼CEO）
●1,200円　●14:00

Mirika Specialコンサート「クラシック」
●1,200円　●15:00

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

年忘れ大爆笑！ミリカ寄席
第10回おもしろアマ落語家競演会
●500円　●18:00

音楽の楽しみ方講座Vol.4　ハープの仲間たち
出演：HaRuRu（アイリッシュハープ）、小林知加（アルパ）
●一般1,000円ほか ※未就学児入場不可 ●14:00

ちくしのミュージックフェスタwith DA･N･KA･I　Vol.5
●一般1,500円ほか ●13:00

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

～12/26（日）

1（水）

2（木）

4（土）

4・18（土）
19（日）

5（日）

6（月）

7（火）

大野城ウィンターイルミネーション2021
■問 管理課

まどかぴあ避難訓練落語会
■問 文化芸術振興担当

キッチンのお片付け
■問 生涯学習センター

アンコンシャス・バイアスを
学び、考える　
■問 男女平等推進センターアスカーラ
日本の伝統文化を体験しよう！
子ども能楽体験教室
■問 ちくし子ども能楽教室　今村090-1576-1024
■会 小ホール　■時 10:00

ファミリーシネマ「若おかみは小学生！」
■問 文化芸術振興担当

まどかぴあバックステージ探検2021
～怪盗クロの謎を追え！～
■問 管理課

迎春！オリジナルお部屋香作り
■問 生涯学習センター

博多はじき～色付けに挑戦～
■問 生涯学習センター

「生涯現役」応援セミナー②
中高年のための「Zoom」活用術！
■問 男女平等推進センターアスカーラ

開催中
〜

12/11
（土）

1/29
（土）

12/11
（土）

12/18
（土）

12/19
（日）

上野耕平　サクソフォン・リサイタル
会場：サンホール（入場制限あり）
●全席指定 一般3,000円ほか ※未就学児入場不可　●15:00

2/20
（日）

12/12
（日）

12/17
（金）

12/26
（日）

10（金）

11（土）

11（土）
12（日）

16（木）

17（金）

18（土）

18（土）
19（日）

23（木）

25（土）

お手軽アレンジおせち
■問 生涯学習センター

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
助産師に学ぶ！ 女性の健康の秘訣
～女性に知ってほしいフェミニンケア～
■問 男女平等推進センターアスカーラ
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　
■問 管理課

おとなの楽校　3時間目
■問 管理課

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！
■問 文化芸術振興担当

ティータイムコンサートVol.297
■問 文化芸術振興担当

春まで楽しむ寄せ植え
■問 生涯学習センター

更年期を幸年期に！
～不調を改善して活き活きと過ごすコツ～　
■問 男女平等推進センターアスカーラ
第24回ジュニアときめき文化祭
■問 第24回ジュニアときめき文化祭実行委員会
　 070-1947-8873

ホルモンバランスを整える健康習慣
～食生活と運動～
■問 男女平等推進センターアスカーラ

としょかんのおはなし会クリスマススペシャル
■問 まどかぴあ図書館

まどかぴあ市民大学 おとなの楽校 LECTURE

託 児

花に関する活動や経験から感じたこと、また植物に触れる楽しさや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

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
福岡県産の花をつかった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）

※イメージ

■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。

「伝統を守りながら、革新的表現に挑み続ける」「探求するのは、人知を越えた美」。400余年の歴史を基盤に、
温故知新を大切にする黒田藩の御用窯として繁栄した茶陶「高取焼」の創作、芸術・技術、歴史など江戸時代か
ら続く日本の伝統文化にふれてみませんか。

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

4時間目

発売中（3～4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）

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）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

1／22土
令和4年

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
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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

12月

11

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
ふれぶんシネマ倶楽部「ドクター・ドリトル」
会場：スプリングホール（入場制限あり）
●施設利用料300円 ※要電話予約
●①10:00 ②14:00
未来に羽ばたけ！栗山かなえ　クラリネットリサイタル
出演：栗山かなえ（クラリネット）、宮下結（ピアノ）
ゲスト出演：福岡県立春日高等学校吹奏楽部
●全席指定 一般1,500円ほか ※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。11月9日現在（その後の変更につきましては、ご容赦ください）

※まどかぴあ主催・共催事業の詳細等は「アテナ」誌面やまどかぴあホームページ等でご確認いただけます。（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。

第51回 筑紫美術協会展
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）

（公財）太宰府市文化スポーツ振興財団

史跡のまちの音楽隊Vol.10
～本格だけど気軽なクラシック～「サクソフォーン四重奏」
出演：Quatuor B
場所：プラム・カルコア太宰府　市民ホール
●一般1,000円ほか　※未就学児入場不可　●14:00

■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

筑紫野市文化会館

1/22
（土）

1/23
（日）

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
●一般1,000円ほか ※未就学児入場不可 ●14:00

ミリカローデン那珂川

ミリカ文化講演会シリーズ「みりかれっじ」
講師：岩本 初恵（株式会社愛しとーと 代表取締役兼CEO）
●1,200円　●14:00

Mirika Specialコンサート「クラシック」
●1,200円　●15:00

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

年忘れ大爆笑！ミリカ寄席
第10回おもしろアマ落語家競演会
●500円　●18:00

音楽の楽しみ方講座Vol.4　ハープの仲間たち
出演：HaRuRu（アイリッシュハープ）、小林知加（アルパ）
●一般1,000円ほか ※未就学児入場不可 ●14:00

ちくしのミュージックフェスタwith DA･N･KA･I　Vol.5
●一般1,500円ほか ●13:00

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

～12/26（日）

1（水）

2（木）

4（土）

4・18（土）
19（日）

5（日）

6（月）

7（火）

大野城ウィンターイルミネーション2021
■問 管理課

まどかぴあ避難訓練落語会
■問 文化芸術振興担当

キッチンのお片付け
■問 生涯学習センター

アンコンシャス・バイアスを
学び、考える　
■問 男女平等推進センターアスカーラ
日本の伝統文化を体験しよう！
子ども能楽体験教室
■問 ちくし子ども能楽教室　今村090-1576-1024
■会 小ホール　■時 10:00

ファミリーシネマ「若おかみは小学生！」
■問 文化芸術振興担当

まどかぴあバックステージ探検2021
～怪盗クロの謎を追え！～
■問 管理課

迎春！オリジナルお部屋香作り
■問 生涯学習センター

博多はじき～色付けに挑戦～
■問 生涯学習センター

「生涯現役」応援セミナー②
中高年のための「Zoom」活用術！
■問 男女平等推進センターアスカーラ

開催中
〜

12/11
（土）

1/29
（土）

12/11
（土）

12/18
（土）

12/19
（日）

上野耕平　サクソフォン・リサイタル
会場：サンホール（入場制限あり）
●全席指定 一般3,000円ほか ※未就学児入場不可　●15:00

2/20
（日）

12/12
（日）

12/17
（金）

12/26
（日）

10（金）

11（土）

11（土）
12（日）

16（木）

17（金）

18（土）

18（土）
19（日）

23（木）

25（土）

お手軽アレンジおせち
■問 生涯学習センター

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
助産師に学ぶ！ 女性の健康の秘訣
～女性に知ってほしいフェミニンケア～
■問 男女平等推進センターアスカーラ
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　
■問 管理課

おとなの楽校　3時間目
■問 管理課

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！
■問 文化芸術振興担当

ティータイムコンサートVol.297
■問 文化芸術振興担当

春まで楽しむ寄せ植え
■問 生涯学習センター

更年期を幸年期に！
～不調を改善して活き活きと過ごすコツ～　
■問 男女平等推進センターアスカーラ
第24回ジュニアときめき文化祭
■問 第24回ジュニアときめき文化祭実行委員会
　 070-1947-8873

ホルモンバランスを整える健康習慣
～食生活と運動～
■問 男女平等推進センターアスカーラ

としょかんのおはなし会クリスマススペシャル
■問 まどかぴあ図書館

まどかぴあ市民大学 おとなの楽校 LECTURE

託 児

花に関する活動や経験から感じたこと、また植物に触れる楽しさや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

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
福岡県産の花をつかった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）

※イメージ

■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。

「伝統を守りながら、革新的表現に挑み続ける」「探求するのは、人知を越えた美」。400余年の歴史を基盤に、
温故知新を大切にする黒田藩の御用窯として繁栄した茶陶「高取焼」の創作、芸術・技術、歴史など江戸時代か
ら続く日本の伝統文化にふれてみませんか。

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

4時間目

発売中（3～4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）

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）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

1／22土
令和4年

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
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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

　●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

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

第5回アスカーラ共生フォーラム
チケット発売

としょかんのおはなし会
クリスマススペシャル　受付開始

12 2021年12月号

13（月）

P9

P2男女

図書

P78（水） 短期講座　受付開始生涯

P39（木） 人形浄瑠璃 文楽　一般発売文芸

2（木） P3人形浄瑠璃 文楽　グランド会員発売
※WEB会員は12/8（水）～文芸

12月

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

託 児

※1月5日（水）は通常休館日となりますのでご注意ください。

まどかぴあ休館日のお知らせ
12月1日（水）、15日（水）　年末年始：12月28日（火）～令和4年1月4日（火）




