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※アテナとは、ギリシャ神話の知恵と芸術と戦術の女神

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12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）

新開孝 講演会
「虫のしわざ探検」
1月30日（日）13:30～15:001月30日（日）13:30～15:00

図書館へゆこう！！
2022年

1/20（木）▶1/30（日）

▲『むしこぶみつけた』（ポプラ社）より▲『むしこぶみつけた』（ポプラ社）より

▲『虫のしわざ図鑑』（
少年写真新聞社）

▲『虫のしわざ図鑑』（
少年写真新聞社）

▲『きのこレストラン』（ポプラ社）
▲『きのこレストラン』（ポプラ社）



■日　時　1月30日（日）13:30～15:00　■会　場　小ホール（2階）
■定　員　100名（要申込）※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
※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

おはなし会やワークショップなど楽しいイベントが盛りだくさん！どうぞお楽しみに♪

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。

まどかぴあ市民大学 おとなの楽校

イチオシ情報

車イスWEB

先行
グランド

先・特

1972年にチューリップのメンバーとしてデビューし、「心の旅」「青春の影」等多くのヒット曲で知られる
財津和夫によるミニライブ付トークイベントを開催！音楽とともに歩んだ人生を当時の写真と共に振り返ります。

22 2022年1月号 2022年1月号 3

※受付は定員になり次第、終了します。その他のイベントについては8ページをご覧ください。

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

EVENT
図書館へゆこう！！2022年1／20

～30
要申込
参加無料

木
日

新開孝 講演会「虫のしわざ探検」LECTURE

■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」という技法で図書カード入れを作る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

■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

■内　容
〈講演会形式〉トーク60分 / ミニライブ2曲 / 質問コーナー ※予定
■時　間　15:00開演 / 14:15開場
■会　場　大ホール（1階）全席指定
　　　　　　※大野城市のガイドラインに基づき、座席の前後左右を
　　　　　　　空けずに販売します。
■料　金　一般2,500円（グランド会員1,000円）
　　　　　　※未就学児入場不可

3／13
日

大野城まどかぴあ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

■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）

EVENT

1／22土
4時間目

■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。

「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

発売中（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）

LECTURE

託 児

『むしのかお』（ポプラ社） 『じゅえきレストラン』（ポプラ社）

開館時間/10：00～18：00（日～木）　10:00～20：00（金）　10：00～19：00（土）
http：//www.madokapialibrary.jp/

図 書 館 TEL 092-586-4010 / FAX 092-586-4011



■日　時　1月30日（日）13:30～15:00　■会　場　小ホール（2階）
■定　員　100名（要申込）※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
※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

おはなし会やワークショップなど楽しいイベントが盛りだくさん！どうぞお楽しみに♪

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。

まどかぴあ市民大学 おとなの楽校

イチオシ情報

車イスWEB

先行
グランド

先・特

1972年にチューリップのメンバーとしてデビューし、「心の旅」「青春の影」等多くのヒット曲で知られる
財津和夫によるミニライブ付トークイベントを開催！音楽とともに歩んだ人生を当時の写真と共に振り返ります。

22 2022年1月号 2022年1月号 3

※受付は定員になり次第、終了します。その他のイベントについては8ページをご覧ください。

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

EVENT
図書館へゆこう！！2022年1／20

～30
要申込
参加無料

木
日

新開孝 講演会「虫のしわざ探検」LECTURE

■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」という技法で図書カード入れを作る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

■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

■内　容
〈講演会形式〉トーク60分 / ミニライブ2曲 / 質問コーナー ※予定
■時　間　15:00開演 / 14:15開場
■会　場　大ホール（1階）全席指定
　　　　　　※大野城市のガイドラインに基づき、座席の前後左右を
　　　　　　　空けずに販売します。
■料　金　一般2,500円（グランド会員1,000円）
　　　　　　※未就学児入場不可

3／13
日

大野城まどかぴあ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

■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）

EVENT

1／22土
4時間目

■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。

「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

発売中（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）

LECTURE

託 児

『むしのかお』（ポプラ社） 『じゅえきレストラン』（ポプラ社）

開館時間/10：00～18：00（日～木）　10:00～20：00（金）　10：00～19：00（土）
http：//www.madokapialibrary.jp/

図 書 館 TEL 092-586-4010 / FAX 092-586-4011



文化芸術

2022年1月号 5

文化芸術振興担当　受付時間/9：00～17：00（月～金）   

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

チケット購入方法は12ページをご覧ください。

4 2022年1月号

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。

電光字幕・解説付きで初めての方も
お楽しみいただけます。

3／5
土

車イスWEB

先行
グランド

先・特

■出　演　FOLIKAN（アフリカンパーカッション）
　　　　　メンバー / Yujiman、Hiroki、Takao
■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。

2年間に渡りお届けしてきた“世界の音楽”ラストを飾るのは、アフリカンパーカッショングループの「FOLIKAN」！
パワフルで躍動感あふれるリズムをお楽しみください。

2／24
木 ティータイムコンサートVol.298

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。

■時　間　昼の部13:00開演 / 12:15開場 / 15:05終演
　　　　　夜の部17:00開演 / 16:15開場 / 18:40終演
■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
　　　　　　※昼の部・夜の部それぞれにチケットが必要です。
　　■会　場　大ホール（1階）全席指定
　　　　　　※大野城市のガイドラインに基づき、座席の前後左右を空けずに販売します。

人形浄瑠璃　文楽

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

後援：FM FUKUOKA

熊谷陣屋

■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：84206）
　●チケットぴあ（Pコード：509-333）

©青木 信二

PLAY

三位一体
太夫…………ものがたりの進行とともに登場人物すべてを語り分ける。
  た  ゆう

三味線………情景や人物の心情、時には天気や生きものの様子まで弾き分ける。
しゃ　み  せん

人形遣い……1体の人形を3人で操る。
　　　　　　主遣い：かしらと右手、足遣い：足のみ、左遣い：左手のみ。

にんぎょうつか

　　　　　　　  　いちのたにふたばぐん    き　　 くま  がいさくら　　　　　  　くま  がい じん　 や

昼の部「一谷嫰軍記」熊谷桜の段・熊谷陣屋の段－親子の悲劇を描く代表作－
夜の部「曽根崎心中」生玉社前の段・天満屋の段・天神森の段－実話に基づく愛の物語－
　　　　　　　  　　そ　  ね   ざき  しんじゅう　  いく たま  しゃ  ぜん　　　　　　   てん    ま　 や　　　　   　　  てん じんのもり

MUSIC
車イスWEB

先行
グランド

先・特

■出　演　青島 広志（ピアノ・お話・構成）、
　　　　　横山 美奈（ソプラノ）、小野 勉（テノール）
■時　間　14:00開演 / 13:15開場
■会　場　大ホール（1階）全席指定
　　　　　　※大野城市のガイドラインに基づき、
　　　　　　　座席の前後左右を空けずに販売します。
■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

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

マルチアーティスト青島広志による解説付きオペラコンサート！
「椿姫」や「フィガロの結婚」の名作から、作品の登場人物や背景などを楽しいおしゃべりと演奏でお届けします。

ユネスコ無形文化遺産である「人形浄瑠璃 文楽」。その成り立ちは江戸時代初期にさかのぼり、300年以上も続く日本
を代表する伝統芸能の人形劇です。太夫・三味線・人形遣いの三業が三位一体となった素晴らしい芸術を、人気の高い
演目で上演します。

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

発 売 中

発 売 中

大ホール工事等の影響により、令和4年度の企画募集を中止します。
大野城まどかぴあ芸術助成事業「あなたがプロデューサー」募集中止のお知らせ

世界的ベストセラーとなったノンフィクション「ボブという名のスト
リート・キャット」を映画化。ジェームズはプロのミュージシャンにな
る夢を果たせず、家族にも見放されどん底の生活を送っていた。ある日
迷い込んできた一匹の野良猫を助け、ボブと命名する。それ以来、ふた
りはどこへ行くにも一緒で、次第に世間の注目を集めるようになる。
監督：ロジャー・スポティスウッド（『007トゥモロー・ネバー・ダイ』）
出演：ルーク・トレッダウェイ、ルタ・ゲドミンタス、ジョアンヌ・フロガット　他 ©2016 STREET CAT FILM 

DISTRIBUTION LIMITED 
ALL RIGHTS RESERVED.

「ボブという名の猫 幸せのハイタッチ」 2016年/イギリス/103分 

■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。

協賛：安東歯科医院、株式会社東洋ナビックス、1st.hair

※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

1／8土
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.

2／6日

「ワン チャンス」 2013年/イギリス/103分 

※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）

チケット販売日 1/6木～（※12/28～1/5休館）

チケット販売日 1/30日～（※2/2休館）

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
車イス

FOLIKAN

 フ ォ リ カ ン



文化芸術
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文化芸術振興担当　受付時間/9：00～17：00（月～金）   

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

チケット購入方法は12ページをご覧ください。

4 2022年1月号

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。

電光字幕・解説付きで初めての方も
お楽しみいただけます。

3／5
土

車イスWEB

先行
グランド

先・特

■出　演　FOLIKAN（アフリカンパーカッション）
　　　　　メンバー / Yujiman、Hiroki、Takao
■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。

2年間に渡りお届けしてきた“世界の音楽”ラストを飾るのは、アフリカンパーカッショングループの「FOLIKAN」！
パワフルで躍動感あふれるリズムをお楽しみください。

2／24
木 ティータイムコンサートVol.298

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。

■時　間　昼の部13:00開演 / 12:15開場 / 15:05終演
　　　　　夜の部17:00開演 / 16:15開場 / 18:40終演
■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
　　　　　　※昼の部・夜の部それぞれにチケットが必要です。
　　■会　場　大ホール（1階）全席指定
　　　　　　※大野城市のガイドラインに基づき、座席の前後左右を空けずに販売します。

人形浄瑠璃　文楽

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

後援：FM FUKUOKA

熊谷陣屋

■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：84206）
　●チケットぴあ（Pコード：509-333）

©青木 信二

PLAY

三位一体
太夫…………ものがたりの進行とともに登場人物すべてを語り分ける。
  た  ゆう

三味線………情景や人物の心情、時には天気や生きものの様子まで弾き分ける。
しゃ　み  せん

人形遣い……1体の人形を3人で操る。
　　　　　　主遣い：かしらと右手、足遣い：足のみ、左遣い：左手のみ。

にんぎょうつか

　　　　　　　  　いちのたにふたばぐん    き　　 くま  がいさくら　　　　　  　くま  がい じん　 や

昼の部「一谷嫰軍記」熊谷桜の段・熊谷陣屋の段－親子の悲劇を描く代表作－
夜の部「曽根崎心中」生玉社前の段・天満屋の段・天神森の段－実話に基づく愛の物語－
　　　　　　　  　　そ　  ね   ざき  しんじゅう　  いく たま  しゃ  ぜん　　　　　　   てん    ま　 や　　　　   　　  てん じんのもり

MUSIC
車イスWEB

先行
グランド

先・特

■出　演　青島 広志（ピアノ・お話・構成）、
　　　　　横山 美奈（ソプラノ）、小野 勉（テノール）
■時　間　14:00開演 / 13:15開場
■会　場　大ホール（1階）全席指定
　　　　　　※大野城市のガイドラインに基づき、
　　　　　　　座席の前後左右を空けずに販売します。
■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

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

マルチアーティスト青島広志による解説付きオペラコンサート！
「椿姫」や「フィガロの結婚」の名作から、作品の登場人物や背景などを楽しいおしゃべりと演奏でお届けします。

ユネスコ無形文化遺産である「人形浄瑠璃 文楽」。その成り立ちは江戸時代初期にさかのぼり、300年以上も続く日本
を代表する伝統芸能の人形劇です。太夫・三味線・人形遣いの三業が三位一体となった素晴らしい芸術を、人気の高い
演目で上演します。

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

発 売 中

発 売 中

大ホール工事等の影響により、令和4年度の企画募集を中止します。
大野城まどかぴあ芸術助成事業「あなたがプロデューサー」募集中止のお知らせ

世界的ベストセラーとなったノンフィクション「ボブという名のスト
リート・キャット」を映画化。ジェームズはプロのミュージシャンにな
る夢を果たせず、家族にも見放されどん底の生活を送っていた。ある日
迷い込んできた一匹の野良猫を助け、ボブと命名する。それ以来、ふた
りはどこへ行くにも一緒で、次第に世間の注目を集めるようになる。
監督：ロジャー・スポティスウッド（『007トゥモロー・ネバー・ダイ』）
出演：ルーク・トレッダウェイ、ルタ・ゲドミンタス、ジョアンヌ・フロガット　他 ©2016 STREET CAT FILM 

DISTRIBUTION LIMITED 
ALL RIGHTS RESERVED.

「ボブという名の猫 幸せのハイタッチ」 2016年/イギリス/103分 

■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。

協賛：安東歯科医院、株式会社東洋ナビックス、1st.hair

※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

1／8土
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.

2／6日

「ワン チャンス」 2013年/イギリス/103分 

※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）

チケット販売日 1/6木～（※12/28～1/5休館）

チケット販売日 1/30日～（※2/2休館）

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
車イス

FOLIKAN

 フ ォ リ カ ン



2022年1月号 7

【日　程】2月4・18・25日(金)(全3回)
【時　間】10:00～12:30
【定　員】16名　
【受講料】3,300円
【材料費】500円
【講　師】井上 誠司（陶芸家）

短期講座 1月12日（水） 9：00 受付開始

はじめての陶芸～豆皿作り～
手びねりで陶器の豆皿を作っ
てみませんか。初めての方で
も大丈夫です。絵付けや窯入
れなど全行程を体験し、自分
だけのオリジナルの豆皿を作
ります。

託 児

【日　程】2月17日(木)
【時　間】10:00～12:30　【定　員】16名
【受講料】1,100円　　　　【材料費】2,000円
【講　師】つまみ細工 ヒイナゴト
　　　　  （一般社団法人日本伝統工芸つまみ細工協会認定講師）

つまみ細工で作るお雛様
四角い布を折り畳んで花や鳥を
表現するつまみ細工、その手法
でお雛様を作りませんか？
手のひらサイズのお雛様に飾り
台と桃の花もついていますので、
そのまま玄関やお部屋を飾って
いただけます。

託 児

6 2022年1月号

男女平等推進センター
アスカーラ

お問い合わせ先 TEL 092-586-4030 / FAX 092-586-4031
開館時間/9：00～19：00（月～金）　9：00～17：00（土・日・祝日）生涯学習センター

お問い合わせ先 TEL 092-586-4020 / FAX 092-586-4021
開館時間/9：00～20：00（月～土）

MUSIC

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トーク！
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♪

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～

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

託 児

【日　程】2月7日 (月)
【時　間】13:00～15:00　【定　員】16名
【受講料】1,100円
【材料費】（ルーペ）1,300円　（バッグチャーム）1,000円
【講　師】島 鈴子（フラワーレジンクチュール講師）

ＵＶレジンで作ろう　
前回大好評だったドレス
バッグチャームか、ルーペ
の二種類から好きな方を選
んで作っていただきます。
好きな押し花を使って、
ＵＶレジンにチャレンジし
てみませんか。
※お申込み時にバッグチャーム
　かルーペをお尋ねします。

託 児

※イメージ

【日　程】2月11日（金・祝）
【時　間】10:00～12:00
【定　員】16名　
【受講料】1,100円
【材料費】1,500円
【講　師】舛本 麻衣（JSAパーティーデコレーションケーキ認定講師）

はじめてのデコレーションケーキ
はじめてでもかわいいデコレー
ションの方法を学べます。クリー
ムを絞り、チョコレート細工も体
験できます。自慢できちゃうくら
いかわいい直径約9cmのユニコー
ンのケーキを作りましょう。

託 児

託 児

【日　程】2月14日(月)
【時　間】10:00～12:00
【定　員】12名
【受講料】1,200円
【材料費】300円
【講　師】河野 絵里香

心温まる筆文字アート
春の卒業や入学に向けて心温まる
筆文字アートを書いてみませんか。
書道や習字の経験はいりません。
字や絵が苦手な方でも安心してご
参加いただけます。

※イメージ

2／19
土

■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。

車イス

EVENT

【内　容】
　①「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トーク&トーク「教えて、上野千鶴子さん！」

「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　2月3日（木）～3月1日（火）
●会　場　ギャラリーモール（1階）

■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：83098）

発 売 中

大野城市 PRキャラクター大野ジョー

みんなと
会えるのを
楽しみにしている
じょー！

大野城市イメージ
キャラクター
まどかちゃん

みんなで
受賞者をお祝い
しよう♪

※昨年度の様子

※この講演は、SDGs（持続可能な開発目標）の目標5
「ジェンダー平等を実現しよう」につながる講演です

昨年（令和2年）、大野城共生ネットワークは設立20年目を迎えました。
そこで、令和2年度、男女共同参画社会づくり功労者として内閣府総理大臣表彰を
受賞された鹿児島県在住のたもつゆかりさんの講演と林田スマ館長との対談に
よりお話を伺います。

大野城共生ネットワーク設立20周年+1 記念講演会
「ジェンダーが『私』にやってきた！
　　　鹿児島での取組35年の悲喜交々」 託 児

■時　　間　13:30～15:30　　  ■講　　師　たもつ ゆかり
■会　　場　多目的ホール（1階）　■参 加 料　無料
■定　　員　70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

共催事業

1／30日 ひ　　   き  　   こも 　   ごも

主催：大野城共生ネットワーク
共催：公益財団法人大野城まどかぴあ（男女平等推進センター アスカーラ）
後援：大野城市

たもつ ゆかり
（鹿児島県男女共同参画審議会 会長）

©菅野 勝男

※作品例

　生涯学習センターでは、日々を心豊かに過ごすための生
涯学習講座について、ご担当いただける講師の方を募集し
ています。
　特に「お花」「手芸」「料理」「音楽」「語学」「ジュニア」
講座について、私たちと一緒に講座を盛り上げていただけ
る熱意ある方のご登録をお待ちしています。
　登録用紙はまどかぴあホームページから
ダウンロードできます。

講師登録受付中

※作品例

手話通訳

LECTURE
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【日　程】2月4・18・25日(金)(全3回)
【時　間】10:00～12:30
【定　員】16名　
【受講料】3,300円
【材料費】500円
【講　師】井上 誠司（陶芸家）

短期講座 1月12日（水） 9：00 受付開始

はじめての陶芸～豆皿作り～
手びねりで陶器の豆皿を作っ
てみませんか。初めての方で
も大丈夫です。絵付けや窯入
れなど全行程を体験し、自分
だけのオリジナルの豆皿を作
ります。

託 児

【日　程】2月17日(木)
【時　間】10:00～12:30　【定　員】16名
【受講料】1,100円　　　　【材料費】2,000円
【講　師】つまみ細工 ヒイナゴト
　　　　  （一般社団法人日本伝統工芸つまみ細工協会認定講師）

つまみ細工で作るお雛様
四角い布を折り畳んで花や鳥を
表現するつまみ細工、その手法
でお雛様を作りませんか？
手のひらサイズのお雛様に飾り
台と桃の花もついていますので、
そのまま玄関やお部屋を飾って
いただけます。

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）

MUSIC

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トーク！
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♪

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～

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

託 児

【日　程】2月7日 (月)
【時　間】13:00～15:00　【定　員】16名
【受講料】1,100円
【材料費】（ルーペ）1,300円　（バッグチャーム）1,000円
【講　師】島 鈴子（フラワーレジンクチュール講師）

ＵＶレジンで作ろう　
前回大好評だったドレス
バッグチャームか、ルーペ
の二種類から好きな方を選
んで作っていただきます。
好きな押し花を使って、
ＵＶレジンにチャレンジし
てみませんか。
※お申込み時にバッグチャーム
　かルーペをお尋ねします。

託 児

※イメージ

【日　程】2月11日（金・祝）
【時　間】10:00～12:00
【定　員】16名　
【受講料】1,100円
【材料費】1,500円
【講　師】舛本 麻衣（JSAパーティーデコレーションケーキ認定講師）

はじめてのデコレーションケーキ
はじめてでもかわいいデコレー
ションの方法を学べます。クリー
ムを絞り、チョコレート細工も体
験できます。自慢できちゃうくら
いかわいい直径約9cmのユニコー
ンのケーキを作りましょう。

託 児

託 児

【日　程】2月14日(月)
【時　間】10:00～12:00
【定　員】12名
【受講料】1,200円
【材料費】300円
【講　師】河野 絵里香

心温まる筆文字アート
春の卒業や入学に向けて心温まる
筆文字アートを書いてみませんか。
書道や習字の経験はいりません。
字や絵が苦手な方でも安心してご
参加いただけます。

※イメージ

2／19
土

■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。

車イス

EVENT

【内　容】
　①「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トーク&トーク「教えて、上野千鶴子さん！」

「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　2月3日（木）～3月1日（火）
●会　場　ギャラリーモール（1階）

■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：83098）

発 売 中

大野城市 PRキャラクター大野ジョー

みんなと
会えるのを
楽しみにしている
じょー！

大野城市イメージ
キャラクター
まどかちゃん

みんなで
受賞者をお祝い
しよう♪

※昨年度の様子

※この講演は、SDGs（持続可能な開発目標）の目標5
「ジェンダー平等を実現しよう」につながる講演です

昨年（令和2年）、大野城共生ネットワークは設立20年目を迎えました。
そこで、令和2年度、男女共同参画社会づくり功労者として内閣府総理大臣表彰を
受賞された鹿児島県在住のたもつゆかりさんの講演と林田スマ館長との対談に
よりお話を伺います。

大野城共生ネットワーク設立20周年+1 記念講演会
「ジェンダーが『私』にやってきた！
　　　鹿児島での取組35年の悲喜交々」 託 児

■時　　間　13:30～15:30　　  ■講　　師　たもつ ゆかり
■会　　場　多目的ホール（1階）　■参 加 料　無料
■定　　員　70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

共催事業

1／30日 ひ　　   き  　   こも 　   ごも

主催：大野城共生ネットワーク
共催：公益財団法人大野城まどかぴあ（男女平等推進センター アスカーラ）
後援：大野城市

たもつ ゆかり
（鹿児島県男女共同参画審議会 会長）

©菅野 勝男

※作品例

　生涯学習センターでは、日々を心豊かに過ごすための生
涯学習講座について、ご担当いただける講師の方を募集し
ています。
　特に「お花」「手芸」「料理」「音楽」「語学」「ジュニア」
講座について、私たちと一緒に講座を盛り上げていただけ
る熱意ある方のご登録をお待ちしています。
　登録用紙はまどかぴあホームページから
ダウンロードできます。

講師登録受付中

※作品例

手話通訳

LECTURE



図書館ボランティア募集中！

たくさんの応募作品の中から
選ばれた力作を、ぜひご覧く
ださい。

第26回まどかぴあ
読書感想画コンクール

入賞作品展

■日　程　1月22日（土）～28日（金）
■会　場　ギャラリーモール（1階）

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 ＊

※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
1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

24日

17日
31日

11日
25日

18日

13日
27日

6日
20日

14日
28日

7日
21日

9日
23日

曜
日 日

月

火

木

金

日

図書館へゆこう！！2022年 その他のイベント EVENT

1／20
～30

木
日

※要申込イベント　講演会・ワークショップ・おはなし会の詳細は 2ページに掲載しています。

図書館ボランティア「ちくちく」
のみなさんが作った、エプロン
シアターを展示します。

日常を楽しく過ごすヒントにな
るような本を集めました。
ぜひご利用ください。

エプロンシアター展示

■日　程　1月20日（木）～30日（日）
■会　場　図書館内
　　　　　おはなしのへや壁面

本の特集
「いま、本と生きる

しあわせ」

■日　程　1月20日（木）～30日（日）
■会　場　図書館内

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。

おはなし会や布の絵本の製作など、図書館の各イベントでボランティアの皆さんがたくさん活躍しています。
　・未経験、他館で活動経験のある方も大歓迎です！ 
　・興味のある方は図書館までご連絡ください。見学もできます。
　・「まどかぷらっと」ポイント付与の対象です。
どなたでも、やりがいを持って楽しめるボランティア活動です。ぜひ、一緒に活動しませんか？

◆活動内容　・毎週土曜　15時～15時30分
　　　　　　  としょかんのおはなし会
　　　　　　 （現在は時短・不定期で開催）
　　　　　　・年に2回のスペシャルおはなし会
　　　　　　・市内の小学校や留守家庭児童保育所、
　　　　　　  福祉施設などでのおはなし会

◆定 例 会　毎月第1火曜日　10時～12時
　　　　　　おはなし会の当番決めや研修を行っています。

幼児～小学生を対象におはなし会を実施してい
ます。

①おはなしの会「わくわく」

③布の絵本製作の会「ちくちく」

②おひざでだっこ

④本のとびら（ブックトーク）

◆活動内容　・毎週火曜　10時30分～10時50分
　　　　　　  としょかんのおはなし会
　　　　　　 （現在は時短・不定期で開催）
　　　　　　・年に1回のスペシャルおはなし会

◆定 例 会　毎月第2火曜日　11時20分～12時
　　　　　　おはなし会の当番決めや研修、
　　　　　　赤ちゃん向け絵本の紹介などを行っています。

赤ちゃん (0～2歳)を対象におはなし会を実施し
ています。

◆活動内容　布の絵本、エプロンシアター等の製作・補修

◆活 動 日　毎月第3木曜日 または 第4火曜日
　　　　　　13時～16時

図書館イベントで活用したり、児童・福祉団体
へ貸出したりする、布の絵本やエプロンシアター
などを製作しています。

◆活動内容　小中学校など依頼先での
　　　　　　ブックトークの実演

◆定 例 会　毎月第3木曜日　10時～12時
　　　　　　ブックトークの実習など会員内での
　　　　　　意見交換、講師をお招きしての勉強会を
　　　　　　行っています。

ブックトークとは、あるテーマにそってさま
ざまなジャンルの本を順序よく紹介し、本の
楽しさを伝える手法です。「本のとびら」は、
令和2年度ブックトーク講座修了生により発
足した、新しいボランティア団体です。

まどかぴあ図書館 開館時間/10：00～18：00（日～木）　10:00～20：00（金）　10：00～19：00（土）
http：//www.madokapialibrary.jp/

お問い合わせ先 TEL 092-586-4010 / FAX 092-586-4011
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/
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新しいボランティアグループが誕生しました！

※このグループは経験者のみ募集中です
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まどかぴあ図書館 開館時間/10：00～18：00（日～木）　10:00～20：00（金）　10：00～19：00（土）
http：//www.madokapialibrary.jp/

お問い合わせ先 TEL 092-586-4010 / FAX 092-586-4011
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/
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新しいボランティアグループが誕生しました！

※このグループは経験者のみ募集中です



まどかぴあイベントスケジュール

つくし お隣さん情報

1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

1/29
（土）

ふれぶんシネマ倶楽部「オリエント急行殺人事件（1974年版）」
●施設利用料300円 ※要電話予約 ※3歳以上有料
●①10:00 ②14:00

表記金額は前売金額です。詳しくは各会館へお問い合わせください。12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。

劇団　go to　第８回公演「マメな男」
制作・演出：後藤香　出演：後藤香、服部康伸、福田菜々子
●一般1,800円ほか ※未就学児入場不可
●2/12 16:00　2/13 14:00

季節を彩るワンコインコンサートVol.1
愛の調べで奏でるバレンタインコンサート
出演：アイノオト[上村育代（ハープ） 森山仁美（フルート）]
●500円 ※未就学児入場不可　●14:00

第26回 くらしのうつりかわり展
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）

2/12
（土）
・

13（日）

2/5
（土）

1/29
（土）

1/5
（水）
〜
3/13
（日）

（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（クワチュール・ベー）　
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

22（土）

22（土）

22（土）～28（金）

23（日）

25（火）

29（土）

30（日）

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

太宰府市五条3丁目1番1号☎092（920）7070

おとなの楽校　4時間目
■問 管理課

福岡中央ウィンドシンフォニー
第14回定期演奏会
■問 草場 信之090-7445-2219
■会 大ホール　■時 開演14:00（開場13:00）

第26回まどかぴあ
読書感想画コンクール入賞作品展
■問 まどかぴあ図書館

エコクラフトで作る
自分だけの図書カード入れ
■問 まどかぴあ図書館

おひざでだっこ
布の絵本のおはなし会
■問 まどかぴあ図書館

わくわくおはなしまつり
■問 まどかぴあ図書館

新開孝　講演会「虫のしわざ探検」
■問 まどかぴあ図書館

大野城共生ネットワーク
設立20周年+1 記念講演会
■問 男女平等推進センターアスカーラ

託 児

託 児

8（土）

16（日）

17・31（月）

17・24・31、
2/7（月）

18（火）

18・25、2/1・8・
15・22（火）

21・28（金）

21・28、
2/4（金）

シネマランド「ワン チャンス」
■問 文化芸術振興担当

音のわコンサートVol.2
～青島広志が贈る名作オペラ～
■問 文化芸術振興担当

手まり作り
■問 生涯学習センター

スマホ入門
■問 生涯学習センター

久留米絣でバネポーチ作り
■問 生涯学習センター

エクセル実践・中級（夜）
■問 生涯学習センター

お休み前のストレッチ
■問 生涯学習センター

０から英語で遊ぼう（小5～中3）
■問 生涯学習センター

■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？

大野城まどかぴあでは、情報誌「アテナ」を毎月発行し、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様への送付、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。
ぜひこの機会に広告掲載をご検討ください。
■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。

※登録を希望される方は、所定の用紙に記入のうえ、持参または郵送してください。

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円

81,000円

144,000円

252,000円

50,000円

135,000円

240,000円

420,000円

筑紫野市文化会館

TAKETA室内オーケストラ九州
with 川畠成道　筑紫野特別演奏会
出演：川畠成道（ヴァイオリン）、TAKETA室内オーケストラ九州
主催・問合せ：（一社）九州シティフィルハーモニー協会
電話：092-710-5967
●一般3,500円ほか ※3歳以下入場不可 ●14:00

ミリカローデン那珂川

第3回 映画「ガチ星」上映&トークイベント 
講師：江口カン
●一般1,500円ほか　●13:00

ミリカ文化講演会シリーズ「みりかれっじ」

なかがわe-スタジオ　第11回定期公演
朗読劇　那珂川歴史物語「神功皇后と裂田溝」
●一般500円ほか ※未就学児入場不可　●13:30

1/30
（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

第4回 応援とチャレンジの連鎖がまちを変える
講師：木藤亮太
●一般1,200円ほか　●14:00

1/23
（日）

2/27
（日）

特定天井耐震化工事のお知らせ
5月23日（月）から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
2月3日（木）まで、小ホールのグランドピアノのオーバーホールを行っています。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

令和4年度 臨時職員登録募集開始！！

期間限定で事務補助などを行っていただく臨時職員を募集します。募集要項と登録用紙は1月6日（木）よりまどかぴ
あで配布します。また、まどかぴあホームページからもダウンロードすることができます。
まどかぴあホームページ
https://www.madokapia.or.jp/

【お問い合わせ・申込先】　公益財団法人大野城まどかぴあ　管理課　TEL 092-586-4006（平日9:00～17:00）

職員募集ページ または お知らせ（新着情報） へ
大野城まどかぴあ

2/13
（日）

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

1/23
（日）

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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託 児

託 児

託 児



まどかぴあイベントスケジュール

つくし お隣さん情報

1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

1/29
（土）

ふれぶんシネマ倶楽部「オリエント急行殺人事件（1974年版）」
●施設利用料300円 ※要電話予約 ※3歳以上有料
●①10:00 ②14:00

表記金額は前売金額です。詳しくは各会館へお問い合わせください。12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。

劇団　go to　第８回公演「マメな男」
制作・演出：後藤香　出演：後藤香、服部康伸、福田菜々子
●一般1,800円ほか ※未就学児入場不可
●2/12 16:00　2/13 14:00

季節を彩るワンコインコンサートVol.1
愛の調べで奏でるバレンタインコンサート
出演：アイノオト[上村育代（ハープ） 森山仁美（フルート）]
●500円 ※未就学児入場不可　●14:00

第26回 くらしのうつりかわり展
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）

2/12
（土）
・

13（日）

2/5
（土）

1/29
（土）

1/5
（水）
〜
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（日）

（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（クワチュール・ベー）　
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

22（土）

22（土）

22（土）～28（金）

23（日）

25（火）

29（土）

30（日）

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

太宰府市五条3丁目1番1号☎092（920）7070

おとなの楽校　4時間目
■問 管理課

福岡中央ウィンドシンフォニー
第14回定期演奏会
■問 草場 信之090-7445-2219
■会 大ホール　■時 開演14:00（開場13:00）

第26回まどかぴあ
読書感想画コンクール入賞作品展
■問 まどかぴあ図書館

エコクラフトで作る
自分だけの図書カード入れ
■問 まどかぴあ図書館

おひざでだっこ
布の絵本のおはなし会
■問 まどかぴあ図書館

わくわくおはなしまつり
■問 まどかぴあ図書館

新開孝　講演会「虫のしわざ探検」
■問 まどかぴあ図書館

大野城共生ネットワーク
設立20周年+1 記念講演会
■問 男女平等推進センターアスカーラ

託 児

託 児
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16（日）

17・31（月）

17・24・31、
2/7（月）

18（火）

18・25、2/1・8・
15・22（火）

21・28（金）

21・28、
2/4（金）

シネマランド「ワン チャンス」
■問 文化芸術振興担当

音のわコンサートVol.2
～青島広志が贈る名作オペラ～
■問 文化芸術振興担当

手まり作り
■問 生涯学習センター

スマホ入門
■問 生涯学習センター

久留米絣でバネポーチ作り
■問 生涯学習センター

エクセル実践・中級（夜）
■問 生涯学習センター

お休み前のストレッチ
■問 生涯学習センター

０から英語で遊ぼう（小5～中3）
■問 生涯学習センター

■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
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　　　　　　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？

大野城まどかぴあでは、情報誌「アテナ」を毎月発行し、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様への送付、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。
ぜひこの機会に広告掲載をご検討ください。
■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。

※登録を希望される方は、所定の用紙に記入のうえ、持参または郵送してください。

掲載期間・サイズ Ａサイズ（縦50ｍｍ×横90ｍｍ） Ｂサイズ（縦50ｍm×横185ｍm）
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30,000円

81,000円

144,000円

252,000円

50,000円
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240,000円

420,000円

筑紫野市文化会館

TAKETA室内オーケストラ九州
with 川畠成道　筑紫野特別演奏会
出演：川畠成道（ヴァイオリン）、TAKETA室内オーケストラ九州
主催・問合せ：（一社）九州シティフィルハーモニー協会
電話：092-710-5967
●一般3,500円ほか ※3歳以下入場不可 ●14:00

ミリカローデン那珂川

第3回 映画「ガチ星」上映&トークイベント 
講師：江口カン
●一般1,500円ほか　●13:00

ミリカ文化講演会シリーズ「みりかれっじ」

なかがわe-スタジオ　第11回定期公演
朗読劇　那珂川歴史物語「神功皇后と裂田溝」
●一般500円ほか ※未就学児入場不可　●13:30

1/30
（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

第4回 応援とチャレンジの連鎖がまちを変える
講師：木藤亮太
●一般1,200円ほか　●14:00

1/23
（日）

2/27
（日）

特定天井耐震化工事のお知らせ
5月23日（月）から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
2月3日（木）まで、小ホールのグランドピアノのオーバーホールを行っています。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

令和4年度 臨時職員登録募集開始！！

期間限定で事務補助などを行っていただく臨時職員を募集します。募集要項と登録用紙は1月6日（木）よりまどかぴ
あで配布します。また、まどかぴあホームページからもダウンロードすることができます。
まどかぴあホームページ
https://www.madokapia.or.jp/

【お問い合わせ・申込先】　公益財団法人大野城まどかぴあ　管理課　TEL 092-586-4006（平日9:00～17:00）

職員募集ページ または お知らせ（新着情報） へ
大野城まどかぴあ
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（日）

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

1/23
（日）
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information
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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
https://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
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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

年末年始：令和3年12月28日（火）～1月4日（火）、1月5日（水）、19日（水）
まどかぴあ休館日のお知らせ

P2

7（金）

P2新開孝　講演会「虫のしわざ探検」　受付開始6（木） 11（火） P2エコクラフトで作る自分だけの図書カード入れ
受付開始

12（水）
P2

P6

14（金） P3財津和夫 トークと歌の贈り物
一般発売文芸

おひざでだっこ　布の絵本のおはなし会
受付開始

P3財津和夫 トークと歌の贈り物
グランド会員発売 ※WEB会員は1/13（木）～文芸

わくわくおはなしまつり　受付開始

短期講座　受付開始生涯

図書

図書

図書

図書
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