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大野城まどかぴあ情報誌　
アテナ 2022
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 Vol.309

※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2月4日現在の情報です(その後の変更につきましては、ご容赦ください) 
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オーケストラで召し上がれ！

九州交響楽団 名曲コレクション
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九州交響楽団 名曲コレクション
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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。

22 2022年3月号 2022年3月号 3

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。

■時　　間　14:00開演（13:30開場） / 15:25終演予定　■会　　場　大ホール(1階)全席自由
■定　　員　120名（要申込 / 先着順）　　　　　　　　　　　■対　　象　知的・発達障がい児（者）、支援者
■料　　金　一人500円（当日払い / 13:00受付開始）※4歳以上有料　※友の会先行発売・割引は対象外
■申込方法　チラシ裏面の申込用紙に必要事項を記入のうえ、下記のいずれかで申込み。
　　　　　　①まどかぴあ総合案内窓口、②メール（madokapia_event＠bb.csf.ne.jp）、
　　　　　　③郵送（12ページに記載住所、「劇場って楽しい!!」係宛）、④FAX（092-586-4021）
■申込締切　3月31日（木）必着　※定員に達し次第、受付終了
●上映作品　「パンダコパンダ」（1972年/35分）原案・脚本・画面設定：宮崎 駿　演出：高畑 勲
　　　　　　「カラフル忍者いろまき」（2016年/31分）監督・脚本：小林 賢太郎

手話通訳

●鑑賞サポート
　自由席、車椅子席、音量（小さめ）、場内の明るさ（明）、イヤーマフの貸出（先着5台）、
　手話通訳※映画本編を除く、字幕、看護師
共催：大野城市、大野城市教育委員会、大野城市社会福祉協議会
後援：福岡県、福岡県発達障がい者（児）支援センターLife、FACT（福岡県障がい者芸術文化活動支援センター）

©TMS

知的・発達障がい児（者）に向けての劇場体験プログラム！
大阪にある国際障害者交流センタービッグ・アイ発「劇場って楽しい!!」を開催！音の大きさや照明の明暗、鑑賞
者としてのルールやマナーの解説の後、日本語字幕付き映画２作品を上映します。安心してご来場いただける鑑賞
サポートも付いています。まどかぴあで、はじめの一歩を踏み出しませんか。

劇場って楽しい！！2022 
in 大野城まどかぴあ　

4／17
日 MOVIE

©小林賢太郎/シグナル・エムディ/
トゥインクル・コーポレーション

ベートーヴェン／交響曲第5番 ハ短調「運命」より 第1楽章
モーツァルト／「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」 より 第1楽章
スメタナ／交響詩「わが祖国」より ヴルタヴァ（モルダウ）
ビゼー／「カルメン」組曲 第1番・第2番
※曲目は変更となる場合があります。予めご了承ください。

プログラム

展　示
両日(19日・20日）
はじめてのフラワーアレンジメント、華道（新池坊・フラワーアレンジメ
ント）、大人のためのフラワーアレンジメント、水彩画、洋画入門、やっ
てみよう！絵画、基本デッサン、はがきの絵と字、写真（実践）、写真（技
術）、大人の絵画教室、やきもの、ステンドグラス、表装、純銀粘土アク
セサリー、カルトナージュ、やさしいソープカービング、こだわりの手
彫り、パッチワーク、ビーズとフリーメタリコのアクセサリー、くらしの
書、親しむ書道、アート書道、写経、文字のお稽古、ペン実用書道、子ど
も美術教室、子どもお習字

ステージ
20日（日）13:30～15:00(終演予定）
始めてみよう英会話、楽しくやさしい健康フラ、みんなで歌いましょ
う！！、楽しいフルート、ギターを楽しもう！、ストレッチ＆ボイストレーニ
ング、子どものクラシックバレエ、ジュニアバレエ　

体　験
19日（土）気づきの体操～抗重力筋から歪みを整える～
20日（日）骨盤ゆがみ調整ヨガ　　　
無料　要事前申込　詳細はP7参照　※動きやすい服装でお越しください。
両日(19日・20日）　10:00～　※材料がなくなり次第終了
大人のためのフラワーアレンジメント「アレンジメント」 材料費:800円
ステンドグラス「サンキャッチャー」 材料費:500円～
やさしいソープカービング「花カゴ、ケーキ」 材料費:500円～
ビーズとフリーメタリコのアクセサリー「ビーズリング」 材料費:500円～

EVENT

■会　場　まどかぴあ1階・2階　■時　間　両日　10:00～16:00　※詳細はパンフレットまたはホームページをご覧ください。

アレンジメント サンキャッチャー 花カゴ ケーキ ビーズリング

誰もが一度は耳にしたことのある名曲を楽しいトークとともにお届けします。楽曲の一部を分解して演奏したり、
楽器や聴きどころの解説を交えたりなど、初めて鑑賞する方にも分かりやすくオーケストラの魅力を紹介します。
オーケストラにおける “シェフ” である指揮者・辻博之と、九州が誇るプロのオーケストラ・九州交響楽団が紡ぎ
出す極上の音色をお楽しみください。

5／1
日 MUSIC

車イスWEB

先行
グランド

先・特

辻 博之（指揮）
東京藝術大学音楽学
部声楽科卒業。在学中
より、著名指揮者のも
と新作を含む多くのオ
ペラプロダクションに
て、副指揮者、合唱指
揮者をつとめ、国内の
様々な劇場にて研鑽を
積んだ。2013年に大
田区民オペラを指揮し

てオペラデビューし、その後も新作日本オペラ
から古典まで幅広いレパートリーを広げている。
合唱指揮者としても国内様々な演奏会に出演。
慶應ワグネル・ソサイエティ男声合唱団等、著名
合唱団や、東西4大学男声合唱連盟合同合唱等
の客演の他、関東を中心とする10団体の指揮
者、客演指揮者、音楽監督をつとめている。
2017年にはオーケストラ・アンサンブル金沢定
期公演を指揮。11月にはソウルへのデビュー等、
活動の世界を広げている。 現在、愛知県立芸術
大学にて後進の指導にあたっている。共催：一般財団法人福岡県退職教職員協会　後援:FM FUKUOKA

■出　演　指揮：辻 博之　演奏：九州交響楽団　
■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3,500円（グランド会員3,000円）、高校生以下2,500円
　　　　　　※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：84490）
　●チケットぴあ（Pコード：210-674）

作品展示の他に、販売や体験・抽選会もある楽しいイベントです。ぜひご来場ください。

発 売 中

3／5
土

車イスWEB

先行
グランド

先・特

車イスWEB

先行
グランド

先・特

■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

PLAY

　　　　　　　  　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　夜の部「曽根崎心中」生玉社前の段・天満屋の段・天神森の段
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

大野城まどかぴあPresents
財津和夫 トークと歌の贈り物

3／13
日

日本を代表する伝統芸能の人形劇を昼の部・夜の部の二部、上演します。電光字幕・解説付きで初めて鑑賞の方も
安心してお楽しみいただけます。

■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：84206）　●チケットぴあ（Pコード：509-333）

発 売 中

■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

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

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：81412）

EVENT

熊谷桜の段 ©青木 信二

オーケストラで召し上がれ！

九州交響楽団 名曲コレクション

生涯学習センター定期講座発表会3／19・20
　 土 日

19日（土）
茶道（大日本茶道学会） 茶席券:200円
茶道（裏千家） 茶席券:300円
両日(19日・20日）
大人のためのフラワーアレンジメント、ステンドグラス、純銀粘土アクセサ
リー、カルトナージュ、やさしいソープカービング、パッチワーク、ビーズとフ
リーメタリコのアクセサリー

販　売 ※なくなり次第終了



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。

22 2022年3月号 2022年3月号 3

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。

■時　　間　14:00開演（13:30開場） / 15:25終演予定　■会　　場　大ホール(1階)全席自由
■定　　員　120名（要申込 / 先着順）　　　　　　　　　　　■対　　象　知的・発達障がい児（者）、支援者
■料　　金　一人500円（当日払い / 13:00受付開始）※4歳以上有料　※友の会先行発売・割引は対象外
■申込方法　チラシ裏面の申込用紙に必要事項を記入のうえ、下記のいずれかで申込み。
　　　　　　①まどかぴあ総合案内窓口、②メール（madokapia_event＠bb.csf.ne.jp）、
　　　　　　③郵送（12ページに記載住所、「劇場って楽しい!!」係宛）、④FAX（092-586-4021）
■申込締切　3月31日（木）必着　※定員に達し次第、受付終了
●上映作品　「パンダコパンダ」（1972年/35分）原案・脚本・画面設定：宮崎 駿　演出：高畑 勲
　　　　　　「カラフル忍者いろまき」（2016年/31分）監督・脚本：小林 賢太郎

手話通訳

●鑑賞サポート
　自由席、車椅子席、音量（小さめ）、場内の明るさ（明）、イヤーマフの貸出（先着5台）、
　手話通訳※映画本編を除く、字幕、看護師
共催：大野城市、大野城市教育委員会、大野城市社会福祉協議会
後援：福岡県、福岡県発達障がい者（児）支援センターLife、FACT（福岡県障がい者芸術文化活動支援センター）

©TMS

知的・発達障がい児（者）に向けての劇場体験プログラム！
大阪にある国際障害者交流センタービッグ・アイ発「劇場って楽しい!!」を開催！音の大きさや照明の明暗、鑑賞
者としてのルールやマナーの解説の後、日本語字幕付き映画２作品を上映します。安心してご来場いただける鑑賞
サポートも付いています。まどかぴあで、はじめの一歩を踏み出しませんか。

劇場って楽しい！！2022 
in 大野城まどかぴあ　

4／17
日 MOVIE

©小林賢太郎/シグナル・エムディ/
トゥインクル・コーポレーション

ベートーヴェン／交響曲第5番 ハ短調「運命」より 第1楽章
モーツァルト／「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」 より 第1楽章
スメタナ／交響詩「わが祖国」より ヴルタヴァ（モルダウ）
ビゼー／「カルメン」組曲 第1番・第2番
※曲目は変更となる場合があります。予めご了承ください。

プログラム

展　示
両日(19日・20日）
はじめてのフラワーアレンジメント、華道（新池坊・フラワーアレンジメ
ント）、大人のためのフラワーアレンジメント、水彩画、洋画入門、やっ
てみよう！絵画、基本デッサン、はがきの絵と字、写真（実践）、写真（技
術）、大人の絵画教室、やきもの、ステンドグラス、表装、純銀粘土アク
セサリー、カルトナージュ、やさしいソープカービング、こだわりの手
彫り、パッチワーク、ビーズとフリーメタリコのアクセサリー、くらしの
書、親しむ書道、アート書道、写経、文字のお稽古、ペン実用書道、子ど
も美術教室、子どもお習字

ステージ
20日（日）13:30～15:00(終演予定）
始めてみよう英会話、楽しくやさしい健康フラ、みんなで歌いましょ
う！！、楽しいフルート、ギターを楽しもう！、ストレッチ＆ボイストレーニ
ング、子どものクラシックバレエ、ジュニアバレエ　

体　験
19日（土）気づきの体操～抗重力筋から歪みを整える～
20日（日）骨盤ゆがみ調整ヨガ　　　
無料　要事前申込　詳細はP7参照　※動きやすい服装でお越しください。
両日(19日・20日）　10:00～　※材料がなくなり次第終了
大人のためのフラワーアレンジメント「アレンジメント」 材料費:800円
ステンドグラス「サンキャッチャー」 材料費:500円～
やさしいソープカービング「花カゴ、ケーキ」 材料費:500円～
ビーズとフリーメタリコのアクセサリー「ビーズリング」 材料費:500円～

EVENT

■会　場　まどかぴあ1階・2階　■時　間　両日　10:00～16:00　※詳細はパンフレットまたはホームページをご覧ください。

アレンジメント サンキャッチャー 花カゴ ケーキ ビーズリング

誰もが一度は耳にしたことのある名曲を楽しいトークとともにお届けします。楽曲の一部を分解して演奏したり、
楽器や聴きどころの解説を交えたりなど、初めて鑑賞する方にも分かりやすくオーケストラの魅力を紹介します。
オーケストラにおける “シェフ” である指揮者・辻博之と、九州が誇るプロのオーケストラ・九州交響楽団が紡ぎ
出す極上の音色をお楽しみください。

5／1
日 MUSIC

車イスWEB

先行
グランド

先・特

辻 博之（指揮）
東京藝術大学音楽学
部声楽科卒業。在学中
より、著名指揮者のも
と新作を含む多くのオ
ペラプロダクションに
て、副指揮者、合唱指
揮者をつとめ、国内の
様々な劇場にて研鑽を
積んだ。2013年に大
田区民オペラを指揮し

てオペラデビューし、その後も新作日本オペラ
から古典まで幅広いレパートリーを広げている。
合唱指揮者としても国内様々な演奏会に出演。
慶應ワグネル・ソサイエティ男声合唱団等、著名
合唱団や、東西4大学男声合唱連盟合同合唱等
の客演の他、関東を中心とする10団体の指揮
者、客演指揮者、音楽監督をつとめている。
2017年にはオーケストラ・アンサンブル金沢定
期公演を指揮。11月にはソウルへのデビュー等、
活動の世界を広げている。 現在、愛知県立芸術
大学にて後進の指導にあたっている。共催：一般財団法人福岡県退職教職員協会　後援:FM FUKUOKA

■出　演　指揮：辻 博之　演奏：九州交響楽団　
■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3,500円（グランド会員3,000円）、高校生以下2,500円
　　　　　　※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：84490）
　●チケットぴあ（Pコード：210-674）

作品展示の他に、販売や体験・抽選会もある楽しいイベントです。ぜひご来場ください。

発 売 中

3／5
土

車イスWEB

先行
グランド

先・特

車イスWEB

先行
グランド

先・特

■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

PLAY

　　　　　　　  　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　夜の部「曽根崎心中」生玉社前の段・天満屋の段・天神森の段
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

大野城まどかぴあPresents
財津和夫 トークと歌の贈り物

3／13
日

日本を代表する伝統芸能の人形劇を昼の部・夜の部の二部、上演します。電光字幕・解説付きで初めて鑑賞の方も
安心してお楽しみいただけます。

■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：84206）　●チケットぴあ（Pコード：509-333）

発 売 中

■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

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

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：81412）

EVENT

熊谷桜の段 ©青木 信二

オーケストラで召し上がれ！

九州交響楽団 名曲コレクション

生涯学習センター定期講座発表会3／19・20
　 土 日

19日（土）
茶道（大日本茶道学会） 茶席券:200円
茶道（裏千家） 茶席券:300円
両日(19日・20日）
大人のためのフラワーアレンジメント、ステンドグラス、純銀粘土アクセサ
リー、カルトナージュ、やさしいソープカービング、パッチワーク、ビーズとフ
リーメタリコのアクセサリー

販　売 ※なくなり次第終了
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お問い合わせ先 TEL 092-586-4040 / FAX 092-586-4021

チケット購入方法は12ページをご覧ください。
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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）   
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車イスWEB

先行
グランド

先・特PLAY

■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

①10:00～11:53（日本語字幕版）
②15:00～16:53（日本語字幕版）
※作品の都合により日本語吹替版はありません

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

4／10日

チケット販売日 4/3日～※4/6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

今年度のテーマは「コラボレーション」！
ジャンル・楽器・伝統・ひと・国など様々なコラボレーションでお届けするプログラムで、音楽の新たな可能性を
追求していきます。ぜひご体感ください。

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

オードリー・ヘプバーンを主演に描くコミカルなミステリー。友人と旅行
中に離婚を決意したレジーナだったが、帰宅すると夫は死んでいた。さら
に夫は軍資金を横領し、仲間をだましていたことが発覚。葬儀会場に現れ
た見知らぬ三人の男から脅迫を受けるレジーナが助けを求めた人は…。
監督：スタンリー・ドーネン（『雨に唄えば』）
出演：オードリー・ヘプバーン、ケイリー・グラント、ウォルター・マッソー 他

「シャレード」 1963年/アメリカ/113分

共催：大野城市　後援：大野城市教育委員会、大野城市文化連盟、大野城市美術協会、公益社団法人福岡県美術協会

■開催日程　※詳細は、応募要項またはホームページをご覧ください
　出品申込：5月12日（木）～25日（水）※出品料支払いは23日（月）まで
　作品搬入：5月29日（日）、30日（月）10:00～17:00
　作品審査：6月  4日（土）※一般公開はしません
　結果発表：6月  9日（木）10:00公開
　表 彰 式：6月26日（日）14:00
　展 覧 会：6月26日（日）～7月10日（日）
　　　　　 10:00～17:00（最終日は15:00まで）

■賞（賞金）
　池田満寿夫大賞 1点（30万円）
　大野城市長賞 1点（15万円）
　まどかぴあ未来賞 1点（10万円）※30歳以下の出品者対象
　審査員特別賞 1～2点（3万円）

■審査員
　池田 良二（武蔵野美術大学名誉教授）
　古本 元治（美術家）
　佐藤 陽子（大野城まどかぴあ名誉館長）

第13回大野城まどかぴあ
版画ビエンナーレ ART

世界的アーティストであり、まどかぴあ初代館長である池田満寿夫の功績を広く伝えるとともに、版画芸術の振興
を図ることを目的に、幅広く優れた作家を見出すための公募展を開催します。

5／15
日 月夜のファウスト

公園の小さな池のほとりの四阿で生まれた小さな演劇。中世に実在した錬金術師“ファウスト博士”の物語と俳優や
演出家として活躍する串田和美の幼少期の記憶などがない交ぜになった私演劇的独り芝居をお楽しみください。

ティータイムコンサート
Vol.299

■開 催 日(予定）　①  4月14日（木）　②  7月26日（火）
　　　　　　　　   ③10月12日（水）　④12月初旬
■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。
※今後の状況等によっては、出演者や当日の運営方法等に変更が
   生じる場合がございます。
　最新情報は、まどかぴあホームページ等でご確認ください。

　

4／14
木

©2015「愛を積むひと」製作委員会

※各回30分前開場

①10:00～12:05（日本語字幕付）
②15:00～17:05

3／12土

チケット販売日 3/5土～

東京の下町で営んでいた工場をたたみ、第二の人生を北海道で過ごすために移住し
た篤史と良子の夫婦。家の改装やガーデニングを楽しむ良子に対し、仕事一筋だっ
た篤史は暇を持て余しており、見かねた良子から家を囲む石塀作りを頼まれる。と
ころが良子は持病が悪化し他界。心を閉ざした篤史だったが、亡き妻から届く手紙
に導かれ、周囲の人々との交流や疎遠だった娘との再会で前を向くようになる。
監督：朝原 雄三（『釣りバカ日誌』）
出演：佐藤 浩市、樋口 可南子、北川 景子、野村 周平 他

「愛を積むひと」 2015年/日本/125分 

ぐるぐるシネマ企画
「懐かしい名作映画」

まどかぴあのボランティア、サポーターバンク「ぐるぐる」メンバーが選んだ候補
作品から、1月シネマランド来場者等による投票で上映作品を決定しました。

令和4年度
ティータイムコンサート開催スケジュール

■時　　間　14:00開演 / 13:15開場　
■会　　場　小ホール(2階)全席自由
                       ※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2,200円)、高校生以下1,000円
■チケット発売日 ※各日とも10:00～
　グランド会員　3月  4日（金）
　W E B 会 員　3月10日（木）
　一　　　　般　3月11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：82911）
　●チケットぴあ（Pコード：511-028）

第11回　池田満寿夫大賞受賞
田沼 利規　≪地・衣・体≫

音楽・語り芝居・書道による
コラボパフォーマンスをお届けします！
■出　　演　和田 名保子（オカリナ・ケーナ）、
   　　　　　岩城 朋子（声色俳優）、悠杏（書家）

全国公募全国公募

あずまや
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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。

車イスWEB

先行
グランド

先・特PLAY

■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

①10:00～11:53（日本語字幕版）
②15:00～16:53（日本語字幕版）
※作品の都合により日本語吹替版はありません

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

4／10日

チケット販売日 4/3日～※4/6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

今年度のテーマは「コラボレーション」！
ジャンル・楽器・伝統・ひと・国など様々なコラボレーションでお届けするプログラムで、音楽の新たな可能性を
追求していきます。ぜひご体感ください。

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

オードリー・ヘプバーンを主演に描くコミカルなミステリー。友人と旅行
中に離婚を決意したレジーナだったが、帰宅すると夫は死んでいた。さら
に夫は軍資金を横領し、仲間をだましていたことが発覚。葬儀会場に現れ
た見知らぬ三人の男から脅迫を受けるレジーナが助けを求めた人は…。
監督：スタンリー・ドーネン（『雨に唄えば』）
出演：オードリー・ヘプバーン、ケイリー・グラント、ウォルター・マッソー 他

「シャレード」 1963年/アメリカ/113分

共催：大野城市　後援：大野城市教育委員会、大野城市文化連盟、大野城市美術協会、公益社団法人福岡県美術協会

■開催日程　※詳細は、応募要項またはホームページをご覧ください
　出品申込：5月12日（木）～25日（水）※出品料支払いは23日（月）まで
　作品搬入：5月29日（日）、30日（月）10:00～17:00
　作品審査：6月  4日（土）※一般公開はしません
　結果発表：6月  9日（木）10:00公開
　表 彰 式：6月26日（日）14:00
　展 覧 会：6月26日（日）～7月10日（日）
　　　　　 10:00～17:00（最終日は15:00まで）

■賞（賞金）
　池田満寿夫大賞 1点（30万円）
　大野城市長賞 1点（15万円）
　まどかぴあ未来賞 1点（10万円）※30歳以下の出品者対象
　審査員特別賞 1～2点（3万円）

■審査員
　池田 良二（武蔵野美術大学名誉教授）
　古本 元治（美術家）
　佐藤 陽子（大野城まどかぴあ名誉館長）

第13回大野城まどかぴあ
版画ビエンナーレ ART

世界的アーティストであり、まどかぴあ初代館長である池田満寿夫の功績を広く伝えるとともに、版画芸術の振興
を図ることを目的に、幅広く優れた作家を見出すための公募展を開催します。

5／15
日 月夜のファウスト

公園の小さな池のほとりの四阿で生まれた小さな演劇。中世に実在した錬金術師“ファウスト博士”の物語と俳優や
演出家として活躍する串田和美の幼少期の記憶などがない交ぜになった私演劇的独り芝居をお楽しみください。

ティータイムコンサート
Vol.299

■開 催 日(予定）　①  4月14日（木）　②  7月26日（火）
　　　　　　　　   ③10月12日（水）　④12月初旬
■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。
※今後の状況等によっては、出演者や当日の運営方法等に変更が
   生じる場合がございます。
　最新情報は、まどかぴあホームページ等でご確認ください。

　

4／14
木

©2015「愛を積むひと」製作委員会

※各回30分前開場

①10:00～12:05（日本語字幕付）
②15:00～17:05

3／12土

チケット販売日 3/5土～

東京の下町で営んでいた工場をたたみ、第二の人生を北海道で過ごすために移住し
た篤史と良子の夫婦。家の改装やガーデニングを楽しむ良子に対し、仕事一筋だっ
た篤史は暇を持て余しており、見かねた良子から家を囲む石塀作りを頼まれる。と
ころが良子は持病が悪化し他界。心を閉ざした篤史だったが、亡き妻から届く手紙
に導かれ、周囲の人々との交流や疎遠だった娘との再会で前を向くようになる。
監督：朝原 雄三（『釣りバカ日誌』）
出演：佐藤 浩市、樋口 可南子、北川 景子、野村 周平 他

「愛を積むひと」 2015年/日本/125分 

ぐるぐるシネマ企画
「懐かしい名作映画」

まどかぴあのボランティア、サポーターバンク「ぐるぐる」メンバーが選んだ候補
作品から、1月シネマランド来場者等による投票で上映作品を決定しました。

令和4年度
ティータイムコンサート開催スケジュール

■時　　間　14:00開演 / 13:15開場　
■会　　場　小ホール(2階)全席自由
                       ※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2,200円)、高校生以下1,000円
■チケット発売日 ※各日とも10:00～
　グランド会員　3月  4日（金）
　W E B 会 員　3月10日（木）
　一　　　　般　3月11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：82911）
　●チケットぴあ（Pコード：511-028）

第11回　池田満寿夫大賞受賞
田沼 利規　≪地・衣・体≫

音楽・語り芝居・書道による
コラボパフォーマンスをお届けします！
■出　　演　和田 名保子（オカリナ・ケーナ）、
   　　　　　岩城 朋子（声色俳優）、悠杏（書家）

全国公募全国公募

あずまや



生涯学習センター

2022年3月号 76 2022年3月号

■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+Manaolana（ハワイアン）、Nutty(エレキ・インストゥルメンタル)、てみてる（ハープ＆ギター）、
　　　　　　クラシックアコーディオンラボ（アコーディオン）、レグラン・ジャズ・バンド（ジャズ）
■時　　間　13:00開演 / 12:30開場　■会　　場　多目的ホール(1階)全席自由
■料　　金　一般1,000円(グランド会員800円) ※未就学児入場不可

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

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。

短期講座 3月9日（水） 9:00 受付開始

無料体験講座 3月9日（水） 9:00より上記と同様に受付開始！　※いずれも動きやすい服装でお越しください。

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）

託 児

MUSIC
車イスWEB

先行
グランド

先・特
音楽で生きる力を！
まどかぴあミュージックフェア

共催事業

4／24日

■チケット発売 ※各日とも10:00～
　グランド会員　3月  3日（木）
　W E B 会 員　3月  9日（水）
　一　　　　般　3月10日（木）

■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
　●カフェ＆ギャラリー Les Grands(レグラン)

主催：音楽で生きる力を ！ プロジェクト

■会員期間　4月1日～令和5年3月31日
　　　　　　　※途中入会の場合は会費納入日～令和5年3月31日
■特　　典　・会員特別料金
　　　　　　・チケット先行発売
　　　　　　・会員優待イベント
　　　　　　・公演情報の送付
　　　　　　・購入実績に応じた特典
　　　　　　・喫茶割引（まどかぴあ2階「TOKIO」）
　　　　　　・メールマガジン配信（メールアドレス登録者のみ）

■会　　費　1,500円 ※年度ごとの会費です
■入会方法　3月1日(火)10：00～
　　　　　　まどかぴあ総合案内窓口、
　　　　　　まどかぴあWEBサービス、
　　　　　　または郵送にて受付開始

2022年度
大野城まどかぴあ友の会 グランド会員募集！
まどかぴあ主催事業のチケット先行発売や特別料金などお得な特典満載！この機会にぜひご入会ください。

WEB会員(会費無料)も随時募集中！
■特典　チケット先行発売（グランド会員発売後）
　　　　メールマガジンの配信

■活動期間　4月1日～令和5年3月31日
■応募資格　18歳以上（高校生不可）※居住地・経験は問いません
■応募方法　チラシの申込用紙に必要事項を記入のうえ、下記のいずれかで申込み。
　　　　　　①メール（madokapia_grgr＠bb.csf.ne.jp）　
　　　　　　②郵送（P12記載住所「ぐるぐる」係）
　　　　　　③FAX（092-586-4021）
■募集締切　3月22日（火）必着
　　　　　　詳細は、館内およびホームページにて配布のチラシをご確認ください。

2022年度
サポーターバンク「ぐるぐる」 メンバー募集！
まどかぴあで文化芸術に関する公演やイベントのサポートをするボランティアスタッフを募集します。
演劇や音楽、映画がお好きな方、新しいことにチャレンジしてみたい方など、ご応募をお待ちしています！

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。

骨盤のゆがみからくる頭痛、
腰痛、肩こりなどの不調を整
えて、軽やかで快適なからだ
づくりをしませんか。年齢・
性別関係なく、どなたでもご
参加お待ちしています。

【日　程】4月14・21日(木)(全2回)
【時　間】10:00～12:00　
【定　員】12名
【受講料】2,400円　　　
【材料費】700円
【講　師】今林 葉子

かぎ編みで作るブローチ
かぎ編みの色々な手法
を使って、普段使いも
できるお花のブローチ
を2個作ります。自由
な発想で一緒にものづ
くりを楽しみましょう。

託 児

※イメージ

【日　程】4月15日(金)
【時　間】10:00～12:30　
【定　員】12名
【受講料】1,200円　　　
【材料費】2,800円
【講　師】日髙 理恵(La Che RIBBON認定講師)

お部屋を彩るリボンリース作り
アーティシャルフラワ
ーと幸運のモチーフと
言われるリボンを使っ
てリースを作ります。
ハンドメイド初心者の
方でも大丈夫！自分で
製作したリースでお部
屋を飾ってみませんか？

託 児

※作品見本

※2021年度活動説明会の様子

【日　程】4月19・26日、5月10・17・24・31日(火)(全6回)
【時　間】10:00～12:00　※自習時間9：00～(2回目から)
【定　員】16名　【受講料】9,600円　【教材費】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
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。
※自習時間の託児のご利用は9:30～です。

託 児

【日　程】4月15日（金）
【時　間】10:00～11:30　【定　員】15組　
【受講料】1,200円／組　　【材料費】200円／組
【対　象】2～9ヵ月の赤ちゃん1名と保護者1名
【講　師】大塚 かずみ（スマイルベビー協会 begibaby代表）

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

託 児

※イメージ

【日　程】4月22日(金)
【時　間】10:00～11:30　【定　員】16名
【受講料】1,100円　　　　【材料費】800円
【講　師】今村 由美 (日本茶インストラクター)

【日　程】3月20日（日）　【時　間】10：00～11：00
【定　員】16名　【講　師】平山 久美子(ヨガインストラクター)

日本茶の美味しいいれ方

骨盤ゆがみ調整ヨガ

初夏のお茶時間「新茶」をご紹
介します。旬の香り、さわやか
な味わいを楽しむお茶時間を過
ごしましょう。日本茶の種類、
保存方法、急須の手入れ方法、
おいしいいれ方など日本茶の基
本について気楽に学びませんか。

託 児

※イメージ

※イメージ

気づきの体操
～抗重力筋から歪みを整える～ 託 児

アンバランスになった関節を、
リズミカルに動かすことで、
3つの軸を均等に整えていき
ます。やさしい動きで身体全
体を整える、頑張らない筋ト
レです。

【日　程】3月19日（土）　【時　間】11：00～12：00
【定　員】16名　【講　師】田中 清美(TAO研究会トレーナー)

※イメージ
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■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+Manaolana（ハワイアン）、Nutty(エレキ・インストゥルメンタル)、てみてる（ハープ＆ギター）、
　　　　　　クラシックアコーディオンラボ（アコーディオン）、レグラン・ジャズ・バンド（ジャズ）
■時　　間　13:00開演 / 12:30開場　■会　　場　多目的ホール(1階)全席自由
■料　　金　一般1,000円(グランド会員800円) ※未就学児入場不可

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

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。

短期講座 3月9日（水） 9:00 受付開始

無料体験講座 3月9日（水） 9:00より上記と同様に受付開始！　※いずれも動きやすい服装でお越しください。

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）

託 児

MUSIC
車イスWEB

先行
グランド

先・特
音楽で生きる力を！
まどかぴあミュージックフェア

共催事業

4／24日

■チケット発売 ※各日とも10:00～
　グランド会員　3月  3日（木）
　W E B 会 員　3月  9日（水）
　一　　　　般　3月10日（木）

■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
　●カフェ＆ギャラリー Les Grands(レグラン)

主催：音楽で生きる力を ！ プロジェクト

■会員期間　4月1日～令和5年3月31日
　　　　　　　※途中入会の場合は会費納入日～令和5年3月31日
■特　　典　・会員特別料金
　　　　　　・チケット先行発売
　　　　　　・会員優待イベント
　　　　　　・公演情報の送付
　　　　　　・購入実績に応じた特典
　　　　　　・喫茶割引（まどかぴあ2階「TOKIO」）
　　　　　　・メールマガジン配信（メールアドレス登録者のみ）

■会　　費　1,500円 ※年度ごとの会費です
■入会方法　3月1日(火)10：00～
　　　　　　まどかぴあ総合案内窓口、
　　　　　　まどかぴあWEBサービス、
　　　　　　または郵送にて受付開始

2022年度
大野城まどかぴあ友の会 グランド会員募集！
まどかぴあ主催事業のチケット先行発売や特別料金などお得な特典満載！この機会にぜひご入会ください。

WEB会員(会費無料)も随時募集中！
■特典　チケット先行発売（グランド会員発売後）
　　　　メールマガジンの配信

■活動期間　4月1日～令和5年3月31日
■応募資格　18歳以上（高校生不可）※居住地・経験は問いません
■応募方法　チラシの申込用紙に必要事項を記入のうえ、下記のいずれかで申込み。
　　　　　　①メール（madokapia_grgr＠bb.csf.ne.jp）　
　　　　　　②郵送（P12記載住所「ぐるぐる」係）
　　　　　　③FAX（092-586-4021）
■募集締切　3月22日（火）必着
　　　　　　詳細は、館内およびホームページにて配布のチラシをご確認ください。

2022年度
サポーターバンク「ぐるぐる」 メンバー募集！
まどかぴあで文化芸術に関する公演やイベントのサポートをするボランティアスタッフを募集します。
演劇や音楽、映画がお好きな方、新しいことにチャレンジしてみたい方など、ご応募をお待ちしています！

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。

骨盤のゆがみからくる頭痛、
腰痛、肩こりなどの不調を整
えて、軽やかで快適なからだ
づくりをしませんか。年齢・
性別関係なく、どなたでもご
参加お待ちしています。

【日　程】4月14・21日(木)(全2回)
【時　間】10:00～12:00　
【定　員】12名
【受講料】2,400円　　　
【材料費】700円
【講　師】今林 葉子

かぎ編みで作るブローチ
かぎ編みの色々な手法
を使って、普段使いも
できるお花のブローチ
を2個作ります。自由
な発想で一緒にものづ
くりを楽しみましょう。

託 児

※イメージ

【日　程】4月15日(金)
【時　間】10:00～12:30　
【定　員】12名
【受講料】1,200円　　　
【材料費】2,800円
【講　師】日髙 理恵(La Che RIBBON認定講師)

お部屋を彩るリボンリース作り
アーティシャルフラワ
ーと幸運のモチーフと
言われるリボンを使っ
てリースを作ります。
ハンドメイド初心者の
方でも大丈夫！自分で
製作したリースでお部
屋を飾ってみませんか？

託 児

※作品見本

※2021年度活動説明会の様子

【日　程】4月19・26日、5月10・17・24・31日(火)(全6回)
【時　間】10:00～12:00　※自習時間9：00～(2回目から)
【定　員】16名　【受講料】9,600円　【教材費】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
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。
※自習時間の託児のご利用は9:30～です。

託 児

【日　程】4月15日（金）
【時　間】10:00～11:30　【定　員】15組　
【受講料】1,200円／組　　【材料費】200円／組
【対　象】2～9ヵ月の赤ちゃん1名と保護者1名
【講　師】大塚 かずみ（スマイルベビー協会 begibaby代表）

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

託 児

※イメージ

【日　程】4月22日(金)
【時　間】10:00～11:30　【定　員】16名
【受講料】1,100円　　　　【材料費】800円
【講　師】今村 由美 (日本茶インストラクター)

【日　程】3月20日（日）　【時　間】10：00～11：00
【定　員】16名　【講　師】平山 久美子(ヨガインストラクター)

日本茶の美味しいいれ方

骨盤ゆがみ調整ヨガ

初夏のお茶時間「新茶」をご紹
介します。旬の香り、さわやか
な味わいを楽しむお茶時間を過
ごしましょう。日本茶の種類、
保存方法、急須の手入れ方法、
おいしいいれ方など日本茶の基
本について気楽に学びませんか。

託 児

※イメージ

※イメージ

気づきの体操
～抗重力筋から歪みを整える～ 託 児

アンバランスになった関節を、
リズミカルに動かすことで、
3つの軸を均等に整えていき
ます。やさしい動きで身体全
体を整える、頑張らない筋ト
レです。

【日　程】3月19日（土）　【時　間】11：00～12：00
【定　員】16名　【講　師】田中 清美(TAO研究会トレーナー)

※イメージ
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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等をご確認くだ
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 ＊

8 2022年3月号

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

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）

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。

日　時

5月13日（金）
5月20日（金）
5月27日（金）
各9:30～12:00

5月27日（金）
13:30～15:30

テーマ 講　師

再就職に役立つパソコン講座
Wordを使って「職務経歴書」を作成しよう！

（全3回）
※申込条件：パソコン（OS：Windows）持ち込み可能な方

本田 直美
（株式会社福岡事務サポート 代表取締役）

福岡県子育て女性就職支援センター職員
①めざせ再就職！
　～女性のための再就職応援セミナー～
②個別就業相談会

■対　　象　結婚・出産・育児・介護等の理由により退職し、本気で再就職や起業を目指す女性
　　　　　　※申込時に、再就職や起業に関する「事前アンケート」をご記入いただきます
■会　　場　202会議室（2階）　　■受 講 料　無料　　■定　　員　16名（申込先着順）
■申込方法　3月1日（火）より、電話・FAX・総合案内・ホームページ
　　　　　　および男女平等推進センター窓口にて受付開始
※再就職チャレンジ講座に限り、託児は無料でご利用いただけます。（※要事前申込）

再就職や起業に役に立つパソコン講座を開催します。スキルを身につけて即戦力として活躍できます。そんなあな
たの再就職を応援します！

託 児

再就職チャレンジ講座
～あなたの再就職活動を応援します！～ LECTURE

託 児

3／24
木

■時　　間　13:30～　　■会　　場　303会議室（3階）　　■申込方法　男女平等推進センター窓口にて受付中
みなさんのアイデアやひらめきをカタチにしませんか。アスカーラから活躍の場を広げましょう！

★登録団体とは
男女共同参画社会づくりの推進に取り組む団体の活動
を、大野城市（人権男女共同参画課）と大野城まどかぴ
あ（男女平等推進センター）が支援します
◆登録要件あり

★登録されると
◆定例会等で無料のアクティブルーム（3階）を利用可能
◆低料金で印刷・コピーが可能

★登録の流れ
◆申込受付期間：5月2日（月）～25日（水）
◆申請書2部提出（団体の会員名簿、事業計画書・事業
　報告書等を添えて）

★市民グループ活動支援事業とは
地域で活動する市民グループ・団体が企画・実施する
男女共同参画の推進に関する事業を男女平等推進セン
ターが支援します

★採用されると
◆事業の一部を助成（上限2万5千円）
◆一定枚数のチラシを無料で印刷
◆一部の会議室・付帯設備等を無料で使用

★事業の流れ
◆申込受付期間：5月2日（月）～25日（水）
◆6月中旬に書類審査、6月下旬に結果を郵送
◆事業実施：8月～令和5年2月
◆報告会：令和5年3月

登録団体について 市民グループ活動支援事業について

※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
3月の巡回
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10:30～11:15 11:30～12:00 14:00～14:45 15:15～16:00
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石坂公園
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センター

南コミュニティ
センター

釜蓋公民館 中公民館
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仲島公民館 畑詰公民館 巡町公園
（川久保2丁目）
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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
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センター

まどか・ゆいぱる

7日

14日
28日

8日
22日
1日
15日
29日
10日
24日
3日
17日
31日
11日
25日

4日
18日

6日
20日

曜
日 日

月

火

木

金

日

スペシャルおはなし会や図書
館ビンゴを行います。すべて
参加無料・事前申込不要です。
ぜひまどかぴあ図書館へあそ
びにきてください！

赤ちゃんから小学生までの年齢別おはなし会や
高学年向けのブックトーク（各回15~20分）、
布の絵本の展示などを行います。

【日　時】4月23日（土）10:00～15:30
【会　場】301・303・304会議室（3階）
協力：おはなしの会「わくわく」

おひざでだっこ
布の絵本製作ボランティア「ちくちく」
ブックトークボランティア「本のとびら」（順不同）

第16回　図書館子どもまつり
～子ども読書の日記念事業～

予
告

わくわくおはなしひろば

期間中、お題に合わせた本を読んで、ビンゴを
完成させましょう！

【期　間】4月16日（土）～5月8日（日）

図書館deビンゴ！

まどかぴあ図書館では、平成28年4月より雑誌スポ
ンサー制度を導入しています。社会貢献活動の
一環や広告媒体として雑誌スポンサーを活用して
みませんか？
募集要項などの詳細は図書館ホームページに掲載
しておりますので、ぜひご覧ください。

「雑誌スポンサー」を募集
しています

雑誌スポンサーのみなさま（令和4年1月現在）

1

2

3

4

5

6

7

8

ぴかぴか堂

大野城市卓球連盟

アルク Kiddy CAT 英語教室
ACORN Kids

太宰府メモリアルパーク

風雅堂

株式会社 メモリード
ロイヤルチェスター福岡
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医療法人 健修会
久冨内科医院

株式会社 小笠原

こばやし造形教室

カウンセリングルーム
Trace高宮

富士通Japan 株式会社

株式会社 関屋電設
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（申込順・敬称略）

令和4年度
登録団体説明会、市民グループ活動支援事業説明会

前期前期

※イメージ



まどかぴあ図書館
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開催日時についてはホームページ等をご確認くだ
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～
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＊ りとる ＊
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オープニングセレモニー
「情報の森」オープンにあわせて、ささやかながら
セレモニーを行います。
ご来場いただいた方には先着順で記念品をお渡ししま
す。ぜひご来場ください。
※詳細はホームページ等をご覧ください。

まどかぴあイベントスケジュール

つくし お隣さん情報

3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

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。2月4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。

ふれぶんシネマ倶楽部「西の魔女が死んだ」
●施設利用料300円 ※要電話予約
●①10:00　②14:00

写真パネル展
「景観を考える②～太宰府のまちの移り変わり～」
会場：文化ふれあい館　電話：092-928-0800
●無料　●9:00～17:00
※毎週月曜（祝日の場合は翌平日）休館

ふれあい文化センター特別講座
「アップサイクルを楽しもう！オリジナル・リースのワークショップ」
申込締切：3月10日（木）
●1,500円（材料費込）　●14:00～16:00(予定)3/26

（土）

随時申込受付開始
令和4年度 ふれあい文化サークル受講生募集
90講座以上の多彩なラインナップであなたの生きがいづくりを応援します！
※詳しくはお問合せください。

3/17
（木）～

（公財）太宰府市文化スポーツ振興財団

ルミナス感謝Weeks
ルミナスの主催事業や登録団体の活動を幅広く
知っていただくための催しです。無料体験あり（要申込）
場所：男女共同推進センタールミナス　電話：092-925-5404
※毎週月曜（祝日の場合は翌平日）休館　※詳細はHPをご覧ください

■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

1（火）

3（木）

5（土）

11（金）

12（土）

13（日）

13(日)
25（金）～27（日）

スマホでもっと綺麗に撮ろう！
■問 生涯学習センター

令和4年度 啓発・事業サポーター、
情報サポーター説明会
■問 男女平等推進センターアスカーラ

人形浄瑠璃　文楽
■問 文化芸術振興担当

飾り巻き寿司
■問 生涯学習センター

シネマランド「愛を積むひと」
■問 文化芸術振興担当

財津和夫　トークと歌の贈り物
■問 文化芸術振興担当

まどかぴあ春の自由研究
「ダンス公演をつくろう！」
■問 文化芸術振興担当

19（土）
20（日）

22（火）

24（木）

24（木）

27（日）

28（月）

定期講座（1年間・後期5ヵ月間）発表会
■問 生涯学習センター

令和4年度 
大野城市男女共生講座実行委員会
第1回
■問 男女平等推進センターアスカーラ

令和4年度 
登録団体説明会、
市民グループ活動支援事業説明会
■問 男女平等推進センターアスカーラ

人形劇団プーク「エルマーのぼうけん」公演
■問 大野城子ども劇場　092-572-0544
■会 大ホール　■時 開演18:30（開場18:00）

大野城市少年少女合唱団　
第16回定期演奏会
■問 藤河090-9597-7348
■会 大ホール　■時 開演14:00（開場13:30）

平田裕子バレエアカデミー
2022バレエコンサート
■問 平田裕子バレエアカデミー　092-574-4779
■会 大ホール　■時 開演15:00（開場14:30）

筑紫野市文化会館

筑紫野市文化協会
第37回ちくしの芸術祭2022
主催・問合せ：筑紫野市文化協会　電話：090-8765-8090（井上）
●無料　●10:00

ミリカローデン那珂川

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

3/5
（土）
・
6

（日）

夢野久作と杉山三代研究会　第9回研究大会
会場：筑紫野市生涯学習センター3階 視聴覚室
申込・問合せ：「夢野久作と杉山三代研究会」事務局（筑紫野市文化会館内）
電話：092-925-4321
●1,000円　●12:30～17:00

3/12
（土）

那珂川市少年少女合唱団　第8回定期演奏会
●入場無料（要整理券）　●14:00

Mirika Specialコンサート～Spring has come～
出演：中西久美（フルート）、Ai（ボーカル）、上村貴子（キーボード）、
　　 Yuki（ベース）
●一般1,200円ほか　●15:00

3/27
（日）

3/6
（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

2022年3月号 1110 2022年3月号

3/1
（火）
〜

19（土）

3/15
（火）
〜

27（日）

託 児

託 児

託 児

託 児

託 児

広告協賛欄広告協賛欄

まどかぴあ館内の情報を集約した「情報の森」が、北側玄関そばにオープンします！「情報の森」では、まどかぴ
あのイベント情報はもちろん、大野城市や近隣施設の情報を手に取ることができます。さらに、初代館長である池
田満寿夫の作品展示やイチオシ情報を集めた特設コーナーの設置も行いますので、毎月新しい情報に触れることが
できます。あなたも「情報の森」に足を運んでみませんか。皆さまのご来場をお待ちしています。

「情報の森」ではあなたのチラシも設置できます！
まどかぴあのホールを借りて実施するイベントのチラシも、「情報の森」に設置することができます。
設置に関する手続き等についてはホームページでご確認ください。

県道側進入路工事のお知らせ
3月10日（木）まで県道側進入路の工事を行います。下記の通り交通規制を行う期間があ
りますのでご注意ください。

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。

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

工事期間
2月4日（金）～3月10日（木） 片側一方通行

交通規制 ※詳細は大野城市役所
　ホームページで
　ご確認ください。

「情報の森」オープンのお知らせ

※イメージ



オープニングセレモニー
「情報の森」オープンにあわせて、ささやかながら
セレモニーを行います。
ご来場いただいた方には先着順で記念品をお渡ししま
す。ぜひご来場ください。
※詳細はホームページ等をご覧ください。

まどかぴあイベントスケジュール

つくし お隣さん情報

3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

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。2月4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。

ふれぶんシネマ倶楽部「西の魔女が死んだ」
●施設利用料300円 ※要電話予約
●①10:00　②14:00

写真パネル展
「景観を考える②～太宰府のまちの移り変わり～」
会場：文化ふれあい館　電話：092-928-0800
●無料　●9:00～17:00
※毎週月曜（祝日の場合は翌平日）休館

ふれあい文化センター特別講座
「アップサイクルを楽しもう！オリジナル・リースのワークショップ」
申込締切：3月10日（木）
●1,500円（材料費込）　●14:00～16:00(予定)3/26

（土）

随時申込受付開始
令和4年度 ふれあい文化サークル受講生募集
90講座以上の多彩なラインナップであなたの生きがいづくりを応援します！
※詳しくはお問合せください。

3/17
（木）～

（公財）太宰府市文化スポーツ振興財団

ルミナス感謝Weeks
ルミナスの主催事業や登録団体の活動を幅広く
知っていただくための催しです。無料体験あり（要申込）
場所：男女共同推進センタールミナス　電話：092-925-5404
※毎週月曜（祝日の場合は翌平日）休館　※詳細はHPをご覧ください

■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

1（火）

3（木）

5（土）

11（金）

12（土）

13（日）

13(日)
25（金）～27（日）

スマホでもっと綺麗に撮ろう！
■問 生涯学習センター

令和4年度 啓発・事業サポーター、
情報サポーター説明会
■問 男女平等推進センターアスカーラ
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財津和夫　トークと歌の贈り物
■問 文化芸術振興担当

まどかぴあ春の自由研究
「ダンス公演をつくろう！」
■問 文化芸術振興担当

19（土）
20（日）

22（火）

24（木）

24（木）

27（日）

28（月）

定期講座（1年間・後期5ヵ月間）発表会
■問 生涯学習センター

令和4年度 
大野城市男女共生講座実行委員会
第1回
■問 男女平等推進センターアスカーラ

令和4年度 
登録団体説明会、
市民グループ活動支援事業説明会
■問 男女平等推進センターアスカーラ

人形劇団プーク「エルマーのぼうけん」公演
■問 大野城子ども劇場　092-572-0544
■会 大ホール　■時 開演18:30（開場18:00）

大野城市少年少女合唱団　
第16回定期演奏会
■問 藤河090-9597-7348
■会 大ホール　■時 開演14:00（開場13:30）

平田裕子バレエアカデミー
2022バレエコンサート
■問 平田裕子バレエアカデミー　092-574-4779
■会 大ホール　■時 開演15:00（開場14:30）

筑紫野市文化会館

筑紫野市文化協会
第37回ちくしの芸術祭2022
主催・問合せ：筑紫野市文化協会　電話：090-8765-8090（井上）
●無料　●10:00

ミリカローデン那珂川

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

3/5
（土）
・
6

（日）

夢野久作と杉山三代研究会　第9回研究大会
会場：筑紫野市生涯学習センター3階 視聴覚室
申込・問合せ：「夢野久作と杉山三代研究会」事務局（筑紫野市文化会館内）
電話：092-925-4321
●1,000円　●12:30～17:00

3/12
（土）

那珂川市少年少女合唱団　第8回定期演奏会
●入場無料（要整理券）　●14:00

Mirika Specialコンサート～Spring has come～
出演：中西久美（フルート）、Ai（ボーカル）、上村貴子（キーボード）、
　　 Yuki（ベース）
●一般1,200円ほか　●15:00

3/27
（日）

3/6
（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

2022年3月号 1110 2022年3月号

3/1
（火）
〜

19（土）

3/15
（火）
〜

27（日）

託 児

託 児

託 児

託 児

託 児

広告協賛欄広告協賛欄

まどかぴあ館内の情報を集約した「情報の森」が、北側玄関そばにオープンします！「情報の森」では、まどかぴ
あのイベント情報はもちろん、大野城市や近隣施設の情報を手に取ることができます。さらに、初代館長である池
田満寿夫の作品展示やイチオシ情報を集めた特設コーナーの設置も行いますので、毎月新しい情報に触れることが
できます。あなたも「情報の森」に足を運んでみませんか。皆さまのご来場をお待ちしています。

「情報の森」ではあなたのチラシも設置できます！
まどかぴあのホールを借りて実施するイベントのチラシも、「情報の森」に設置することができます。
設置に関する手続き等についてはホームページでご確認ください。

県道側進入路工事のお知らせ
3月10日（木）まで県道側進入路の工事を行います。下記の通り交通規制を行う期間があ
りますのでご注意ください。

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。

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

工事期間
2月4日（金）～3月10日（木） 片側一方通行

交通規制 ※詳細は大野城市役所
　ホームページで
　ご確認ください。

「情報の森」オープンのお知らせ

※イメージ



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

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

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

3月2日（水）、16日（水）

　●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
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。

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

1（火）

3（木）

4（金）

P6

P8

P4

P6

文芸

月夜のファウスト　一般発売文芸

2022年度大野城まどかぴあ友の会
グランド会員募集開始

まどかぴあミュージックフェア
一般発売文芸

3月

●大野城まどかぴあWEBサービス
　https://p-ticket.jp/madokapia

短期講座・無料体験講座　受付開始生涯

日 付 イ ベ ン ト ページ

9（水）

10（木）

11（金）

22（火） サポーターバンク「ぐるぐる」
メンバー募集締切

P4

P6文芸

文芸

文芸月夜のファウスト　グランド会員発売
※WEB会員は3/10（木）～

P6

P7

再就職チャレンジ講座　受付開始

まどかぴあミュージックフェア
グランド会員発売 ※WEB会員は3/9（水）～

男女

12 2022年3月号

まどかぴあ休館日のお知らせ




