アテナ

大野城まどかぴあ情報誌

2022

4

Vol.310

〜 つどい ふれあい はばたく 〜
※アテナとは、
ギリシャ神話の知恵と芸術と戦術の女神

5月15日（日）
14:00開演

〈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3月10日現在の情報です(その後の変更につきましては、
ご容赦ください)

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。

イチオシ情報

総 合案 内

TEL

092-586 - 4000

/ FAX 092- 586 - 4001

受付時間/9：00〜21：00
チケット購入方法は12ページをご覧ください。

令和4年度 上半期ラインナップ

（令和4年4月〜9月）
文化芸術

生涯学習センター

4/10（日）

シネマランド
「シャレード」

4/14（木）

ティータイムコンサートVol.299

4/17（日）

劇場って楽しい!！2022 in 大野城まどかぴあ

4/24（日）

音楽で生きる力を！
まどかぴあミュージックフェア

5/ 1（日）

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

5/15（日）

月夜のファウスト

6/26（日）
〜7/10（日）

第13回大野城まどかぴあ版画ビエンナーレ
入賞入選作品展

短期講座
・かぎ編みで作るブローチ
4月

・日本茶の美味しいいれ方
短期講座
・チョークアート〜バラのリース編〜
5月

短期講座
・選べる香りのアロマ虫よけスプレー
6月

・ハープでドレミを奏でよう①②
・梅しごと①②〜梅漬け・梅シロップ作り〜
短期講座
・夏かごバッグを作ろう

7月

・楽しいヨガ教室
・心温まる筆文字アート〜夏編〜
・薬膳のはなし〜夏の養生〜
・ワード・エクセル中級

図書館

再就職チャレンジ講座【前期】

4/16（土）
〜5/8（日）

女性のための起業支援セミナー

7/23（土）

6月〜7月

託児サポーター養成講座

7/30（土）

7/13（水）

企業のための男女共同参画事業

7/17（日）

アスカーラわくわくひろば

7月〜8月

生き生きと輝く女性応援事業

8月〜9月
（予定）

・版画入門〜銅版画メゾチント〜
・スマホ入門講座

大野城市民劇団迷子座定期公演

5/13（金）
〜5/27（金）
6/18（土）
25（土）

・お料理に役立つハーブの寄せ植え
・オカリナを楽しむ

子ども向けワークショップ

男女平等推進センター

・お休み前のストレッチ
・手ぬぐいで作る子どものショートパンツ

能楽「謡」
ワークショップ

ファミリーシネマ

・お部屋を彩るリボンリース作り
・ワード・エクセル初級

7月26日
（火） ティータイムコンサートVol.300

8月
（予定）

・なかよし家族のベビーマッサージ

8/6（土）
8/21（日）

第16回図書館子どもまつり
〜子ども読書の日記念事業〜
わくわくおはなし会
夏休みスペシャル「夜ばなし」
紙のどうぶつえん
夏休みスペシャルおはなし会
第42回 親子読書会

管理課

アスカーラ子育て応援講座

7/23（土）

おとなの楽校１時間目

スキルアップ講座

7月(予定)

バックステージツアー

9/10（土）

おとなの楽校２時間目

8月〜11月
（予定） 大野城市男女共生講座

※3月10日時点の情報です。
日程・内容は変更となる場合があります。 詳しくはお問い合わせください。
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総 合案 内

TEL

092-586 - 4000

/ FAX 092- 586 - 4001

イチオシ情報

受付時間/9：00〜21：00
チケット購入方法は12ページをご覧ください。

5／15 月夜のファウスト

PLAY

先・特

先行

グランド

WEB

車イス

コロナ禍で多くの劇場が休館に追いやられる中、
あずまや
小さな公園の四阿で新たに誕生した「月夜のファウ
スト」独り芝居バージョン。串田和美が贈る小さく
て壮大な舞台をお楽しみください。
くしだ

かずよし

■出
■時
■会

演
間
場

串田 和美
14:00開演 / 13:15開場
小ホール(2階)全席自由

■料

金

一般2,500円(グランド会員2,200円)、
高校生以下1,000円

※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

■チケット取扱い（詳細はP12） 発 売 中
●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：82911）
●チケットぴあ（Pコード：511-028）

串田和美Proﬁle
1942年東京生まれ/在住。俳優、演出家。1966年劇団・自由劇場（のち
にオンシアター自由劇場と改名）を結成。1985〜96年Bunkamura
シアターコクーン初代芸術監督。2003年まつもと市民芸術館芸術監
督に就任。歌舞伎、サーカス、現代劇を、劇空間ごと既成概念にとらわ
れない手法でつくりあげている。

4／1 「情報の森」オープン
イベント情報満載の「情報の森」が北側玄関横に４月１日10時よりオープンします！
オープン初日に先着順で、記念品（木製のマグネットバー）を情報の森で配付します。
ぜひお越しください。

「情報の森」
にはこんな情報があります！
まどかぴあ主催・共催のイベント情報
まどかぴあのホールで開催されるイベント情報
大野城市や近隣施設のイベント情報
その他、市内で開催される様々なイベント情報
大野城市の行政情報
さらに、こんなコーナーもあります
初代館長池田満寿夫の作品展示
まどかぴあのイチオシ情報を月替わりで展示
※イメージ

イベントチラシの設置について

まどかぴあのホールを利用したイベントのチラシが「情報の森」に設置できます。
チラシ設置の申込みは総合案内で受け付けています。申込方法の詳細はまどかぴあホームページをご確認ください。

2022年4月号
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お問い合わせ先

文化芸術

5／1

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。

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

MUSIC

先・特

先行

グランド

WEB

車イス

誰もが一度は耳にしたことのあるクラシックの名曲を楽しいトークとともにお届けします。
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。

〈ジャジャジャジャーン！〉

プログラム

ベートーヴェン／交響曲第5番 ハ短調「運命」
より 第1楽章

定番曲からスタート！オーケストラの迫力と厚みのある音色を体感してください。
〈楽曲を分解！大実験！〉

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

教科書でもお馴染みの名曲を分解して演奏！
各声部の役割や構成の仕組みが分かったら、通して聴いてみましょう。

〈楽器の音色を聴き比べ！〉

スメタナ／交響詩「わが祖国」
より ヴルタヴァ
（モルダウ）

まずは部分的に演奏しながら各楽器を紹介。
その後情景豊かなストーリー性のある名曲をたっぷりとお楽しみください。

〈こう聴けば面白い！オペラの名曲〉

ビゼー／「カルメン」組曲 第1番・第2番

物語の舞台はスペイン。あらすじや聴きどころを紹介し、名作オペラの世界へと誘います。

■出
■時
■会

演
間
場

指揮：辻 博之 演奏：九州交響楽団
15:00開演 / 14:15開場
大ホール（1階）全席指定

■料

金

一般3,500円（グランド会員3,000円）、高校生以下2,500円

※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
※未就学児入場不可

共催：一般財団法人福岡県退職教職員協会

全国
公募

後援:FM FUKUOKA

■チケット取扱い（詳細はP12） 発 売 中
●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）
※曲目は変更となる場合があります。予めご了承ください。

第13回大野城まどかぴあ版画ビエンナーレ

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。

■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）
共催：大野城市
4

第11回 池田満寿夫大賞
田沼 利規 ≪地・衣・体≫

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

2022年4月号

ART

092-586 - 4040

TEL

お問い合わせ先

/ FAX 092- 586 - 4021

文化芸術

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。

共催事業

4／ 24

音楽で生きる力を！
まどかぴあミュージックフェア

MUSIC

先・特

先行

グランド

WEB

車イス

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！
■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

■チケット取扱い（詳細はP12） 発 売 中
●まどかぴあ総合案内 ●まどかぴあWEBサービス ●カフェ＆ギャラリー Les Grands(レグラン)
主催：音楽で生きる力を！プロジェクト

4／14 ティータイムコンサートVol.299

MUSIC

■出演 博多女社中 ■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。
※開場中から書道パフォーマンスの一部をお楽しみいただけます(12:00頃〜)。

令和4年度のテーマ「コラボレーション」
ジャンル・楽器・伝統・人・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。音楽の新たな可能性を追求していきます。

博多女社中
中央：岩城 朋子（声色俳優）
左：和田 名保子（オカリナ・ケーナ）
右：悠杏（書家）

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

ド
ン
ラ
シ ネ マ

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。

■会 場 大ホール（1階）全席自由 ■施設利用券 1枚300円
※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）

車イス

■取扱い まどかぴあ総合案内

■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
※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。

4／ 10

ぐるぐるシネマ企画

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

「懐かしい名作映画」 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。

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

※各回30分前開場

チケット販売日 4/3 〜※4/6休館

「シャレード」1963年/アメリカ/113分

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。
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

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。
【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。
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。
・4枚回数券の販売は2021年3月末をもって終了しました。

協賛：安東歯科医院、株式会社東洋ナビックス、1st.hair
2022年4月号
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お問い合わせ先

生涯学習センター

短期講座

TEL

092-586 - 4020

/ FAX 092- 586 - 4021

※4月より開館時間が変更となります。
（月〜木）9：00〜20：00 （金・土）9：00〜19：00
※3月29日（火）〜4月5日（火）の窓口受付は、9：00〜17：00（入金手続き9：00〜16：00）
とさせていただきます。

4月13日
（水）9：00 受付開始

楽しいチョークアート

〜バラのリース編〜

託児

初夏、バラの咲き始める季節。今回はオイル
パステルを使って、バラの「クレッセントリ
ース」を描きます。チョークアートと一緒に、
レタリング文字も楽しめるデザインです。

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。

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】5月11・25日
（水）
（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）

お料理に役立つハーブの寄せ植え
※イメージ

【日 程】5月9・16日
（月）
（全2回）
【時 間】10:00〜12:00 【定 員】16名
【受講料】2,200円
【材料費】3,000円（イーゼル代込み）
【講 師】知識 由美子（チョークアートアーティスト）

オカリナを楽しむ

託児

素朴で温かみのあるオカリナの音色は、心が
癒されます。心に響く音を一緒に奏でてみま
せんか。初めての方でも数曲演奏できるよう
に丁寧にお教えします。

20 〜 25 センチのプラン
ターにお料理に役立つハ
ーブを寄せ植えしてみま
せんか。お料理にちょっ
と使いたいときに、新鮮
なハーブがすぐに使えて
便利です。お花、植木、
園芸に関する質問にもお
答えします。

【日 程】5月9・16・23、
6月6・13・20日
（月）
（全6回）
【時 間】10:30〜12:00
【定 員】12名
【受講料】7,200円
【楽器代】950円（プラスチック製、購入希望の方のみ）
【講 師】濱田 えつこ

（ピーミュージック福岡音楽教室笛塾専任講師）
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※イメージ

【日 程】5月20日
（金）
【時 間】10:00〜11:30
【定 員】16名
【受講料】1,100円
【材料費】2,500円
【講 師】大澤 大（園芸店ハナウムヒト 代表）

手ぬぐいで作る子どものショートパンツ

※イメージ

託児

託児

身近に手に入る手ぬぐいを
使ってショートパンツを手
縫いで作ってみませんか。
※サイズは80〜100cm位
※手ぬぐいは各自準備
していただきます。

※イメージ

【日 程】5月27日
（金）
【時 間】10:00〜12:30
【定 員】12名
【受講料】1,200円
【講 師】藤田 由美子（アトリエP+Palette*主宰）

お問い合わせ先

TEL

092-586 - 4030

/ FAX 092- 586 - 4031

男女平等推進センター
アスカーラ

開館時間/9：00〜19：00（月〜金） 9：00〜17：00（土・日・祝日）

「〜夢をステップアップ〜

女性のための起業支援セミナー

創業したい女性のためのプチ起業セミナー」

LECTURE
託児

毎年好評を得ている『女性のための起業支援セミナー』。今年はいままでよりグッと身近な目線でお伝えします。
いままでご参加いただいた方にも楽しんでいただける内容です。
時

日にち

間

容

会

10:00〜12:00

・
『ビジネスプランの考え方』
（日本政策金融公庫）
・参加者自己紹介

13:00〜15:00

・子育てをしながら夢をかなえた
先輩起業家の体験談（久保田みき氏）
・みんなで話そう！意見交換会

10:00〜12:00

・ちょっと先行く先輩にきく！
①お金の知識
②売り方講座

13:00〜15:00

・交流会

6月18日
（土）

6月25日
（土）

内

場

303会議室（3階）

301会議室（3階）

※両日とも12:00〜13:00は昼休憩です

■講

師

■対

象

■受 講 料
■申込方法
■実施団体

上野 淳亮（日本政策金融公庫 福岡西支店）
久保田 みき（カラープライマリー代表）
①創業前だがやりたい事業が決まっている女性
②創業後、新たな壁を乗り越えたい女性
③創業後、
ステップアップを目指す女性など
講師 久保田みき
実施団体 Créer（クレエ）
無料
■定
員 30名（申込先着順）
4月4日
（月）
より、電話・FAX・総合案内・ホームページおよび男女平等推進センター窓口にて受付開始
創業したい女性のコミュニティ Créer（クレエ）

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！〜

前期

受付中

LECTURE
託児

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してみませんか。
そんなあなたの再就職を応援します！
日 時

テーマ

5月13日
（金）
5月20日
（金）
5月27日
（金）
各日9:30〜12:00

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）

5月27日
（金）
13:30〜15:30

■対

講

師

本田 直美

（株式会社福岡事務サポート 代表取締役）

※申込条件：パソコン
（OS：Windows）持ち込み可能な方

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

福岡県子育て女性就職支援センター職員

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 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
※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）
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お問い合わせ先

まどかぴあ図書館
4／16
~5／8

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/

第16回 図書館子どもまつり
〜子ども読書の日記念事業〜
図書館deビンゴ！

『わくわくおはなしひろば』
や
『図書館deビンゴ！』
を行います。
すべて参加無料・事前申込み不要です。

期間中、お題の本を読んで、ビンゴを完成させましょう。
ビンゴの数に合わせて景品がもらえます！

ぜひまどかぴあ図書館へあそびに来てください！

4／23

EVENT

わくわくおはなしひろば

赤ちゃんから小学生までの年齢別おはなし会やブックトークを行います。

おひさまのへや

あおぞらのへや

ひみつのブックトークの部屋

301会議室（3階）
定員20名

303会議室（3階）
定員30名

304会議室（3階）
定員15名

10:00〜10:15

0〜2歳向け
11:00〜11:15 ｝

10:20〜10:40

13:15〜13:30 エプロンシアター

13:40〜14:00

（0歳〜幼児向け）

14:15〜14:35 紙芝居

11:20〜11:40
14:40〜15:00

｝

15:10〜15:30

幼児〜
小学生向け

小学4〜6年生向け

「ブックトーク」とは、テーマに合わせて、
いろんなジャンルの本を順序よく紹介す
るものです。本好きさんもそうでない人
も、ぜひ聞きに来てね！

（幼児〜小学生向け）

※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）

としょかんのおはなし会

暖かい季節になりましたね。
図書館では、年齢別におはなし会を行っています。
感染症対策を取りながら不定期で実施中です。
日程や場所は、ホームページや館内のチラシをご覧
ください。
・赤ちゃん向け 不定期火曜日
①10:30〜10:45
②11:30〜11:45
・幼児〜小学生向け
①10:30〜10:50

不定期土曜日
②11:30〜11:50

各回30分前から受付を開始します。定員があります
のでお早めにどうぞ♪

4月からは1日2回実施します!
幼児〜小学生向けは4月から時間
も変わるので、
注意して来てね。

4月の巡回
曜日

＊ りとる ＊

移動図書館
「わくわく号」
巡回日程表

月

日

11日 南コミュニティ
センター
25日
19日
12日

14日
8日

日

障がい者支援
センター
まどか・ゆいぱる

15:15〜16:00

22日

南ヶ丘2区
公民館

かまぶた公園

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）

若草ふれあい公園
（若草2丁目）

南ヶ丘1区
公民館

上大利公民館

つつじヶ丘
公民館

乙金東公民館

乙金台公民館

7日 大野3号公園
21日 （東大利公民館横）
28日

金

午後
14:00〜14:45

4日 中央コミュニティ
石坂公園
中央デイサービス
（月の浦幼稚園横）
センター

26日

木

11:30〜12:00

18日

5日
火

午前
10:30〜11:15

牛頸公民館
乙金公民館

1日 平野台ふれあい
公園
15日 （平野台公民館横）

悠生園
デイサービス

老松神社
小田浦公園
（下大利公民館前）（月の浦4丁目）

3日 南コミュニティ
センター

17日

※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。
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お問い合わせ先

TEL

092-586-4010

/ FAX 092- 586-4011

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/

図書館のご利用について
全国どこにお住まいの方でもカードを作ることができます。ぜひご利用ください！

大野城まどかぴあ図書館は、
図書24万冊、雑誌212誌、CD6,000点を所蔵しています （令和3年3月末時点）
開館時間

午前10時〜午後6時

※金曜は午後8時まで 土曜は午後7時まで

休館日

毎月第1・第3水曜日

特別整理期間・年末年始・年2回の文庫交換日

感染症予防のため、現在図書館の滞在時間は 30 分までです。ご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。

[貸出]
貸出には、利用者カードの登録が必要です。現住所・
生年月日が明記された証明書等をお持ちください。
（免許証・保険証・学生証・マイナンバーカードなど）
貸出点数
図書

貸出期間

雑誌

30点まで
※コミックは5点まで 2週間（休館日除く）

CD

3点まで

●延長について
返却期限内で、他の方の予約がなければ1度だけ
貸出期限を延長できます。
貸出カウンターに延長したい本をお持ちください。
※図書館ホームページや館内の検索機から延長することもできます。

[返却]
時間外は返却ポストをご利用いただけます。
※CDは壊れやすいので総合案内か警備員室にお返しください。

大野城市内4カ所のコミュニティセンターにも
返却ポストを設置しています！ぜひご利用ください。
[移動図書館「わくわく号」]
約3,000冊を載せて、市内
2 7カ所 のステーションを
巡回しています！
日程と場所は8ページの
巡回表をご覧ください。

[予約・リクエスト]
おひとり1 0 点までリクエストカードで資 料 の 予 約・
リクエストができます。
館 内 の 検 索 機 、図 書 館ホームペ ージ から予 約 する
こともできます。
※所蔵のない資料については、館内設置のリクエストカードにご記入
ください。

[レファレンスサービス
（調べもの相談）]
本探しはもちろん、日々の疑問や課題を解決するお手
伝いをします。
お探しの資料や知りたいことがある方はお気軽にしら
べものカウンターをご利用ください！
※病気の診断や法律相談にはお答えできません。

[図書館ホームページ]
図書館からの最新のお知らせや、利用案内を確認でき
ます。
ログインすると、
ご利用中の資料の確認や延長、予約、
メールアドレスの管理、
ブックリストの管理ができます。

2022年4月号
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お問い合わせ先

インフォメーション

管理課

information

TEL

092-586 - 4006

/ FAX 092- 586 - 4007

受付時間/9：00〜17：00（月〜金）

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45,650件）に配付しています。
また、まどかぴあ友の会会員へ送付、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。
■広告のサイズ及び掲載料(税込)
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

30,000円

50,000円

３ヵ月（10％引）

81,000円

135,000円

６ヵ月（20％引）

144,000円

240,000円

１２ヵ月（30％引）

252,000円

420,000円

※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。

■申込方法
■申 込 先

ホームページに掲載の「広告の取扱要綱の概要」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。
持 参 の 場 合 ：まどかぴあ管理課事務室
■申込期限
メールの場合：madokapia̲kanri@madokapia.or.jp
掲載希望号発行の3ヵ月前の15日まで
郵 送 の 場 合 ：〒816-0934 大野城市曙町2-3-1
詳しくはまどかぴあホームページをご覧
大野城まどかぴあ 管理課宛
ください。

イベントをアテナやホームページに掲載しませんか？
大野城まどかぴあのホールを利用される方のイベントを、情報誌「アテナ」のイベントスケジュール（P11）と
まどかぴあホームページ「イベントカレンダー」に掲載しています。
■掲載について
・対
象：施設利用許可書交付を受けたホール利用のイベント
・掲載内容：イベント名、開催日時、会場、問い合わせ先（ホームページにはURLや画像も掲載できます）

「大野城まどかぴあ貸館利用者へのイベント掲載基準」
を必ずお読みください。
（まどかぴあホームページよりダウンロードできます）
※
※内容が不明なもの、問い合わせ先がないものは掲載できません。

■申込方法
■申 込 先
■申込期限

掲載を希望される方は、上記「掲載について」の内容をご理解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。
持 参 の 場 合 ：まどかぴあ総合案内（受付時間 9:00〜21:00）
メールの場合：madokapia̲kanri@madokapia.or.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
情報誌発行月の３ヵ月前の末日まで（7月以降開催のイベントを現在受付中です！）

詳しくはまどかぴあホームページをご覧ください。

特定天井耐震化工事のお知らせ

工 事 の
お 知らせ
10
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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。

問 お問い合わせ先 ■
会 会場 ■
時 時間
■

4月 まどかぴあイベントスケジュール
1
（金）
〜

3
（日）

10
（日）

13
（水）

情報の森オープン

14・21
（木）

16
（土）
〜5/8
（日）

問 管理課
■

民謡とともに49年
第39回鳴り物松三悦会

問 鳴り物松三悦会080-2724-4920
■
会 大ホール ■
時 開演13:00
（開場12:30）
■

17
（日）

問 文化芸術振興担当
■

アスカーラ共生フォーラム
実行委員会 第１回

第16回図書館子どもまつり
（図書館deビンゴ！）
問 まどかぴあ図書館
■

劇場って楽しい!!
2022 in 大野城まどかぴあ
問 文化芸術振興担当
■

シネマランド
「シャレード」

問 男女平等推進センターアスカーラ
■

14
（木）

まどかぴあ主催・共催事業

4/19・26
ワード・エクセル初級
5/10・
問 生涯学習センター
■
17・24・31
（火）

託児

託児

22
（金）

日本茶の美味しいいれ方
問 生涯学習センター
■

託児

ティータイムコンサートVol.299
問 文化芸術振興担当
■

23(土)

かぎ編みで作るブローチ
問 生涯学習センター
■

24
（日）

音楽で生きる力を！
まどかぴあミュージックフェア
問 文化芸術振興担当
■

託児

15
（金）

ひろみ＆満明、歌と踊りの母子ショー

お部屋を彩るリボンリース作り
問 生涯学習センター
■

問 まどかぴあ図書館
■

託児

なかよし家族のベビーマッサージ
問 生涯学習センター
■

わくわくおはなしひろば

24
（日）
託児

問 21世紀スタジオ092-503-0577
■
会 大ホール
■
時 開演13:00
（開場12:00）開演18:00
（開場17:00）
■

※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。

つくし お隣さん情報

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。
3月10日現在
（その後の変更につきましては、
ご容赦ください）

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

「ふれぶん探検隊2022」
4/10 施設探検ツアー
（日） ●300円 ※未就学児入場不可
●①10：30 ②14：00

「マイ・インターン」
4/16 ふれぶんシネマ倶楽部

（土）

●施設利用料300円 ※要電話予約
●①10：00 ②14：00

4/23 季節を彩るワンコインコンサートシリーズ2022

（ソプラノ）
、森園あや
（メゾソプラノ）
、松元拓士
（ピアノ）
（土） 出演：島田奈津子
●500円 ※未就学児入場不可 ●14：00

（公財）太宰府市文化スポーツ振興財団 太宰府市五条3丁目1番1号☎092（920）7070

4/1

筑紫野市文化会館

あなたもピアニスト！
募集
実施日：5/1
（日）
、5/9
（月）※多目的ホールは5/1のみ
開始 対象：中学生以上のピアノ経験者
4/2 申込方法：4/2（土）9:00〜電話受付

（土） ●大ホール500円 多目的ホール200円
●11：00〜12：00、13：00〜19：00

ミリカローデン那珂川

〜

●一般1,000円ほか ●14：00

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

5/8

「絵で見る太宰府 詩でみる太宰府」
（土） 企画展
会場：文化ふれあい館 電話：092-928-0800
〜
6/5 ●無料 ●9:00〜17:00
※毎週月曜
（祝日の場合は翌平日）
休館
(日)

6/19

(日)

那珂川市仲2丁目5番1号☎092（954）2211

4/10 ミリカスプリングコンサート2022
躍動が始まる〜
(日) 〜希望の春、

文化ふれあい館 定期利用団体作品展2022
（金） ふれあい文化祭
5/8

筑紫野市上古賀1丁目5番1号☎092（925）4321

(日)

ミリカシアター

劇場版
「鬼滅の刃」
無限列車編

ミリカ文化講演

寺島実郎 講演会

●500円

●①10：00 ②14：00

4/23

（日） 「コロナ後の世界における日本経済」
●2,500円 ●14：00

2022年4月号
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4月 まどかぴあのチケット情報・募集申込情報
日付

イベント

4
（月）

男女

ページ

女性のための起業支援セミナー

受付開始

日付

P7

13
（水） 生 涯 短期講座

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。

●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

イベント

ページ
P6

受付開始

●大野城まどかぴあWEBサービス

092-586-4000（9:00〜21:00）※発売初日以外

https://p-ticket.jp/madokapia

●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。
託児 要連絡
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。

車イス

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

まどかぴあ休館日のお知らせ

4月6日
（水）
、20日
（水）

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・特 「先行」
「先」…先行販売あり
グランド

「特別」
「特」…特別料金

先行

WEB会員特典対象事業です。
「先行」…先行販売あり

WEB

新型コロナウイルス感染防止策のためのお願い
■感染防止策
換気実施

■お客様へのお願い
清掃・除菌
実施

飛沫防止幕
設置

適切な距離

マスク着用

手指消毒

検温

連絡先記入

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。

錦町1

御笠川4南

至福岡空港

至博多
春日原北町

市役所前

西駐車場

公益財団法人大野城まどかぴあ

大野城
まどかぴあ前

瓦田駐車場

至二日市

至二日市

12

2022年4月号

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

■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

市役所入口

白木原5

交通機関のご案内

御笠川6

〒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/
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。

