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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5月11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)

入賞・入選作品展

第11回大野城まどかぴあ版画ビエンナーレ　池田満寿夫大賞
《地・衣・体》　田沼利規

6月26日（日）～7月10日（日）
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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。

LECTURE

申し込み受付開始日など、各イベントの詳細は来月号の「アテナ」紙面やまどかぴあホームページ等でご確認ください。

令和４年度のラインナップが決定しました！楽しく学べる４つの講座をお届けします。どうぞ、ご期待ください。

■時 間
　１４:００開演 / １３:３０開場
■会 場
　多目的ホール（1階）全席自由
■授業料
　各回５００円（当日８００円）
　※未就学児入場不可　※友の会割引は対象外
　※前売りで完売した場合、当日券は販売いたしません

■チケット発売日（全講座）　※各日とも１０:００～
　グランド会員　６月２日(木)
　W E B 会 員　６月８日(水)
　一 般　６月９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
　●ローソンチケット（Lコード：８４７９２）

令和5年
2月11日（土・祝）

11月12日（土）

9月10日（土）

7月23日（土）

第11回版画ビエンナーレギャラリートークの様子

まどかぴあ市民大学 おとなの楽校
WEB

先行
グランド

先行

グランド

先行

テーマ

1 世界に通用する日本の工芸品

日程回 講師

2

3

4

宮崎から世界へ　幸せな着ぐるみ文化

動物の視点から考える『幸せ』

外食はおいしく楽しく快適に

八女提灯職人、伊藤権次郎商店 ８代目
伊藤 博紀

大牟田市動物園 園長
椎原 春一

UMAGA編集長
弓削 聞平

KIGURUMI.BIZ株式会社 代表取締役
加納 ひろみ

23（土） わくわくおはなし会　夏休みスペシャル「夜ばなし」図書

開催日 イベント

7月

8月

楽しく絵を描こう！生涯

1（月） やってみよう！いけ花 (池坊）生涯

生涯

29（金） 楽しいチョークアート～イルカ編～生涯

26（火）

大野城まどかぴあ&心のふるさと館バックヤード探検隊
～プロフェッサーまどかのミッシングストーン～

ティータイムコンサートVol.300文芸

2（火） 親子でUVレジンを作ろう

30（土） 紙のどうぶつえん図書

アニマルなお皿作り生涯

31（日）

28（木） アイシングクッキーを作ろう生涯

17（日） アスカーラわくわくひろば男女

20（土） ファミリーシネマ
アスカーラ子育て応援講座①

4（木）～7（日） まどかぴあ夏の自由研究「演劇体験 想像してつくろう！」文芸

6（土） 真夏のスペシャルおはなし会図書

21（日） 第42回　親子読書会図書

文芸

12（金） キッズルーム　お楽しみ会男女

男女

管理

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

展覧会がもっとおもしろくなる！鑑賞講座～版画編～

入場無料

■会 期
　6月26日（日）～7月10日（日）10:00～17:00
　※最終日は15:00まで　※7月6日（水）休館
■会 場
　多目的ホール（1階）
　※会場内での飲食および作品の撮影はお断りします。
　※新型コロナウイルス感染拡大状況により、
　　入場人数を制限する場合があります。

■ギャラリートーク
　6月26日（日）15:00～16:00予定
　話し手：池田 良二（武蔵野美術大学名誉教授）
　　　　古本 元治（東亜大学客員教授）
　　　　佐藤 陽子（大野城まどかぴあ名誉館長）

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、2年に1度「大野城まどかぴあ版
画ビエンナーレ」を開催しています。
本展では、全国より出品された作品の中から、入賞作品
約5点、入選作品約40点を展示します。展覧会初日には、
審査員によるギャラリートークを開催します。
入場無料ですのでお気軽にお越しください。

大野城まどかぴあ版画ビエンナーレの関連企画として、版画作品の鑑賞講座と気軽に版画の技法が体験
できるワークショップを開催します。
「どんな技法でつくられたのか？」「作品のどこを見たら面白い？」など、展覧会がもっと楽しくなる
鑑賞のポイントをお話しします。

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

7／3
日

■時 間　13:00～15:00予定
■会 場　303会議室（3階）
■参 加 料　500円（ワークショップ材料費含む）
■講 師　加藤 恵（版画家・大分県立芸術文化短期大学講師）
■定 員　25名（先着順）　
■対 象　15歳以上　
■申込方法　申込用紙に必要事項を記入のうえ、下記方法にて提出※申込用紙は館内・ホームページで配布しています
　　　　　　①総合案内（1階）へ持参　②FAX（092-586-4021）
　　　　　　③郵送（P12記載住所「鑑賞講座」宛）
　　　　　　④メール（madokapia_event@madokapia.or.jp）
■申込期間　グランド会員先行受付：6月2日（木）～9日（木）
　　　　　　一 般 受 付：6月10日（金）～24日（金）※グランド会員先行受付期間で定員に達した場合、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一般受付はありません

ART

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。
イチオシ情報

託 児

７月から８月にかけて、親子で楽しめるイベントを開催します。
■開催期間　7月17日（日）～8月21日（日）
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展覧会がもっとおもしろくなる！鑑賞講座～版画編～

入場無料
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　6月26日（日）～7月10日（日）10:00～17:00
　※最終日は15:00まで　※7月6日（水）休館
■会 場
　多目的ホール（1階）
　※会場内での飲食および作品の撮影はお断りします。
　※新型コロナウイルス感染拡大状況により、
　　入場人数を制限する場合があります。

■ギャラリートーク
　6月26日（日）15:00～16:00予定
　話し手：池田 良二（武蔵野美術大学名誉教授）
　　　　古本 元治（東亜大学客員教授）
　　　　佐藤 陽子（大野城まどかぴあ名誉館長）

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、2年に1度「大野城まどかぴあ版
画ビエンナーレ」を開催しています。
本展では、全国より出品された作品の中から、入賞作品
約5点、入選作品約40点を展示します。展覧会初日には、
審査員によるギャラリートークを開催します。
入場無料ですのでお気軽にお越しください。

大野城まどかぴあ版画ビエンナーレの関連企画として、版画作品の鑑賞講座と気軽に版画の技法が体験
できるワークショップを開催します。
「どんな技法でつくられたのか？」「作品のどこを見たら面白い？」など、展覧会がもっと楽しくなる
鑑賞のポイントをお話しします。

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

7／3
日

■時 間　13:00～15:00予定
■会 場　303会議室（3階）
■参 加 料　500円（ワークショップ材料費含む）
■講 師　加藤 恵（版画家・大分県立芸術文化短期大学講師）
■定 員　25名（先着順）　
■対 象　15歳以上　
■申込方法　申込用紙に必要事項を記入のうえ、下記方法にて提出※申込用紙は館内・ホームページで配布しています
　　　　　　①総合案内（1階）へ持参　②FAX（092-586-4021）
　　　　　　③郵送（P12記載住所「鑑賞講座」宛）
　　　　　　④メール（madokapia_event@madokapia.or.jp）
■申込期間　グランド会員先行受付：6月2日（木）～9日（木）
　　　　　　一 般 受 付：6月10日（金）～24日（金）※グランド会員先行受付期間で定員に達した場合、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一般受付はありません

ART

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。
イチオシ情報

託 児

７月から８月にかけて、親子で楽しめるイベントを開催します。
■開催期間　7月17日（日）～8月21日（日）
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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。

■日 時　8月4日（木）13:30～16:30　「オリエンテーション＋つくろう！①」
　　　　　　 8月5日（金）13:30～16:30　「つくろう！②」
　　　　　　 8月6日（土）13:30～16:30　「つくろう！③」
　　　　　　 8月7日（日）13:30～16:30　「発表しよう！」
■会 場　多目的ホール（1階）　■参 加 料　2,000円（保険料含む）
■講 師　有門 正太郎（俳優・演出家・作家）、木村 健二（俳優）
■対 象　小学4年生～中学3年生で4日間参加できる方
　　　　　　　　※欠席、早退などの場合はお申込み時にお知らせください
■定 員　14名(応募多数の場合、抽選) ※演劇の経験は問いません
■申込方法　申込用紙に必要事項を記入のうえ、まどかぴあ総合案内に提出（FAX、郵送、メール可）。
　　　　　　 申込用紙は館内およびホームページにて配布します。
■申込締切　7月7日（木）必着

■対 象　小学生以上（大野城市在住または通勤・通学・ボランティア等の活動者/経験不問）
■定 員　各コミュニティセンター20名（応募多数の場合、先着順）
■参 加 料　1,000円（全3回分/保険料・練習用CD代含む）　※オリエンテーションは無料（要申込）
■講 師　白坂 保行（能楽師）、久貫 弘能（能楽師）　ほか
■申込期間　6月2日（木）～7月22日（金）必着　※申込期間前の申込みは無効
■申込方法　申込用紙に必要事項を記入のうえ、まどかぴあ総合案内に提出（FAX、郵送、メール可）。
　　　       申込用紙は館内およびホームページにて配布中。
■日時・会場　※原則、オリエンテーションを含め全4回を同じ会場で受講していただきます。各回15分前受付開始。
　　　　　　　※①はオリエンテーション（約90分)、②～④は練習（約2時間）

大野城まどかぴあ　大ホール 特設能舞台
つながる“まどか”能舞台【令和5年1月28日（土）開催予定】
・能楽師による「羽衣」の上演
・「高砂」の連吟
ワークショップ参加者は、それぞれに謡で出演します。

つながる“まどか”能舞台ワークショップ
能「羽衣」を謡おう！

まどかぴあ夏の自由研究
「演劇体験 想像してつくろう！」

PLAY

PLAY

参加者募集

参加者募集

能の声楽である謡（うたい）に挑戦してみませんか。大野城市内のコミュニティセンターで練習を重ね、能楽師ととも
に能の公演の一部に出演します。扇の持ち方、姿勢、謡独自の腹式呼吸などを学び、「羽衣」と「高砂」を謡います。
能楽師が丁寧に教えるので、初めての方も安心です。まずはお気軽に、オリエンテーション（説明会）へお越しください。

絵や写真等から物語をつくって演じてみよう！演劇の経験は問いません。最終日には、つくった物語を実際にご家族
等の前で発表します。夏休みの思い出に演劇の楽しさを体験してみませんか？

■出 演 者　氷川きよし ほか
■日 時　8月15日（月）・16日（火）各日11:00～
　　　　　　　  24日（水）16:00～、26日（金）11:00～／16:00～
■会 場　博多座（福岡市博多区下川端町2-1）
■料 金　A席8,250円（通常16,500円）
　　　　　　    ※取扱い手数料として、1枚の場合は400円
　　　　　　　　（2枚の場合は700円）と振替手数料がかかります。
■定 員　各回30名　※応募者多数の場合は抽選
■申込方法　63円はがきに「希望公演日時（1公演のみ）、
　　　　　　参加人数（2人まで）、郵便番号、
　　　　　　住所、氏名、年齢、電話番号」を明記して郵送。
■申込締切　6月10日（金）消印有効
　　　　　　    ※当選者のみ通知（6月16日（木）頃）
■申 込 先　〒810-8799　日本郵便㈱福岡中央郵便局留「市民半額会」宛
■問合せ先　公益社団法人日本演劇興行協会 市民半額会事務局
　　　　　　TEL 092-751-8258（平日10:00～18:00）

後援：大野城市、大野城市教育委員会、
　　 大野城市(南・中央・東・北)地区コミュニティ運営協議会

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。

■出　演　Visions：塚本 美樹（ピアノ）、間村 清（ベース）
■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。
■募　集　6月14日（火）まで。まどかぴあ館内設置の箱に投函してください。

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。

記念すべき300回目は、世界をまたにかけて音楽の楽しさを届けるユニット「Visions」が、市制50周年を迎えた「大野城」の街
と音楽のコラボレーション！「大野城」からイメージする言葉を募集し、その言葉を繋いで楽曲にします。

ティータイムコンサートVol.3007／26
火 MUSIC

中央コミュニティセンター　 視聴覚室
①  8月27日（土）14:00 ②10月1日（土）13:30
③11月12日（土）13:30 ④12月3日（土）13:30

南コミュニティセンター　    研修室3
①  8月27日（土）10:30 ②10月8日（土）10:00
③11月12日（土）10:00 ④12月3日（土）10:00

北コミュニティセンター　　研修室1・2
①  8月28日（日）10:30 ②10月15日（土）10:00
③11月19日(土)10:00 ④12月17日（土）10:00

東コミュニティセンター　　　視聴覚室（11/19は研修室1）
①  8月28日（日）14:00 ②10月15日（土）13:30
③11月19日(土)13:30 ④12月17日（土）13:30

・8月20日（土）　3歳から入場可能なファミリーシネマ（小ホール）
 ※詳細は「アテナ」8月号等をご覧ください。
・令和5年2月、3月（大ホール）
 ※6月～令和5年1月のシネマランドは、大ホール工事のためお休みします。

令和4年度シネマランド開催予定

事業サポーターのご紹介（敬称略）
まどかぴあでは、以下のお店・企業の皆様にご協賛いただき、イベントを行っています。
 ティータイムコンサート　平日に開催する無料のコンサート（要整理券）。次回は7月26日（火）。
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 Glands（レ グラン）、有限会社エーアンドエスフレーミング工房
 シネマランド　300円で鑑賞できる映画上映会。次回は8月20日（土）。
株式会社東洋ナビックス、１st.hair

博多座市民半額観劇会
『氷川きよし特別公演』が半額で観劇できます。

うた

※まどかぴあ特設能舞台

有門 正太郎

ビジョンズ



2022年6月号 54 2022年6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。

■日 時　8月4日（木）13:30～16:30　「オリエンテーション＋つくろう！①」
　　　　　　 8月5日（金）13:30～16:30　「つくろう！②」
　　　　　　 8月6日（土）13:30～16:30　「つくろう！③」
　　　　　　 8月7日（日）13:30～16:30　「発表しよう！」
■会 場　多目的ホール（1階）　■参 加 料　2,000円（保険料含む）
■講 師　有門 正太郎（俳優・演出家・作家）、木村 健二（俳優）
■対 象　小学4年生～中学3年生で4日間参加できる方
　　　　　　　　※欠席、早退などの場合はお申込み時にお知らせください
■定 員　14名(応募多数の場合、抽選) ※演劇の経験は問いません
■申込方法　申込用紙に必要事項を記入のうえ、まどかぴあ総合案内に提出（FAX、郵送、メール可）。
　　　　　　 申込用紙は館内およびホームページにて配布します。
■申込締切　7月7日（木）必着

■対 象　小学生以上（大野城市在住または通勤・通学・ボランティア等の活動者/経験不問）
■定 員　各コミュニティセンター20名（応募多数の場合、先着順）
■参 加 料　1,000円（全3回分/保険料・練習用CD代含む）　※オリエンテーションは無料（要申込）
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PLAY

PLAY

参加者募集

参加者募集
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　　　　　　TEL 092-751-8258（平日10:00～18:00）

後援：大野城市、大野城市教育委員会、
　　 大野城市(南・中央・東・北)地区コミュニティ運営協議会

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。
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 ※詳細は「アテナ」8月号等をご覧ください。
・令和5年2月、3月（大ホール）
 ※6月～令和5年1月のシネマランドは、大ホール工事のためお休みします。

令和4年度シネマランド開催予定

事業サポーターのご紹介（敬称略）
まどかぴあでは、以下のお店・企業の皆様にご協賛いただき、イベントを行っています。
 ティータイムコンサート　平日に開催する無料のコンサート（要整理券）。次回は7月26日（火）。
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 Glands（レ グラン）、有限会社エーアンドエスフレーミング工房
 シネマランド　300円で鑑賞できる映画上映会。次回は8月20日（土）。
株式会社東洋ナビックス、１st.hair

博多座市民半額観劇会
『氷川きよし特別公演』が半額で観劇できます。
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※まどかぴあ特設能舞台

有門 正太郎
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2022年6月号 76 2022年6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）

■申込方法　6月2日（木）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

■対 象　小学生以上の子どもとその家族
　　　　　　※平仮名が読める子どもであれば小学生未満も参加可能
■参 加 費　無料　　　　■定 員　40名（申込先着順）
■実施団体　大野城女性の会

子育て・孫育て中の方を対象とした講座です。
夏の思い出づくりや家族との時間をもっと楽しくするためのヒントに♪ ぜひご参加ください！ 

託 児

LECTUREアスカーラ子育て応援講座

託児サポーター養成講座

■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

まどかぴあ主催の講座やイベント利用者のお子さんをお預かりする「託児サポーター」を養成する講座です。
託児サポーターに登録して、子どもたちと一緒に楽しい時間を過ごしませんか！

託 児

※講座実施期間中に託児実習を行います。

テーマ・講師・詳細

テーマ・講師

8月20日（土）
13:00～15:30
多目的ホール
（1階）

6月16日（木）
10:00～12:001 活動のススメ～わたしもみんなも楽しく～

講師：古賀 桃子（特定非営利活動法人ふくおかNPOセンター 代表）

親子で「男女共同参画」カルタ大会
真夏のカルタ大会！ 夏の思い出づくりの一つとして、家族で参加してみませんか？

※啓発・事業サポーターによる「男女共同参画」絵本の読み聞かせもありますよ！

乳幼児と向き合う心がけあれこれ
講師：山田 朋子（中村学園大学 教育学部 児童幼児教育学科 准教授）

幼児安全法（幼児救急救命）
講師：日本赤十字社 福岡県支部 幼児安全法担当職員

※いずれかの日程に必ずご参加ください

日時・会場

日時

回

回

託児に役立つ 工作、ふれあい遊び
講師：れいわ子ども情報センター 子育て応援指導員

303会議室
（3階）

303会議室
（3階）

7月15日（金）
10:00～12:00

7月19日（火）
10:00～12:00

7月26日（火）
10:00～12:00

生涯学習センター
お問い合わせ先 TEL 092-586-4040 / FAX 092-586-4021お問い合わせ先 TEL 092-586-4020 / FAX 092-586-4021

短期講座 6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。

【日　程】7月4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

暑中見舞いや、お中
元に一言添えるカー
ドを筆文字で書いて
みませんか。書道や
習字の経験は不要で
す。字や絵が苦手な
方でも安心してご参
加いただけます。

託 児

【日　程】7月11日(月)
【時　間】10:00～11:30
【定　員】20名　　　　　【受講料】1,100円
【講　師】岩橋 弘美(国際中医薬膳管理師)

薬膳のはなし～夏の養生～
薬膳とは、東洋医学の
ひとつである「中医
学」の考え方を基にし
て作られた食事のこと
です。中医学の考え方
による夏の食材選びや
暮らし方などをご提案
します。

※イメージ

※作品例

託 児

託 児

夏になると欲しくな
る「かごバッグ」。
好みの高さやアクセ
ントカラーで自分だ
けのオリジナルかご
バッグを作ってみま
せんか。簡単な工作
なので、初めての方
でも安心してお申込
みください。

託 児

託 児

※作品例

【日　程】7月16・30日、8月6日(土)（全3回）
【時　間】10:00～11:30　【定　員】16名　
【受講料】3,300円　　　　
【講　師】鬼橋 美智子（IHTAヨガインストラクター）

楽しいヨガ教室
体が硬くても大丈夫！今
があなたのヨガを始める
タイミングです。一緒に
ヨガを楽しみましょう。

※イメージ

基本的な機能をおさらいしながら、ワードは図形描画の挿入、ちょっと複雑な表作成などを学びます。
エクセルはさまざまな関数を使った家計簿やグラフ作成などを学びます。
※自習時間の託児のご利用は9:30～です。

【日　程】7月14・21日(木)（全2回）
【時　間】10:00～12:30　【定　員】16名
【受講料】2,200円　　　　【材料費】2,200円
【講　師】柴田 洋子

ワード・エクセル中級

【日　程】7月19・26日、8月2・9・23・30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】ワード・エクセルの操作経験がある方
【講　師】（有）アキラ企画

夏かごバッグを作ろう心温まる筆文字アート～夏編～

開館時間/9：00～20：00（月～木）　9：00～19：00（金・土）

1

■講　　師　今林 美栄子（フードクリエイター）
■対　　象　子育て・孫育て中で料理初心者の男性
■受 講 料　無料　　　　■材 料 費　1,500円
■定　　員　16名（申込先着順）

9月3日（土）
10:00～13:00
調理実習室
（2階）

おとう飯はじめよう！～おうちごはんで家族を笑顔に～
調理も後片付けもシンプルに。フライパン１つでできる「ワンパンナポリタン」等に挑戦します！

2

会場

2

3

4

6月21日（火）
10:00～12:00

多目的ホール
（1階）

はん

※過去の様子

＜メニュー>
ワンパンナポリタン
イタリアンサラダ

オニオングラタンスープ
マンゴーヨーグルトゼリー
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男女平等推進センター
アスカーラ
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■実施団体　大野城女性の会

子育て・孫育て中の方を対象とした講座です。
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■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

まどかぴあ主催の講座やイベント利用者のお子さんをお預かりする「託児サポーター」を養成する講座です。
託児サポーターに登録して、子どもたちと一緒に楽しい時間を過ごしませんか！

託 児

※講座実施期間中に託児実習を行います。

テーマ・講師・詳細

テーマ・講師

8月20日（土）
13:00～15:30
多目的ホール
（1階）

6月16日（木）
10:00～12:001 活動のススメ～わたしもみんなも楽しく～

講師：古賀 桃子（特定非営利活動法人ふくおかNPOセンター 代表）

親子で「男女共同参画」カルタ大会
真夏のカルタ大会！ 夏の思い出づくりの一つとして、家族で参加してみませんか？

※啓発・事業サポーターによる「男女共同参画」絵本の読み聞かせもありますよ！

乳幼児と向き合う心がけあれこれ
講師：山田 朋子（中村学園大学 教育学部 児童幼児教育学科 准教授）

幼児安全法（幼児救急救命）
講師：日本赤十字社 福岡県支部 幼児安全法担当職員

※いずれかの日程に必ずご参加ください

日時・会場

日時

回

回

託児に役立つ 工作、ふれあい遊び
講師：れいわ子ども情報センター 子育て応援指導員

303会議室
（3階）

303会議室
（3階）

7月15日（金）
10:00～12:00

7月19日（火）
10:00～12:00

7月26日（火）
10:00～12:00

生涯学習センター
お問い合わせ先 TEL 092-586-4040 / FAX 092-586-4021お問い合わせ先 TEL 092-586-4020 / FAX 092-586-4021

短期講座 6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。

【日　程】7月4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

暑中見舞いや、お中
元に一言添えるカー
ドを筆文字で書いて
みませんか。書道や
習字の経験は不要で
す。字や絵が苦手な
方でも安心してご参
加いただけます。

託 児

【日　程】7月11日(月)
【時　間】10:00～11:30
【定　員】20名　　　　　【受講料】1,100円
【講　師】岩橋 弘美(国際中医薬膳管理師)

薬膳のはなし～夏の養生～
薬膳とは、東洋医学の
ひとつである「中医
学」の考え方を基にし
て作られた食事のこと
です。中医学の考え方
による夏の食材選びや
暮らし方などをご提案
します。

※イメージ

※作品例

託 児

託 児

夏になると欲しくな
る「かごバッグ」。
好みの高さやアクセ
ントカラーで自分だ
けのオリジナルかご
バッグを作ってみま
せんか。簡単な工作
なので、初めての方
でも安心してお申込
みください。

託 児

託 児

※作品例

【日　程】7月16・30日、8月6日(土)（全3回）
【時　間】10:00～11:30　【定　員】16名　
【受講料】3,300円　　　　
【講　師】鬼橋 美智子（IHTAヨガインストラクター）

楽しいヨガ教室
体が硬くても大丈夫！今
があなたのヨガを始める
タイミングです。一緒に
ヨガを楽しみましょう。

※イメージ

基本的な機能をおさらいしながら、ワードは図形描画の挿入、ちょっと複雑な表作成などを学びます。
エクセルはさまざまな関数を使った家計簿やグラフ作成などを学びます。
※自習時間の託児のご利用は9:30～です。

【日　程】7月14・21日(木)（全2回）
【時　間】10:00～12:30　【定　員】16名
【受講料】2,200円　　　　【材料費】2,200円
【講　師】柴田 洋子

ワード・エクセル中級

【日　程】7月19・26日、8月2・9・23・30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】ワード・エクセルの操作経験がある方
【講　師】（有）アキラ企画

夏かごバッグを作ろう心温まる筆文字アート～夏編～

開館時間/9：00～20：00（月～木）　9：00～19：00（金・土）

1

■講　　師　今林 美栄子（フードクリエイター）
■対　　象　子育て・孫育て中で料理初心者の男性
■受 講 料　無料　　　　■材 料 費　1,500円
■定　　員　16名（申込先着順）

9月3日（土）
10:00～13:00
調理実習室
（2階）

おとう飯はじめよう！～おうちごはんで家族を笑顔に～
調理も後片付けもシンプルに。フライパン１つでできる「ワンパンナポリタン」等に挑戦します！

2

会場

2

3

4

6月21日（火）
10:00～12:00

多目的ホール
（1階）

はん

※過去の様子

＜メニュー>
ワンパンナポリタン
イタリアンサラダ

オニオングラタンスープ
マンゴーヨーグルトゼリー



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/（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）

■講　　師　堀 紗弥香（福岡県よろず支援拠点 コーディネーター）
■対　　象　以下の①～③全てに該当する方
　　　　　　①大野城市在住・在勤もしくはボランティア活動等をしている
　　　　　　　または将来的にその予定がある女性
　　　　　　②これからSNSを活用した情報発信を行っていきたいと考えている方
　　　　　　③原則として全3回の講座に参加できる方
■会　　場　303会議室（3階）　■受 講 料　無料　■定　　員　20名（申込先着順）
■持 ち 物　インターネット接続が可能なスマートフォンもしくはタブレット
　　　　　　（当日までに「Instagram」のアプリをダウンロードしてください）
■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

様々な人が投稿した写真や動画の閲覧、自分で撮影した写真や動画の投稿ができるSNSアプリ「Instagram
（インスタグラム）」について学びます。
自分に身近な地域の情報や誰かに伝えたい情報の「共有」「発信」に挑戦し、情報発信力をアップさせましょう！

生き生きと輝く女性応援事業
SNSで情報発信！～地域とつながり、広げよう～

託 児

LECTURE

回 日程 時間 テーマ

7月12日（火）

7月14日（木）

8月 2日（火）

10:00～12:00

1

2

3

発信して伝えよう①

発信して伝えよう②

自分から情報発信！～SNSの基礎を学ぶ～
※講座の冒頭にオリエンテーションを行いますので、必ずご参加ください

■時　間　イベント…10:30～12:30、13:30～15:30
　　　　　　　　　　　 ※12:30～13:30は換気・消毒の時間となります
　　　　　バ ザ ー…10:30～15:30
※イベントの内容など詳しい情報は、
　アテナ7月号またはチラシ・ホームページをご覧ください！

毎年大好評のアスカーラわくわくひろば！
みなさんに楽しんでいただけるイベントを準備中ですので、お楽しみに！

〈予告〉
アスカーラわくわくひろば

7／17
日

申し込み
不要 EVENT

弁護士による臨時無料電話相談 
「女性の権利ホットライン」

6／29
水

■時　間　10:00～16:00　　　■相談料　無料 （通話料は相談する方の負担となります）
■電　話　092-586-4032 （6月29日のみの専用ダイヤルです）　　
主催：福岡県弁護士会、日本弁護士連合会

毎年、男女共同参画週間（6月23日～29日）に合わせて、福岡県弁護士会・日本弁護士連合会主催、まどかぴあ等の共催で
実施している無料電話相談です。
女性に対する暴力（ドメスティック・バイオレンス、ストーカー、セクシュアル・ハラスメント）や離婚に関する諸問題、
職場における差別など、女性の権利一般に関する問題や性的マイノリティーに関する同様の問題のご相談に応じます。
お気軽にご相談ください。

共催事業 CONSUL
TATION 

昨年のアスカーラわくわくひろばの様子

※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。

雨の季節です。本が濡れないようご注意ください。
本は一度濡れてしまうと元に戻りません。
借りた本はビニール袋に入れて持ち運ぶなどの
ご協力をお願いします。

「わくわく号」は、約3,000冊を載せて、市内27カ所の
ステーションを巡回している移動図書館車です。
・図書館の利用者カードで本を借りることができます。
・氏名、現住所、生年月日を確認できる証明書
（免許証・保険証・学生証・名札など）があれば、
利用者カードを作れます。
・予約本の受け取りや、わくわく号にない本もリクエ
ストできます。

・資料の紛失・汚損・破損・水濡れなどがあった
場合は、弁償していただく場合があります。
・借りた資料に汚損や破損を見つけた場合は、
返却時、職員にお伝えください。
　ご自身での修理等は不要です。
・ひとりでも多くの方が利用できるように、　
返却期限はお守りください。
・借りた資料を入れるバッグは、各自ご持参くだ
さい。

移動図書館「わくわく号」巡回日程表
6月の巡回

としょかんのおはなし会

＊ りとる ＊

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

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）

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

28日

7日

21日

2日
16日
30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

ご存知ですか？
移動図書館車「わくわく号」

話題の本や好きな作家の本、
「こんな本を持ってきてほしい」
など、お気軽にご要望ください。

図書館の資料はみんなの財産です。
大切に扱ってください。

雨の季節がやってきました。
おはなし会は感染症対策を行い、不定期で開催
しています。
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　不定期土曜日
　①10:30～10:50　　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♪

おはなし会は1日2回実施し
ます！幼児～小学生向けは
午前中に時間が変わったの
で、注意して来てね。
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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/（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）

■講　　師　堀 紗弥香（福岡県よろず支援拠点 コーディネーター）
■対　　象　以下の①～③全てに該当する方
　　　　　　①大野城市在住・在勤もしくはボランティア活動等をしている
　　　　　　　または将来的にその予定がある女性
　　　　　　②これからSNSを活用した情報発信を行っていきたいと考えている方
　　　　　　③原則として全3回の講座に参加できる方
■会　　場　303会議室（3階）　■受 講 料　無料　■定　　員　20名（申込先着順）
■持 ち 物　インターネット接続が可能なスマートフォンもしくはタブレット
　　　　　　（当日までに「Instagram」のアプリをダウンロードしてください）
■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

様々な人が投稿した写真や動画の閲覧、自分で撮影した写真や動画の投稿ができるSNSアプリ「Instagram
（インスタグラム）」について学びます。
自分に身近な地域の情報や誰かに伝えたい情報の「共有」「発信」に挑戦し、情報発信力をアップさせましょう！

生き生きと輝く女性応援事業
SNSで情報発信！～地域とつながり、広げよう～

託 児

LECTURE

回 日程 時間 テーマ

7月12日（火）

7月14日（木）

8月 2日（火）

10:00～12:00

1

2

3

発信して伝えよう①

発信して伝えよう②

自分から情報発信！～SNSの基礎を学ぶ～
※講座の冒頭にオリエンテーションを行いますので、必ずご参加ください

■時　間　イベント…10:30～12:30、13:30～15:30
　　　　　　　　　　　 ※12:30～13:30は換気・消毒の時間となります
　　　　　バ ザ ー…10:30～15:30
※イベントの内容など詳しい情報は、
　アテナ7月号またはチラシ・ホームページをご覧ください！

毎年大好評のアスカーラわくわくひろば！
みなさんに楽しんでいただけるイベントを準備中ですので、お楽しみに！

〈予告〉
アスカーラわくわくひろば

7／17
日

申し込み
不要 EVENT

弁護士による臨時無料電話相談 
「女性の権利ホットライン」

6／29
水

■時　間　10:00～16:00　　　■相談料　無料 （通話料は相談する方の負担となります）
■電　話　092-586-4032 （6月29日のみの専用ダイヤルです）　　
主催：福岡県弁護士会、日本弁護士連合会

毎年、男女共同参画週間（6月23日～29日）に合わせて、福岡県弁護士会・日本弁護士連合会主催、まどかぴあ等の共催で
実施している無料電話相談です。
女性に対する暴力（ドメスティック・バイオレンス、ストーカー、セクシュアル・ハラスメント）や離婚に関する諸問題、
職場における差別など、女性の権利一般に関する問題や性的マイノリティーに関する同様の問題のご相談に応じます。
お気軽にご相談ください。

共催事業 CONSUL
TATION 

昨年のアスカーラわくわくひろばの様子

※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。

雨の季節です。本が濡れないようご注意ください。
本は一度濡れてしまうと元に戻りません。
借りた本はビニール袋に入れて持ち運ぶなどの
ご協力をお願いします。

「わくわく号」は、約3,000冊を載せて、市内27カ所の
ステーションを巡回している移動図書館車です。
・図書館の利用者カードで本を借りることができます。
・氏名、現住所、生年月日を確認できる証明書
（免許証・保険証・学生証・名札など）があれば、
利用者カードを作れます。
・予約本の受け取りや、わくわく号にない本もリクエ
ストできます。

・資料の紛失・汚損・破損・水濡れなどがあった
場合は、弁償していただく場合があります。
・借りた資料に汚損や破損を見つけた場合は、
返却時、職員にお伝えください。
　ご自身での修理等は不要です。
・ひとりでも多くの方が利用できるように、　
返却期限はお守りください。
・借りた資料を入れるバッグは、各自ご持参くだ
さい。

移動図書館「わくわく号」巡回日程表
6月の巡回

としょかんのおはなし会

＊ りとる ＊

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

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
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ご存知ですか？
移動図書館車「わくわく号」

話題の本や好きな作家の本、
「こんな本を持ってきてほしい」
など、お気軽にご要望ください。

図書館の資料はみんなの財産です。
大切に扱ってください。

雨の季節がやってきました。
おはなし会は感染症対策を行い、不定期で開催
しています。
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　不定期土曜日
　①10:30～10:50　　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♪

おはなし会は1日2回実施し
ます！幼児～小学生向けは
午前中に時間が変わったの
で、注意して来てね。
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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

6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。5月11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22回弥生の里音楽祭
「0歳からのコンサート～親子で楽しむブラスアンサンブル～」
出演：伊多倉潔（サックス）、古賀敦子（トランペット）、堀さゆり（トロンボーン）、
　　 弓削隆裕（チューバ）、日高潤也（ドラム）
●全席指定 1,500円ほか ※2歳以下膝上無料　●11:00

春日市制50周年記念　第22回弥生の里音楽祭
古澤巖 with TAKETA室内オーケストラ九州　
出演：古澤巖（ヴァイオリン）、TAKETA室内オーケストラ九州
●全席指定 5,000円 ※未就学児入場不可　●15:30　

7/30
（土）

季節を彩るワンコインコンサートシリーズ2022
～音楽で味わう日本の四季・世界の四季～夏公演
出演：ピアリンバ 山之内歩（ピアノ） 、山之内貴一郎（マリンバ）
●500円 ※未就学児入場不可　●14:00

7/18
（月・祝）

8/6
（土）

（公財）太宰府市文化スポーツ振興財団

企画展「絵で見る太宰府　詩でみる太宰府」
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

史跡のまちの“生”歴史ドラマVol.５
「夫婦杖～夢想権之助伝～」
会場：プラム・カルコア太宰府
●全席指定 1,000円 ※未就学児入場不可
●14:00　※5/10（火）チケット発売開始

太宰府市五条3丁目1番1号☎092（920）7070

①4（土）
②7（火）

7・14・21・28（火）

①9（木）
②23（木）
③30（木）

10（金）

11・25（土）

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6月号 1110 2022年6月号

開催中～
6/5
(日)

6/19
(日)

託 児

託 児

託 児

託 児

託 児

「情報の森」のご案内

イベント情報や行政情報を集約した「情報の森」がまどかぴあ北側玄関そばにオープンしました！
きっとあなたに必要な情報が見つかる「情報の森」へぜひお越しください。

古代の研究をしているプロフェッサーまどかからの依頼です。研究に欠かせない資料がまどかぴあ周辺に隠されて
いるという情報を手に入れました。まどかぴあや心のふるさと館のバックヤードまで、一緒に探してくれる冒険者
さんを募集します。
発見するミッシングストーンは発掘すると鉱石・化石のいずれかが出てきます。本編終了後、Web会議で北海道の
足寄(あしょろ)動物化石博物館の学芸員のお話を聞き、ストーンから発掘を行うミニ発掘体験も同時開催！

■日 時　7月31日（日）本編13:30～15:15　ミニ発掘体験（本編参加者のうち希望者のみ） 15:30～16:15
■対 象　小学生　※1・2年生は保護者1名（18歳以上）の同伴が必要、３年生は希望者のみ保護者同伴可
■定 員　小学生24名程度　 ※応募多数の場合は抽選（7月13日頃にメール又は郵送にて参加可否等の連絡をします。）
■参 加 費　１人500円（保険料等を含む）※保護者も参加費が必要です
■申 込 方 法　メールに以下の内容を記入し送信
　①名前（ヨミガナ付き）と学年（保護者同伴の場合は保護者名も記載のこと）
　②郵便番号・住所・電話番号　
　③ミッシングストーンの希望（鉱石または化石）※参加者全員分
　④ミニ発掘体験参加希望の有無
■申 込 先　madokakoubo@madokapia.or.jp
■申 込 締 切　7月8日（金）
■お問い合わせ　大野城まどかぴあ管理課　電話092-586-4006（平日 9:00～17:00）

特定天井耐震化工事のお知らせ
11月30日（水）まで、特定天井耐震化工事を行います。期間中は、大ホールをご利用いただ
けません。また、工事に関連して他施設の利用が制限される場合があります。
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 の
お 知 らせ

梅しごと
～梅漬けと梅干し・しその活用法～①②
■問 生涯学習センター

スマホ入門①②
■問 生涯学習センター

読み聞かせボランティア入門講座①②③
■問 まどかぴあ図書館

選べる香りのアロマ虫よけスプレー
■問 生涯学習センター

版画入門～銅版画 メゾチント～
■問 生涯学習センター

16（木）～
7/26（火）

18・25（土）

19（日）

21・28、
7/5・12（火）

26（日）
～7/10（日）

29（水）

託児サポーター養成講座
■問 男女平等推進センターアスカーラ

女性のための起業支援セミナー
■問 男女平等推進センターアスカーラ

大野城市民謡端唄
三味線同好会発表会
■問 本條092-503-3499
■会 小ホール　■時 開演10:30（開場10:00）

ハープでドレミを奏でよう①②
■問 生涯学習センター

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
■問 文化芸術振興担当

弁護士による臨時無料電話相談
「女性の権利ホットライン」
■問 男女平等推進センターアスカーラ

筑紫野市文化会館

ミリカローデン那珂川

ミリカ文化講演　寺島実郎 講演会
「コロナ後の世界における日本経済」
●2,500円　●14:00

6/19
（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

上方落語福岡県人隊　ミリカローデン那珂川寄席　
●2,000円　●18:30

8/4
(木)

■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

託 児

託 児

託 児

〔其の壱〕落語の楽しみ方講座
出演：立川生志、柳家さん光　お囃子：九州寄席囃子の会小きぬ社中
●全席指定 1,000円ほか ※小学生以上入場可　●11:00
※6/5（日）チケット販売開始

第十九回ちくしの寄席

〔其の弐〕立川生志“ふるさと応援”落語会
出演：立川生志、柳家さん光　お囃子：九州寄席囃子の会小きぬ社中
●全席指定 2,500円他 ※中学生以上入場可　●15:00
※6/5（日）チケット販売開始

7/30
（土）

大野城市市制50周年記念連携事業 
大野城まどかぴあ＆心のふるさと館バックヤード探検隊

～プロフェッサーまどかのミッシングストーン～

「情報の森」には情報が満載！
　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
「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。

　以下のＱＲコードを読み取り、
メールを送信すると便利です。

主催:大野城心のふるさと館、（公財）大野城まどかぴあ　協力:足寄動物化石博物館



まどかぴあイベントスケジュール

つくし お隣さん情報

6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。5月11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22回弥生の里音楽祭
「0歳からのコンサート～親子で楽しむブラスアンサンブル～」
出演：伊多倉潔（サックス）、古賀敦子（トランペット）、堀さゆり（トロンボーン）、
　　 弓削隆裕（チューバ）、日高潤也（ドラム）
●全席指定 1,500円ほか ※2歳以下膝上無料　●11:00

春日市制50周年記念　第22回弥生の里音楽祭
古澤巖 with TAKETA室内オーケストラ九州　
出演：古澤巖（ヴァイオリン）、TAKETA室内オーケストラ九州
●全席指定 5,000円 ※未就学児入場不可　●15:30　

7/30
（土）

季節を彩るワンコインコンサートシリーズ2022
～音楽で味わう日本の四季・世界の四季～夏公演
出演：ピアリンバ 山之内歩（ピアノ） 、山之内貴一郎（マリンバ）
●500円 ※未就学児入場不可　●14:00

7/18
（月・祝）

8/6
（土）

（公財）太宰府市文化スポーツ振興財団

企画展「絵で見る太宰府　詩でみる太宰府」
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

史跡のまちの“生”歴史ドラマVol.５
「夫婦杖～夢想権之助伝～」
会場：プラム・カルコア太宰府
●全席指定 1,000円 ※未就学児入場不可
●14:00　※5/10（火）チケット発売開始

太宰府市五条3丁目1番1号☎092（920）7070

①4（土）
②7（火）

7・14・21・28（火）

①9（木）
②23（木）
③30（木）

10（金）

11・25（土）

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6月号 1110 2022年6月号

開催中～
6/5
(日)

6/19
(日)

託 児

託 児

託 児

託 児

託 児

「情報の森」のご案内

イベント情報や行政情報を集約した「情報の森」がまどかぴあ北側玄関そばにオープンしました！
きっとあなたに必要な情報が見つかる「情報の森」へぜひお越しください。

古代の研究をしているプロフェッサーまどかからの依頼です。研究に欠かせない資料がまどかぴあ周辺に隠されて
いるという情報を手に入れました。まどかぴあや心のふるさと館のバックヤードまで、一緒に探してくれる冒険者
さんを募集します。
発見するミッシングストーンは発掘すると鉱石・化石のいずれかが出てきます。本編終了後、Web会議で北海道の
足寄(あしょろ)動物化石博物館の学芸員のお話を聞き、ストーンから発掘を行うミニ発掘体験も同時開催！

■日 時　7月31日（日）本編13:30～15:15　ミニ発掘体験（本編参加者のうち希望者のみ） 15:30～16:15
■対 象　小学生　※1・2年生は保護者1名（18歳以上）の同伴が必要、３年生は希望者のみ保護者同伴可
■定 員　小学生24名程度　 ※応募多数の場合は抽選（7月13日頃にメール又は郵送にて参加可否等の連絡をします。）
■参 加 費　１人500円（保険料等を含む）※保護者も参加費が必要です
■申 込 方 法　メールに以下の内容を記入し送信
　①名前（ヨミガナ付き）と学年（保護者同伴の場合は保護者名も記載のこと）
　②郵便番号・住所・電話番号　
　③ミッシングストーンの希望（鉱石または化石）※参加者全員分
　④ミニ発掘体験参加希望の有無
■申 込 先　madokakoubo@madokapia.or.jp
■申 込 締 切　7月8日（金）
■お問い合わせ　大野城まどかぴあ管理課　電話092-586-4006（平日 9:00～17:00）

特定天井耐震化工事のお知らせ
11月30日（水）まで、特定天井耐震化工事を行います。期間中は、大ホールをご利用いただ
けません。また、工事に関連して他施設の利用が制限される場合があります。
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 の
お 知 らせ

梅しごと
～梅漬けと梅干し・しその活用法～①②
■問 生涯学習センター

スマホ入門①②
■問 生涯学習センター

読み聞かせボランティア入門講座①②③
■問 まどかぴあ図書館

選べる香りのアロマ虫よけスプレー
■問 生涯学習センター

版画入門～銅版画 メゾチント～
■問 生涯学習センター

16（木）～
7/26（火）

18・25（土）

19（日）

21・28、
7/5・12（火）

26（日）
～7/10（日）

29（水）

託児サポーター養成講座
■問 男女平等推進センターアスカーラ

女性のための起業支援セミナー
■問 男女平等推進センターアスカーラ

大野城市民謡端唄
三味線同好会発表会
■問 本條092-503-3499
■会 小ホール　■時 開演10:30（開場10:00）

ハープでドレミを奏でよう①②
■問 生涯学習センター

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
■問 文化芸術振興担当

弁護士による臨時無料電話相談
「女性の権利ホットライン」
■問 男女平等推進センターアスカーラ

筑紫野市文化会館

ミリカローデン那珂川

ミリカ文化講演　寺島実郎 講演会
「コロナ後の世界における日本経済」
●2,500円　●14:00

6/19
（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

上方落語福岡県人隊　ミリカローデン那珂川寄席　
●2,000円　●18:30

8/4
(木)

■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

託 児

託 児

託 児

〔其の壱〕落語の楽しみ方講座
出演：立川生志、柳家さん光　お囃子：九州寄席囃子の会小きぬ社中
●全席指定 1,000円ほか ※小学生以上入場可　●11:00
※6/5（日）チケット販売開始

第十九回ちくしの寄席

〔其の弐〕立川生志“ふるさと応援”落語会
出演：立川生志、柳家さん光　お囃子：九州寄席囃子の会小きぬ社中
●全席指定 2,500円他 ※中学生以上入場可　●15:00
※6/5（日）チケット販売開始

7/30
（土）

大野城市市制50周年記念連携事業 
大野城まどかぴあ＆心のふるさと館バックヤード探検隊

～プロフェッサーまどかのミッシングストーン～

「情報の森」には情報が満載！
　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
「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。

　以下のＱＲコードを読み取り、
メールを送信すると便利です。

主催:大野城心のふるさと館、（公財）大野城まどかぴあ　協力:足寄動物化石博物館



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
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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

6月1日（水）、6月15日（水）6月1日（水）、6月15日（水）

生涯

管理

12 2022年6月号

まどかぴあ休館日のお知らせ

　●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 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

8（水） P6短期講座　受付開始

2（木）

2（木）
～

7/22（金）

男女 P7アスカーラ子育て応援講座　受付開始

管理 P3おとなの楽校　グランド会員発売
※WEB会員は6/8（水）～ 10（金） P2

14（火） P5

おとなの楽校　一般発売9（木） P3

6月

P4つながる“まどか”能舞台ワークショップ
能「羽衣」を謡おう！　参加者募集文芸

P2展覧会がもっとおもしろくなる！
鑑賞講座～版画編～　グランド会員受付開始文芸

展覧会がもっとおもしろくなる！
鑑賞講座～版画編～　一般受付開始文芸

ティータイムコンサートVol.300　
フレーズ募集　応募締切文芸


