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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6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)

まどかぴあ
市民大学 おとなの楽校
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外食はおいしく楽しく快適に4時間目

宮崎から世界へ 幸せな着ぐるみ文化2時間目世界に通用する日本の工芸品

動物の視点から考える『幸せ』
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22 2022年7月号 2022年7月号 3

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

文化芸術文化芸術振興担当　受付時間/9：00～17：00（月～金）   

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

チケット購入方法は12ページをご覧ください。
文化芸術文化芸術振興担当　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。

PLAY

まどかぴあ夏の自由研究

「演劇体験　想像してつくろう！」

PLAY

つながる“まどか”能舞台ワークショップ

能「羽衣」を謡おう！

絵や写真などから物語を想像してつくってみよう！演劇の経験は問いません！夏の思い出として創作すること、
演じることを楽しんでみませんか？
■日　　時　8月4日（木）　オリエンテーション＋つくろう！①
　　　　　　 8月5日（金）　つくろう！②
　　　　　　 8月6日（土）　つくろう！③
　　　　　　 8月7日（日）　発表しよう！
　　　　　　 各日13:30～16:30
■会　　場　多目的ホール（1階）
■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（応募者多数の場合、抽選）
　　　　　　　　※演劇の経験は問いません
■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）
■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。
■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。
■申込締切　7月22日（金）必着 ※定員に達し次第、受付終了。
■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オリエンテーション（約90分)、②はじめての謡、③能をもっと深く、④舞台を目指して
　　　　　　 　（②～④各約2時間）。

WEB

先行
グランド

先行

倉本聰主宰「富良野塾」、泊篤志代表「飛ぶ劇
場」を経て2005年有門正太郎プレゼンツを始
動。「笑顔になれればなんでも出来る」を合言葉
に作、演出、出演も務める。高校の演劇専科の講
師経験を活かし全国各地で小、中、高校生にア
ウトリーチ(出前授業)も盛んに行なっている。ま
た、各地で市民参加劇の作、演出なども行って
いる。2016年佐藤佐吉賞優秀主演男優賞受
賞。(一財)地域創造リージョナルシアター登録
派遣アーティスト。

有門 正太郎（ありかど しょうたろう）…1975年生北九州市出身

木村 健二（きむら けんじ）…九州芸術工科大学（現・九州大学芸術工学部）演劇部出身
2002年に飛ぶ劇場入団。以後の全ての本公演
に出演。2014年に「働きながら演劇を。」をコン
セプトに自身のユニット『金鶏ボンベ』を立ち上
げ、作・演出を手掛ける。
劇団ひまわり北九州サテライト講師。
ヒューマンアカデミー北九州校・ヒューマン
キャンパス非常勤講師。

大野城市内のコミュニティセンターで能の声楽である謡(うたい)を体験してみませんか。
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。

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

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

北コミュニティセンター　　研修室1・2
①  8/28（日）10:30 ②10/15（土）10:00
③11/19(土)10:00 ④12/17（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  8/28（日）14:00 ②10/15（土）13:30
③11/19(土)13:30 ④12/17（土）13:30

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」の上演と「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。
後援：大野城市、大野城市教育委員会、大野城市（南・中央・東・北）コミュニティ運営協議会 白坂 保行 久貫 弘能

参加者募集

参加者募集まどかぴあ市民大学おとなの楽校

九州最古の提灯屋である伊藤権次郎商店。八女提灯の成り立ちから需要の変化に伴う用途の変遷について、
提灯業界に変革を起こした8代目伊藤博紀がお話しします。海外から見た日本のモノづくりやディズニー映画
の演出にも使用された｢提灯｣の可能性の話は必聴！会場では、提灯づくりの道具や八女提灯の実物もご覧い
ただけます。

託 児

福岡県八女市生まれ。伊藤権次郎商店8代目。株式会社クラフカルト
代表取締役。大手商業施設にてプロモーション事業に携わり、その後、
家業である伊藤権次郎商店の8代目を継承。主に祭りや神社で使わ
れる提灯を作り、博多座や櫛田神社、博多祇園山笠、唐津くんちの提
灯なども手掛けている。

■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　
　 ※前売りで完売した場合、当日券は販売いたしません

■チケット取り扱い(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：84792）

いとう　　　 ひろき ごんじろう

かのう　

世界中からオーダーメイド着ぐるみ製作の依頼を受け付けているKIGURUMI.BIZ
株式会社。毎年約200体の着ぐるみの製作をしています。これまで海を渡っていった
着ぐるみ数は約100体、輸出先は17ヵ国にも及んでいます。世界で活躍する着ぐる
みたちの様子や、大野城市のPRキャラクター｢大野ジョー｣の誕生・製作の経緯などを
お話しします。

「宮崎から世界へ　幸せな着ぐるみ文化」
講師：加納 ひろみ（KIGURUMI.BIZ株式会社　代表取締役）9／10 土

2時間目

しいはら   しゅんいち

苦しみや痛み、喜びを、人と同じように様々な種類の動物が感じていることが科学
的に確認されてきています。体の状態（栄養、健康）や周囲の状態(環境)が変化する
と、行動や気持ち（心理状態)もその時々で変化します。地球環境が激変している今、
｢幸せ｣について動物の視点から考えてみませんか。

「動物の視点から考える『幸せ』」
講師：椎原 春一（大牟田市動物園　園長）11／12 土

3時間目

飲食店の魅力はおいしさだけではありません。よいお店とはどんなお店なのか、
よいお店を見分けるポイントとは何なのかをお話しします。また、飲食店においては
よいお客であることが大切です。これこそ、お店で快適にかつ楽しく過ごす最良の
方法なのです。せっかくの外食のひとときを、より有意義な時間にしてみませんか。

ゆげ　　 ぶんぺい
「外食はおいしく楽しく快適に」
講師：弓削 聞平（UMAGA編集長）

4時間目
2／11土㊗令和

5 年

「世界に通用する日本の工芸品」
講師：伊藤 博紀（八女提灯職人、伊藤権次郎商店８代目）7／23土

1時間目

発売中（1～4時間目）
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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

文化芸術文化芸術振興担当　受付時間/9：00～17：00（月～金）   

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

チケット購入方法は12ページをご覧ください。
文化芸術文化芸術振興担当　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。

PLAY

まどかぴあ夏の自由研究

「演劇体験　想像してつくろう！」

PLAY

つながる“まどか”能舞台ワークショップ

能「羽衣」を謡おう！

絵や写真などから物語を想像してつくってみよう！演劇の経験は問いません！夏の思い出として創作すること、
演じることを楽しんでみませんか？
■日　　時　8月4日（木）　オリエンテーション＋つくろう！①
　　　　　　 8月5日（金）　つくろう！②
　　　　　　 8月6日（土）　つくろう！③
　　　　　　 8月7日（日）　発表しよう！
　　　　　　 各日13:30～16:30
■会　　場　多目的ホール（1階）
■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（応募者多数の場合、抽選）
　　　　　　　　※演劇の経験は問いません
■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）
■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。
■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。
■申込締切　7月22日（金）必着 ※定員に達し次第、受付終了。
■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オリエンテーション（約90分)、②はじめての謡、③能をもっと深く、④舞台を目指して
　　　　　　 　（②～④各約2時間）。

WEB

先行
グランド

先行

倉本聰主宰「富良野塾」、泊篤志代表「飛ぶ劇
場」を経て2005年有門正太郎プレゼンツを始
動。「笑顔になれればなんでも出来る」を合言葉
に作、演出、出演も務める。高校の演劇専科の講
師経験を活かし全国各地で小、中、高校生にア
ウトリーチ(出前授業)も盛んに行なっている。ま
た、各地で市民参加劇の作、演出なども行って
いる。2016年佐藤佐吉賞優秀主演男優賞受
賞。(一財)地域創造リージョナルシアター登録
派遣アーティスト。

有門 正太郎（ありかど しょうたろう）…1975年生北九州市出身

木村 健二（きむら けんじ）…九州芸術工科大学（現・九州大学芸術工学部）演劇部出身
2002年に飛ぶ劇場入団。以後の全ての本公演
に出演。2014年に「働きながら演劇を。」をコン
セプトに自身のユニット『金鶏ボンベ』を立ち上
げ、作・演出を手掛ける。
劇団ひまわり北九州サテライト講師。
ヒューマンアカデミー北九州校・ヒューマン
キャンパス非常勤講師。

大野城市内のコミュニティセンターで能の声楽である謡(うたい)を体験してみませんか。
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。

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

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

北コミュニティセンター　　研修室1・2
①  8/28（日）10:30 ②10/15（土）10:00
③11/19(土)10:00 ④12/17（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  8/28（日）14:00 ②10/15（土）13:30
③11/19(土)13:30 ④12/17（土）13:30

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」の上演と「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。
後援：大野城市、大野城市教育委員会、大野城市（南・中央・東・北）コミュニティ運営協議会 白坂 保行 久貫 弘能

参加者募集

参加者募集まどかぴあ市民大学おとなの楽校

九州最古の提灯屋である伊藤権次郎商店。八女提灯の成り立ちから需要の変化に伴う用途の変遷について、
提灯業界に変革を起こした8代目伊藤博紀がお話しします。海外から見た日本のモノづくりやディズニー映画
の演出にも使用された｢提灯｣の可能性の話は必聴！会場では、提灯づくりの道具や八女提灯の実物もご覧い
ただけます。

託 児

福岡県八女市生まれ。伊藤権次郎商店8代目。株式会社クラフカルト
代表取締役。大手商業施設にてプロモーション事業に携わり、その後、
家業である伊藤権次郎商店の8代目を継承。主に祭りや神社で使わ
れる提灯を作り、博多座や櫛田神社、博多祇園山笠、唐津くんちの提
灯なども手掛けている。

■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　
　 ※前売りで完売した場合、当日券は販売いたしません

■チケット取り扱い(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：84792）

いとう　　　 ひろき ごんじろう

かのう　

世界中からオーダーメイド着ぐるみ製作の依頼を受け付けているKIGURUMI.BIZ
株式会社。毎年約200体の着ぐるみの製作をしています。これまで海を渡っていった
着ぐるみ数は約100体、輸出先は17ヵ国にも及んでいます。世界で活躍する着ぐる
みたちの様子や、大野城市のPRキャラクター｢大野ジョー｣の誕生・製作の経緯などを
お話しします。

「宮崎から世界へ　幸せな着ぐるみ文化」
講師：加納 ひろみ（KIGURUMI.BIZ株式会社　代表取締役）9／10 土

2時間目

しいはら   しゅんいち

苦しみや痛み、喜びを、人と同じように様々な種類の動物が感じていることが科学
的に確認されてきています。体の状態（栄養、健康）や周囲の状態(環境)が変化する
と、行動や気持ち（心理状態)もその時々で変化します。地球環境が激変している今、
｢幸せ｣について動物の視点から考えてみませんか。

「動物の視点から考える『幸せ』」
講師：椎原 春一（大牟田市動物園　園長）11／12 土

3時間目

飲食店の魅力はおいしさだけではありません。よいお店とはどんなお店なのか、
よいお店を見分けるポイントとは何なのかをお話しします。また、飲食店においては
よいお客であることが大切です。これこそ、お店で快適にかつ楽しく過ごす最良の
方法なのです。せっかくの外食のひとときを、より有意義な時間にしてみませんか。

ゆげ　　 ぶんぺい
「外食はおいしく楽しく快適に」
講師：弓削 聞平（UMAGA編集長）

4時間目
2／11土㊗令和

5 年

「世界に通用する日本の工芸品」
講師：伊藤 博紀（八女提灯職人、伊藤権次郎商店８代目）7／23土

1時間目

発売中（1～4時間目）
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■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。

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。

市制50周年を迎えた「大野城」のまちと音楽のコラボレーション
を、ピアノとウッドベースでお届けします。皆さまに応募いただ
いた大野城のイメージをもとに、「Visions」が楽曲を制作中！
ここでしか聴くことのできないオリジナルソングをお聴き逃し
なく。

Visions　プロフィール
絵本と音楽のコラボに観客参加を組み込んだステージが幅広い年齢層に大好評。国内外
メディアで話題のピアノ＆ベースのデュオユニット。
音楽の楽しさを伝えたい！スタンダードジャズ、映画音楽のアレンジ演奏のほか、JAZZ
のリズムの楽しさと即興のわくわく感を聴く人と一緒に創る奇想天外なプログラム。
Visionsのステージは絵本朗読、芝居、ダンス、伝統芸能神楽、国内外のさまざまな他アート
とのコラボレーションを軸に、全国のメディアで反響を呼んでいる。

ティータイムコンサートVol.3007／26
火 MUSIC

ビジョンズ

■会　場　小ホール（2階）全席自由　■施設利用券　1枚300円　

【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。
　　　　　　　　　　・大ホールの改修工事に伴い、7月及び 9月～令和 5年 1月のシネマランドはお休みします。
協賛：株式会社東洋ナビックス、1st.hair

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

■受 付 期 間　8月1日（月）10:00 ～ 8月18日(木）（8/3（水）、17（水）休館）
　　　　　　　※定員に達し次第受付終了
■定 員　各回100名 ※先着順
■チケット取扱い　まどかぴあ総合案内
　　　　　　　発売日専用　　 092-591-1111（10:00～21:00）※発売初日は電話予約のみ
　　　　　　　8/2（火）以降　 092-586-4000(9:00～21:00）
　　　　　　　※有効期限内の回数券・施設利用券をお持ちの方も必ずご予約をお願いします。
　　　　　　　※人数変更・キャンセルの場合は必ずご連絡ください。ただし、お支払い済みの場合、払い戻しはいたしません。

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

車イス

©2019 日本すみっコぐらし協会映画部※各回30分前開場

①10:00～11:05（日本語字幕付）
②13:00～14:05
③16:00～17:05

8／20土
すみっこを好んでくらす個性豊かなすみっコたち。ある日「喫茶すみっ
コ」の地下室で 1 冊のとびだす絵本を見つけ眺めていると突然仕掛け
が動き絵本の中に吸い込まれてしまう。辿り着いた絵本の世界です
みっコたちはひよこ？と出会い色々な物語の中を旅することに…
監督：まんきゅう
ナレーション：井ノ原快彦、本上まなみ

「映画すみっコぐらし とびだす絵本とひみつのコ」
2019年/日本/65分　※10時の回のみ、日本語字幕を付けて上映。 3歳以上入場OK

■日　　時　4月17日（日）13:30開場/14:00開演/15:25終演　　  ■会　　場　大ホール
■対　　象　知的・発達障がい児（者）、支援者　　　　　　　　　　　　　■参加者数　98名（34組）
■開催目的　知的・発達障がい児（者）に向けて映画鑑賞の場を提供することで、鑑賞マナーやルールを
　　　　　　学ぶ社会参加・自立への契機としてもらい、さらに、まどかぴあ職員が運営ノウハウを学ぶ
　　　　　　機会として開催しました。
■内　　容　劇場や鑑賞マナー・ルールの説明、映画「パンダコパンダ」「カラフル忍者いろまき」上映
　　　　　　司会：門司 智美

■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）/入場無料
■ギャラリートーク
   6月26日（日）15:00～16:00予定

●参加者の声（一部抜粋）
Q参加のきっかけは？
 ・周りに迷惑をかけるため映画に行けないので
　いい機会と思った
 ・障がいの子が安心して参加できる場所で色々な経験を
　積ませてあげたい
 ・本格的な劇場で見せてあげたかった
 ・いつもと違うことが苦手なのでホールに慣れてもらうため
 ・経験の数だけ安心に繋がるので
Q参加した感想は？
 ・普段見られない映画が観られて良かった
 ・字幕が微妙に遅れて出るのが少し気になった
 ・楽しすぎて度々子どもが立ってしまったのが反省です
 ・とても良い経験を障がい児の子どもにさせてあげられました
 ・鑑賞のマナーがとても分かりやすくて良かった
●鑑賞サポート
　自由席、車いす席、音量小さめ、場内明るめ、
　イヤーマフ貸出、手話通訳、字幕、看護師
　その他の詳しい様子は、
　まどかぴあホームページに掲載しています。▶
　ぜひご覧ください。

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）
企画・コーディネート：国際障害者交流センター ビッグ・アイ

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

2021年に開催を予定していた公演でしたが、新型コロナウイルス感染拡大に伴い 2度延期となり、
ようやく開催することができました。

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 ART

入場までの手順は番号に沿って

手話通訳・字幕で分かりやすく

休憩スペースを設置

来場者をひとつにするポーズ！
両手で頭の上に輪を作って
「劇場って楽しい!!」

開場時間はイラストで

●当日の様子
　会場の様々な案内は言葉よりも
　見てわかる「イラスト」を中心に掲示

時計の針が
イラストと同じに

なったら、はじまるよ♪

間村 清（ベース）塚本 美樹（ピアノ）

ファミリーシネマ

事前予約制

戦後の白木原ベース通りでの住民と米兵の物語。
■時　　間　27日（土）①14:00～ ②19:00～
　　　　　　28日（日）①14:00～ ②17:00～ 
　　　　　　※各回30分前開場
■会　　場　小ホール（2階）全席自由
■料　　金　一般500円
■チケット　7/7（木）10:00～まどかぴあ総合案内で発売
　　　　　　（各回30枚のみ）
　　　　　　※発売初日は電話予約のみ
　　　　　　※詳細はチラシ等をご覧ください

主催：大野城市民劇団迷子座

令和4年度 第35回大野城市民劇団
迷子座定期公演

「白木原ベース通り～プロローグ～」

共催事業

8／27土
　28日 PLAY

劇場って楽しい！！2022 
in 大野城まどかぴあ　 REPORT 

実施
レポート
実施
レポート

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。

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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■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。

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。

市制50周年を迎えた「大野城」のまちと音楽のコラボレーション
を、ピアノとウッドベースでお届けします。皆さまに応募いただ
いた大野城のイメージをもとに、「Visions」が楽曲を制作中！
ここでしか聴くことのできないオリジナルソングをお聴き逃し
なく。

Visions　プロフィール
絵本と音楽のコラボに観客参加を組み込んだステージが幅広い年齢層に大好評。国内外
メディアで話題のピアノ＆ベースのデュオユニット。
音楽の楽しさを伝えたい！スタンダードジャズ、映画音楽のアレンジ演奏のほか、JAZZ
のリズムの楽しさと即興のわくわく感を聴く人と一緒に創る奇想天外なプログラム。
Visionsのステージは絵本朗読、芝居、ダンス、伝統芸能神楽、国内外のさまざまな他アート
とのコラボレーションを軸に、全国のメディアで反響を呼んでいる。

ティータイムコンサートVol.3007／26
火 MUSIC

ビジョンズ

■会　場　小ホール（2階）全席自由　■施設利用券　1枚300円　

【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。
　　　　　　　　　　・大ホールの改修工事に伴い、7月及び 9月～令和 5年 1月のシネマランドはお休みします。
協賛：株式会社東洋ナビックス、1st.hair

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

■受 付 期 間　8月1日（月）10:00 ～ 8月18日(木）（8/3（水）、17（水）休館）
　　　　　　　※定員に達し次第受付終了
■定 員　各回100名 ※先着順
■チケット取扱い　まどかぴあ総合案内
　　　　　　　発売日専用　　 092-591-1111（10:00～21:00）※発売初日は電話予約のみ
　　　　　　　8/2（火）以降　 092-586-4000(9:00～21:00）
　　　　　　　※有効期限内の回数券・施設利用券をお持ちの方も必ずご予約をお願いします。
　　　　　　　※人数変更・キャンセルの場合は必ずご連絡ください。ただし、お支払い済みの場合、払い戻しはいたしません。

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

車イス

©2019 日本すみっコぐらし協会映画部※各回30分前開場

①10:00～11:05（日本語字幕付）
②13:00～14:05
③16:00～17:05

8／20土
すみっこを好んでくらす個性豊かなすみっコたち。ある日「喫茶すみっ
コ」の地下室で 1 冊のとびだす絵本を見つけ眺めていると突然仕掛け
が動き絵本の中に吸い込まれてしまう。辿り着いた絵本の世界です
みっコたちはひよこ？と出会い色々な物語の中を旅することに…
監督：まんきゅう
ナレーション：井ノ原快彦、本上まなみ

「映画すみっコぐらし とびだす絵本とひみつのコ」
2019年/日本/65分　※10時の回のみ、日本語字幕を付けて上映。 3歳以上入場OK

■日　　時　4月17日（日）13:30開場/14:00開演/15:25終演　　  ■会　　場　大ホール
■対　　象　知的・発達障がい児（者）、支援者　　　　　　　　　　　　　■参加者数　98名（34組）
■開催目的　知的・発達障がい児（者）に向けて映画鑑賞の場を提供することで、鑑賞マナーやルールを
　　　　　　学ぶ社会参加・自立への契機としてもらい、さらに、まどかぴあ職員が運営ノウハウを学ぶ
　　　　　　機会として開催しました。
■内　　容　劇場や鑑賞マナー・ルールの説明、映画「パンダコパンダ」「カラフル忍者いろまき」上映
　　　　　　司会：門司 智美

■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）/入場無料
■ギャラリートーク
   6月26日（日）15:00～16:00予定

●参加者の声（一部抜粋）
Q参加のきっかけは？
 ・周りに迷惑をかけるため映画に行けないので
　いい機会と思った
 ・障がいの子が安心して参加できる場所で色々な経験を
　積ませてあげたい
 ・本格的な劇場で見せてあげたかった
 ・いつもと違うことが苦手なのでホールに慣れてもらうため
 ・経験の数だけ安心に繋がるので
Q参加した感想は？
 ・普段見られない映画が観られて良かった
 ・字幕が微妙に遅れて出るのが少し気になった
 ・楽しすぎて度々子どもが立ってしまったのが反省です
 ・とても良い経験を障がい児の子どもにさせてあげられました
 ・鑑賞のマナーがとても分かりやすくて良かった
●鑑賞サポート
　自由席、車いす席、音量小さめ、場内明るめ、
　イヤーマフ貸出、手話通訳、字幕、看護師
　その他の詳しい様子は、
　まどかぴあホームページに掲載しています。▶
　ぜひご覧ください。

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）
企画・コーディネート：国際障害者交流センター ビッグ・アイ

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

2021年に開催を予定していた公演でしたが、新型コロナウイルス感染拡大に伴い 2度延期となり、
ようやく開催することができました。

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 ART

入場までの手順は番号に沿って

手話通訳・字幕で分かりやすく

休憩スペースを設置

来場者をひとつにするポーズ！
両手で頭の上に輪を作って
「劇場って楽しい!!」

開場時間はイラストで

●当日の様子
　会場の様々な案内は言葉よりも
　見てわかる「イラスト」を中心に掲示

時計の針が
イラストと同じに

なったら、はじまるよ♪

間村 清（ベース）塚本 美樹（ピアノ）

ファミリーシネマ

事前予約制

戦後の白木原ベース通りでの住民と米兵の物語。
■時　　間　27日（土）①14:00～ ②19:00～
　　　　　　28日（日）①14:00～ ②17:00～ 
　　　　　　※各回30分前開場
■会　　場　小ホール（2階）全席自由
■料　　金　一般500円
■チケット　7/7（木）10:00～まどかぴあ総合案内で発売
　　　　　　（各回30枚のみ）
　　　　　　※発売初日は電話予約のみ
　　　　　　※詳細はチラシ等をご覧ください

主催：大野城市民劇団迷子座

令和4年度 第35回大野城市民劇団
迷子座定期公演

「白木原ベース通り～プロローグ～」

共催事業

8／27土
　28日 PLAY

劇場って楽しい！！2022 
in 大野城まどかぴあ　 REPORT 

実施
レポート
実施
レポート

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。

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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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　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

■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

託 児

LECTUREアスカーラ子育て応援講座

テーマ・講師・詳細

8月20日（土）
13:00～15:30

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」絵本の読み語りもありますよ！

日時 会場回

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 7月13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。
子ども向け講座への保護者の入室はご遠慮ください。

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

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

はん

【日　程】7月26日(火)　　　 【時　間】10:00～12:00
【定　員】16名　　　　　　　【受講料】800円
【材料費】300円　　　　　　【対　象】小学生
【講　師】古本 元治（東亜大学客員教授）

【日　程】7月30日（土）　　 　【時　間】10:00～11:30
【定　員】20名　　　　　　　【受講料】800円
【材料費】1,000円　　　　　【対　象】小学生
【講　師】樋口 瑞樹（工房スマイル講師）

【日　程】8月1日（月）  　　　 【時　間】10:00～12:00
【定　員】16名　　　　　　　【受講料】800円
【材料費】1,500円（花器つき）　【対　象】小学生
【講　師】中島 久美子(華道家元池坊副総華督)

【日　程】7月28日(木)　　　　 【時　間】10:00～12:00
【定　員】16名　　　　　　　　【受講料】800円
【材料費】1,000円　　　　　　【対　象】小学生
【講　師】舛本 麻衣（JSAアイシングクッキー認定講師）

【日　程】7月29日（金）　　　 　【時　間】10:00～12:00
【定　員】16名　　　　　　　　【受講料】800円
【材料費】700円　　　　　　　【対　象】小学生
【講　師】知識 由美子（チョークアーティスト）

【日　程】8月2日（火）  　　　 　【時　間】10:00～12:00
【定　員】12組　　　　　　　　【受講料】1,100円/組
【材料費】900円/組　　
【対　象】小学生とその保護者1名
【講　師】島 鈴子(フラワーレジンクチュール認定講師)

楽しく絵を描こう！
水彩絵の具を使って、楽し
く自分らしい絵を描いてみ
ませんか。絵を描くのが好
きな子、苦手な子、どなた
でも大丈夫です。一緒に楽
しみましょう。

アイシングクッキーを作ろう
夏らしいモチーフのカラフ
ルなアイシングクッキーを
作ります。Tシャツのモ
チーフでは、ボーダー柄や
水玉柄にし、名前を入れる
こともできます。自分だけ
のデコレーションを楽しみ
ましょう。

※イメージ ※イメージ

お菓子作りをするように粘
土を伸ばし、かわいい動物
の顔型のお皿を作ります。
型紙を用意していますので、
お子さんでも簡単に作れま
すよ。オリジナルの可愛い
お皿で食卓を彩りませんか。
※焼き上がりは1ヵ月半後です。
　作品はまどかぴあまで取りに来
　ていただきます。 ※作品例

青い空、青い海！夏休みの
思い出にチョークアートで
可愛いイルカを描いてみま
せんか。初めてでも大丈夫。
ステキに仕上げましょう。

※作品例

夏休みの思い出に親子でＵＶ
レジンを使い、お花やかわい
いパーツを入れてオリジナル
の小物入れ、ストラップを作
りましょう。
※1組で小物入れ1個、ストラップ　
　1個を作ります。

※イメージ

アニマルなお皿作り

※イメージ

やってみよう！いけ花（池坊）
日本の伝統文化である「いけ花」を、
剣山を使わずに簡単に体験してみま
せんか。身近にあるお花で楽しく綺麗
にいけることができるように、ポイン
トをお教えします。
※花器はお持ち帰りできます。

楽しいチョークアート～イルカ編～
託 児

親子でＵＶレジン

■時　　間　10:00～12:00　 ■会　　場　多目的ホール（1階）
■受 講 料　無料　　　　　　■定　　員　各回100名（申込先着順）
■申込方法　7月1日（金）より、電話・FAX・総合案内・ホームページにて受付開始

毎年大好評の男女共生講座が今年も 8月からスタートします！
毎回素敵な講師をお迎えして、様々な分野からみなさんの好奇心を刺激します。
初めての方もお気軽にご参加ください！

託 児

大野城市男女共生講座 LECTURE

回 日にち テーマ・講師

8月18日（木）

9月15日（木）

10月6日（木）

11月10日（木）

1

2

3

4

日常に潜むハラスメント～身近な事例で考える～
柏熊 志薫（弁護士法人女性協同法律事務所所属 弁護士）

“日本のアンデルセン”と出逢った私の生き方
金 成妍（久留島武彦記念館館長）

パートナーとの心地よいつきあい方 ～夫婦円満のコツと禁句～
山﨑 一馬（夫婦円満カウンセリング「つなぐ」代表、臨床心理士）

私を災害ボランティアに駆りたてるもの～体験を通しての気づきと発見～
肥後 孝（NPO法人日本九援隊理事長）

多目的ホール
（1階）

調理実習室
（2階）

しのぶ

キム　 ソンヨン

＜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

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　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

■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

託 児

LECTUREアスカーラ子育て応援講座

テーマ・講師・詳細
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13:00～15:30
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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」絵本の読み語りもありますよ！

日時 会場回

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
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※受付開始時は混み合います。ご了承ください。
子ども向け講座への保護者の入室はご遠慮ください。

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）
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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！
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【日　程】7月26日(火)　　　 【時　間】10:00～12:00
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【日　程】8月2日（火）  　　　 　【時　間】10:00～12:00
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【対　象】小学生とその保護者1名
【講　師】島 鈴子(フラワーレジンクチュール認定講師)
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水彩絵の具を使って、楽し
く自分らしい絵を描いてみ
ませんか。絵を描くのが好
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型紙を用意していますので、
お子さんでも簡単に作れま
すよ。オリジナルの可愛い
お皿で食卓を彩りませんか。
※焼き上がりは1ヵ月半後です。
　作品はまどかぴあまで取りに来
　ていただきます。 ※作品例

青い空、青い海！夏休みの
思い出にチョークアートで
可愛いイルカを描いてみま
せんか。初めてでも大丈夫。
ステキに仕上げましょう。
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夏休みの思い出に親子でＵＶ
レジンを使い、お花やかわい
いパーツを入れてオリジナル
の小物入れ、ストラップを作
りましょう。
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　1個を作ります。
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せんか。身近にあるお花で楽しく綺麗
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毎年大好評の男女共生講座が今年も 8月からスタートします！
毎回素敵な講師をお迎えして、様々な分野からみなさんの好奇心を刺激します。
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“日本のアンデルセン”と出逢った私の生き方
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パートナーとの心地よいつきあい方 ～夫婦円満のコツと禁句～
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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）

7／17
日

申し込み
不要

要申込
先着順

EVENT

■時　　間　19:00～19:40 /18:45開場
■会　　場　303会議室（3階）
■定　　員　35名（子ども1名につき保護者は1名まで）
■対　　象　小学生以上（未就学児入場不可）
　　　　　　　※小学生は保護者同伴または会場までの送迎を
　　　　　　　　お願いします。
■申込方法　7月7日（木）10:00より
　　　　　　図書館カウンター・電話にて受付開始

暑い夏の夜、ちょっぴりこわいおはな
しを聞きに来ませんか？いつもとちが
う、スペシャルな夜のおはなし会です。

わくわくおはなし会
夏休みスペシャル「夜ばなし」

■時　　間　①10:30～10:45　赤ちゃん向けおはなし会
　　　　　　②11:30～11:45　パネルシアター
　　　　　　③13:15～13:35　幼児～小学生向けおはなし会
　　　　　　④14:15～14:35　幼児～小学生向けおはなし会
　　　　　　⑤15:15～15:35　ひみつのブックトーク
■会　　場　306会議室（3階）
■定　　員　各回20名（保護者含む）
■対　　象　①赤ちゃん　②赤ちゃん～幼児
　　　　　　③④幼児～小学生　⑤小学4年生以上
■申込方法　7月21日（木）10:00より
　　　　　　図書館カウンター・電話にて受付開始

楽しい夏の思い出に、ぜひご家族おそろ
いでどうぞ。ブックトークでは、読書感
想文におすすめの本を紹介します♪

真夏のスペシャルおはなし会

紙のどうぶつえん

■時　　間　①9:40～10:40　②11:10～12:10
■申込方法　8月4日（木）10:00より
　　　　　　図書館カウンター・電話にて受付開始
　　　　　　※子どもだけでの参加はできません。

大人と子どもが一緒に楽しめる親子読書会を大野城
市地域貸出文庫連絡協議会と協力して開催します。
楽しいおはなし会や親子で協力する工作などを準備
しています。

第42回親子読書会
～親子で心ゆたかな時間をすごそう～

■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
■会　場　まどかぴあ1階～3階の各会場
　　　　　※状況によっては、入場制限を行う場合があります

毎年人気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各種ご用意してお待ちしております。
子どもから大人までみんなで楽しもう！

■日　　時　8月25日（木）～9月8日（木）（全5回　月・木曜日）　18:30～21:30
■講　　師　竹中 ひとみ（有限会社アキラ企画）
■会　　場　大野城市商工会　大ホール（3階）
■受 講 料　8,000円（テキスト代・資料代含む）
　　　　　　※商工会会員の場合は5,000円
■定　　員　20名（申込先着順）
■申込条件　パソコン持ち込み可能な方
■申込方法　郵送またはFAXにて受付
　　　　　　※①郵便番号 ②住所 ③氏名 ④電話番号
　　　　　　　⑤パソコンでの文章入力経験の有無をご記入のうえ
　　　　　　　「JW-CAD初級講座」係までお申し込みください。
■申込期間　7月19日（火）～7月31日（日）
■申 込 先　大野城市商工会　〒816-0932　大野城市瓦田2-6-12
　　　　　　電話：092-581-3412　FAX：092-581-3703

結婚・出産・育児・介護などの理由で退職し再就職をめざす方や、仕事能力のスキルアップをして再就職や転職を
有利にしたい方のための講座です。今回はコンピュータを使って製図を行うCADソフト「JW-CAD」の講習会です。
建築などの設計製図だけでなく、看板・チラシ・衣服・名刺などのデザインにも活用できます。

スキルアップ講座

実践！JW-CAD初級講座 LECTURE

※性別・年齢・居住地は問いません

※大野城市内在住・在勤で、生活保護・児童扶養手当等を受給している人を対象に受講料の一部助成制度があります。
　詳しくは男女平等推進センター（092-586-4030）へお問い合わせください。

主催：大野城市商工会

共催事業

■時　　間　①10:00～11:30
　　　　　　②12:45～14:15
　　　　　　③14:45～16:15
■会　　場　多目的ホール(1階)
■対　　象　5歳以上(小学1年生以下は要保護者同伴)
■アドバイザー　津田 三朗（造形作家・彫刻家）
■定　　員　各回10組（子ども1名につき保護者は1名まで）
■申込方法　7月15日（金）10:00より
　　　　　　図書館カウンター・電話にて受付開始

ダンボールでいろいろな動物をつくる、毎年恒例の人
気イベントです。広いお部屋でのびのびと工作を楽し
みませんか？

※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。
※畑詰公民館は改修工事のため、令和5年1月まで運休します。

移動図書館「わくわく号」巡回日程表
7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 巡町公園
（川久保2丁目）

畑詰公民館
※工事のため運休

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

11日
25日

4日

12日
26日
5日
19日
14日
28日
7日
21日
1日
15日
29日
8日
22日
10日
24日

曜
日 日

日

月

火

木

金

としょかんのおはなし会

＊ りとる ＊
いよいよ夏本番です！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。

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！
時間に注意して来てね。

絵本の読み語り

大野城市PRキャラクター 
大野ジョー

大野城市イメージキャラクター
まどかちゃん

わくわく工作体験

子ども市

大野ジョーくんとまどかちゃんもやってくるよ！

み
ん
な
、待
っ
て
る

じ
ょ
ー
！

元
気
な
私
た
ち
に

会
い
に
来
て
ね
ー
♪

共催事業 予告
8／21日

7／23
土

8／6
土

7／30
土

内容（部門）

すいぞくかんをつくろう

つくってあそぼう

定員

17組

15組

会場

301・304会議室（3階）

303会議室（3階）

日程
7月12日（火） ①10:30~10:45

②11:30~11:45
①10:30~10:50
②11:30~11:50

7月26日（火）
赤ちゃん向け

幼児～小学生向け 7月16日（土）

時間 場所
306会議室
301会議室

和会議室

8 2022年7月号 2022年7月号 9

アスカーラわくわくひろば

みなさんへのお願い
　○来場前に健康状態の確認と検温をお願いします。
　○会場でのマスク着用と手指消毒をお願いします。
　○発熱や体調が優れない方、高齢や基礎疾患を
　　お持ちで感染リスクが心配な方は、ご来場を
　　お控えください。

イベントのご案内（予定）
　◇「男女共同参画」絵本の読み語り
　◇つどい場Palお話会&ハンドマッサージ
　◇知ってると安心！防災豆ちしき～Part2～
　◇本吉摩呂子さんの
　　♡命の大きさ感じるワークショップ♡

◇にこにこマージャン
◇わくわく工作体験
◇子ども市
◇アスカーラバザー
◇スタンプラリー



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）

7／17
日

申し込み
不要

要申込
先着順

EVENT

■時　　間　19:00～19:40 /18:45開場
■会　　場　303会議室（3階）
■定　　員　35名（子ども1名につき保護者は1名まで）
■対　　象　小学生以上（未就学児入場不可）
　　　　　　　※小学生は保護者同伴または会場までの送迎を
　　　　　　　　お願いします。
■申込方法　7月7日（木）10:00より
　　　　　　図書館カウンター・電話にて受付開始

暑い夏の夜、ちょっぴりこわいおはな
しを聞きに来ませんか？いつもとちが
う、スペシャルな夜のおはなし会です。

わくわくおはなし会
夏休みスペシャル「夜ばなし」

■時　　間　①10:30～10:45　赤ちゃん向けおはなし会
　　　　　　②11:30～11:45　パネルシアター
　　　　　　③13:15～13:35　幼児～小学生向けおはなし会
　　　　　　④14:15～14:35　幼児～小学生向けおはなし会
　　　　　　⑤15:15～15:35　ひみつのブックトーク
■会　　場　306会議室（3階）
■定　　員　各回20名（保護者含む）
■対　　象　①赤ちゃん　②赤ちゃん～幼児
　　　　　　③④幼児～小学生　⑤小学4年生以上
■申込方法　7月21日（木）10:00より
　　　　　　図書館カウンター・電話にて受付開始

楽しい夏の思い出に、ぜひご家族おそろ
いでどうぞ。ブックトークでは、読書感
想文におすすめの本を紹介します♪

真夏のスペシャルおはなし会

紙のどうぶつえん

■時　　間　①9:40～10:40　②11:10～12:10
■申込方法　8月4日（木）10:00より
　　　　　　図書館カウンター・電話にて受付開始
　　　　　　※子どもだけでの参加はできません。

大人と子どもが一緒に楽しめる親子読書会を大野城
市地域貸出文庫連絡協議会と協力して開催します。
楽しいおはなし会や親子で協力する工作などを準備
しています。

第42回親子読書会
～親子で心ゆたかな時間をすごそう～

■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
■会　場　まどかぴあ1階～3階の各会場
　　　　　※状況によっては、入場制限を行う場合があります

毎年人気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各種ご用意してお待ちしております。
子どもから大人までみんなで楽しもう！

■日　　時　8月25日（木）～9月8日（木）（全5回　月・木曜日）　18:30～21:30
■講　　師　竹中 ひとみ（有限会社アキラ企画）
■会　　場　大野城市商工会　大ホール（3階）
■受 講 料　8,000円（テキスト代・資料代含む）
　　　　　　※商工会会員の場合は5,000円
■定　　員　20名（申込先着順）
■申込条件　パソコン持ち込み可能な方
■申込方法　郵送またはFAXにて受付
　　　　　　※①郵便番号 ②住所 ③氏名 ④電話番号
　　　　　　　⑤パソコンでの文章入力経験の有無をご記入のうえ
　　　　　　　「JW-CAD初級講座」係までお申し込みください。
■申込期間　7月19日（火）～7月31日（日）
■申 込 先　大野城市商工会　〒816-0932　大野城市瓦田2-6-12
　　　　　　電話：092-581-3412　FAX：092-581-3703

結婚・出産・育児・介護などの理由で退職し再就職をめざす方や、仕事能力のスキルアップをして再就職や転職を
有利にしたい方のための講座です。今回はコンピュータを使って製図を行うCADソフト「JW-CAD」の講習会です。
建築などの設計製図だけでなく、看板・チラシ・衣服・名刺などのデザインにも活用できます。

スキルアップ講座

実践！JW-CAD初級講座 LECTURE

※性別・年齢・居住地は問いません

※大野城市内在住・在勤で、生活保護・児童扶養手当等を受給している人を対象に受講料の一部助成制度があります。
　詳しくは男女平等推進センター（092-586-4030）へお問い合わせください。

主催：大野城市商工会

共催事業

■時　　間　①10:00～11:30
　　　　　　②12:45～14:15
　　　　　　③14:45～16:15
■会　　場　多目的ホール(1階)
■対　　象　5歳以上(小学1年生以下は要保護者同伴)
■アドバイザー　津田 三朗（造形作家・彫刻家）
■定　　員　各回10組（子ども1名につき保護者は1名まで）
■申込方法　7月15日（金）10:00より
　　　　　　図書館カウンター・電話にて受付開始

ダンボールでいろいろな動物をつくる、毎年恒例の人
気イベントです。広いお部屋でのびのびと工作を楽し
みませんか？

※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。
※畑詰公民館は改修工事のため、令和5年1月まで運休します。

移動図書館「わくわく号」巡回日程表
7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 巡町公園
（川久保2丁目）

畑詰公民館
※工事のため運休

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

11日
25日

4日

12日
26日
5日
19日
14日
28日
7日
21日
1日
15日
29日
8日
22日
10日
24日

曜
日 日

日

月

火

木

金

としょかんのおはなし会

＊ りとる ＊
いよいよ夏本番です！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。

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！
時間に注意して来てね。

絵本の読み語り

大野城市PRキャラクター 
大野ジョー

大野城市イメージキャラクター
まどかちゃん

わくわく工作体験

子ども市

大野ジョーくんとまどかちゃんもやってくるよ！

み
ん
な
、待
っ
て
る

じ
ょ
ー
！

元
気
な
私
た
ち
に

会
い
に
来
て
ね
ー
♪

共催事業 予告
8／21日

7／23
土

8／6
土

7／30
土

内容（部門）

すいぞくかんをつくろう

つくってあそぼう

定員

17組

15組

会場

301・304会議室（3階）

303会議室（3階）

日程
7月12日（火） ①10:30~10:45

②11:30~11:45
①10:30~10:50
②11:30~11:50

7月26日（火）
赤ちゃん向け

幼児～小学生向け 7月16日（土）

時間 場所
306会議室
301会議室

和会議室
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アスカーラわくわくひろば

みなさんへのお願い
　○来場前に健康状態の確認と検温をお願いします。
　○会場でのマスク着用と手指消毒をお願いします。
　○発熱や体調が優れない方、高齢や基礎疾患を
　　お持ちで感染リスクが心配な方は、ご来場を
　　お控えください。

イベントのご案内（予定）
　◇「男女共同参画」絵本の読み語り
　◇つどい場Palお話会&ハンドマッサージ
　◇知ってると安心！防災豆ちしき～Part2～
　◇本吉摩呂子さんの
　　♡命の大きさ感じるワークショップ♡

◇にこにこマージャン
◇わくわく工作体験
◇子ども市
◇アスカーラバザー
◇スタンプラリー



つくし お隣さん情報
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。6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　

ふれぶんシネマ倶楽部「“樹木希林”を生きる」
●施設利用料1枚300円 ※3歳以上有料　
●①10:00 ②14:00

7/16
（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）

9/17
（土）
・

18（日）

9/11
（日）

（公財）太宰府市文化スポーツ振興財団

太宰府歴史クイズパネル展リターンズ
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

企画展「碑でみる太宰府」
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

筑紫野市市制施行50周年記念公演
市民参加ミュージカル
「パーパス！～森の王様とつくしの子どもたち～」
主催：つくしドリームミュージカル運営委員会
※7/1（金）チケット発売
●全席指定 一般1,500円ほか　●17（土）18:30　18（日）14:00

太宰府市五条3丁目1番1号☎092（920）7070

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7月号 1110 2022年7月号

開催中～
7/9
(土)

開催中～
7/18
(月・祝)

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っています。期間中は、大ホールをご利用い
ただけません。10月31日（月）までギャラリーモールとシティプラザも工事を行っています
が、通行は可能です。
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

筑紫野市文化会館

ミリカローデン那珂川

8/27
（土）

8/28
（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　
●全席指定 一般2,000円ほか　●18:30

ミリカシアター「SING-シング-」
※6/25（土）チケット発売　
●一般300円ほか　●①10:00　②14:00

ミリカシアター「LA・LA・LAND -ラ・ラ・ランド-」　
※6/25（土）チケット発売　
●一般300円ほか　●①10:00　②14:00

8/4
(木)

ちくしのミュージックフェスタ
with DA･N･KA･I　Vol.6
※7/9（土）チケット発売
●全席指定 一般1,500円ほか　●13:00

情報の森
まどかぴあ北側玄関そば
には、情報が満載！
ギャラリーモールの工事
中もご利用できます。
ぜひお立ち寄りください。

ハーモニカ 募集
❶楽譜の読めない方。高齢者もどうぞ。
　場所・大野城市内で2か所。宇美町。
　費用≒1,200円 個人指導も致します。
❷コーヒー付演奏会へお越し下さい。(無料)

お問合わせ　090-8660-5418・城島

腹式で健康になる吹き方・辛抱6か月
広告協賛欄

■申込方法　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。
■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@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
■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、毎月情報誌「アテナ」を発行し、市内全戸（約46,250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)

※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。

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

詳しくはまどかぴあホームページをご覧ください。▶

まどかぴあイベントスケジュール7月

※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。

■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

心温まる筆文字アート～夏編～
■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　※7/6（水）休館
■問 文化芸術振興担当

薬膳のはなし～夏の養生～
■問 生涯学習センター

生き生きと輝く女性応援事業　
SNSで情報発信！　
■問 男女平等推進センターアスカーラ

企業のための男女共同参画事業
「育児・介護休業法等改正ポイント」説明会　
■問 男女平等推進センターアスカーラ

夏かごバッグを作ろう
■問 生涯学習センター

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

楽しいヨガ教室
■問 生涯学習センター

アスカーラわくわくひろば
■問 男女平等推進センターアスカーラ

ワード・エクセル中級
■問 生涯学習センター

託 児

託 児

託 児

託 児

託 児

託 児

託 児

託 児

託 児

23（土）

25（月）
～29（金）

26(火)

28（木）

29（金）

30（土）

31（日）

4（月）

開催中
～10（日）

11（月）

12（火）
14（木）
8/2（火）

13（水）

14・21（木）

15（金）
～26（火）

16・30、
8/6（土）

17（日）

19・26、
8/2・9

23・30（火）

わくわくおはなし会夏休みスペシャル
「夜ばなし」
■問 まどかぴあ図書館

おとなの楽校　１時間目
■問 管理課

2022 夏休み子ども能楽体験教室
■問 ちくし子ども能楽教室　今村090-1576-1024
■会 小ホール　■時 9:00～12:00
※発表会7/29（金）13:00～17:00

ティータイムコンサートVol.300
■問 文化芸術振興担当

楽しく絵を描こう！
■問 生涯学習センター

アイシングクッキーを作ろう
■問 生涯学習センター

楽しいチョークアート～イルカ編～
■問 生涯学習センター

アニマルなお皿作り
■問 生涯学習センター

紙のどうぶつえん
■問 まどかぴあ図書館

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～
■問 管理課
みらいのおと
～おとなも！こどもも！アコースティックライブ～
■問 みらいのおと実行委員会　中村090-8068-0659
■会 小ホール　■時 14:00～16:00 （休憩あり）（開場 13:30）



つくし お隣さん情報
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。6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　

ふれぶんシネマ倶楽部「“樹木希林”を生きる」
●施設利用料1枚300円 ※3歳以上有料　
●①10:00 ②14:00

7/16
（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）

9/17
（土）
・

18（日）

9/11
（日）

（公財）太宰府市文化スポーツ振興財団

太宰府歴史クイズパネル展リターンズ
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

企画展「碑でみる太宰府」
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

筑紫野市市制施行50周年記念公演
市民参加ミュージカル
「パーパス！～森の王様とつくしの子どもたち～」
主催：つくしドリームミュージカル運営委員会
※7/1（金）チケット発売
●全席指定 一般1,500円ほか　●17（土）18:30　18（日）14:00

太宰府市五条3丁目1番1号☎092（920）7070

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7月号 1110 2022年7月号

開催中～
7/9
(土)

開催中～
7/18
(月・祝)

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っています。期間中は、大ホールをご利用い
ただけません。10月31日（月）までギャラリーモールとシティプラザも工事を行っています
が、通行は可能です。
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

筑紫野市文化会館

ミリカローデン那珂川

8/27
（土）

8/28
（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　
●全席指定 一般2,000円ほか　●18:30

ミリカシアター「SING-シング-」
※6/25（土）チケット発売　
●一般300円ほか　●①10:00　②14:00

ミリカシアター「LA・LA・LAND -ラ・ラ・ランド-」　
※6/25（土）チケット発売　
●一般300円ほか　●①10:00　②14:00

8/4
(木)

ちくしのミュージックフェスタ
with DA･N･KA･I　Vol.6
※7/9（土）チケット発売
●全席指定 一般1,500円ほか　●13:00

情報の森
まどかぴあ北側玄関そば
には、情報が満載！
ギャラリーモールの工事
中もご利用できます。
ぜひお立ち寄りください。

ハーモニカ 募集
❶楽譜の読めない方。高齢者もどうぞ。
　場所・大野城市内で2か所。宇美町。
　費用≒1,200円 個人指導も致します。
❷コーヒー付演奏会へお越し下さい。(無料)

お問合わせ　090-8660-5418・城島

腹式で健康になる吹き方・辛抱6か月
広告協賛欄

■申込方法　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。
■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@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
■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、毎月情報誌「アテナ」を発行し、市内全戸（約46,250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)

※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。

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

詳しくはまどかぴあホームページをご覧ください。▶

まどかぴあイベントスケジュール7月

※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。

■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

心温まる筆文字アート～夏編～
■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　※7/6（水）休館
■問 文化芸術振興担当

薬膳のはなし～夏の養生～
■問 生涯学習センター

生き生きと輝く女性応援事業　
SNSで情報発信！　
■問 男女平等推進センターアスカーラ

企業のための男女共同参画事業
「育児・介護休業法等改正ポイント」説明会　
■問 男女平等推進センターアスカーラ

夏かごバッグを作ろう
■問 生涯学習センター

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

楽しいヨガ教室
■問 生涯学習センター

アスカーラわくわくひろば
■問 男女平等推進センターアスカーラ

ワード・エクセル中級
■問 生涯学習センター

託 児

託 児

託 児

託 児

託 児

託 児

託 児

託 児

託 児

23（土）

25（月）
～29（金）

26(火)

28（木）

29（金）

30（土）

31（日）

4（月）

開催中
～10（日）

11（月）

12（火）
14（木）
8/2（火）

13（水）

14・21（木）

15（金）
～26（火）

16・30、
8/6（土）

17（日）

19・26、
8/2・9

23・30（火）

わくわくおはなし会夏休みスペシャル
「夜ばなし」
■問 まどかぴあ図書館

おとなの楽校　１時間目
■問 管理課

2022 夏休み子ども能楽体験教室
■問 ちくし子ども能楽教室　今村090-1576-1024
■会 小ホール　■時 9:00～12:00
※発表会7/29（金）13:00～17:00

ティータイムコンサートVol.300
■問 文化芸術振興担当

楽しく絵を描こう！
■問 生涯学習センター

アイシングクッキーを作ろう
■問 生涯学習センター

楽しいチョークアート～イルカ編～
■問 生涯学習センター

アニマルなお皿作り
■問 生涯学習センター

紙のどうぶつえん
■問 まどかぴあ図書館

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～
■問 管理課
みらいのおと
～おとなも！こどもも！アコースティックライブ～
■問 みらいのおと実行委員会　中村090-8068-0659
■会 小ホール　■時 14:00～16:00 （休憩あり）（開場 13:30）



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191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

7月6日（水）、7月20日（水）7月6日（水）、7月20日（水）

図書

図書

図書

生涯

12 2022年7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

13（水） P6短期講座　受付開始男女 P7大野城市男女共生講座　受付開始

管理 6月号
掲載

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～申込締切

21（木） P9

22（金） P3

紙のどうぶつえん　受付開始

真夏のスペシャルおはなし会　受付開始

15（金）

1（金）

8（金）

7（木）
P9

P9

7月

P3まどかぴあ夏の自由研究
演劇体験 想像してつくろう！　申込締切

わくわくおはなし会夏休みスペシャル
「夜ばなし」　　受付開始

文芸

つながる“まどか”能舞台ワークショップ
能「羽衣」を謡おう！　申込締切文芸


