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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7月8日現在の情報です(その後の変更につきましては、ご容赦ください)

生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー

10
月
開
講
定
期
講
座(

６
ヵ
月
間)

受
講
生
募
集
!!

大人のフラワーアレンジメント はじめてのウクレレ

こだわりの手彫り水引アート

やさしいピラティスヨガ

オカリナを楽しむ

NEW！

楽しむ手まり作り

NEW！
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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
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。

まどかのメディアート

ワークショップ「デジタルマンガにチャレンジ！」

生涯学習センターでは、茶道、絵画、工芸、手芸、語学、音楽など様々なジャンルの講座を開催しています。
現在、10月開講の定期講座（6ヵ月間）受講生を募集しています。
見学・体験ができる講座もあります。（要事前予約）

生涯学習センターに新しくマスコットキャラクターが誕生しました。
まどかぴあロゴマーク模様が特徴のネコの「ふれあ」と羽先の瑠璃色が美しいトリの「とぴあ」です。
名前は、まどかぴあ1階「情報の森」コーナーでの来館者による投票とWeb投票により決定しました。

これから、「ふれあ」と「とぴあ」が生涯学習情報をたくさん発信していきますので、
どうぞお楽しみに！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　▶
新しくインスタグラムを始めました。皆さんのフォローお待ちしています。

10月開講
定期講座（6ヵ月間）受講生募集スタート！

生涯学習センターの

公式マスコットキャラクターが誕生しました！

申込期限

8月16日（火）必着
申込者が募集人数を超えた場合
は抽選します。
8月26日（金）以降、定員に空
きがある講座は電話・窓口にて
先着順受付となります。

申込方法
指定の申込用紙に必要事項をご
記入のうえ、ハガキ・ＦＡＸ・
窓口にてご提出ください。

注意事項
抽選結果は、全員に通知します。
申込者が一定数に満たない場合
は、講座を中止することがあり
ます。
詳しくは館内設置の「受講生募
集」またはホームページをご覧
ください。

ＮＥＷ！講座 10月からの新規開講講座をご紹介！！

【日　時】月2回　金曜日　13:00～15:00
【講　師】田中 まちえ

楽しむ手まり作り
柳川地域に昔から伝わる模様入
りの「まり」を作りませんか。
初めての方でも基礎から丁寧に
指導します。彩りの美しい糸を
一針一針かがり、手仕事の良さ
を一緒に味わいましょう。 ※イメージ

【日　時】月2回　月曜日　10:30～12:00
【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）

オカリナを楽しむ
オカリナの音には、リラックス
効果があると言われています。
誰にでもすぐに音が出せて、
素材の土の温もりが感じられる、
その優しく柔らかな音色を楽し
んでみませんか。 ※イメージ

※申込用紙は「受講生募集」・
　ホームページに掲載中です。

ふれあ
好奇心旺盛で何にでも興味を持つ
が、おっちょこちょいな一面も。
特技は空中一回転と絵を描くこと。

とぴあ
しっかり者で時間に正確。博識だ
けどおしゃべり好き。特技は歌と
書道。

私たちが日常的に親しんでいるマンガやアニメ、映画、あるいは最近よく目にするテクノロジーを駆使したアー
トなどは、総称して“メディア芸術”と呼ばれています。とても身近で、そして奥深い「メディア芸術」を満喫で
きる5つのプログラムをお楽しみください。　   コーディネーター：黒岩 俊哉（実験映像作家／九州産業大学芸術学部教授）

液晶タブレットを使って、吹き出し、セリフ、集中線など、マンガならではの芸術表現に挑戦します。
■日　 時　9月11日（日）13:30～16:00
■会　 場　303会議室（3階）
■対　 象　小学5年生以上
■定　 員　20名程度　※3～4人のグループに分かれて体験します
　　　　　　　　　　　　　　※応募多数の場合、抽選
■参 加 料　1,000円
■講　 師　檀 からん（漫画家／九州産業大学芸術学部教授）
■申込方法　●まどかぴあホームページの専用フォームより申し込み
　　　　　  ●申込用紙に必要事項を記入のうえ提出（郵送可）
■申込締切　8月22日（月）必着

ワークショップ「こまどりアニメ」
人間を1コマずつ動かして撮影するストップモーションアニメ（ピクシレーション）を制作し、現実にはない驚きの
表現を体験します。
■日　 時　10月2日（日）13:30～16:00
■会　 場　303会議室（3階）
■対　 象　小学5年生以上
■定　 員　20名程度　※3～4人のグループに分かれて体験します
　　　　　　　　　　　　　　※応募多数の場合、抽選
■参 加 料　1,000円
■講　 師　趙 瑞（アニメーション作家／九州産業大学芸術学部講師）
■申込方法　●まどかぴあホームページの専用フォームより申し込み
　　　　　  ●申込用紙に必要事項を記入のうえ提出（郵送可）
■申込期間　8月19日（金）～9月12日（月）必着

レクチャー「映像アートの楽しみ方」
映像アート作品を紹介しながら、その魅力や楽しみ方についてレクチャーします。

まどかのメディアート展
コンピューターや電子機器などのテクノロジーを用い
たメディアアート作品を展示します。

メディア芸術分野のアーティストやキーパーソンとと
もに、芸術表現の多様性、可能性について考えます。

■日　 時　10月30日（日）14:00開演/13:30開場
■会　 場　小ホール（2階）全席自由
■料　 金　500円　※未就学児入場不可
■講　 師　黒岩 俊哉（実験映像作家／九州産業大学芸術学部教授）
■チケット発売日 ※各日とも10:00～
　グランド会員　 9月2日（金）
　WEB会員　　  9月8日（木）
　一般　　　　　9月9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

■会　 期　12月17日（土）～27日（火）
■会　 場　多目的ホール（1階）

■日　 時　12月18日（日）14:00開演/13:30開場
■会　 場　小ホール（2階）

座談会

ちょう　るい

車イスWEB

先行
グランド

先行

共催：一般財団法人福岡県退職教職員協会　　　協力：九州産業大学芸術学部芸術表現学科メディア芸術専攻
［ID］
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定期講座 申込用紙
ダウンロード　こちら ▶

1980年、白泉社「花とゆめ」に
て少女漫画家としてデビュー
後、秋田書店「ひとみ」などで
精力的にマンガに取り組んで
きた。現在はハーパー・コリン
ズ・ジャパンにてロマンスマン
ガを掲載中。

檀 からん（漫画家／九州産業大学芸術学部教授）　

中国西安生まれ。株式会社ポ
リゴンマジックに6年間デザイ
ナー・ディレクターとして在籍。
CG映像の制作を担当した後、
株式会社コロプラに移り、ス
マートフォンゲームの開発に
携わる。

趙 瑞（アニメーション作家／九州産業大学芸術学部講師）

1980年代より映像を中心とし
た芸術作品を制作・発表。近年
では他ジャンルのアーティスト
とのコラボレーションも多く、
新たな視点による芸術表現を
探究している。2022年7月よ
り日本映像学会副会長。

黒岩 俊哉（実験映像作家／九州産業大学芸術学部教授）

ちょう  るい

くろいわ　　としや

だん
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■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、9月～令和 5年 1月のシネマランドはお休みします。

■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

©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

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

新型コロナウイルス感染拡大により第12回が中止となり、4年ぶりの開催となった今回は、全国各地から205点（138名）のご応
募をいただきました。6月4日（土）に審査会を実施し、厳正な審査の結果、入賞5点・入選41点が選ばれました。

ファミリーシネマ

事前予約制

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10月12日（水）。
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。次回は令和5年2月（予定）。
株式会社東洋ナビックス、１st.hair

［池田満寿夫大賞］（左図）
《美味しかったよありがとうⅡ》
伊藤 榮

［大野城市長賞］
《テーブルクロスの海》　そめやまゆみ
［まどかぴあ未来賞］
《再び、光》　鈴木 英里子

［審査員特別賞］
《buttons #5》　たけだ りょう
［審査員特別賞］
《プレーガール》　羽田 多栄子

短期講座 8月10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】9月2・9日(金)（全2回）
【時　間】10:00～12:00　【定　員】12名
【受講料】2,400円　　　　【材料費】300円
【講　師】白石 悠 （出張カメラマン）

【日　程】9月5日(月)　　　【時　間】10:00～12:30
【定　員】16名　　　　　  【受講料】1,100円　　
【材料費】2,000円
【講　師】つまみ細工ヒイナゴト 
　　　　 （一般社団法人日本伝統工芸つまみ細工協会認定講師）

はじめての一眼カメラ
子どもの写真をキレイに残
したい！カメラ初心者を卒
業したい！と思っていませ
んか。構図や撮り方などカ
メラの基礎を学んで楽しく
写真を撮りましょう。
※一眼カメラはご持参ください。

託 児

※イメージ

つまみ細工～カメリアの２ＷAYクリップ～
コロンと丸いカメリアを２
WAYクリップに仕上げま
した。ブローチとしてバッ
グに付けたり、ヘアアクセ
サリーとしてもお使いいた
だけます。初心者さんにも
楽しんでいただけるつまみ
細工講座です。

託 児

※作品例

【日　程】9月13・20・27日、10月4・11・18日（火）（全6回）　【時　間】19:00～21:00 ※自習時間18:00～（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（夜）
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。※パソコンは持ち込みください。（貸出も可能です）

【日　程】9月6日（火）　【時　間】10:00～13:00
【定　員】16名　　　　【受講料】1,100円
【材料費】2,400円　　 【講　師】白垣 寛子（薬膳料理家）

手軽に薬膳カレー
スパイスの効能を知り、簡単に薬膳カレーを作ります。
夏の疲れが出やすい時期こそ、スパイスの出番です。手に入
りやすいスパイスを使ってカレーを作り、カレーに合うおか
ずも作ります。（※試食はありません。全て持ち帰りとなります。）

託 児

※イメージ

【日　程】9月5・12・26日、10月3日（月）（全４回）
【時　間】10:00～11:30、10:00～12:00（※10月3日のみ）
【定　員】12名　　　　　　　  【受講料】4,800円
【材料費】500円（※食材費含む）　【講　師】ソン シニョン

楽しく学ぼう！はじめての韓国語
ハングルがすぐ読めるように
なる秘訣をお教えします。
初心者の方も楽しく学べる韓
国語。最後のレッスンは、簡
単な韓国料理作りにもチャレ
ンジします。

託 児

※イメージ

■日　程　9月16日（金）・17日（土）　10:00～16:30
■会　場　展示コーナー（2階）

※前回の発表会の様子

定期講座（前期6ヵ月間）発表会　開催 EVENT

発表会では受講生の作品展示を予定しています。
詳細は「アテナ」9月号をご覧ください。

＜メニュー＞
・薬膳カレー・じゃがいものサラダ
・キノコのマリネ・キャロットラぺ
・マンゴームース
※材料の都合で内容を変更する
　場合があります。

REPORT 
第13回大野城まどかぴあ版画ビエンナーレ
※2年に1度開催する版画の全国公募展

実施
レポート
実施
レポート

広告協賛欄

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。

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
開館時間/9：00～20：00（月～木）　9：00～19：00（金・土）
8月11日（木）、12日（金）、13日（土）、15日（月）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。
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■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、9月～令和 5年 1月のシネマランドはお休みします。

■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

©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

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

新型コロナウイルス感染拡大により第12回が中止となり、4年ぶりの開催となった今回は、全国各地から205点（138名）のご応
募をいただきました。6月4日（土）に審査会を実施し、厳正な審査の結果、入賞5点・入選41点が選ばれました。

ファミリーシネマ

事前予約制

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10月12日（水）。
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。次回は令和5年2月（予定）。
株式会社東洋ナビックス、１st.hair

［池田満寿夫大賞］（左図）
《美味しかったよありがとうⅡ》
伊藤 榮

［大野城市長賞］
《テーブルクロスの海》　そめやまゆみ
［まどかぴあ未来賞］
《再び、光》　鈴木 英里子

［審査員特別賞］
《buttons #5》　たけだ りょう
［審査員特別賞］
《プレーガール》　羽田 多栄子

短期講座 8月10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】9月2・9日(金)（全2回）
【時　間】10:00～12:00　【定　員】12名
【受講料】2,400円　　　　【材料費】300円
【講　師】白石 悠 （出張カメラマン）

【日　程】9月5日(月)　　　【時　間】10:00～12:30
【定　員】16名　　　　　  【受講料】1,100円　　
【材料費】2,000円
【講　師】つまみ細工ヒイナゴト 
　　　　 （一般社団法人日本伝統工芸つまみ細工協会認定講師）

はじめての一眼カメラ
子どもの写真をキレイに残
したい！カメラ初心者を卒
業したい！と思っていませ
んか。構図や撮り方などカ
メラの基礎を学んで楽しく
写真を撮りましょう。
※一眼カメラはご持参ください。

託 児

※イメージ

つまみ細工～カメリアの２ＷAYクリップ～
コロンと丸いカメリアを２
WAYクリップに仕上げま
した。ブローチとしてバッ
グに付けたり、ヘアアクセ
サリーとしてもお使いいた
だけます。初心者さんにも
楽しんでいただけるつまみ
細工講座です。

託 児

※作品例

【日　程】9月13・20・27日、10月4・11・18日（火）（全6回）　【時　間】19:00～21:00 ※自習時間18:00～（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（夜）
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。※パソコンは持ち込みください。（貸出も可能です）

【日　程】9月6日（火）　【時　間】10:00～13:00
【定　員】16名　　　　【受講料】1,100円
【材料費】2,400円　　 【講　師】白垣 寛子（薬膳料理家）

手軽に薬膳カレー
スパイスの効能を知り、簡単に薬膳カレーを作ります。
夏の疲れが出やすい時期こそ、スパイスの出番です。手に入
りやすいスパイスを使ってカレーを作り、カレーに合うおか
ずも作ります。（※試食はありません。全て持ち帰りとなります。）

託 児

※イメージ

【日　程】9月5・12・26日、10月3日（月）（全４回）
【時　間】10:00～11:30、10:00～12:00（※10月3日のみ）
【定　員】12名　　　　　　　  【受講料】4,800円
【材料費】500円（※食材費含む）　【講　師】ソン シニョン

楽しく学ぼう！はじめての韓国語
ハングルがすぐ読めるように
なる秘訣をお教えします。
初心者の方も楽しく学べる韓
国語。最後のレッスンは、簡
単な韓国料理作りにもチャレ
ンジします。

託 児

※イメージ

■日　程　9月16日（金）・17日（土）　10:00～16:30
■会　場　展示コーナー（2階）

※前回の発表会の様子

定期講座（前期6ヵ月間）発表会　開催 EVENT

発表会では受講生の作品展示を予定しています。
詳細は「アテナ」9月号をご覧ください。

＜メニュー＞
・薬膳カレー・じゃがいものサラダ
・キノコのマリネ・キャロットラぺ
・マンゴームース
※材料の都合で内容を変更する
　場合があります。

REPORT 
第13回大野城まどかぴあ版画ビエンナーレ
※2年に1度開催する版画の全国公募展

実施
レポート
実施
レポート

広告協賛欄

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。

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
開館時間/9：00～20：00（月～木）　9：00～19：00（金・土）
8月11日（木）、12日（金）、13日（土）、15日（月）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。



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）

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）

■対　　象　大野城市在住の小学生、中学生
■応募点数　図画ポスター、標語　どちらも1人1点まで（両部門への応募可能）
■応募規定　図画ポスターの部…①用紙は四つ切または八つ切サイズの画用紙
　　　　　　　　　　　　　　　②画材は自由　③専用の応募票を添付
　　　　　　標語の部…専用の応募用紙
　　　　　　　※画用紙、応募票、応募用紙は男女平等推進センターで配布中
■応募期限　9月30日（金）まで
■提 出 先　公立学校の小中学生…在学の小中学校
　　　　　　 その他の小中学生…男女平等推進センターまで持参または郵送
　　　　　　　　　　　　　　　   ※郵送先…〒816-0934　大野城市曙町2丁目3番1号
■表　　彰　大野城市長賞…各1点（賞状・3,000円相当の図書カード）
　　　　　　大野城市教育委員会教育長賞…各1点（賞状・3,000円相当の図書カード）
　　　　　　男女平等推進センター所長賞…各1点（賞状・3,000円相当の図書カード）
　　　　　　アスカーラ賞…各5点（賞状・2,000円相当の図書カード）
　　　　　　佳作…各17点（賞状・1,000円相当の図書カード）
　　　　　　　※表彰式と入賞作品の展示は、令和5年2月頃に開催予定です。
　　　　　　　※応募作品の著作権など一切の権利は主催者に帰属するものとします。
　　　　　　　※詳しくは、ホームページをご覧になるか男女平等推進センターまでお問い合わせください。

これからの社会を担う小中学生から男女共同参画に関する図画ポスターと標語を募集します。
自信がある人も、そうでない人も、みんなでチャレンジしてみよう！ 

アスカーラ「男女共同参画」
小中学生図画ポスター・標語コンクール CONTEST

後援：大野城市、大野城市教育委員会

主催：大野城市ボランティア連絡協議会

画用紙
お渡しします

令和3年度 図画ポスターの部 市長賞

令和3年度 標語の部 市長賞

男女平等推進センターでは、総合相談・臨床心理士による相談・法律相談・おしごと相談を行っております。
また、８月よりホームページからの予約受付の方法が新しく、より使いやすくなります。
ひとりで問題や悩みを抱え込まず、まずは相談してみませんか！

■電話受付　092-586-4035
■ホームページからの相談予約受付（24時間）
　手順 1　まどかぴあホームページのトップ画面の右側中段「男女平等推進センター　アスカーラ無料相談」をクリック
　手順 2　ページ下部にある「予約はコチラ」をクリック
　手順 3　「相談予約フォーム　入力画面」で必要事項を記入して、「入力内容を確認する」をクリック
　手順 4　「相談予約フォーム　確認画面」で必要事項に間違いがないか確認して、「送信」をクリック

CONSUL
TATION 

日　時
10月14日（金）
10月21日（金）
10月28日（金）
各9:30～12:00
10月28日（金）
13:30～15:30

テーマ 講　師
再就職に役立つパソコン講座
パワーポイントを使いこなそう！

（全3回）
※パソコンは持ち込みください。（貸出も可能です）

竹中 ひとみ

子育て就職支援ナビゲーター
（ハローワーク福岡南）

めざせ再就職！
「再就職支援セミナー」

■対　　象　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）　　■定　　員　16名（申込先着順）　　■受 講 料　無料
■申込方法　8月2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）

再就職や起業に役立つパソコン講座を開催します。説明や紹介で幅広く使われるのが、パワーポイントです。
3回の講座でスキルを身につけて即戦力として活躍できます。

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

後期後期

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

■時　　間　10:00 ～ 12:00　　
■会　　場　303 会議室（3階）
■講　　師　防災ほっとキッチン　■定　員　30 名（申込先着順）
■受 講 料　無料　
■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

毎年大好評の男女共生講座が今年も始まります！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

託 児

大野城市男女共生講座 LECTURE

「アテナ」6月号（3ページ）掲載の「こどものくにライン
ナップ記事」のうち、8月の「キッズルームお楽しみ会」の
日程が諸般の事情により、変更となりました。

ご都合を付けていただいていた方々には誠に申し訳ござ
いませんが、ご了承いただきますようお願いいたします。

アスカーラ市民グループ活動支援事業　講演会

HUGって知ってますか？
～避難所生活を快適にするための知恵を学びましょう～ LECTURE

共催事業 変更のお知らせ

こどものくにラインナップ8月
●キッズルーム　お楽しみ会
　　（変更前）8/12（金）
　　　　　　 ◀

　　（変更後）8/5（金）

内　容 日　時
総合相談 まどかぴあ相談員（女性）が、あなたの抱えている問題や悩みについてお聴きします 平日（月～金曜日）9:00～17:00

臨床心理士
による相談

生き方、生活、家族のこと、仕事のことなど、心の相談を臨床心理士（女性）がお聴きします
※火曜日と木曜日の担当臨床心理士は異なります　　　【相談時間50分】

毎月2回 火曜日12:00～15:00
毎月2回 木曜日  9:00～12:00

法律相談 離婚、金銭貸借、相続（法律に関すること）などの相談を弁護士（女性）がお聴きします
【相談時間30分】

毎月第1～4木曜日13:00～16:00
※相談日が祝日の場合はお休み

おしごと相談

＜労働相談＞
賃金の未払いや雇用形態、職場でのいじめ、セクハラやパワハラなど、仕事に関する相談
＜就労相談＞　　対象：再就職をめざす子育て中などの女性
情報の提供、就職のあっせん、応募書類の書き方、面接の受け方など、就職全般のアドバイス
【相談時間60分】

毎月第2水曜日
10:00～12:00
※相談日が祝日の場合はお休み

8／27土

8月15日（月）は、9：00～17：00とさせていただきます。

受付中

8月15日（月）は、9：00～17：00とさせていただきます。

■講　師　肥後 孝（NPO法人日本九援隊理事長）
■日　程　11月10日（木）

〈
第
4
回
〉

■講　師　柏熊 志薫
　　　　　  （弁護士法人女性協同法律事務所所属 弁護士）
■日　程　8月18日（木）

■講　師　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）
■日　程　9月15日（木）

〈
第
1
回
〉

■講　師　金 成妍（久留島武彦記念館館長）
■日　程　10月6日（木）

〈
第
3
回
〉

〈
第
2
回
〉

日常に潜むハラスメント～身近な事例で考える～ 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～

“日本のアンデルセン”と出逢った私の生き方 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～

キム　 ソンヨン

しのぶ

託 児
まどかぴあ相談室のご案内
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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）

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）

■対　　象　大野城市在住の小学生、中学生
■応募点数　図画ポスター、標語　どちらも1人1点まで（両部門への応募可能）
■応募規定　図画ポスターの部…①用紙は四つ切または八つ切サイズの画用紙
　　　　　　　　　　　　　　　②画材は自由　③専用の応募票を添付
　　　　　　標語の部…専用の応募用紙
　　　　　　　※画用紙、応募票、応募用紙は男女平等推進センターで配布中
■応募期限　9月30日（金）まで
■提 出 先　公立学校の小中学生…在学の小中学校
　　　　　　 その他の小中学生…男女平等推進センターまで持参または郵送
　　　　　　　　　　　　　　　   ※郵送先…〒816-0934　大野城市曙町2丁目3番1号
■表　　彰　大野城市長賞…各1点（賞状・3,000円相当の図書カード）
　　　　　　大野城市教育委員会教育長賞…各1点（賞状・3,000円相当の図書カード）
　　　　　　男女平等推進センター所長賞…各1点（賞状・3,000円相当の図書カード）
　　　　　　アスカーラ賞…各5点（賞状・2,000円相当の図書カード）
　　　　　　佳作…各17点（賞状・1,000円相当の図書カード）
　　　　　　　※表彰式と入賞作品の展示は、令和5年2月頃に開催予定です。
　　　　　　　※応募作品の著作権など一切の権利は主催者に帰属するものとします。
　　　　　　　※詳しくは、ホームページをご覧になるか男女平等推進センターまでお問い合わせください。

これからの社会を担う小中学生から男女共同参画に関する図画ポスターと標語を募集します。
自信がある人も、そうでない人も、みんなでチャレンジしてみよう！ 

アスカーラ「男女共同参画」
小中学生図画ポスター・標語コンクール CONTEST

後援：大野城市、大野城市教育委員会

主催：大野城市ボランティア連絡協議会

画用紙
お渡しします

令和3年度 図画ポスターの部 市長賞

令和3年度 標語の部 市長賞

男女平等推進センターでは、総合相談・臨床心理士による相談・法律相談・おしごと相談を行っております。
また、８月よりホームページからの予約受付の方法が新しく、より使いやすくなります。
ひとりで問題や悩みを抱え込まず、まずは相談してみませんか！

■電話受付　092-586-4035
■ホームページからの相談予約受付（24時間）
　手順 1　まどかぴあホームページのトップ画面の右側中段「男女平等推進センター　アスカーラ無料相談」をクリック
　手順 2　ページ下部にある「予約はコチラ」をクリック
　手順 3　「相談予約フォーム　入力画面」で必要事項を記入して、「入力内容を確認する」をクリック
　手順 4　「相談予約フォーム　確認画面」で必要事項に間違いがないか確認して、「送信」をクリック

CONSUL
TATION 

日　時
10月14日（金）
10月21日（金）
10月28日（金）
各9:30～12:00
10月28日（金）
13:30～15:30

テーマ 講　師
再就職に役立つパソコン講座
パワーポイントを使いこなそう！

（全3回）
※パソコンは持ち込みください。（貸出も可能です）

竹中 ひとみ

子育て就職支援ナビゲーター
（ハローワーク福岡南）

めざせ再就職！
「再就職支援セミナー」

■対　　象　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）　　■定　　員　16名（申込先着順）　　■受 講 料　無料
■申込方法　8月2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）

再就職や起業に役立つパソコン講座を開催します。説明や紹介で幅広く使われるのが、パワーポイントです。
3回の講座でスキルを身につけて即戦力として活躍できます。

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

後期後期

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

■時　　間　10:00 ～ 12:00　　
■会　　場　303 会議室（3階）
■講　　師　防災ほっとキッチン　■定　員　30 名（申込先着順）
■受 講 料　無料　
■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

毎年大好評の男女共生講座が今年も始まります！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

託 児

大野城市男女共生講座 LECTURE

「アテナ」6月号（3ページ）掲載の「こどものくにライン
ナップ記事」のうち、8月の「キッズルームお楽しみ会」の
日程が諸般の事情により、変更となりました。

ご都合を付けていただいていた方々には誠に申し訳ござ
いませんが、ご了承いただきますようお願いいたします。

アスカーラ市民グループ活動支援事業　講演会

HUGって知ってますか？
～避難所生活を快適にするための知恵を学びましょう～ LECTURE

共催事業 変更のお知らせ

こどものくにラインナップ8月
●キッズルーム　お楽しみ会
　　（変更前）8/12（金）
　　　　　　 ◀

　　（変更後）8/5（金）

内　容 日　時
総合相談 まどかぴあ相談員（女性）が、あなたの抱えている問題や悩みについてお聴きします 平日（月～金曜日）9:00～17:00

臨床心理士
による相談

生き方、生活、家族のこと、仕事のことなど、心の相談を臨床心理士（女性）がお聴きします
※火曜日と木曜日の担当臨床心理士は異なります　　　【相談時間50分】

毎月2回 火曜日12:00～15:00
毎月2回 木曜日  9:00～12:00

法律相談 離婚、金銭貸借、相続（法律に関すること）などの相談を弁護士（女性）がお聴きします
【相談時間30分】

毎月第1～4木曜日13:00～16:00
※相談日が祝日の場合はお休み

おしごと相談

＜労働相談＞
賃金の未払いや雇用形態、職場でのいじめ、セクハラやパワハラなど、仕事に関する相談
＜就労相談＞　　対象：再就職をめざす子育て中などの女性
情報の提供、就職のあっせん、応募書類の書き方、面接の受け方など、就職全般のアドバイス
【相談時間60分】

毎月第2水曜日
10:00～12:00
※相談日が祝日の場合はお休み

8／27土

8月15日（月）は、9：00～17：00とさせていただきます。

受付中

8月15日（月）は、9：00～17：00とさせていただきます。

■講　師　肥後 孝（NPO法人日本九援隊理事長）
■日　程　11月10日（木）

〈
第
4
回
〉

■講　師　柏熊 志薫
　　　　　  （弁護士法人女性協同法律事務所所属 弁護士）
■日　程　8月18日（木）

■講　師　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）
■日　程　9月15日（木）

〈
第
1
回
〉

■講　師　金 成妍（久留島武彦記念館館長）
■日　程　10月6日（木）

〈
第
3
回
〉

〈
第
2
回
〉

日常に潜むハラスメント～身近な事例で考える～ 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～

“日本のアンデルセン”と出逢った私の生き方 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～

キム　 ソンヨン

しのぶ

託 児
まどかぴあ相談室のご案内
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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/10：00～18：00（日～木）　10:00～20：00（金）　10：00～19：00（土）
http：//www.madokapialibrary.jp/

としょかんのおはなし会

＊ りとる ＊
暑い日が続いていますね。 図書館では、感染症対策を行い
ながら、年齢別におはなし会を開催しています。楽しいおは
なしを聞きに来ませんか？

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。

日程

①10:30~10:45
②11:30~11:45

①10:30~10:50
②11:30~11:50

赤ちゃん向け

幼児～小学生向け 8月27日（土）

時間 場所

和会議室
（2階）

8月23日（火） 306会議室
（3階）

■応募資格　幼児（年中・年長にあたる年齢）・小学生
　　　　　　※市内外を問わず
■題　　材　自由（ただし、教材・紙芝居は不可）
■応募点数　1人1点
■募集部門　幼児（年中・年長にあたる年齢）の部
　　　　　　小学校低学年（1～3年生）の部
　　　　　　小学校高学年（4～6年生）の部
■応募規定　①用　紙…画用紙［36cm×25cm（B4サイズ）以上、
　　　　　　　　　　　　 55cm×40cm（四つ切サイズ）以下］
　　　　　　　　　　　　　　※規格外不可。
　　　　　　②画　材…クレヨン・パステル・水彩・油絵の
　　　　　　　　　　　具など自由（版画、はりえ、異素材の
　　　　　　　　　　　　　はりつけ、色画用紙は不可）
　　　　　　③応募票…作品の上下に合わせて裏面右上に
　　　　　　　　　　　　所定の応募票を貼り、読んだ本のどん
　　　　　　　　　　　　な場面を描いたのか簡潔に記入する。
　　　　　　※作品は返却します。
　　　　　　　各自（団体応募の場合は代表者）図書館で
　　　　　　　受取、または郵送で返却(着払い)します。
　　　　　　※入賞作品の著作権は主催者側に帰属します。
　　　　　　※過去に最優秀賞を受賞した方は選外となります。ご了承ください。
■提　　出　〒816－0934　福岡県大野城市曙町2丁目3番1号
　　　　　　大野城まどかぴあ図書館
　　　　　　「読書感想画コンクール」応募係　持参または郵送
■審 査 員　津田 三朗(彫刻家) / 安河内 俊明(画家)

■発　　表　本人または団体宛てに通知
　　　　　　「アテナ」令和5年1月号・図書館HPに掲載
■表　　彰　最優秀賞…全応募作品から1点
　　　　　　　　　　　　　　（賞状・5,000円相当の図書カード）
　　　　　　優 秀 賞…各部門から2点ずつ
　　　　　　　　　　　　　　（賞状・3,000円相当の図書カード）
　　　　　　優 良 賞…各部門から3点ずつ
　　　　　　　　　　　　　　（賞状・2,000円相当の図書カード）
　　　　　　奨 励 賞…全応募作品から該当作品
　　　　　　　　　　　　　　（賞状）
　　　　　　　  ※表彰式は令和4年12月上旬予定。
　　　　　　　  ※最優秀賞に選ばれた作品を次回の募集ポスターに掲載します。
■展示期間　令和4年12月上旬頃予定
■展示場所　大野城まどかぴあ2階展示スペース

■応募方法　所定の応募票に記入し、持参または郵送
　　　　　　　 ※団体での応募の場合、所定の名簿に記入し、作品は名簿順に並べて提出してください。
　　　　　　　 ※応募規定・応募方法に沿わないものは受付できません。
　　　　　　　 ※応募票は図書館等で配布中(図書館HPからのダウンロードも可能）

あなたの出会った本の世界はどんなものですか？これまでに本を読んで想像した世界を絵にしてみませんか？
たくさんのご応募をお待ちしております。

第27回まどかぴあ読書感想画コンクール

■応募期間　9月1日（木）～9月30日（金）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ※当日消印有効
　　　　　　※9月14日（水）～21日（水）は図書特別整理に伴い休館します。
　　　　　　　休館期間中、応募作品は総合案内にて受付します。

「つくってあそぼう」では
さかなつりとボーリング
をします！

CONTEST

8 2022年8月号 2022年8月号 9

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

お問い合わせ先 TEL 092-586-4010 / FAX 092-586-4011

※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。
※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
8月の巡回

午後午前

10:30～11:15 11:30～12:00 14:00～14:45 15:15～16:00

中央コミュニティ
センター

石坂公園
（月の浦幼稚園横）

南ヶ丘2区
公民館

中央デイサービス

乙金公民館 乙金東公民館 乙金台公民館

平野台ふれあい
公園

（平野台公民館横）
老松神社

（下大利公民館前）
小田浦公園

（月の浦4丁目）

悠生園
デイサービス

南コミュニティ
センター

南コミュニティ
センター

釜蓋公民館 中公民館

下大利団地
公民館 山田公民館 栄町公民館

仲島公民館 畑詰公民館
※工事のため運休

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

8日
22日
1日
15日
29日
9日
23日
2日
16日
30日

25日

4日
18日

12日
26日

5日
19日

7日
21日

曜
日 日

月

火

木

金

日

期間：9月14日（水）～9月21日（水）
上記期間中、図書特別整理のため、図書館と
移動図書館「わくわく号」は休館いたします。
詳しくは「アテナ」9月号をご確認ください。

図書特別整理に伴う休館のお知らせ

図書館で貸出する、布の絵本の製作ボランティアを養成するための講座です。

■時　　間　13:30～16:00（全5回）
■講　　師　西岡 貴代子（桂川町立図書館 図書ボランティア『布っこ』代表）
■対　　象　手芸の経験があり図書館のボランティアに興味のある方で、
　　　　　　全5回の講座すべてに参加できる方
　　　　　　※初心者向け、ならびに個人の作品を製作する講座ではありません
■定　　員　15名（先着順）
■受 講 料　無料
■申込方法　8月5日（金）10:00～8月26日（金）18:00
　　　　　　図書館カウンター・電話にて受付

布の絵本製作ボランティア養成講座

■日　　時　8月21日（日）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ご準備しています。

第42回親子読書会 ～親子で心ゆたかな時間をすごそう～

内容（部門） 定員 会場

すいぞくかんをつくろう 17組 301・304会議室（3階）

つくってあそぼう 15組 303会議室（3階）

日程 会場 内容

①

②

③

④

⑤

9月2日（金） 講義「ボランティア活動について」

実習
・グループに分かれて、布の絵本（2作品）を製作します。
・完成作品は図書館の資料として、貸出などに活用します。

9月9日（金）

9月16日（金） 301会議室
（3階）

9月30日（金）

10月7日（金）

※イメージ

第26回　最優秀賞　岡 日向
『ジャイアント・ジャム・サンド』

おか　 ひなた

託 児

共催事業



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

としょかんのおはなし会

＊ りとる ＊
暑い日が続いていますね。 図書館では、感染症対策を行い
ながら、年齢別におはなし会を開催しています。楽しいおは
なしを聞きに来ませんか？

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。

日程

①10:30~10:45
②11:30~11:45

①10:30~10:50
②11:30~11:50

赤ちゃん向け

幼児～小学生向け 8月27日（土）

時間 場所

和会議室
（2階）

8月23日（火） 306会議室
（3階）

■応募資格　幼児（年中・年長にあたる年齢）・小学生
　　　　　　※市内外を問わず
■題　　材　自由（ただし、教材・紙芝居は不可）
■応募点数　1人1点
■募集部門　幼児（年中・年長にあたる年齢）の部
　　　　　　小学校低学年（1～3年生）の部
　　　　　　小学校高学年（4～6年生）の部
■応募規定　①用　紙…画用紙［36cm×25cm（B4サイズ）以上、
　　　　　　　　　　　　 55cm×40cm（四つ切サイズ）以下］
　　　　　　　　　　　　　　※規格外不可。
　　　　　　②画　材…クレヨン・パステル・水彩・油絵の
　　　　　　　　　　　具など自由（版画、はりえ、異素材の
　　　　　　　　　　　　　はりつけ、色画用紙は不可）
　　　　　　③応募票…作品の上下に合わせて裏面右上に
　　　　　　　　　　　　所定の応募票を貼り、読んだ本のどん
　　　　　　　　　　　　な場面を描いたのか簡潔に記入する。
　　　　　　※作品は返却します。
　　　　　　　各自（団体応募の場合は代表者）図書館で
　　　　　　　受取、または郵送で返却(着払い)します。
　　　　　　※入賞作品の著作権は主催者側に帰属します。
　　　　　　※過去に最優秀賞を受賞した方は選外となります。ご了承ください。
■提　　出　〒816－0934　福岡県大野城市曙町2丁目3番1号
　　　　　　大野城まどかぴあ図書館
　　　　　　「読書感想画コンクール」応募係　持参または郵送
■審 査 員　津田 三朗(彫刻家) / 安河内 俊明(画家)

■発　　表　本人または団体宛てに通知
　　　　　　「アテナ」令和5年1月号・図書館HPに掲載
■表　　彰　最優秀賞…全応募作品から1点
　　　　　　　　　　　　　　（賞状・5,000円相当の図書カード）
　　　　　　優 秀 賞…各部門から2点ずつ
　　　　　　　　　　　　　　（賞状・3,000円相当の図書カード）
　　　　　　優 良 賞…各部門から3点ずつ
　　　　　　　　　　　　　　（賞状・2,000円相当の図書カード）
　　　　　　奨 励 賞…全応募作品から該当作品
　　　　　　　　　　　　　　（賞状）
　　　　　　　  ※表彰式は令和4年12月上旬予定。
　　　　　　　  ※最優秀賞に選ばれた作品を次回の募集ポスターに掲載します。
■展示期間　令和4年12月上旬頃予定
■展示場所　大野城まどかぴあ2階展示スペース

■応募方法　所定の応募票に記入し、持参または郵送
　　　　　　　 ※団体での応募の場合、所定の名簿に記入し、作品は名簿順に並べて提出してください。
　　　　　　　 ※応募規定・応募方法に沿わないものは受付できません。
　　　　　　　 ※応募票は図書館等で配布中(図書館HPからのダウンロードも可能）

あなたの出会った本の世界はどんなものですか？これまでに本を読んで想像した世界を絵にしてみませんか？
たくさんのご応募をお待ちしております。

第27回まどかぴあ読書感想画コンクール

■応募期間　9月1日（木）～9月30日（金）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ※当日消印有効
　　　　　　※9月14日（水）～21日（水）は図書特別整理に伴い休館します。
　　　　　　　休館期間中、応募作品は総合案内にて受付します。

「つくってあそぼう」では
さかなつりとボーリング
をします！

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

お問い合わせ先 TEL 092-586-4010 / FAX 092-586-4011

※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。
※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
8月の巡回

午後午前

10:30～11:15 11:30～12:00 14:00～14:45 15:15～16:00

中央コミュニティ
センター

石坂公園
（月の浦幼稚園横）

南ヶ丘2区
公民館

中央デイサービス

乙金公民館 乙金東公民館 乙金台公民館

平野台ふれあい
公園

（平野台公民館横）
老松神社

（下大利公民館前）
小田浦公園

（月の浦4丁目）

悠生園
デイサービス

南コミュニティ
センター

南コミュニティ
センター

釜蓋公民館 中公民館

下大利団地
公民館 山田公民館 栄町公民館

仲島公民館 畑詰公民館
※工事のため運休

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

8日
22日
1日
15日
29日
9日
23日
2日
16日
30日

25日

4日
18日

12日
26日

5日
19日

7日
21日

曜
日 日

月

火

木

金

日

期間：9月14日（水）～9月21日（水）
上記期間中、図書特別整理のため、図書館と
移動図書館「わくわく号」は休館いたします。
詳しくは「アテナ」9月号をご確認ください。

図書特別整理に伴う休館のお知らせ

図書館で貸出する、布の絵本の製作ボランティアを養成するための講座です。

■時　　間　13:30～16:00（全5回）
■講　　師　西岡 貴代子（桂川町立図書館 図書ボランティア『布っこ』代表）
■対　　象　手芸の経験があり図書館のボランティアに興味のある方で、
　　　　　　全5回の講座すべてに参加できる方
　　　　　　※初心者向け、ならびに個人の作品を製作する講座ではありません
■定　　員　15名（先着順）
■受 講 料　無料
■申込方法　8月5日（金）10:00～8月26日（金）18:00
　　　　　　図書館カウンター・電話にて受付

布の絵本製作ボランティア養成講座

■日　　時　8月21日（日）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ご準備しています。

第42回親子読書会 ～親子で心ゆたかな時間をすごそう～

内容（部門） 定員 会場

すいぞくかんをつくろう 17組 301・304会議室（3階）

つくってあそぼう 15組 303会議室（3階）

日程 会場 内容

①

②

③

④

⑤

9月2日（金） 講義「ボランティア活動について」

実習
・グループに分かれて、布の絵本（2作品）を製作します。
・完成作品は図書館の資料として、貸出などに活用します。

9月9日（金）

9月16日（金） 301会議室
（3階）

9月30日（金）

10月7日（金）

※イメージ

第26回　最優秀賞　岡 日向
『ジャイアント・ジャム・サンド』

おか　 ひなた

託 児
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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。7月8日現在（その後の変更につきましては、ご容赦ください）

第22回弥生の里音楽祭 春日市制50周年記念
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 一般5,000円 ※未就学児入場不可　●15:30

ふれぶんシネマ倶楽部「ペット2」《日本語吹替版》
●施設利用料1枚300円 ※3歳以上有料　
●①10:00 ②14:00

8/6
（土）

季節を彩るワンコインコンサートシリーズ
～音楽で味わう日本の四季・世界の四季～秋公演
出演：加藤優太（クラシックギター）
●500円 ※未就学児入場不可　●14:00

8/27
（土）

10/10
（月・祝）

9/17
（土）
・

18（日）

8/27
（土）
・

28（日）

9/11
（日）

（公財）太宰府市文化スポーツ振興財団

まるごと太宰府歴史展2022
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

こどものための夏の終わりの演奏会
会場：プラム・カルコア太宰府
主催：市民図書館　電話：092-921-4646
●無料※要申込（HPをご確認ください）　●13:30 

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
●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8月号 1110 2022年8月号

筑紫野市文化会館

ミリカローデン那珂川

9/25
（日）

9/3
（土）

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
渡辺知子一座コンサート♪生命が光る
～みんな一緒に生きている～
エントランスにてふれあいバザーを同時開催
●一般1,000円ほか ※未就学児無料　●14:00

ミリカシアター「SING-シング-」
ミリカシアター「LA・LA・LAND -ラ・ラ・ランド-」
※2日間とも同料金・同金額
●一般300円ほか　●①10:00　②14:00

e-スタ演劇プロジェクト第12回定期公演
那珂川市偉人伝「嗚呼　我が愛しの松口月城」
●一般1,000円ほか ※小学生無料　●13:30

8/21
(日)

ちくしのミュージックフェスタ
with DA･N･KA･I　Vol.6
●全席指定 一般1,500円ほか　●13:00

8/6
（土）
〜
11/3
（木・祝）

■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　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

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

発売中（2～4時間目）

まどかぴあ市民大学 おとなの楽校
託 児

■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：84792）

臨時職員登録受付中
まどかぴあで、期間限定で事務補助などを行っていただく臨時職員を募集しています。登録を希望される方は、
所定の用紙に記入のうえ、持参または郵送してください。
所定の用紙は総合案内で受け取るか、ホームページからダウンロードできます。
まどかぴあホームページ　https://www.madokapia.or.jp/

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

大野城まどかぴあ 職員募集

かのう

「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
しいはら  しゅんいち

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

プロフィール：
宮崎県生まれ。Apple他外資系企業勤務後、1998年に
宮崎にUターンしKIGURUMI.BIZへ入社。2017年7月
KIGURUMI.BIZ株式会社代表取締役就任。2019年3
月あかくま屋株式会社代表取締役就任。2020年2月
キャラクターソリューション・パートナーズ合同会社代
表社員。

「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
ゆげ     ぶんぺい2／11土㊗令和

5 年

まどかぴあイベントスケジュール8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

やってみよう！いけ花（池坊）
■問 生涯学習センター

親子でUVレジン
■問 生涯学習センター

まどかぴあ夏の自由研究
「演劇体験 想像してつくろう！」
■問 文化芸術振興担当

真夏のスペシャルおはなし会　
■問 まどかぴあ図書館

ナガシーズ帰郷凱旋公演
in大野城まどかぴあ2022
■問 グット メディア ファクトリー　
　 （コヤマジ）050-5278-9108
■会 小ホール　■時 13:30（開場 13:00）

大野城市男女共生講座①
日常に潜むハラスメント
～身近な事例で考える～
■問 男女平等推進センターアスカーラ

ファミリーシネマ
「映画 すみっコぐらし とびだす絵本とひみつのコ」
■問 文化芸術振興担当

アスカーラ子育て応援講座①
親子で「男女共同参画」カルタ大会
■問 男女平等推進センターアスカーラ

第42回 親子読書会
■問 まどかぴあ図書館

HUGって知ってますか？
～避難所生活を快適にする
　　ための知恵を学びましょう～
■問 男女平等推進センターアスカーラ

第35回大野城市民劇団迷子座定期公演
■問 文化芸術振興担当

託 児

託 児

託 児

託 児1（月）

2（火）

4（木）
～7（日）

6（土）

7（日）

18（木）

20（土）

21（日）

27（土）

27（土）
28（日）



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。7月8日現在（その後の変更につきましては、ご容赦ください）

第22回弥生の里音楽祭 春日市制50周年記念
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 一般5,000円 ※未就学児入場不可　●15:30

ふれぶんシネマ倶楽部「ペット2」《日本語吹替版》
●施設利用料1枚300円 ※3歳以上有料　
●①10:00 ②14:00

8/6
（土）

季節を彩るワンコインコンサートシリーズ
～音楽で味わう日本の四季・世界の四季～秋公演
出演：加藤優太（クラシックギター）
●500円 ※未就学児入場不可　●14:00

8/27
（土）

10/10
（月・祝）

9/17
（土）
・

18（日）

8/27
（土）
・

28（日）

9/11
（日）

（公財）太宰府市文化スポーツ振興財団

まるごと太宰府歴史展2022
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

こどものための夏の終わりの演奏会
会場：プラム・カルコア太宰府
主催：市民図書館　電話：092-921-4646
●無料※要申込（HPをご確認ください）　●13:30 

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
●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8月号 1110 2022年8月号

筑紫野市文化会館

ミリカローデン那珂川

9/25
（日）

9/3
（土）

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
渡辺知子一座コンサート♪生命が光る
～みんな一緒に生きている～
エントランスにてふれあいバザーを同時開催
●一般1,000円ほか ※未就学児無料　●14:00

ミリカシアター「SING-シング-」
ミリカシアター「LA・LA・LAND -ラ・ラ・ランド-」
※2日間とも同料金・同金額
●一般300円ほか　●①10:00　②14:00

e-スタ演劇プロジェクト第12回定期公演
那珂川市偉人伝「嗚呼　我が愛しの松口月城」
●一般1,000円ほか ※小学生無料　●13:30

8/21
(日)

ちくしのミュージックフェスタ
with DA･N･KA･I　Vol.6
●全席指定 一般1,500円ほか　●13:00

8/6
（土）
〜
11/3
（木・祝）

■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　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

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
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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、
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「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

発売中（2～4時間目）

まどかぴあ市民大学 おとなの楽校
託 児

■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：84792）

臨時職員登録受付中
まどかぴあで、期間限定で事務補助などを行っていただく臨時職員を募集しています。登録を希望される方は、
所定の用紙に記入のうえ、持参または郵送してください。
所定の用紙は総合案内で受け取るか、ホームページからダウンロードできます。
まどかぴあホームページ　https://www.madokapia.or.jp/

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

大野城まどかぴあ 職員募集

かのう
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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

8月3日（水）、8月17日（水）8月3日（水）、8月17日（水）

12 2022年8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

P4ファミリーシネマ　予約受付開始

男女 P7再就職チャレンジ講座　受付開始

P9第42回 親子読書会 受付開始
19（金） P3

22（月） P3

ファミリーシネマ　予約受付締切

1（月）

2（火）

4（木）

8月

文芸

文芸

文芸

図書

8/5（金）
～26（金） P8布の絵本製作ボランティア養成講座　受付図書

短期講座　受付開始10（水） P5生涯

～16（火） P2

18（木） P4

10月開講　定期講座（6ヵ月講座）
一次申込締切

文芸

生涯

まどかのメディアート
「こまどりアニメ」　受付開始

まどかのメディアート
「デジタルマンガにチャレンジ！」　申込締切


