
※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8月9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)

～ つどい  ふれあい  はばたく ～

大野城まどかぴあ情報誌　
アテナ 2022

9
 Vol.315

◀『青空晴之助 鼻大蛇の巻』（仮説社）

◀

『おかげさまで名探偵』（偕成社）
10月23日　　日

杉山亮 
ものがたりライブ&講演会

す ぎ や ま   あ き ら
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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
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

■日　　時　9月16日(金)・17日(土)10:00～16:30
■会　　場　展示コーナー（2階）
■展示講座　大人のためのフラワーアレンジメント、小さな水彩画、
　　　　　　大人の絵画教室、初歩の陶芸、水引アート、クレイアート、
　　　　　　くらしを彩る刺繍、ビーズとフリーメタリコのアクセサリー、
　　　　　　写経、ペン実用書道

■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

■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）

図書館へゆこう！！2022年秋
EVENT

児童文学作家の杉山亮さんによる小学生向け「ものがた
りライブ」と、本好きな大人向け講演会を開催します！

杉山亮 

※10月3日（月）10:00より図書館カウンター・電話にて受付開始

■日　時　10月23日（日）
　　　　　①ものがたりライブ10:00～11:45
　　　　　②講演会　　　　  13:30～14:30
■会　場　小ホール（2階）
■定　員　各100名
■対　象　①小学生と保護者 ※一般のみも参加可
　　　　　②一般 ※未就学児入場不可

※10月7日（金）10:00より図書館カウンター・電話にて受付開始

■日　時　10月25日（火）①10:30～10:50
　　　　　　　　　　　 ②11:30～11:50
　　　　　　　　　　　 ③13:30～13:50
■会　場　和会議室（2階）
■定　員　各回7組15名（要申込）

※10月18日（火）10:00より図書館カウンター・電話にて受付開始

■日　時　11月6日（日）①10:00～12:00
　　　　　　　　　　　②14:00～16:00
■会　場　多目的ホール（1階）
■定　員　各回20名（要申込）
■対　象　中学生以上

はじめての方、おひとり様大歓迎！本やことばを使っ
たボードゲームで遊んでみませんか？

まどかフェスティバル×図書館へゆこう！！
本で楽しむボードゲーム

■日　時　10月22日（土）
　　　　　　①10:30～10:50　②11:30～11:50
　　　　　③13:30～13:50　④15:00～15:20
■会　場　301会議室（3階）
■定　員　各回20名（要申込）
■対　象　幼児～小学生と保護者

わくわくおはなし会のスペシャル版！大型絵本など、い
つもとはちょっとちがう、わくわくするおはなし会です。

わくわくおはなしまつり

※10月6日（木）10:00より図書館カウンター・電話にて受付開始

わらべうたや布のえほんを使った、赤ちゃん（0･1･2
歳児）向けのおはなし会です。

おひざでだっこ　布の絵本のおはなし会

ものがたりライブ＆講演会
「子どもとものがたりのいい関係」

9／16・17
　 金 土
定期講座（前期6ヵ月間）受講生による作品展示を開催します。
今回はギャラリーモールの工事に伴い、展示のみの開催です。
ぜひご来場ください。

かのう

託 児

LECTURE

EVENT

生涯学習センター
定期講座（前期6ヵ月間）発表会

要申込
参加無料

10／20
～11／9

木
水

令和4年度 下半期ラインナップ
（令和4年9月～令和5年3月）
文化芸術

9/11（日）

10/2（日）

10/12（水）

10/30（日）

12/1（木）

12/17（土）

12/17（土）～27（火）

12/18（日）

1/14（土）

1/28（土）

2/5（日）

2/12（日）

3/5（日）

3/11（土）

2～3月

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！」

まどかのメディアート ワークショップ「こまどりアニメ」

ティータイムコンサートVol.301

まどかのメディアート レクチャー
「映像アートの楽しみ方」

ティータイムコンサートVol.302

明和電機ナンセンスマシーンコンサートin大野城

まどかのメディアート展

まどかのメディアート 座談会

音のわコンサートVol.3
JAZZ～山下洋輔 クワイエット・メモリーズ～

つながる“まどか”能舞台

大野城和太鼓フェスティバル2022

シネマランド

大野城市民吹奏楽団第37回定期演奏会

シネマランド

大野城まどかぴあ友の会優待イベント

生涯学習センター

10月

11月

12月以降

短期講座
・楽しいヨガ教室
・なかよし家族のベビーマッサージ
・代謝アップのための食事法
・縫わずに簡単！カジュアルふくさ作り
・生姜の保存食＆活用レシピ
・うちの子専用わんこ服作り

短期講座
・薬膳のはなし～冬の養生～
・マヤ暦で分かる才能・性質・本質
 ～あなたの人生の目的は～
・ワード・エクセル中級（夜）
・羊毛フェルト～我が家のアイドル～
・味噌と甘酒づくり
・楽しいセルフケア～癒しのヘッドマッサージ～

短期講座を毎月5～6講座程度予定しています。

9/3（土）

9/15（木）

10/6（木）

10/14、21、28（金）

10/20（木）

10/29（土）

11/10（木）

12月、1月

2月

アスカーラ子育て応援講座②

大野城市男女共生講座②

大野城市男女共生講座③

再就職チャレンジ講座（後期）

アスカーラおでかけ教室

DV防止キャンペーン事業

大野城市男女共生講座④

中高年のための男女共同参画事業

アスカーラ共生フォーラム

9/10（土）

11/12（土）

11/19（土）～12/25（日）

2/11(土・祝)

おとなの楽校２時間目

おとなの楽校３時間目

大野城ウィンターイルミネーション2022

おとなの楽校４時間目

10/20（木）～11/9（水）

12/24（土）

図書館へゆこう！！2022年秋

クリスマススペシャルおはなし会

管理課

図書館

男女平等推進センター

※日程及び内容などは変更になる場合があります。

※詳細はパンフレットまたはホームページをご覧ください。

「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

「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

おはなし会やボードゲームなど楽しいイベントが盛りだくさん！どうぞお楽しみに♪

　

大野城市PRキャラクター 大野ジョー

みんなが来るの
まってるジョ～
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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

■日　　時　9月16日(金)・17日(土)10:00～16:30
■会　　場　展示コーナー（2階）
■展示講座　大人のためのフラワーアレンジメント、小さな水彩画、
　　　　　　大人の絵画教室、初歩の陶芸、水引アート、クレイアート、
　　　　　　くらしを彩る刺繍、ビーズとフリーメタリコのアクセサリー、
　　　　　　写経、ペン実用書道

■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

■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）

図書館へゆこう！！2022年秋
EVENT

児童文学作家の杉山亮さんによる小学生向け「ものがた
りライブ」と、本好きな大人向け講演会を開催します！

杉山亮 

※10月3日（月）10:00より図書館カウンター・電話にて受付開始

■日　時　10月23日（日）
　　　　　①ものがたりライブ10:00～11:45
　　　　　②講演会　　　　  13:30～14:30
■会　場　小ホール（2階）
■定　員　各100名
■対　象　①小学生と保護者 ※一般のみも参加可
　　　　　②一般 ※未就学児入場不可

※10月7日（金）10:00より図書館カウンター・電話にて受付開始

■日　時　10月25日（火）①10:30～10:50
　　　　　　　　　　　 ②11:30～11:50
　　　　　　　　　　　 ③13:30～13:50
■会　場　和会議室（2階）
■定　員　各回7組15名（要申込）

※10月18日（火）10:00より図書館カウンター・電話にて受付開始

■日　時　11月6日（日）①10:00～12:00
　　　　　　　　　　　②14:00～16:00
■会　場　多目的ホール（1階）
■定　員　各回20名（要申込）
■対　象　中学生以上

はじめての方、おひとり様大歓迎！本やことばを使っ
たボードゲームで遊んでみませんか？

まどかフェスティバル×図書館へゆこう！！
本で楽しむボードゲーム

■日　時　10月22日（土）
　　　　　　①10:30～10:50　②11:30～11:50
　　　　　③13:30～13:50　④15:00～15:20
■会　場　301会議室（3階）
■定　員　各回20名（要申込）
■対　象　幼児～小学生と保護者

わくわくおはなし会のスペシャル版！大型絵本など、い
つもとはちょっとちがう、わくわくするおはなし会です。

わくわくおはなしまつり

※10月6日（木）10:00より図書館カウンター・電話にて受付開始

わらべうたや布のえほんを使った、赤ちゃん（0･1･2
歳児）向けのおはなし会です。

おひざでだっこ　布の絵本のおはなし会

ものがたりライブ＆講演会
「子どもとものがたりのいい関係」

9／16・17
　 金 土
定期講座（前期6ヵ月間）受講生による作品展示を開催します。
今回はギャラリーモールの工事に伴い、展示のみの開催です。
ぜひご来場ください。
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まってるジョ～
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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。
 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。
株式会社東洋ナビックス、１st.hair

WEBサービス
QRコード

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 Glands（レ グラン）、有限会社エーアンドエスフレーミング工房

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！」

マンガ、アニメ、映像、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。
親しみやすく奥深い「メディア芸術」をお楽しみください。

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
■対　 象　小学5年生以上
■参 加 料　1,000円

■会　 場　303会議室（3階）
■定　 員　20名程度※3～4人のグループに分かれて体験します
■講　 師　檀 からん（漫画家／九州産業大学芸術学部教授）

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）

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。
■日　 時　10月30日（日）14:00開演/13:30開場
■料　 金　500円　※未就学児入場不可
■チケット発売日 ※各日とも10:00～
　グランド会員　 9月2日（金）
　W E B 会 員　 9月8日（木）
　一　　　  般　 9月9日（金）

■会　 場　小ホール（2階）全席自由
■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

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

MEDIA
ART

©Akihiko Sonoda

MUSIC
車イスWEB

先行
グランド

先・特

■時　間　14:00開演 / 13:15開場
■会　場　大ホール（1階）全席指定
■料　金　一般2,000円（グランド会員1,800円）
　　　　　  ※当日各500円増　※未就学児入場不可

音のわコンサートVol.3
JAZZ～山下洋輔  クワイエット・メモリーズ～

1／14
土

音のわコンサート第3弾は、ジャズピアニストやエッセイストとして活躍する山下洋輔によるジャズコンサートを
開催します！どうぞお楽しみください！

用途に合わせてお好きな会員をお選びいただけます。（グランド会員はWEB会員と併用可）
友の会入会方法は、ホームページまたは館内設置の友の会入会案内をご覧ください。

■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：85428）
　●チケットぴあ（Pコード：224-192）

■出　演　はみだす朗読ユニット テクテクハニカム（朗読）、中島 千智（生演奏）、真吉（ダンス）、八尋eito恵（美術家）
■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より入場整理券を配布。

福岡で活動する朗読ユニット「テクテクハニカム」を中心とした、音楽・朗読・光等が織りなす幻想的な世界から、
宮沢賢治の「どんぐりと山猫」をお届けします。

10／12
水 ティータイムコンサートVol.301

MUSIC

はみだす朗読ユニット テクテクハニカム

※イメージ

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。

※空席状況はお問い合わせください。

申込締切　9月12日（月）必着

＜出演者の活動はこちらから＞
テクテクハニカム  https://www.instagram.com/tekuhani_hamidasu_rodoku/（インスタグラム）
中島千智  https://www.chisatonakashima.com/(ホームページ）
真吉  https://www.facebook.com/oopsolosolo（フェイスブック）
八尋eito恵  https://m.facebook.com/eito.megumi.yahiro/（フェイスブック）

ちさと まさきち やひろえいとめぐみ

音符の形をした不思議な楽器“オタマトーン”の生みの親である明和電機のコンサートを開催します！
これまでにないシュールでユニークな楽器が織りなす新感覚コンサートをお見逃しなく！
■時　間　14:00開演/13:15開場
■会　場　大ホール（1階）全席指定
■料　金　一般4,500円（グランド会員4,000円）
　　　　　高校生以下3,500円 ※当日各500円増
　　　　　※未就学児入場不可
■チケット発売 ※各日10:00～
　グランド会員　9月 8日（木）
　W E B 会 員　9月14日（水）
　一　　　  般　9月15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：85430）
　●チケットぴあ（Pコード：224-190）

車イスWEB

先行
グランド

先・特

土佐信道プロデュースによる芸術ユ
ニット。青い作業服を着用し作品を
「製品」、ライブを「製品デモンスト
レーション」と呼ぶなど、日本の高度
経済成長を支えた中小企業スタイル
で、様々なナンセンスマシーンを開
発しライブや展覧会など、国内のみ
ならず広く海外でも発表。音符の形
の電子楽器「オタマトーン」などの商
品開発も行う。オタマトーンは累計販
売数100万本を超えるヒット商品
（2022年1月現在）。

＜明和電機プロフィール＞

明和電機ナンセンスマシーンコンサート
 in 大野城

12／17
土

共催：一般財団法人福岡県退職教職員協会　　後援：FM FUKUOKA

1969年、山下洋輔トリオを結成、フ
リー・フォームのエネルギッシュな演
奏でジャズ界に大きな衝撃を与える。
国内外のジャズ・アーティストとはもと
より、和太鼓やシンフォニー・オーケス
トラなど異ジャンルとも意欲的に共演
する。2019年、山下洋輔トリオ結成50
周年を祝う。2020年、最新ソロピア
ノ・アルバム『クワイエット ・メモリー
ズ』をリリース。多数の著書を持つエッ
セイストとしても知られる。
公式ホームページ 
https://www.jamrice.co.jp/yosuke/

＜山下洋輔プロフィール＞

MUSIC

■チケット発売日 ※各日10:00～
　グランド会員　9月30日（金）
　W E B 会 員　10月6日（木）
　一　　　  般　10月7日（金）

2022年度大野城まどかぴあ友の会
会員募集中！

やま した  よう すけ

・チケット料金割引
・チケット先行発売
・会員向けイベント　ほか

・インターネット予約
・コンビニやクレジットカードで
 支払い可能　ほか

グランド会員（会費1,500円） WEB会員（登録無料）

令和5年

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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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。
 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。
株式会社東洋ナビックス、１st.hair

WEBサービス
QRコード

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 Glands（レ グラン）、有限会社エーアンドエスフレーミング工房

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！」

マンガ、アニメ、映像、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。
親しみやすく奥深い「メディア芸術」をお楽しみください。

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
■対　 象　小学5年生以上
■参 加 料　1,000円

■会　 場　303会議室（3階）
■定　 員　20名程度※3～4人のグループに分かれて体験します
■講　 師　檀 からん（漫画家／九州産業大学芸術学部教授）

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）

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。
■日　 時　10月30日（日）14:00開演/13:30開場
■料　 金　500円　※未就学児入場不可
■チケット発売日 ※各日とも10:00～
　グランド会員　 9月2日（金）
　W E B 会 員　 9月8日（木）
　一　　　  般　 9月9日（金）

■会　 場　小ホール（2階）全席自由
■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

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
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MUSIC
車イスWEB

先行
グランド

先・特

■時　間　14:00開演 / 13:15開場
■会　場　大ホール（1階）全席指定
■料　金　一般2,000円（グランド会員1,800円）
　　　　　  ※当日各500円増　※未就学児入場不可

音のわコンサートVol.3
JAZZ～山下洋輔  クワイエット・メモリーズ～

1／14
土

音のわコンサート第3弾は、ジャズピアニストやエッセイストとして活躍する山下洋輔によるジャズコンサートを
開催します！どうぞお楽しみください！

用途に合わせてお好きな会員をお選びいただけます。（グランド会員はWEB会員と併用可）
友の会入会方法は、ホームページまたは館内設置の友の会入会案内をご覧ください。

■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：85428）
　●チケットぴあ（Pコード：224-192）

■出　演　はみだす朗読ユニット テクテクハニカム（朗読）、中島 千智（生演奏）、真吉（ダンス）、八尋eito恵（美術家）
■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より入場整理券を配布。

福岡で活動する朗読ユニット「テクテクハニカム」を中心とした、音楽・朗読・光等が織りなす幻想的な世界から、
宮沢賢治の「どんぐりと山猫」をお届けします。

10／12
水 ティータイムコンサートVol.301

MUSIC

はみだす朗読ユニット テクテクハニカム

※イメージ

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。

※空席状況はお問い合わせください。

申込締切　9月12日（月）必着

＜出演者の活動はこちらから＞
テクテクハニカム  https://www.instagram.com/tekuhani_hamidasu_rodoku/（インスタグラム）
中島千智  https://www.chisatonakashima.com/(ホームページ）
真吉  https://www.facebook.com/oopsolosolo（フェイスブック）
八尋eito恵  https://m.facebook.com/eito.megumi.yahiro/（フェイスブック）

ちさと まさきち やひろえいとめぐみ

音符の形をした不思議な楽器“オタマトーン”の生みの親である明和電機のコンサートを開催します！
これまでにないシュールでユニークな楽器が織りなす新感覚コンサートをお見逃しなく！
■時　間　14:00開演/13:15開場
■会　場　大ホール（1階）全席指定
■料　金　一般4,500円（グランド会員4,000円）
　　　　　高校生以下3,500円 ※当日各500円増
　　　　　※未就学児入場不可
■チケット発売 ※各日10:00～
　グランド会員　9月 8日（木）
　W E B 会 員　9月14日（水）
　一　　　  般　9月15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：85430）
　●チケットぴあ（Pコード：224-190）

車イスWEB

先行
グランド

先・特

土佐信道プロデュースによる芸術ユ
ニット。青い作業服を着用し作品を
「製品」、ライブを「製品デモンスト
レーション」と呼ぶなど、日本の高度
経済成長を支えた中小企業スタイル
で、様々なナンセンスマシーンを開
発しライブや展覧会など、国内のみ
ならず広く海外でも発表。音符の形
の電子楽器「オタマトーン」などの商
品開発も行う。オタマトーンは累計販
売数100万本を超えるヒット商品
（2022年1月現在）。

＜明和電機プロフィール＞

明和電機ナンセンスマシーンコンサート
 in 大野城

12／17
土

共催：一般財団法人福岡県退職教職員協会　　後援：FM FUKUOKA

1969年、山下洋輔トリオを結成、フ
リー・フォームのエネルギッシュな演
奏でジャズ界に大きな衝撃を与える。
国内外のジャズ・アーティストとはもと
より、和太鼓やシンフォニー・オーケス
トラなど異ジャンルとも意欲的に共演
する。2019年、山下洋輔トリオ結成50
周年を祝う。2020年、最新ソロピア
ノ・アルバム『クワイエット ・メモリー
ズ』をリリース。多数の著書を持つエッ
セイストとしても知られる。
公式ホームページ 
https://www.jamrice.co.jp/yosuke/

＜山下洋輔プロフィール＞

MUSIC

■チケット発売日 ※各日10:00～
　グランド会員　9月30日（金）
　W E B 会 員　10月6日（木）
　一　　　  般　10月7日（金）

2022年度大野城まどかぴあ友の会
会員募集中！

やま した  よう すけ

・チケット料金割引
・チケット先行発売
・会員向けイベント　ほか

・インターネット予約
・コンビニやクレジットカードで
 支払い可能　ほか

グランド会員（会費1,500円） WEB会員（登録無料）

令和5年

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）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 9月14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。

開館時間/9：00～20：00（月～木）　9：00～19：00（金・土）

【日　程】10月3・17日(月)（全2回）
【時　間】19:00～20:30
【定　員】16名　　　　　　　 【受講料】2,200円
【講　師】鬼橋 美智子（IHTAヨガインストラクター）

【日　程】10月14日（金）　　   【時　間】10:00～12:00
【定　員】12名　　　　　　　 【受講料】1,200円
【材料費】2,300円
【講　師】日高 理恵（La Che RIBBON認定講師）

【日　程】10月20日（木）　　   【時　間】10:00～13:00
【定　員】16名　　　　　　　 【受講料】1,100円
【材料費】3,500円（新生姜1キロ程度のお土産付き）
【講　師】米澤 佳江(生姜農家)

【日　程】10月6日（木）　　　 【時　間】10:00～11:30
【定　員】15組　　　　　　　 【受講料】1,200円／組
【材料費】200円／組
【対　象】講座時2～9ヵ月の赤ちゃんとその保護者2人1組
【講　師】大塚 かずみ（スマイルベビー協会・begibaby代表）

【日　程】10月13日（木）　　　【時　間】10:00～11:30
【定　員】16名　　　　　　　 【受講料】1,100円
【教材費】100円
【講　師】境 ありさ（腸活・体質改善アドバイザー）

【日　程】10月21・28日(金)(全2回)
【時　間】10:00～12:30
【定　員】12名　　
【受講料】2,400円
【材料費】1,800円（ミシンレンタル代含む）
【講　師】森口 愛(ハンドメイド犬服＆グッズAnela)

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。

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

※イメージ
※イメージ

好きな生地を選んで縫わず
に作れる「ふくさ」を作り
ませんか。通帳・お薬手
帳・マスク入れなど、マル
チケースとして普段使いに
も便利です。

※イメージ

「いくら食事を減らしても痩
せない」「いつも疲れている」
全ての原因は「代謝の低下」
かも？あなたを変える第一歩。
「代謝」について学び、今ある
悩みを解決していきましょう。

※イメージ

自分の好きな生地を使って、世界
に1着の愛情のこもった「わんこ服」
を作ってみませんか。うちの子サイ
ズに合わせた型紙から制作し、タン
クトップを作ります。

※イメージ

縫わずに簡単！カジュアルふくさ作り

※イメージ

生姜の保存食＆活用レシピ
新生姜ならではの保存食を作り、その
活用レシピと、生姜が主役となる新生
姜メニューをご紹介。生姜の保存法や
活用の仕方まで、たっぷりお伝えします。

代謝アップのための食事法 うちの子専用わんこ服作り

＜メニュー＞
・新生姜の甘酢付け（お持ち帰り付き）
・甘酢漬けアレンジサラダ
・甘酢漬けでジンジャーポーク
・新生姜の佃煮
・新生姜のてんぷら
・新生姜ときのこの炊き込みご飯
※材料の都合で内容を変更する場合があります。

■時　　間　10:00～13:00
■会　　場　調理実習室（2階）
■講　　師　山崎 雅子（春日の母の婚活道場MIYABI塾　塾長）
　　　　　　  熊谷 優子（野菜ソムリエプロ）
■対象・定員　46歳までの未婚の男女各8名　　
■参 加 費 　1,000円（薬膳スムージー材料代、お菓子のお土産付き）
■申込方法　9月1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

■申込期限　10月17日（月）
■抽 選 日　10月18日（火）
　※申込者多数の場合は抽選し、参加決定者には
　  お電話で連絡後に案内状を送付します

お互いを尊重し、対等な関係を築いていくために必要な心構えを学ぶセミナーを行います。その後は、健康やリラッ
クスなど様々な効果が期待できる“薬膳スムージー”をつくり、トークの時間を設けます。出会いのきっかけづくりと
健康づくりが同時にできるイベントで、心豊かになる時間を過ごしにアスカーラに来ませんか。

託 児

DV防止キャンペーン事業
より良い関係づくりセミナー
＆薬膳スムージーでペアトーク！

10／29
土

毎年大好評の男女共生講座が今年も始まりました！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。お気軽にご参加ください！

託 児

回 日程 テーマ・講師

9月15日
（木）2

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～
コロナ禍でぎくしゃくしがちな夫婦関係を修復するための
コミュニケーションを考えてみましょう。

10月6日
（木）

3

11月10日
（木）

4

■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

大野城市男女共生講座 LECTURE

“日本のアンデルセン”と出逢った私の生き方
“日本のアンデルセン”と呼ばれた久留島武彦の研究を始
めたキム・ソンヨンさん。記念館館長になるまでの道のりを
お伺いしましょう。

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～
災害ボランティアを続けて400回超。今年で10年を迎えた
男性が大野城市にいる！！体験談をお伺いして、災害時自分
が出来ることを考えましょう。

肥後 孝
（NPO法人日本九援隊理事長）

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）

キム　  ソンヨン

金 成妍（久留島武彦記念館館長）

※イベント内でのマッチングは行いません
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託 児

託 児

託 児

託 児

託 児

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）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 9月14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。

開館時間/9：00～20：00（月～木）　9：00～19：00（金・土）

【日　程】10月3・17日(月)（全2回）
【時　間】19:00～20:30
【定　員】16名　　　　　　　 【受講料】2,200円
【講　師】鬼橋 美智子（IHTAヨガインストラクター）

【日　程】10月14日（金）　　   【時　間】10:00～12:00
【定　員】12名　　　　　　　 【受講料】1,200円
【材料費】2,300円
【講　師】日高 理恵（La Che RIBBON認定講師）

【日　程】10月20日（木）　　   【時　間】10:00～13:00
【定　員】16名　　　　　　　 【受講料】1,100円
【材料費】3,500円（新生姜1キロ程度のお土産付き）
【講　師】米澤 佳江(生姜農家)

【日　程】10月6日（木）　　　 【時　間】10:00～11:30
【定　員】15組　　　　　　　 【受講料】1,200円／組
【材料費】200円／組
【対　象】講座時2～9ヵ月の赤ちゃんとその保護者2人1組
【講　師】大塚 かずみ（スマイルベビー協会・begibaby代表）

【日　程】10月13日（木）　　　【時　間】10:00～11:30
【定　員】16名　　　　　　　 【受講料】1,100円
【教材費】100円
【講　師】境 ありさ（腸活・体質改善アドバイザー）

【日　程】10月21・28日(金)(全2回)
【時　間】10:00～12:30
【定　員】12名　　
【受講料】2,400円
【材料費】1,800円（ミシンレンタル代含む）
【講　師】森口 愛(ハンドメイド犬服＆グッズAnela)

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。

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

※イメージ
※イメージ

好きな生地を選んで縫わず
に作れる「ふくさ」を作り
ませんか。通帳・お薬手
帳・マスク入れなど、マル
チケースとして普段使いに
も便利です。

※イメージ

「いくら食事を減らしても痩
せない」「いつも疲れている」
全ての原因は「代謝の低下」
かも？あなたを変える第一歩。
「代謝」について学び、今ある
悩みを解決していきましょう。

※イメージ

自分の好きな生地を使って、世界
に1着の愛情のこもった「わんこ服」
を作ってみませんか。うちの子サイ
ズに合わせた型紙から制作し、タン
クトップを作ります。

※イメージ

縫わずに簡単！カジュアルふくさ作り

※イメージ

生姜の保存食＆活用レシピ
新生姜ならではの保存食を作り、その
活用レシピと、生姜が主役となる新生
姜メニューをご紹介。生姜の保存法や
活用の仕方まで、たっぷりお伝えします。

代謝アップのための食事法 うちの子専用わんこ服作り

＜メニュー＞
・新生姜の甘酢付け（お持ち帰り付き）
・甘酢漬けアレンジサラダ
・甘酢漬けでジンジャーポーク
・新生姜の佃煮
・新生姜のてんぷら
・新生姜ときのこの炊き込みご飯
※材料の都合で内容を変更する場合があります。

■時　　間　10:00～13:00
■会　　場　調理実習室（2階）
■講　　師　山崎 雅子（春日の母の婚活道場MIYABI塾　塾長）
　　　　　　  熊谷 優子（野菜ソムリエプロ）
■対象・定員　46歳までの未婚の男女各8名　　
■参 加 費 　1,000円（薬膳スムージー材料代、お菓子のお土産付き）
■申込方法　9月1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

■申込期限　10月17日（月）
■抽 選 日　10月18日（火）
　※申込者多数の場合は抽選し、参加決定者には
　  お電話で連絡後に案内状を送付します

お互いを尊重し、対等な関係を築いていくために必要な心構えを学ぶセミナーを行います。その後は、健康やリラッ
クスなど様々な効果が期待できる“薬膳スムージー”をつくり、トークの時間を設けます。出会いのきっかけづくりと
健康づくりが同時にできるイベントで、心豊かになる時間を過ごしにアスカーラに来ませんか。

託 児

DV防止キャンペーン事業
より良い関係づくりセミナー
＆薬膳スムージーでペアトーク！

10／29
土

毎年大好評の男女共生講座が今年も始まりました！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。お気軽にご参加ください！

託 児

回 日程 テーマ・講師

9月15日
（木）2

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～
コロナ禍でぎくしゃくしがちな夫婦関係を修復するための
コミュニケーションを考えてみましょう。

10月6日
（木）

3

11月10日
（木）

4

■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

大野城市男女共生講座 LECTURE

“日本のアンデルセン”と出逢った私の生き方
“日本のアンデルセン”と呼ばれた久留島武彦の研究を始
めたキム・ソンヨンさん。記念館館長になるまでの道のりを
お伺いしましょう。

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～
災害ボランティアを続けて400回超。今年で10年を迎えた
男性が大野城市にいる！！体験談をお伺いして、災害時自分
が出来ることを考えましょう。

肥後 孝
（NPO法人日本九援隊理事長）

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）

キム　  ソンヨン

金 成妍（久留島武彦記念館館長）

※イベント内でのマッチングは行いません
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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/

8 2022年9月号 2022年9月号 9

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。
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。予約はホームページからも受付しています。

託 児

■時　　間　10:00～12:00
■会　　場　北コミュニティセンター
■実施団体　防災ほっとキッチン
　　　　　　　 （『地域女性リーダー育成講座』第2期修了生活動グループ）
■対　　象　災害時の料理に興味のある大人の方
■定　　員　30名
■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

ビニール袋に材料を入れて湯せんするだけ！日常でも便利な調理法です。調理が苦手な方も一度体験してみませんか。

出産や結婚を機に退職したけれど、また働きたい…
でも何から始めたらいいかわからない。そんな方の
最初の一歩を応援する講座です。

アスカーラおでかけ教室 
あなたも作れる！かんたん防災食
～パッククッキングで親子丼を作ろう！～

LECTURE

主催：特定非営利活動法人チャイルドケアセンター

■時　　間　10:00～12:00
■会　　場　303 会議室（3階）
■講　　師　古賀 夏子
　　　　　　　　　　　（国家資格キャリアコンサルタント）
■定　　員　12名（申込先着順）　
■受 講 料　無料　
■申込方法　9月1日（木）より
　　　　　　申込フォームにて受付開始

託 児

アスカーラ市民グループ活動支援事業
講演会

自分らしく輝くための
キャリアデザイン

LECTURE

共催事業

10／18
火

ジェンダーギャップ指数が世界146か国中、116位の
日本。昨年と同じく主要先進国で最下位という残念
な結果となっています。クォーター制・パリテ等の
取り組みを日本でどう活かせるのか考えましょう。

主催：大野城共生ネットワーク

■時　　間　13:30～15:30
■会　　場　303 会議室（3階）
■講　　師　倉富 史枝（NPO法人福岡ジェンダー研究所理事）
■定　　員　40 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

託 児

アスカーラ市民グループ活動支援事業
講演会

日本のジェンダーギャップ
指数の順位をあげるために、
私たちができること

LECTURE

共催事業

読書感想画コンクールの作品を受付中です。
詳細は館内設置の応募チラシ、図書館HPなどをご覧
ください。たくさんのご応募をお待ちしています。
■応募期間
9月1日（木）～30日（金）

第27回まどかぴあ
読書感想画コンクール

※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
9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

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 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

5日

12日
26日

6日

13日
27日

8日
22日

1日
29日

9日

2日
30日

4日

曜
日 日

月

火

木

金

日

※郵送の場合は当日消印有効。
※特別整理休館中の応募作品の
　受付は総合案内で行います。

第26回最優秀賞作品　岡 日向さん『ジャイアント・ジャム・サンド』

期間：9月14日（水）～9月21日（水）
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。
※休館に伴い、8/31（水）～9/13（火）は貸出期間が通常より長くなります。

休館中の返却について
・本の返却はブックポスト（　 ）をご利用ください。
　※ポストは県道（旧3号線）側入口横にあります。
・CDはブックポストに入れると壊れることがあるため、
　総合案内（　 ）か警備員室（　 ）へご返却ください。
・コミュニティセンターの返却ポストも通常通り利用できます。
　※CD・他館から借りている資料（相互貸借資料）は返却できません。

ご不便をおかけいたしますが、みなさまのご理解・ご協力をお願いいたします。

応募
受付中

図書特別整理に伴う休館のお知らせ

1

2 3

としょかんのおはなし会

＊ りとる ＊
少しずつ過ごしやすい季節になってきました。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 9月10日（土）
9月24日（土）

時間 場所

和会議室
（2階）

9月13日（火）
9月27日（火）

306会議室
（3階）

10／20
木

■電話受付　092-586-4035 （詳しい内容については、お問い合わせください）

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。

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。 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】
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

毎月第2水曜日
10:00～12:00
※相談日が祝日の場合はお休み

CONSUL
TATION 

10／29
土

まどかぴあ相談室のご案内



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/

8 2022年9月号 2022年9月号 9

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。
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。予約はホームページからも受付しています。

託 児

■時　　間　10:00～12:00
■会　　場　北コミュニティセンター
■実施団体　防災ほっとキッチン
　　　　　　　 （『地域女性リーダー育成講座』第2期修了生活動グループ）
■対　　象　災害時の料理に興味のある大人の方
■定　　員　30名
■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

ビニール袋に材料を入れて湯せんするだけ！日常でも便利な調理法です。調理が苦手な方も一度体験してみませんか。

出産や結婚を機に退職したけれど、また働きたい…
でも何から始めたらいいかわからない。そんな方の
最初の一歩を応援する講座です。

アスカーラおでかけ教室 
あなたも作れる！かんたん防災食
～パッククッキングで親子丼を作ろう！～

LECTURE

主催：特定非営利活動法人チャイルドケアセンター

■時　　間　10:00～12:00
■会　　場　303 会議室（3階）
■講　　師　古賀 夏子
　　　　　　　　　　　（国家資格キャリアコンサルタント）
■定　　員　12名（申込先着順）　
■受 講 料　無料　
■申込方法　9月1日（木）より
　　　　　　申込フォームにて受付開始

託 児

アスカーラ市民グループ活動支援事業
講演会

自分らしく輝くための
キャリアデザイン

LECTURE

共催事業

10／18
火

ジェンダーギャップ指数が世界146か国中、116位の
日本。昨年と同じく主要先進国で最下位という残念
な結果となっています。クォーター制・パリテ等の
取り組みを日本でどう活かせるのか考えましょう。

主催：大野城共生ネットワーク

■時　　間　13:30～15:30
■会　　場　303 会議室（3階）
■講　　師　倉富 史枝（NPO法人福岡ジェンダー研究所理事）
■定　　員　40 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

託 児

アスカーラ市民グループ活動支援事業
講演会

日本のジェンダーギャップ
指数の順位をあげるために、
私たちができること

LECTURE

共催事業

読書感想画コンクールの作品を受付中です。
詳細は館内設置の応募チラシ、図書館HPなどをご覧
ください。たくさんのご応募をお待ちしています。
■応募期間
9月1日（木）～30日（金）

第27回まどかぴあ
読書感想画コンクール

※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
9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

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 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

5日

12日
26日

6日

13日
27日

8日
22日

1日
29日

9日

2日
30日

4日

曜
日 日

月

火

木

金

日

※郵送の場合は当日消印有効。
※特別整理休館中の応募作品の
　受付は総合案内で行います。

第26回最優秀賞作品　岡 日向さん『ジャイアント・ジャム・サンド』

期間：9月14日（水）～9月21日（水）
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。
※休館に伴い、8/31（水）～9/13（火）は貸出期間が通常より長くなります。

休館中の返却について
・本の返却はブックポスト（　 ）をご利用ください。
　※ポストは県道（旧3号線）側入口横にあります。
・CDはブックポストに入れると壊れることがあるため、
　総合案内（　 ）か警備員室（　 ）へご返却ください。
・コミュニティセンターの返却ポストも通常通り利用できます。
　※CD・他館から借りている資料（相互貸借資料）は返却できません。

ご不便をおかけいたしますが、みなさまのご理解・ご協力をお願いいたします。

応募
受付中

図書特別整理に伴う休館のお知らせ

1

2 3

としょかんのおはなし会

＊ りとる ＊
少しずつ過ごしやすい季節になってきました。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 9月10日（土）
9月24日（土）

時間 場所

和会議室
（2階）

9月13日（火）
9月27日（火）

306会議室
（3階）

10／20
木

■電話受付　092-586-4035 （詳しい内容については、お問い合わせください）

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。

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。 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】
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

毎月第2水曜日
10:00～12:00
※相談日が祝日の場合はお休み

CONSUL
TATION 

10／29
土

まどかぴあ相談室のご案内



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。8月9日現在（その後の変更につきましては、ご容赦ください）

ふれぶんシネマ倶楽部「ファーザー」
出演：アンソニー・ホプキンス ほか
●施設利用料1枚300円 ※3歳以上有料　
●①10:00（日本語字幕版） ②14:00（日本語吹替版）

9/17
（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

奴国の地域活用プロジェクト～アウトリーチコンサート～
ミドリイロJAZZライブ！ 
会場：①春日まちづくり支援センター・ぶどうの庭　②浄運寺（春日市）
●無料　●①13:00 ②17:00

9/18
（日）

9/28
（水）

10/10
（月・祝）

9/17
（土）
・

18（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

ちょ古旅♪太宰府パネル展
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
●大人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9月号 1110 2022年9月号

筑紫野市文化会館

ミリカローデン那珂川

ウクライナに想いを寄せて
ウクライナの歌姫　ナターシャ・グジー コンサート
～民族楽器バンドゥーラの調べ～
●全席指定 一般2,000円ほか ※未就学児入場不可　●14:00

筑紫野市市制施行50周年記念公演
第37回名曲コンサート・スペシャル『祝祭』
主催：大友直人（指揮）、アンサンブル福岡（オーケストラ）
　　 筑紫野市民“第九”合唱団2022 ほか※9/3（土）チケット販売開始
●全席指定 一般3,000円ほか ※未就学児入場不可　●15:00

11/20
（日）

9/17
（土）
〜
11/6
（日）

10/9
（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

9/25
（日）

青空マルシェ～ハンドメイドと食のマルシェ～
●11:00

第17回竹の里フェスタ2022in那珂川
●一般1,000円ほか ※小学生以下無料　●14：30

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

開催中
〜
11/3
（木・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

大野城ウィンターイルミネーション2022  関連企画
　　　『コロナに負けない！みんながつながる「希望の灯り」』
大野城ウィンターイルミネーションに、皆さんも参加しませんか。ご自宅やお店、
施設のイルミネーションを灯していただける方を募集中です。皆さんのイルミ
ネーションをチラシ等でご紹介します。
大勢で集まりにくいコロナ禍だからこそ、イルミネーションの光で市内各所
をつなげて、未来に向けた「希望の灯り」を一緒に灯しましょう！

参加者
募集！！

■募集期間　9月1日（木）～9月22日（木）
　　　　　　　※詳細はまどかぴあホームページまたはチラシをご覧ください。

広告協賛欄

訃報

　大野城まどかぴあ名誉館長である佐藤陽子氏が、肝臓がんのため、令和４年７月
19日（火）に静岡県熱海市内の病院にて逝去されました。
　初代館長 池田満寿夫氏のパートナーとして、池田満寿夫氏亡き後も、ヴァイオリン
コンサートや版画ビエンナーレ等、様々な面で大きな力を発揮していただき、長きに
わたり大野城まどかぴあを支えてくださいました。
　生前のご厚誼に深く感謝いたしますとともに、謹んでご冥福をお祈り申し上げます。

まどかぴあイベントスケジュール9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

はじめての一眼カメラ
■問 生涯学習センター

布の絵本製作ボランティア養成講座
■問 まどかぴあ図書館

アスカーラ子育て応援講座②
おとう飯はじめよう！
■問 男女平等推進センターアスカーラ

つまみ細工～カメリアの2WAYクリップ～　
■問 生涯学習センター

楽しく学ぼう！はじめての韓国語
■問 生涯学習センター

手軽に薬膳カレー
■問 生涯学習センター

おとなの楽校　２時間目
■問 管理課

としょかんのおはなし会＊りとる＊
幼児～小学生向け
■問 まどかぴあ図書館

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！」
■問 文化芸術振興担当

としょかんのおはなし会＊りとる＊
赤ちゃん向け
■問 まどかぴあ図書館

ワード・エクセル初級（夜）
■問 生涯学習センター

大野城市男女共生講座②
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～
■問 男女平等推進センターアスカーラ

生涯学習センター
定期講座（前期6ヵ月間）発表会
■問 生涯学習センター

「自然との対話 池田大作 写真展」
■問 創価学会「自然との対話写真展」実行委員会　岡
　 092-624-5240
■会 多目的ホール
■時 10:00~20:00　初日13:00開場　最終日18:00閉場

託 児

託 児

託 児

託 児

託 児

託 児

託 児

託 児

2・9（金）

2・9・16・30、
10/7（金）

3（土）

5（月）

5・12・26、
10/3（月）

6（火）

10（土）

10・24（土）

11（日）

13・27（火）

13・20・27、
10/4・11・18（火）

15（木）

16（金）
17（土）

23（金・祝）
～28（水）

※昨年の様子



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。8月9日現在（その後の変更につきましては、ご容赦ください）

ふれぶんシネマ倶楽部「ファーザー」
出演：アンソニー・ホプキンス ほか
●施設利用料1枚300円 ※3歳以上有料　
●①10:00（日本語字幕版） ②14:00（日本語吹替版）

9/17
（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

奴国の地域活用プロジェクト～アウトリーチコンサート～
ミドリイロJAZZライブ！ 
会場：①春日まちづくり支援センター・ぶどうの庭　②浄運寺（春日市）
●無料　●①13:00 ②17:00

9/18
（日）

9/28
（水）

10/10
（月・祝）

9/17
（土）
・

18（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

ちょ古旅♪太宰府パネル展
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
●大人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9月号 1110 2022年9月号

筑紫野市文化会館

ミリカローデン那珂川

ウクライナに想いを寄せて
ウクライナの歌姫　ナターシャ・グジー コンサート
～民族楽器バンドゥーラの調べ～
●全席指定 一般2,000円ほか ※未就学児入場不可　●14:00

筑紫野市市制施行50周年記念公演
第37回名曲コンサート・スペシャル『祝祭』
主催：大友直人（指揮）、アンサンブル福岡（オーケストラ）
　　 筑紫野市民“第九”合唱団2022 ほか※9/3（土）チケット販売開始
●全席指定 一般3,000円ほか ※未就学児入場不可　●15:00

11/20
（日）

9/17
（土）
〜
11/6
（日）

10/9
（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

9/25
（日）

青空マルシェ～ハンドメイドと食のマルシェ～
●11:00

第17回竹の里フェスタ2022in那珂川
●一般1,000円ほか ※小学生以下無料　●14：30

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

開催中
〜
11/3
（木・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

大野城ウィンターイルミネーション2022  関連企画
　　　『コロナに負けない！みんながつながる「希望の灯り」』
大野城ウィンターイルミネーションに、皆さんも参加しませんか。ご自宅やお店、
施設のイルミネーションを灯していただける方を募集中です。皆さんのイルミ
ネーションをチラシ等でご紹介します。
大勢で集まりにくいコロナ禍だからこそ、イルミネーションの光で市内各所
をつなげて、未来に向けた「希望の灯り」を一緒に灯しましょう！

参加者
募集！！

■募集期間　9月1日（木）～9月22日（木）
　　　　　　　※詳細はまどかぴあホームページまたはチラシをご覧ください。

広告協賛欄

訃報

　大野城まどかぴあ名誉館長である佐藤陽子氏が、肝臓がんのため、令和４年７月
19日（火）に静岡県熱海市内の病院にて逝去されました。
　初代館長 池田満寿夫氏のパートナーとして、池田満寿夫氏亡き後も、ヴァイオリン
コンサートや版画ビエンナーレ等、様々な面で大きな力を発揮していただき、長きに
わたり大野城まどかぴあを支えてくださいました。
　生前のご厚誼に深く感謝いたしますとともに、謹んでご冥福をお祈り申し上げます。

まどかぴあイベントスケジュール9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

はじめての一眼カメラ
■問 生涯学習センター

布の絵本製作ボランティア養成講座
■問 まどかぴあ図書館

アスカーラ子育て応援講座②
おとう飯はじめよう！
■問 男女平等推進センターアスカーラ

つまみ細工～カメリアの2WAYクリップ～　
■問 生涯学習センター

楽しく学ぼう！はじめての韓国語
■問 生涯学習センター

手軽に薬膳カレー
■問 生涯学習センター

おとなの楽校　２時間目
■問 管理課

としょかんのおはなし会＊りとる＊
幼児～小学生向け
■問 まどかぴあ図書館

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！」
■問 文化芸術振興担当

としょかんのおはなし会＊りとる＊
赤ちゃん向け
■問 まどかぴあ図書館

ワード・エクセル初級（夜）
■問 生涯学習センター

大野城市男女共生講座②
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～
■問 男女平等推進センターアスカーラ

生涯学習センター
定期講座（前期6ヵ月間）発表会
■問 生涯学習センター

「自然との対話 池田大作 写真展」
■問 創価学会「自然との対話写真展」実行委員会　岡
　 092-624-5240
■会 多目的ホール
■時 10:00~20:00　初日13:00開場　最終日18:00閉場

託 児

託 児

託 児

託 児

託 児

託 児

託 児

託 児

2・9（金）

2・9・16・30、
10/7（金）

3（土）

5（月）

5・12・26、
10/3（月）

6（火）

10（土）

10・24（土）

11（日）

13・27（火）

13・20・27、
10/4・11・18（火）

15（木）

16（金）
17（土）

23（金・祝）
～28（水）

※昨年の様子



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

９月７日(水)、９月２１日（水）※図書館は9月14日(水)～21日(水)の期間休館します。９月７日(水)、９月２１日（水）※図書館は9月14日(水)～21日(水)の期間休館します。

12（月） P5まどかのメディアート「こまどりアニメ」
申込締切

P6

P415（木）

14（水）

P430（金） 音のわコンサートVol.3　グランド会員発売
※WEB会員は10/6（木）～、一般は10/7（金）～文芸

明和電機ナンセンスマシーンコンサート
グランド会員発売 ※WEB会員は9/14（水）～文芸

まどかのメディアート「映像アートの楽しみ方」
グランド会員発売 ※WEB会員は9/8（木）～

DV防止キャンペーン事業受付開始

文芸

文芸

文芸

短期講座　受付開始

明和電機ナンセンスマシーンコンサート
一般発売

生涯

1(木)
～30(金) P9第27回まどかぴあ読書感想画コンクール

作品募集

P5

P7

P4

9（金）

8（木）

2（金）

1（木）

P5まどかのメディアート「映像アートの楽しみ方」
一般発売文芸

図書

男女

12 2022年9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9月


