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大野城まどかぴあ情報誌　
アテナ 2022
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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9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)

12月17日（土） 14:00開演
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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

車イスWEB

先行
グランド

先・特

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。

■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

■日 　 　 時　11月 3 日（木・祝）　キャンドル作り    9:30～12:30
　　　　　  　 　    19日（土）　　  点 灯 式  16:00～18:00
■対 　 　 象　小学生　※3日(木・祝)にオリジナルキャンドルを作るため、3日と19日の両日参加できること。
■定 　 　 員　20名程度　※応募者多数の場合は抽選（10月26日頃にメールで連絡します）
■参 加 費　500円（材料費含む）
■申 込 方 法　住所、氏名、年齢、電話番号を記入し、メールで送信
■申 込 先　madokakoubo@madokapia.or.jp
■申 込 期 間　10月1日（土）～10月23日（日）
■お問い合わせ　大野城まどかぴあ管理課　電話092-586-4006（平日9:00～17:00）

大野城 ウィンターイルミネーション2022　
点灯式

チケット発売中■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：85430）
　●チケットぴあ（Pコード：224-190）

チケット発売中

明和電機ナンセンスマシーンコンサート 
in 大野城

EVENT

MUSIC

土佐信道プロデュースによる芸術ユニット。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、国内外で広く発表
している。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。7月には明和電機のおかしな楽器ばかりを集めた
「明和電機ミュージックマシーン」を秋葉原にオープンした。2023年はデビュー30周年を迎える。

＜明和電機プロフィール＞

ナンセンスマシーンの一部をご紹介！

オタマトーンジャンボ フジベース 音源Ⅲ

ステージ用に開発された大型のオタマトーン。
口をあけるために専用のペンチを使用。
「高・中・低」の音程の切り替え可能。

ヨーロッパ公演用に制作された、コンパクトな
スーツケース型音源。閉じた状態でも演奏可能。

富士山型の自動ベース。100Vのソレノイドで
ベースの弦を叩いて音を出す。

オリジナルキャンドルを作って、点灯式に参加しよう！

伊藤高志『SPACY』

※作品例

共催：一般財団法人福岡県退職教職員協会　　後援：FM FUKUOKA

後援：FM FUKUOKA

こんな楽器見たことない！？明和電機が開発した「ナンセンスマシーン」が大集合のコンサートを開催します。
コンピューター自動制御で奏でられる電子楽器の不思議でユーモア満載の世界観をご堪能ください。

まどかぴあ、心のふるさと館、社会福祉協議会３館連携イベントとして、まどかぴあ南側広場をイルミネーションで
装飾する大野城ウィンターイルミネーション2022を実施します！今年は、3年ぶりに点灯式を行います！！

ビンとグラスデコ（乾くとシールになる不思議な絵の具）を使って、
点灯式で使うオリジナルキャンドルを作ります。
点灯式が終了したら、オリジナルキャンドルはお持ち帰りいただけます。

　
12／17
土

11／19
～12／25

土
日

参加者募集

まどかのメディアート

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。

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。

レクチャー「映像アートの楽しみ方」
動画配信サービスやSNSなどによって映像が身近なメディアとなった今日でも、現代アートの展覧会などで
目にする映像作品は「難しくてよくわからない」と感じる方が多いのではないでしょうか。本レクチャーでは、
国内外の映画祭で絶賛された伊藤高志作『SPACY』をはじめ、さまざまな作品を紹介しながら、映像アートの
魅力や歴史、鑑賞のポイントなどについてお話しします。
■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
■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／日本映像学会副会長）
■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

■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
■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）

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

※空席状況はお問い合わせください。

©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

世界で活躍するジャズピアニスト山下洋輔によるソロコンサート！
ジャズの名曲や山下洋輔オリジナル曲などをお届けします。

■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）

■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）

令和5年

＜演奏曲目＞

山下洋輔／
コミュニケーション
J.コズマ／
枯葉

M.ラヴェル／
ボレロ
ほか

※曲目は変更になる
場合があります
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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12日（日）。
株式会社東洋ナビックス、１st.hair

2022年10月号

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

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。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

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。

■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。

ちさと まさきち やひろえいとめぐみ

1月28日（土）の「つながる“まどか”能舞台」で謡に挑戦する参加希望者を対象にオリエンテーションを開き、能の台
詞にあたる“コトバ”やリズムに乗せての節回し、基本姿勢を体験していただきました。
現在、参加者を追加募集中（先着順／若干数）！詳細は文化芸術振興課まで。

県内外で活躍する能楽師とワークショップ参加者が、「羽衣」の上演、「四海波～高砂より～」の連吟で共演します。
新春に、晴れやかな演目を鑑賞してみませんか。

REPORT 

つながる“まどか”能舞台ワークショップ

能「羽衣」を謡おう！
実施
レポート
実施
レポート

車イスWEB

先行
グランド

先・特1／28
土

令和5年

PLAY

つながる“まどか”能舞台
開催決定！

■出　　演　能楽師16名、ワークショップ参加者約80名
■時　　間　14:00開演/13:15開場
■会　　場　大ホール（1階）全席指定

■日　　時　8月27日（土）①10:30～　②14:00～
　　　　　　8月28日（日）③10:30～　④14:00～
■会　　場　①南、②中央、③北、④東コミュニティセンター
■講　　師　白坂 保行（囃子方 大鼓）、山岡 晴美（シテ方 地謡）
■対　　象　小学生以上（大野城市に在住または通勤・通学等／経験不問）
■参加者数　65名

後援：大野城市、大野城市教育委員会、大野城市（南・中央・東・北）地区コミュニティ運営協議会
※1/28（土）の公演は、第30回ふくおか県民文化祭2022協賛事業です。

■料　　金　大人1,000円（グランド会員800円）
　　　　　 高校生以下500円
　　　　　 ※未就学児入場不可
　　　　　 　詳細は、「アテナ」11月号等でお知らせします。

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。

短期講座 10月12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】11月7日(月)　　【時　間】10:00～11:30
【定　員】20名　　　　　 【受講料】1,100円　　　　
【講　師】岩橋 弘美 （国際中医薬膳管理師）

【日　程】11月7・14・21日(月) （全3回）
【時　間】19:00～21:00　【定　員】16名
【受講料】3,300円　　　  【教材費】1,500円
【講　師】大野 美沙子（時の科学研究会主宰）

薬膳のはなし～冬の養生～
薬膳とは、東洋医学のひとつである
「中医学」の考え方を基にして作ら
れた食事のことです。中医学の考え
方による冬に向けての食材選びや暮
らし方などをご提案します。

託 児

※イメージ

マヤ暦で分かる才能・性質・本質～あなたの人生の目的は～

マヤ暦とは、心と意識の時間であ
り、本当の自分を見つける「人生
の宝の地図」。日々起こる出来事
や出会いも、偶然ではなくあなた
へのメッセージです。　

※イメージ

【日　程】11月15日（火）　【時　間】10:00～12:00
【定　員】16名　　　　　 【受講料】1,100円
【材料費】1,500円　　 　 【講　師】川田 幸子

味噌と甘酒づくり
無添加の麹と大豆を使ってオリジナルの味
噌を作ります。また、米麹を使って甘酒を
作り、発酵食品の特性を学びます。やさし
い食べ物で、身体の中からきれいになりま
しょう。

託 児

※イメージ

【日　程】11月14日（月）　【時　間】10:00～12:00
【定　員】12名　　　  　  【受講料】1,200円
【材料費】1,200円　　　  【講　師】太田 まゆみ（羊のしっぽ主宰）

羊毛フェルト～我が家のアイドル～
羊毛フェルトであなたの大切なペットを
作りませんか。ちいさな小窓から覗き込
んだように、フレームからちょこんと出
したペットの顔を作ります。

託 児

※イメージ

【日　程】11月8・15・22・29日、12月6・13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】ワード・エクセルの操作経験のある方
【講　師】（有）アキラ企画

ワード・エクセル中級（夜）
基本機能をおさらいしながら、ワードは図形描画を
使った地図の作成、段組を使った新聞の作成、表作成
の応用などを学びます。エクセルは関数を使った家計
簿作成や、便利な裏技機能を学びます。
※パソコンは持ち込みください。（貸し出しも可能です。）

今からでも受講できます。お申し込みお待ちしております。

【日　程】11月17日(木)　 【時　間】10:00～12:00
【定　員】16名　　　　　【受講料】1,100円
【材料費】800円
【講　師】井手 隆子
（福岡温活経絡リンパエイジングケアサロングリンリーフ博多代表）

楽しいセルフケア～癒しのヘッドマッサージ～
頭の疲れを癒せる手技をお伝えします。
目のたるみやフェースアップ、美髪に
も！初めての方でも大丈夫。2人1組では
なく、自分でマッサージをします。から
だのケアに使える、アロマブレンドオイ
ルのお持ち帰り付き。

託 児

※イメージ

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）

令和4年10月開講　後期6ヵ月間講座　受講生2次申込受付中

・初歩の陶芸
・水引アート
・こだわりの手彫り
・クレイアート
・やさしいソープカービング

・イタリア料理
・ビーズとフリーメタリコのアクセサリー
・楽しい英会話
・気づきの体操～抗重力筋から歪みを整える～
・オカリナを楽しむ

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。
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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12日（日）。
株式会社東洋ナビックス、１st.hair

2022年10月号

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

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。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

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。

■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。

ちさと まさきち やひろえいとめぐみ

1月28日（土）の「つながる“まどか”能舞台」で謡に挑戦する参加希望者を対象にオリエンテーションを開き、能の台
詞にあたる“コトバ”やリズムに乗せての節回し、基本姿勢を体験していただきました。
現在、参加者を追加募集中（先着順／若干数）！詳細は文化芸術振興課まで。

県内外で活躍する能楽師とワークショップ参加者が、「羽衣」の上演、「四海波～高砂より～」の連吟で共演します。
新春に、晴れやかな演目を鑑賞してみませんか。

REPORT 

つながる“まどか”能舞台ワークショップ

能「羽衣」を謡おう！
実施
レポート
実施
レポート

車イスWEB

先行
グランド

先・特1／28
土

令和5年

PLAY

つながる“まどか”能舞台
開催決定！

■出　　演　能楽師16名、ワークショップ参加者約80名
■時　　間　14:00開演/13:15開場
■会　　場　大ホール（1階）全席指定

■日　　時　8月27日（土）①10:30～　②14:00～
　　　　　　8月28日（日）③10:30～　④14:00～
■会　　場　①南、②中央、③北、④東コミュニティセンター
■講　　師　白坂 保行（囃子方 大鼓）、山岡 晴美（シテ方 地謡）
■対　　象　小学生以上（大野城市に在住または通勤・通学等／経験不問）
■参加者数　65名

後援：大野城市、大野城市教育委員会、大野城市（南・中央・東・北）地区コミュニティ運営協議会
※1/28（土）の公演は、第30回ふくおか県民文化祭2022協賛事業です。

■料　　金　大人1,000円（グランド会員800円）
　　　　　 高校生以下500円
　　　　　 ※未就学児入場不可
　　　　　 　詳細は、「アテナ」11月号等でお知らせします。

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。

短期講座 10月12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】11月7日(月)　　【時　間】10:00～11:30
【定　員】20名　　　　　 【受講料】1,100円　　　　
【講　師】岩橋 弘美 （国際中医薬膳管理師）

【日　程】11月7・14・21日(月) （全3回）
【時　間】19:00～21:00　【定　員】16名
【受講料】3,300円　　　  【教材費】1,500円
【講　師】大野 美沙子（時の科学研究会主宰）

薬膳のはなし～冬の養生～
薬膳とは、東洋医学のひとつである
「中医学」の考え方を基にして作ら
れた食事のことです。中医学の考え
方による冬に向けての食材選びや暮
らし方などをご提案します。

託 児

※イメージ

マヤ暦で分かる才能・性質・本質～あなたの人生の目的は～

マヤ暦とは、心と意識の時間であ
り、本当の自分を見つける「人生
の宝の地図」。日々起こる出来事
や出会いも、偶然ではなくあなた
へのメッセージです。　

※イメージ

【日　程】11月15日（火）　【時　間】10:00～12:00
【定　員】16名　　　　　 【受講料】1,100円
【材料費】1,500円　　 　 【講　師】川田 幸子

味噌と甘酒づくり
無添加の麹と大豆を使ってオリジナルの味
噌を作ります。また、米麹を使って甘酒を
作り、発酵食品の特性を学びます。やさし
い食べ物で、身体の中からきれいになりま
しょう。

託 児

※イメージ

【日　程】11月14日（月）　【時　間】10:00～12:00
【定　員】12名　　　  　  【受講料】1,200円
【材料費】1,200円　　　  【講　師】太田 まゆみ（羊のしっぽ主宰）

羊毛フェルト～我が家のアイドル～
羊毛フェルトであなたの大切なペットを
作りませんか。ちいさな小窓から覗き込
んだように、フレームからちょこんと出
したペットの顔を作ります。

託 児

※イメージ

【日　程】11月8・15・22・29日、12月6・13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】ワード・エクセルの操作経験のある方
【講　師】（有）アキラ企画

ワード・エクセル中級（夜）
基本機能をおさらいしながら、ワードは図形描画を
使った地図の作成、段組を使った新聞の作成、表作成
の応用などを学びます。エクセルは関数を使った家計
簿作成や、便利な裏技機能を学びます。
※パソコンは持ち込みください。（貸し出しも可能です。）

今からでも受講できます。お申し込みお待ちしております。

【日　程】11月17日(木)　 【時　間】10:00～12:00
【定　員】16名　　　　　【受講料】1,100円
【材料費】800円
【講　師】井手 隆子
（福岡温活経絡リンパエイジングケアサロングリンリーフ博多代表）

楽しいセルフケア～癒しのヘッドマッサージ～
頭の疲れを癒せる手技をお伝えします。
目のたるみやフェースアップ、美髪に
も！初めての方でも大丈夫。2人1組では
なく、自分でマッサージをします。から
だのケアに使える、アロマブレンドオイ
ルのお持ち帰り付き。

託 児

※イメージ

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）

令和4年10月開講　後期6ヵ月間講座　受講生2次申込受付中

・初歩の陶芸
・水引アート
・こだわりの手彫り
・クレイアート
・やさしいソープカービング

・イタリア料理
・ビーズとフリーメタリコのアクセサリー
・楽しい英会話
・気づきの体操～抗重力筋から歪みを整える～
・オカリナを楽しむ

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。



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）

■会　　場　303会議室（3階）
■講　　師　飯田 博史 （映像クリエイター、仕掛屋TAKIBI）　
■定　　員　30名（申込先着順）
■受 講 料　無料
■対　　象　①おおむね50歳以上の男性（ご夫婦、ご家族と一緒の参加も可能）
　　　　　　②スマートフォン・タブレットのカメラ機能を使用したことがある方
■必要なもの　動画が撮影できるスマートフォン・タブレット
■申込方法　10月3日（月）より、電話・FAX・総合案内・ホームページおよび男女平等推進センター窓口にて受付開始

動画撮影と編集方法を一緒に学び、思い出を “かたち” にしてみませんか！
改めて自分の人生を大切にするきっかけとし、充実した豊かな人生を実現しましょう！

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。
■時　　間　10:00～12:00
■会　　場　北コミュニティセンター 視聴覚室（2階）
■講　　師　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（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

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

女性の権利を巡る言葉として♯MeTooが使われるようになりました。
今まで沈黙されてきた問題（セクハラ・性的被害等）に対し、多くの人が公表することで、世の中を変えていこう
とする動きです。
「私の問題はあなたの問題」「女性の問題は人間としての問題」、♯MeTooを通して考えてみませんか。

託 児

■時　　間　13:30～15:30　　　　　　　　　　　　　 ■会　　場　306会議室（3階）
■講　　師　本多 玲子（博多ウィメンズカウンセリング）　　　　　　■定　　員　35名（申込先着順）
■受 講 料　無料
■申込方法　10月3日（月）より、電話・ＦＡＸ・総合案内・ホームページおよび男女平等推進センター窓口にて受付開始

アスカーラ市民グループ活動支援事業　講演会
♯MeTooキャンペーンってなに？
－セクハラ・性暴力をなくしたい！！－

LECTURE
毎年大好評の男女共生講座も残り２回となりました。毎回素敵な講師をお迎えして、様々な分野からみなさん
の好奇心を刺激する内容となっています。お気軽にご参加ください！

託 児

回 日程 テーマ・講師

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

託 児

“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。

主催：ふくおか県翼の会 大野城

LECTURE

男性のための男女共同参画事業
「生涯現役」応援セミナー

共催事業

11／19土

時　間 内　容

12月9日（金） 13:30～15:30

13:30～15:30

1

 

2

＜動画撮影＆編集のコツ＞
スマートフォンを使用して、動画の撮影と編集のテクニックやコツを学びます。
優しく教えますのでご心配なく！

＜“こころに残る1シーン”を“かたち”にする＞
年末年始を利用して、“こころに残る１シーン”を撮影して動画を編集しましょう。
第1回で学んだことを実践するチャンスです！

＜みんなで動画鑑賞会＞
撮影した動画を講師と一緒に鑑賞します。
恥ずかしがらずに自分らしく表現する楽しさをみんなで味わいましょう！

日　程回

第1回～第2回の期間

令和5年
1月13日（金）

10／20
木

「アテナ｣9月号の掲載記事に誤りがありました。
P8 男女平等推進センター　アスカーラ
「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」
紹介文3行目：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。
（誤）クォーター制（正）クオータ制
以上、おわびして訂正します。

【おわびと訂正】

■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）　　 ■対象・定員　46歳までの未婚の男女各8名
　　　　　　  熊谷 優子（野菜ソムリエプロ）
■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　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
■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す。心豊かになる時間を過ごしにアスカーラに来てください。

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 EVENT

※イベント内でのマッチングは行いません

生涯現役！スマホで動画撮影＆編集～思い出を“かたち”にしよう♪～

キム　  ソンヨン

金 成妍（久留島武彦記念館館長）

肥後 孝（NPO法人日本九援隊理事長）

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。

6 72022年10月号 2022年10月号



男女平等推進センター
アスカーラ

お問い合わせ先 TEL 092-586-4030 / FAX 092-586-4031
開館時間/9：00～19：00（月～金）　9：00～17：00（土・日・祝日）

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）

■会　　場　303会議室（3階）
■講　　師　飯田 博史 （映像クリエイター、仕掛屋TAKIBI）　
■定　　員　30名（申込先着順）
■受 講 料　無料
■対　　象　①おおむね50歳以上の男性（ご夫婦、ご家族と一緒の参加も可能）
　　　　　　②スマートフォン・タブレットのカメラ機能を使用したことがある方
■必要なもの　動画が撮影できるスマートフォン・タブレット
■申込方法　10月3日（月）より、電話・FAX・総合案内・ホームページおよび男女平等推進センター窓口にて受付開始

動画撮影と編集方法を一緒に学び、思い出を “かたち” にしてみませんか！
改めて自分の人生を大切にするきっかけとし、充実した豊かな人生を実現しましょう！

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。
■時　　間　10:00～12:00
■会　　場　北コミュニティセンター 視聴覚室（2階）
■講　　師　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（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

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

女性の権利を巡る言葉として♯MeTooが使われるようになりました。
今まで沈黙されてきた問題（セクハラ・性的被害等）に対し、多くの人が公表することで、世の中を変えていこう
とする動きです。
「私の問題はあなたの問題」「女性の問題は人間としての問題」、♯MeTooを通して考えてみませんか。

託 児

■時　　間　13:30～15:30　　　　　　　　　　　　　 ■会　　場　306会議室（3階）
■講　　師　本多 玲子（博多ウィメンズカウンセリング）　　　　　　■定　　員　35名（申込先着順）
■受 講 料　無料
■申込方法　10月3日（月）より、電話・ＦＡＸ・総合案内・ホームページおよび男女平等推進センター窓口にて受付開始

アスカーラ市民グループ活動支援事業　講演会
♯MeTooキャンペーンってなに？
－セクハラ・性暴力をなくしたい！！－

LECTURE
毎年大好評の男女共生講座も残り２回となりました。毎回素敵な講師をお迎えして、様々な分野からみなさん
の好奇心を刺激する内容となっています。お気軽にご参加ください！

託 児

回 日程 テーマ・講師

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

託 児

“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。

主催：ふくおか県翼の会 大野城

LECTURE

男性のための男女共同参画事業
「生涯現役」応援セミナー

共催事業

11／19土

時　間 内　容

12月9日（金） 13:30～15:30

13:30～15:30

1

 

2

＜動画撮影＆編集のコツ＞
スマートフォンを使用して、動画の撮影と編集のテクニックやコツを学びます。
優しく教えますのでご心配なく！

＜“こころに残る1シーン”を“かたち”にする＞
年末年始を利用して、“こころに残る１シーン”を撮影して動画を編集しましょう。
第1回で学んだことを実践するチャンスです！

＜みんなで動画鑑賞会＞
撮影した動画を講師と一緒に鑑賞します。
恥ずかしがらずに自分らしく表現する楽しさをみんなで味わいましょう！

日　程回

第1回～第2回の期間

令和5年
1月13日（金）

10／20
木

「アテナ｣9月号の掲載記事に誤りがありました。
P8 男女平等推進センター　アスカーラ
「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」
紹介文3行目：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。
（誤）クォーター制（正）クオータ制
以上、おわびして訂正します。

【おわびと訂正】

■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）　　 ■対象・定員　46歳までの未婚の男女各8名
　　　　　　  熊谷 優子（野菜ソムリエプロ）
■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　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
■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す。心豊かになる時間を過ごしにアスカーラに来てください。

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 EVENT

※イベント内でのマッチングは行いません

生涯現役！スマホで動画撮影＆編集～思い出を“かたち”にしよう♪～

キム　  ソンヨン

金 成妍（久留島武彦記念館館長）

肥後 孝（NPO法人日本九援隊理事長）

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。

6 72022年10月号 2022年10月号
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開館時間/10：00～18：00（日～木）　10:00～20：00（金）　10：00～19：00（土）
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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

　図書館へゆこう！！2022年秋
EVENT

要申込
参加無料

10／20
～11／9

木
水

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！

※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
　　　　　　　　　　　　 ※①②とも、講演終了後にサイン会を予定
■会　場　小ホール（2階）
■定　員　各100名
■対　象　①小学生と保護者 ※一般のみの参加も可
　　　　　②一般 ※未就学児入場不可

■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

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♪

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」杉山亮

読書週間×図書館へゆこう！！
お楽しみ袋

テーマでまとめた本を中身が
わからないように貸し出しします。
どんな本が入っているのか、借り
てからのお楽しみです。

図書館ボランティア「ちくちく」
のみなさんが作った、エプロン
シアターを展示します。

本に込められた「思い」、読んだ
ときに感じる「感情」に着目し
て、図書館内数カ所に本を集め
ました。

エプロンシアター展示 館内特集「本のきもち」

2022年10月号 2022年10月号

すぎやま   あきら

『おかげさまで名探偵』（偕成社）

■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）

わらべうたや布の絵本を使った、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

※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　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

※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

※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
10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

3日
17日
31日

24日

4日
18日

11日
25日

6日
20日

13日
27日

7日
21日

14日
28日

2日
16日
30日

曜
日 日

月

火

木

金

日

としょかんのおはなし会

＊ りとる ＊
読書の秋がやってきました。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
開催しています！
時間に注意して来てね。

日程対象

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 10月1日（土）

時間 場所

和会議室
（2階）

10月18日（火） 306会議室
（3階）

■時　　間　10:00～12:00（全2回）
■講　　師　羽地 亜希子
　　　　　　　 （「エルマー語りの会」、大野城まどかぴあ図書館ブックトークボランティア「本のとびら」会員）

■対　　象　読み聞かせボランティアを始めておおむね3年以上の方で、
　　　　　　2回の講座全てに出席できる方
　　　　　　※大野城市内で活動されている方、もしくは活動予定の方を優先
■定　　員　30名（申込先着順）
■受 講 料　無料
■申込方法　10月11日（火）10:00～10月31日（月）18:00まで図書館カウンター・電話にて受付

地域や学校で読み聞かせボランティアとして活動中の方を対象とした講座です。

託 児

読み聞かせボランティアスキルアップ講座

日程

303会議室（3階）

①

② 11月14日（月）

会場 内容

11月7日（月） 科学絵本やことば絵本、手遊びなど、プログラムの
組み方の工夫についての講義

・高学年向けの読み聞かせについての講義
・グループワーク
 ※講師の配布するリストを元に、科学絵本やことば絵本を物語
    絵本と組み合わせ、模擬プログラムの作成を行います
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■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

※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

※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
10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

3日
17日
31日

24日

4日
18日

11日
25日

6日
20日

13日
27日

7日
21日

14日
28日

2日
16日
30日

曜
日 日

月

火

木

金

日

としょかんのおはなし会

＊ りとる ＊
読書の秋がやってきました。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
開催しています！
時間に注意して来てね。

日程対象

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 10月1日（土）

時間 場所

和会議室
（2階）

10月18日（火） 306会議室
（3階）

■時　　間　10:00～12:00（全2回）
■講　　師　羽地 亜希子
　　　　　　　 （「エルマー語りの会」、大野城まどかぴあ図書館ブックトークボランティア「本のとびら」会員）

■対　　象　読み聞かせボランティアを始めておおむね3年以上の方で、
　　　　　　2回の講座全てに出席できる方
　　　　　　※大野城市内で活動されている方、もしくは活動予定の方を優先
■定　　員　30名（申込先着順）
■受 講 料　無料
■申込方法　10月11日（火）10:00～10月31日（月）18:00まで図書館カウンター・電話にて受付

地域や学校で読み聞かせボランティアとして活動中の方を対象とした講座です。

託 児

読み聞かせボランティアスキルアップ講座

日程

303会議室（3階）

①

② 11月14日（月）

会場 内容

11月7日（月） 科学絵本やことば絵本、手遊びなど、プログラムの
組み方の工夫についての講義

・高学年向けの読み聞かせについての講義
・グループワーク
 ※講師の配布するリストを元に、科学絵本やことば絵本を物語
    絵本と組み合わせ、模擬プログラムの作成を行います



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。9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）

春日市制50周年記念 令和4年度 松竹特別巡業
中村獅童のHOW TO かぶき　絵本「あらしのよるに」一人語り
（作：きむらゆういち 絵：あべ弘士/講談社刊）
●一般5,000円　ほか　●14:00

11/20
（日）

益田敬一郎×椎葉ユウトークショー
「あの日の春日へ～知らなかった！近現代史」
●500円 ※未就学児入場不可　●14:00

11/12
（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～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

10/10
（月・祝）

（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

太宰府歴史トピック展示
「装飾を施した須恵器」
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

筑紫野市ちくしの少年少女合唱団
第5回定期演奏会
主催：お問い合わせ/筑紫野市ちくしの少年少女合唱団
電話：092-921-2303（広沢）
●全席自由　300円 ※未就学児無料　●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

1110

筑紫野市文化会館

ミリカローデン那珂川

10/9
（日）

筑紫野市市制施行50周年記念公演
海援隊トーク＆ライブ2022
※10/8（土）チケット販売開始
●全席指定 一般4,000円 ※未就学児入場不可　●14:00

12/17
（土）

10/7
（金）
〜

12/27
（火）

11/27
（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

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』
出演：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
●全席指定 一般3,000円ほか ※未就学児入場不可　●15:00

11/20
（日）

10/9
（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

第24回那珂川吹奏楽団定期演奏会
●一般500円 ※小学生以下無料　●14：00

開催中
〜
11/3
（木・祝）

2022年10月号 2022年10月号

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

■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

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

発売中（3～4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）

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

＜椎原 春一プロフィール＞
しいはら   しゅんいち

海の中道海浜公園「動物の森」
飼育員、民間動物園飼育員を経
て、同園園長就任。大牟田市動物
園が指定管理者運営に変更する
2006年に同園副園長、翌年園
長就任。（公社）日本動物園水族
館協会総務委員会委員長、同協
会九州沖縄ブロック理事。

障がいのあるお客様やお子さん連れのお客様に、安心
してまどかぴあへご来館いただけるよう、まどかぴあの
バリアフリー情報をホームページに掲載しました。パソ
コンやスマートフォンよりアクセスしてご確認ください。
まどかぴあホームページ　
https://www.madokapia.or.jp/

まどかぴあホームページに
「バリアフリー情報」を掲載しました

利用者のさらなる活動支援のため、まどかぴあの会議
室でＷi-Fi（無線LAN）のサービスを始めました。オン
ライン形式の会議や打ち合わせ等にご利用ください。
利用される方は、施設利用申請時にインターネットの利
用申込をしてください。

※詳しくは、ホームページをご覧ください。

会議等の利用を目的としたＷi-Fiに
よるインターネット接続サービスを始めました

大野城まどかぴあ   検索　→　バリアフリー情報

まどかぴあイベントスケジュール10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

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
令和４年度大野城市認知症啓発事業
みんなで支えよう認知症
■問 大野城市役所すこやか長寿課092-501-2306
■会 多目的ホール　■時 開演10:00(開場9:30)
『医師の話と映画で知る在宅医療』
～あなたの思いを叶える暮らし方～
■問 筑紫医師会在宅センター092-408-1267
■会 多目的ホール　■時 開演14:00(開場13:30)
地産地消でオーガニック給食へ
中学校「完全給食」を考える
■問 室屋080-3186-3320
■会 小ホール　■時 開演14:00(開場13:30)
まどかのメディアート ワークショップ
「こまどりアニメ」
■問 文化芸術振興担当

楽しいヨガ教室
■問 生涯学習センター

なかよし家族のベビーマッサージ
■問 生涯学習センター

大野城市男女共生講座③
“日本のアンデルセン”と出逢った私の生き方
■問 男女平等推進センターアスカーラ

ティータイムコンサートVol.301
■問 文化芸術振興担当

代謝アップのための食事法
■問 生涯学習センター

縫わずに簡単！カジュアルふくさ作り
■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

託 児

14（金）
21（金）
28（金）

18（火）

20（木）

21・28（金）

22（土）

23（日）

25（火）

29（土）

30（日）

1（土）

2（日）

3・17（月）

6（木）

12（水）

13（木）

14（金）

再就職チャレンジ講座（後期）
■問 男女平等推進センターアスカーラ

自分らしく輝くためのキャリアデザイン
■問 男女平等推進センターアスカーラ

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

生姜の保存食＆活用レシピ
■問 生涯学習センター

うちの子専用わんこ服作り
■問 生涯学習センター

わくわくおはなしまつり
■問 まどかぴあ図書館

杉山亮　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」
■問 まどかぴあ図書館

おひざでだっこ　布の絵本のおはなし会
■問 まどかぴあ図書館

DV防止キャンペーン事業
■問 男女平等推進センターアスカーラ

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
■問 男女平等推進センターアスカーラ

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」
■問 文化芸術振興担当

LECTURE



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。9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）

春日市制50周年記念 令和4年度 松竹特別巡業
中村獅童のHOW TO かぶき　絵本「あらしのよるに」一人語り
（作：きむらゆういち 絵：あべ弘士/講談社刊）
●一般5,000円　ほか　●14:00

11/20
（日）

益田敬一郎×椎葉ユウトークショー
「あの日の春日へ～知らなかった！近現代史」
●500円 ※未就学児入場不可　●14:00

11/12
（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～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

10/10
（月・祝）

（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

太宰府歴史トピック展示
「装飾を施した須恵器」
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

筑紫野市ちくしの少年少女合唱団
第5回定期演奏会
主催：お問い合わせ/筑紫野市ちくしの少年少女合唱団
電話：092-921-2303（広沢）
●全席自由　300円 ※未就学児無料　●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

1110

筑紫野市文化会館

ミリカローデン那珂川

10/9
（日）

筑紫野市市制施行50周年記念公演
海援隊トーク＆ライブ2022
※10/8（土）チケット販売開始
●全席指定 一般4,000円 ※未就学児入場不可　●14:00

12/17
（土）

10/7
（金）
〜

12/27
（火）

11/27
（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

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』
出演：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
●全席指定 一般3,000円ほか ※未就学児入場不可　●15:00

11/20
（日）

10/9
（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

第24回那珂川吹奏楽団定期演奏会
●一般500円 ※小学生以下無料　●14：00

開催中
〜
11/3
（木・祝）

2022年10月号 2022年10月号

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

■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

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

発売中（3～4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）

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

＜椎原 春一プロフィール＞
しいはら   しゅんいち

海の中道海浜公園「動物の森」
飼育員、民間動物園飼育員を経
て、同園園長就任。大牟田市動物
園が指定管理者運営に変更する
2006年に同園副園長、翌年園
長就任。（公社）日本動物園水族
館協会総務委員会委員長、同協
会九州沖縄ブロック理事。

障がいのあるお客様やお子さん連れのお客様に、安心
してまどかぴあへご来館いただけるよう、まどかぴあの
バリアフリー情報をホームページに掲載しました。パソ
コンやスマートフォンよりアクセスしてご確認ください。
まどかぴあホームページ　
https://www.madokapia.or.jp/

まどかぴあホームページに
「バリアフリー情報」を掲載しました

利用者のさらなる活動支援のため、まどかぴあの会議
室でＷi-Fi（無線LAN）のサービスを始めました。オン
ライン形式の会議や打ち合わせ等にご利用ください。
利用される方は、施設利用申請時にインターネットの利
用申込をしてください。

※詳しくは、ホームページをご覧ください。

会議等の利用を目的としたＷi-Fiに
よるインターネット接続サービスを始めました

大野城まどかぴあ   検索　→　バリアフリー情報

まどかぴあイベントスケジュール10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

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
令和４年度大野城市認知症啓発事業
みんなで支えよう認知症
■問 大野城市役所すこやか長寿課092-501-2306
■会 多目的ホール　■時 開演10:00(開場9:30)
『医師の話と映画で知る在宅医療』
～あなたの思いを叶える暮らし方～
■問 筑紫医師会在宅センター092-408-1267
■会 多目的ホール　■時 開演14:00(開場13:30)
地産地消でオーガニック給食へ
中学校「完全給食」を考える
■問 室屋080-3186-3320
■会 小ホール　■時 開演14:00(開場13:30)
まどかのメディアート ワークショップ
「こまどりアニメ」
■問 文化芸術振興担当

楽しいヨガ教室
■問 生涯学習センター

なかよし家族のベビーマッサージ
■問 生涯学習センター

大野城市男女共生講座③
“日本のアンデルセン”と出逢った私の生き方
■問 男女平等推進センターアスカーラ

ティータイムコンサートVol.301
■問 文化芸術振興担当

代謝アップのための食事法
■問 生涯学習センター

縫わずに簡単！カジュアルふくさ作り
■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

託 児

14（金）
21（金）
28（金）

18（火）

20（木）

21・28（金）

22（土）

23（日）

25（火）

29（土）

30（日）

1（土）

2（日）

3・17（月）

6（木）

12（水）

13（木）

14（金）

再就職チャレンジ講座（後期）
■問 男女平等推進センターアスカーラ

自分らしく輝くためのキャリアデザイン
■問 男女平等推進センターアスカーラ

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

生姜の保存食＆活用レシピ
■問 生涯学習センター

うちの子専用わんこ服作り
■問 生涯学習センター

わくわくおはなしまつり
■問 まどかぴあ図書館

杉山亮　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」
■問 まどかぴあ図書館

おひざでだっこ　布の絵本のおはなし会
■問 まどかぴあ図書館

DV防止キャンペーン事業
■問 男女平等推進センターアスカーラ

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
■問 男女平等推進センターアスカーラ

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」
■問 文化芸術振興担当

LECTURE



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

10月5日(水)、10月19日（水）10月5日(水)、10月19日（水）

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～　WEB会員発売文芸

杉山亮　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」　受付開始

P2

P7

6（木）

3（月）

P8

P3

P8

わくわくおはなしまつり　受付開始

図書

図書

短期講座　受付開始

読み聞かせボランティアスキルアップ講座 受付

文芸

P8おひざでだっこ　布の絵本のおはなし会
受付開始

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～　一般発売

P9

P3

P5

18（火）

12（水）

11（火）
～31（月）

1（土）
～23（日）

7（金）

P8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　受付開始

図書

図書

図書

管理

男女

大野城ウィンターイルミネーション2022　点灯式
受付

P6男女

生涯

＃MeTooキャンペーンってなに？　受付開始

生涯現役！スマホで動画撮影＆編集　受付開始

12 2022年10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10月




