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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10月11日現在の情報です(その後の変更につきましては、ご容赦ください)
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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

■開催期間　11月19日（土）～12月25日（日）
■点 灯 式　11月19日（土）17:30～18:00
■開催期間　11月19日（土）～12月25日（日）
■点 灯 式　11月19日（土）17:30～18:00

【「希望の灯り」参加団体】
・栄町公民館　・つつじケ丘公民館　・グランドエンパイアホテル                                    
・山田公民館　・月の浦公民館　     ・（株）関屋電設
・牛頸公民館　・下大利団地区

※団体によってイルミネーション実施時期、時間等は異なります。
　詳しくはホームページまたはチラシをご覧ください。

大野城 ウィンターイルミネーション2022 EVENT

MUSIC

※昨年度の様子

■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：85428）
　●チケットぴあ（Pコード：224-192）

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。オタマトーン
は累計売り上げ数100万本の大ヒット商品。
楽器などの詳細は公式ホームページへ⇒ https://www.maywadenki.com

＜明和電機＞

チケット発売中

チケット発売中

　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・アーティストはもとより、
和太鼓やシンフォニー・オーケストラとの共演など多彩に活動する。88年、
山下洋輔ニューヨーク・トリオを結成。国内のみならず世界各国で演奏
活動を展開する。
　2000年に発表した自作協奏曲を、04年に佐渡裕の指揮によりイタリア・
トリノで再演。06年オーネット・コールマンと、07年にはセシル・テイラーと
共演。08年「ピアノ協奏曲第3番＜エクスプローラー＞」を発表。09年、
一柳慧作曲「ピアノ協奏曲第4番 "JAZZ"」を世界初演。
　2016年、ウィーン楽友協会ホールで佐渡裕指揮のトーンキュンストラー
管弦楽団と共演。18年、ニューヨーク・トリオ結成30周年記念アルバム
『30光年の浮遊』をリリースし、国内ツアーを行う。19年、山下洋輔トリオ
結成50周年の記念コンサート「爆裂半世紀！」を開催。20年、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。
　1999年芸術選奨文部大臣賞、2003年紫綬褒章、12年旭日小綬章を受章。
国立音楽大学招聘教授。演奏活動のかたわら、多数の著書を持つエッセイスト
としても知られる。

＜プロフィール＞

後援：FM FUKUOKA

©Akihiko Sonoda

ジャズピアニスト山下洋輔によるソロコンサートを開催！ジャズのスタンダードナンバーや山下洋輔オリジナル曲
などを素敵なトークとともにお届けします。また、JamRiceのYouTube公式チャンネルでは自身の最新アルバム
「クワイエット・メモリーズ」のプロモーション映像を公開中！

今年もまどかぴあ、心のふるさと館、総合福祉センター３館連携イベントとして、まどかぴあ南側広場を中心にイルミネー
ションで装飾します。今年は、３年ぶりの点灯式や関連企画『コロナに負けない！みんながつながる「希望の灯り」』も実
施します。点灯式では子ども達によるイルミネーションの点灯に大野ジョーくんとまどかちゃんが駆けつけてくれますよ。
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！

　
1／14
土

■時　間　10:00～17:00（最終日は15:00まで）
　　　　　※休館日／12月21日（水）
■会　場　多目的ホール（1階）
　　　　　※新型コロナウイルス感染拡大状況により、
　　　　　　　入場人数を制限する場合があります。
■出展者　anno lab（藤岡 定）（福岡）、
　　　　　遠藤 梨夏（福岡／佐賀）、工藤 達郎（福岡）、
　　　　　坂本 豊（佐賀）、瀧 健太郎（東京）、
　　　　　長野 光宏（福岡）、樋口 誠也（名古屋）

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～

まどかぴあでは9月から「まどかのメディアート」と題し、デジタルマンガ、こまどりアニメ、映像レクチャーと
様々なメディア芸術イベントを展開してきました。この展覧会では、最先端のテクノロジーを駆使したメディア
アート作品の数々を展示します。面白い発想、不思議な世界観、無限の可能性をぜひご体感ください。VR体験も
できます！お気軽にお立ち寄りください！

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

明和電機ナンセンスマシーンコンサート 
in 大野城

福岡で11年ぶりの明和電機単独コンサートを開催します！
明和電機が開発したコンピューター制御で動く“ナンセンスマシーン”の数々をご堪能ください。

■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）

＜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

公式ホームページ　https://www.jamrice.co.jp/yosuke/

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

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

まどかのメディアート展 MEDIA
ART

12／17
～12／27

土
火

明和電機（社長：土佐信道） ピアメカ

マリンカ

入場無料

まどかのメディアート 座談会
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。

12／18
日

■時 間　14:00開演/13:30開場
■会 場　小ホール（2階）
■料 金　無料（要事前申込）
■定 員　100名（先着順）　

■登 壇 者　出展アーティスト　ほか
■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
　　　　　   ・まどかぴあ総合案内にて申し込み
■申込期間　11月22日（火）～12月15日（木）※定員に達し次第受付終了

令和5年
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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11月号

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、FM FUKUOKA
※本公演は、第30回ふくおか県民文化祭2022協賛事業です。

県内外で活躍する能楽師と謡のワークショップ参加者が、まどかぴあの特設能舞台で共演！県内外で活躍する能楽師と謡のワークショップ参加者が、まどかぴあの特設能舞台で共演！

■出　演　シテ　久貫 弘能
　　　　　ワキ　御厨 誠吾 ほか
　　　　　囃子　森田 光次（笛）、幸 正佳（小鼓）
　　　　　　　　白坂 保行（大鼓）、吉谷 潔（太鼓）
　　　　　地謡　山岡 晴美 ほか 
　　　　　　　　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
■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

1／28
土

令和5年

つながる“まどか”能舞台
PLAY

<プログラム>（予定） 　

■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：81998）
　●チケットぴあ（Pコード：515-330）
■チケット発売日 ※各日10:00～
　グランド会員　11月11日（金）
　W E B 会 員　11月17日（木）
　一　　　  般　11月18日（金）

©公益社団法人能楽協会

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

今回のティータイムコンサートは、能の囃子に使われる笛・小鼓・大鼓・太鼓を多重録音し、舞台とは一味違う
構成で大鼓と舞をお届けします。
日本の伝統芸能である能の独特な音色や楽器による情景・心情の表現、美しい舞をお楽しみください。
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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　久貫 弘能（舞）、白坂 保行（大鼓）
■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。

■日　　時　8月4日（木）～8月7日（日） 各日14:30～16:30
■会　　場　多目的ホール
■講　　師　有門 正太郎（俳優・演出家・作家）、木村 健二（俳優）
■対　　象　小学4年生～中学3年生
■参加者数　15名

■会員期間　会費納入日～令和5年3月31日
■特　　典　①会員料金割引
　　　　　　　まどかぴあが指定する公演のチケットを特別料金で
　　　　　　　購入可能。
　　　　　　　※原則、1公演につき2枚まで
　　　　　　　※割引額は公演により異なります
　　　　　　②チケット先行販売
　　　　　　　まどかぴあが指定する公演のチケットを一般発売日
　　　　　　　より前に購入可能。
　　　　　　③会員向けイベント
　　　　　　　グランド会員“限定”もしくは“優先”イベントを開催。
　　　　　　④公演情報送付
　　　　　　　まどかぴあ情報誌「アテナ」（市外の方のみ）や
　　　　　　　公演情報などを毎月送付。

まどかぴあ夏の自由研究
「演劇体験 想像してつくろう！」 REPORT 

実施
レポート
実施
レポート

⑤購入実績に応じた特典
　会員期間中に対象公演のチケットを5,000円以上　
　購入された方に、割引クーポン500円分をプレゼント。
　※シネマランド施設利用券は購入実績対象外

⑥喫茶割引
　まどかぴあ館内の喫茶店「TOKIO」の飲食代が5％
　割引。
⑦メールマガジン配信
　最新情報を掲載したメールマガジンを随時配信。
　※メールアドレスを登録された方のみ

■会　　費　1,500円　
　　　　　    ※途中入会の場合も同額です。
■入会方法　●まどかぴあ総合案内窓口
　　　　　　●まどかぴあWEBサービス
　　　　　　●ゆうちょ銀行払込

■開催目的　演劇経験の有無に関わらず、子ども達に創作を
　　　　　　通じて表現する楽しさを知ってもらう機会として
　　　　　　開催しました。
■内　　容　絵や写真から物語を想像してつくり、最終日に
　　　　　　は保護者の前で発表しました。

■会員期間　無期限
■特　　典　①チケット先行販売
　　　　　　　※グランド会員先行発売後
　　　　　　②メールマガジン配信
■会　　費　無料

WEB会員随時募集中！

「狂言」とともに室町時代から650年以上演じられてきた日本の
伝統芸能です。豊臣秀吉や徳川家康など多くの武将に愛され、ユ
ネスコ無形文化遺産にも登録されています。
謡（歌・セリフ）と囃子（楽器）に合わせて舞う歌舞劇・演劇で、博多
祇園山笠も能と深く関わっています。

能とは？

うたい はやし

おおつづみ

久貫 弘能久貫 弘能 白坂 保行白坂 保行

■日　　時　令和5年2月23日（木・祝）14:００開演
■上映作品　「ぼけますから、よろしくお願いします。」
　　　　　　※詳細は「アテナ」12月号等でお知らせします。

映画監督

信友 直子講演会・映画上映会
大野城まどかぴあ友の会Presents開催

決定

■1日目　オリエンテーション+つくろう！①
　まどかぴあで面白い場所を見つけて撮影

■2日目　つくろう！②
　撮った写真に自由にラクガキをしてキャラクター
　をつくる

■3日目　つくろう！③
　キャラクターをつかってストーリーをつくって
　いく

■4日目　発表しよう！
　できあがったストーリーをみんなの前で発表！

第一部　能楽師とワークショップ参加者による共演
14:00　「羽衣」…ダイジェストで謡います
　　　　「四海波～高砂より～」　
　　　　解説
第二部　能楽師による上演
15:00　「羽衣」
16:00　終演予定

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。

撮影した写真 ラクガキでできたキャラクター

車イスWEB

先行
グランド

先・特 2022年度 大野城まどかぴあ 友の会 グランド会員募集中！

まどかぴあが指定する公演のチケット先行発売や特別料金、会員優待イベントなどお得な特典が満載！
この機会にぜひご入会ください。
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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
開館時間/9：00～20：00（月～木）　9：00～19：00（金・土）

託 児

託 児 託 児

短期講座 11月9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】12月2・23日、令和5年1月6・13日（金）（全4回）
【時　間】①10:00～11:00　②11:10～12:10
【定　員】各8名　　　　　　　 【受講料】各3,200円
【講　師】置鮎 正則(（株）伝えるを考える)

【日　程】12月1日(木)　　      【時　間】10:00～12:30
【定　員】16名　　　　　　　 【受講料】1,100円
【材料費】1,200円
【講　師】柴田 洋子

【日　程】12月6日（火）　　     【時　間】10:30～13:30
【定　員】15名　　　　　　　 【受講料】1,200円
【材料費】2,500円
【講　師】加藤 史江（料理教室主宰 ほたほたキッチンCafe店主）

【日　程】12月12日(月)　　　【時　間】10:00～12:00
【定　員】12名　　　　　　　【受講料】1,200円
【材料費】300円　　　　　　 【講　師】河野 絵里香

【日　程】12月20日(火)　　　【時　間】14:30～17:00
【定　員】12名　　　　　　　 【受講料】1,200円
【材料費】1,500円
【講　師】長友 寿雄(かぜのたみ店主)

【日　程】12月26日(月)　　　【時　間】13:30～15:30
【定　員】16名　　　　　　　【受講料】1,100円
【材料費】2,000円
【講　師】山田 紫津(華道新池坊総華督)

スマホ入門①②
スマホは便利だけどなかな
か使いこなせない…そんな
方はいませんか。スマホの
基本、スマホの安心設定に
ついて分かりやすく、丁寧
にお伝えします。

心温まる筆文字アート～冬編～
大切な方へオリジナルの年
賀状、ポチ袋を描いてみま
せんか。字や絵が苦手な方
でも安心してご参加いただ
けます。

※作品例

※イメージ

クラフトバンドをパタパタ
と折るだけでできる作品な
ので、不器用な方でも簡単
に作れます。リースが出来
たらリボンなどを飾りつけ
て完成！3種類の中から選
んで作れます。

※イメージ

素材の質にこだわり厳選した
そば粉で、十割そばを打って
みませんか。つなぎを一切使
わない十割そばを初心者で
も打てるようにお教えします。
自分で打ったそばは、持ち帰
りとなります。試食はありま
せん。

※イメージ

小さくても玄関やリビングに、
お正月を寿ぐにふさわしい華
やかで、かわいいアレンジを
一緒に生けましょう。花器ご
と持ち帰り、すぐに飾ること
ができます。

※イメージ

かんたんクリスマスリース作り

※イメージ

福をよぶ簡単おせち
目に鮮やか、食べて口福（こうふく）
の新年にふさわしい味わいのおせ
ちを身近な食材で作ってみません
か。見栄えのする盛りつけ、詰め方
のコツも学んで、そのまま持ち帰
りとなります。試食はありません。

そば打ちに挑戦～十割そばを打とう～

お正月花の小さなアレンジ

＜メニュー＞
・焼豚
・簡単伊達巻

・つやつや手羽煮
・ゆず釜のなます

託 児

託 児

託 児

※材料の都合で内容を変更する場合があります。

・赤蕪の甘酢づけ
・金柑と蕪のマリネ

・飾りかまぼこ
・オレンジ風味の黒豆

■時　　間　各回13:30～15:30
■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　各回30名（申込先着順）
■受 講 料　無料

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！

毎年11月12日～25日は「女性に対する暴力をなくす運動」の期間です。
期間中、まどかぴあ館内でも紫色のリボンを結ぶ「パープルリボン運動」を行います。
パープルリボンとは、女性に対する暴力根絶のシンボルです。この紫色のリボンをツリーに結んで
「DVなど暴力のない社会をめざす」という想いをみなさんで表しましょう！

託 児

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

内　容

12月9日（金）第１回

第2回

動画撮影＆編集のコツ

動画撮影＆編集にチャレンジ！
“こころに残る1シーン”を“かたち”にする

みんなで動画鑑賞会

日　程回

第1回～第2回の期間

令和5年
1月13日（金）

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♪

ＤＶ防止キャンペーン事業
パープルリボンツリー＆パネル展示

◆「女性に対する暴力をなくす運動」の趣旨
暴力は、その対象の性別や加害者、被害者の間柄を問わず、決して許されるものではありません。その中でも、
夫・パートナーからの暴力、性犯罪、売買春、セクシュアル・ハラスメント、ストーカー行為など、女性に
対する暴力は克服していくべき重要な課題です。
この運動により、女性の人権の尊重のための意識啓発や教育の充実を推進します。

1階と3階には、来館者のみなさんに
リボンを結んでいただくツリーを設置

3階アスカーラギャラリーでは、DVに関する
様々な掲示を行います

1階ギャラリーモールには、シンボルとしての
大きなパープルリボンを装飾

ツリーを紫色のリボンで
いっぱいにしましょう！

CAMPAIGN

■受講対象　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
■持ってくるもの　動画が撮影できるスマートフォン・タブレット
■申込方法　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

6 72022年11月号 2022年11月号

11／12
～25

土
金

11月4日（金）、5日（土）の窓口業務は、
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）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）

託 児

託 児 託 児

短期講座 11月9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】12月2・23日、令和5年1月6・13日（金）（全4回）
【時　間】①10:00～11:00　②11:10～12:10
【定　員】各8名　　　　　　　 【受講料】各3,200円
【講　師】置鮎 正則(（株）伝えるを考える)
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スマホは便利だけどなかな
か使いこなせない…そんな
方はいませんか。スマホの
基本、スマホの安心設定に
ついて分かりやすく、丁寧
にお伝えします。
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託 児

託 児

託 児
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11月4日（金）、5日（土）の窓口業務は、
9：00～17：00(入金手続き9：00～16：00)とさせていただきます。



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/

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）

8 92022年11月号 2022年11月号

※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
11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

14日
28日

7日
21日

1日
15日
29日

8日
22日

17日

10日
24日

4日
18日

11日
25日

13日
27日

曜
日 日

月

火

木

金

日

としょかんのおはなし会

＊ りとる ＊
だんだんと寒くなり、おうちでの読書にぴったり
の季節です。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 11月26日（土）

時間 場所

和会議室
（2階）

11月29日（火） 306会議室
（3階）

毎年大好評の男女共生講座も最後の回となりました。県職員を続けながら、災害ボランティアの輪をひろげる
活動に取り組む大野城市の “スゴイ人発見” として体験談をお伺いします。お気軽にご参加ください！

託 児

回 日程 テーマ・講師

11月10日（木）4

■時　　間　10:00～12:00　　　■会　　場　多目的ホール（1階）　　　■定　　員　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

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～

筑紫地区図書館マナーアップキャンペーン
図書館資料は大切に！

筑紫地区図書館マナーアップキャンペーン　10月27日(木)～11月9日(水)
筑紫地区5市による図書館マナーの向上を目的とした共同啓発キャンペーンです。この機会に図書館の利用マナーについて考えましょう。

CAMPAIGN

図書館を利用するすべての方にとって
図書館が心地よい場所であるために、ご協力をお願いします。

破損

図書館資料は「みんなのもの」です　大切に扱ってください
汚損・水ぬれ・破損などが著しい場合や紛失された場合は弁償していただくことがあります

11月30日（水）は地域貸出文庫図書交換のため、
まどかぴあ図書館は休館します。

図書館休館のお知らせ

キャリアとは、個々人が生涯にわたって行う様々な立場や役割のプロセス、その人生・
生き方を表すものです。今回は銀行という組織でキャリアを重ね、大活躍されている
小湊さんのお話です。入行からこれまでについて、またSDGsに関する事業などの画期的な
取り組みについてもお話しいただきます。

託 児

■時　　間　13:30～15:30　　　　　　　　　　　　　 ■会　　場　303会議室（3階）
■講　　師　小湊 真美（株式会社西日本シティ銀行 広報文化部長)　■定　　員　40名
■受 講 料　無料
■申込方法　11月1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

アスカーラ市民グループ活動支援事業　講演会

「自分のキャリアについて考える」～女性の活躍推進について～ LECTURE

主催：大野城女性の会　

共催事業

12／10土

ジェンダー・ギャップ指数146ヵ国中116位の日本！女性の人権後進国日本。
ポスターから聞こえてくる女性たちのユーモアと強い意志と連携の声が、今を生きる私たちの
背中を押します。
「叫ぶ芸術展」２年ぶりの開催です。ぜひ、観て聴いて感じてください。

■時　　間　12月17日（土）13:00～17:00
　　　　　　12月18日（日）10:00～16:00
■会　　場　ギャラリーモール（1階）

アスカーラ市民グループ活動支援事業　啓発展示
叫ぶ芸術 in大野城
～ポスターに見る世界の女たち Part3～

共催事業
12／17
~18

土
日

DISPLAY

主催：　 女性会議 大野城・春日合同会議　

水ぬれ汚損

肥後 孝（NPO法人日本九援隊理事長）

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。

「アタシ、指揮者になるの！」
スペインのポスター
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（2階）

11月29日（火） 306会議室
（3階）

毎年大好評の男女共生講座も最後の回となりました。県職員を続けながら、災害ボランティアの輪をひろげる
活動に取り組む大野城市の “スゴイ人発見” として体験談をお伺いします。お気軽にご参加ください！

託 児

回 日程 テーマ・講師

11月10日（木）4

■時　　間　10:00～12:00　　　■会　　場　多目的ホール（1階）　　　■定　　員　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

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～

筑紫地区図書館マナーアップキャンペーン
図書館資料は大切に！

筑紫地区図書館マナーアップキャンペーン　10月27日(木)～11月9日(水)
筑紫地区5市による図書館マナーの向上を目的とした共同啓発キャンペーンです。この機会に図書館の利用マナーについて考えましょう。

CAMPAIGN

図書館を利用するすべての方にとって
図書館が心地よい場所であるために、ご協力をお願いします。

破損

図書館資料は「みんなのもの」です　大切に扱ってください
汚損・水ぬれ・破損などが著しい場合や紛失された場合は弁償していただくことがあります

11月30日（水）は地域貸出文庫図書交換のため、
まどかぴあ図書館は休館します。

図書館休館のお知らせ

キャリアとは、個々人が生涯にわたって行う様々な立場や役割のプロセス、その人生・
生き方を表すものです。今回は銀行という組織でキャリアを重ね、大活躍されている
小湊さんのお話です。入行からこれまでについて、またSDGsに関する事業などの画期的な
取り組みについてもお話しいただきます。

託 児

■時　　間　13:30～15:30　　　　　　　　　　　　　 ■会　　場　303会議室（3階）
■講　　師　小湊 真美（株式会社西日本シティ銀行 広報文化部長)　■定　　員　40名
■受 講 料　無料
■申込方法　11月1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

アスカーラ市民グループ活動支援事業　講演会

「自分のキャリアについて考える」～女性の活躍推進について～ LECTURE

主催：大野城女性の会　

共催事業

12／10土

ジェンダー・ギャップ指数146ヵ国中116位の日本！女性の人権後進国日本。
ポスターから聞こえてくる女性たちのユーモアと強い意志と連携の声が、今を生きる私たちの
背中を押します。
「叫ぶ芸術展」２年ぶりの開催です。ぜひ、観て聴いて感じてください。

■時　　間　12月17日（土）13:00～17:00
　　　　　　12月18日（日）10:00～16:00
■会　　場　ギャラリーモール（1階）

アスカーラ市民グループ活動支援事業　啓発展示
叫ぶ芸術 in大野城
～ポスターに見る世界の女たち Part3～

共催事業
12／17
~18

土
日

DISPLAY

主催：　 女性会議 大野城・春日合同会議　

水ぬれ汚損

肥後 孝（NPO法人日本九援隊理事長）

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。

「アタシ、指揮者になるの！」
スペインのポスター



つくし お隣さん情報
春日市ふれあい文化センター 春日市大谷6丁目24番地☎092（584）3366

表記金額は前売金額です。詳しくは各会館へお問い合わせください。10月11日現在（その後の変更につきましては、ご容赦ください）

春日市制50周年記念
ドゲンジャーズショー in 春日
●一般1,500円 小学生以下500円　●①11:00　②15:00

 12/4
（日）

ふれぶんシネマ倶楽部「リスペクト」
出演：ジェニファー・ハドソンほか
●施設利用料1枚300円 ※3歳以上有料
●①10:00（字幕） ②14:00（吹替）

11/26
（土）

子ども食堂応援プロジェクト 一品持ち寄り音楽会
～ピアノデュオコンサート～
出演：末政優衣（ピアノ）／山根真優（ピアノ）
●無料＋一品持ち帰り　※要整理券　●15:00

11/23
（水・祝）

（公財）太宰府市文化スポーツ振興財団

第52回筑紫美術協会展
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

第4回だざいふ子ども絵画展
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

第5回那珂川市民文化祭
会場：ミリカローデン那珂川・ふれあいこども館
●入場無料　●10:00

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

11/12
（土）
・

13（日）

第24回那珂川吹奏楽団定期演奏会
会場：ミリカローデン那珂川文化ホール
●一般500円 ※小学生以下無料　●14:00

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

第12回裂田溝ライトアップ
～灯りで繋ぐいにしえの道標～
会場：裂田溝　※山田区（伏見神社）～安徳区（カワセミ公園）
●入場無料　●17:00

11/19
（土）

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
●全席指定 一般4,000円 ※未就学児入場不可　●14:00

11/20
（日）

12/17
（土）

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

11/15
（火）
〜

12/10
（土）

2022年11月号 2022年11月号

11/10
（木）
〜
22
（火）
11/26
（土）
〜
12/8
（木）

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。
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。

■申込方法　ホームページに掲載の「広告の取扱要綱の概要」を
　　　　　　ご確認のうえ、ホームページより「申込書」を
　　　　　　ダウンロードし、お申し込みください。
■申 込 先　持参の場合：まどかぴあ管理課事務室
　　　　　　メールの場合：madokapia_kanri@madokapia.or.jp
　　　　　　郵送の場合：〒816-0934　大野城市曙町2-3-1
　　　　　　　　　　　　大野城まどかぴあ　管理課宛
■申込期限　掲載希望号発行の3ヵ月前の15日まで

情報誌「アテナ」に広告を掲載しませんか？

大野城まどかぴあでは、毎月情報誌「アテナ」を発行し、市内全戸（約46,350件）に配付しています。
また、まどかぴあ友の会会員へ送付、館内設置及び県内外の公共施設等、関係施設へ送付しています。
ぜひこの機会に広告掲載をご検討ください。
■広告のサイズ及び掲載料(税込)

※枠数に限りがあります。申込多数の場合は
ご希望に添えない場合がありますので、予めご了承ください。

掲載期間・サイズ Ａサイズ
（縦50mm×横90mm）

Ｂサイズ
（縦50mm×横185mm）

1ヵ月
３ヵ月（10％引）
６ヵ月（20％引）
１２ヵ月（30％引）

30,000円
81,000円
144,000円
252,000円

50,000円
135,000円
240,000円
420,000円

詳しくはまどかぴあホームページをご覧ください。▶

まどかぴあイベントスケジュール11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

3（木・祝）

6（日）

7（月）

① 7（月）
②14（月）

7・14・21（月）

8・15・22・29、
12/6・13（火）

10（木）

12（土）

大野城ウィンターイルミネーション2022
キャンドル作り
■問 管理課

ECCジュニア天神山教室発表会
■問 ECCジュニア天神山教室090-6092-4013
■会 小ホール　■時 開演10:00（開場9:45）

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
■問 まどかぴあ図書館

薬膳のはなし～冬の養生～
■問 生涯学習センター

読み聞かせボランティア
スキルアップ講座①②
■問 まどかぴあ図書館

マヤ暦で分かる才能・性質・本質
～あなたの人生の目的は～
■問 生涯学習センター

ワード・エクセル中級（夜）
■問 生涯学習センター

大野城市男女共生講座④
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～
■問 男女平等推進センターアスカーラ

おとなの楽校　3時間目
■問 管理課

託 児

託 児

託 児

託 児

託 児

託 児

託 児

託 児

14（月）

15（火）

17（木）

19（土）

19（土）
～12/25（日）

20（日）

26（土）

29（火）

羊毛フェルト～我が家のアイドル～
■問 生涯学習センター

味噌と甘酒づくり
■問 生涯学習センター

楽しいセルフケア
～癒しのヘッドマッサージ～
■問 生涯学習センター

♯MeTooキャンペーンってなに？
ーセクハラ・性暴力をなくしたい‼ー
■問 男女平等推進センターアスカーラ

大野城ウィンターイルミネーション2022
点灯式
■問 管理課

大野城ウィンターイルミネーション2022
■問 管理課

吉田俊道先生の農と食のお話し会
■問 筑紫野市菌ちゃん学びの会 長野090-4983-2249
■会 小ホール　■時 開演13:00（開場12:30）終演16:45

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

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

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。10月11日現在（その後の変更につきましては、ご容赦ください）

春日市制50周年記念
ドゲンジャーズショー in 春日
●一般1,500円 小学生以下500円　●①11:00　②15:00

 12/4
（日）

ふれぶんシネマ倶楽部「リスペクト」
出演：ジェニファー・ハドソンほか
●施設利用料1枚300円 ※3歳以上有料
●①10:00（字幕） ②14:00（吹替）

11/26
（土）

子ども食堂応援プロジェクト 一品持ち寄り音楽会
～ピアノデュオコンサート～
出演：末政優衣（ピアノ）／山根真優（ピアノ）
●無料＋一品持ち帰り　※要整理券　●15:00

11/23
（水・祝）

（公財）太宰府市文化スポーツ振興財団

第52回筑紫美術協会展
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

第4回だざいふ子ども絵画展
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

第5回那珂川市民文化祭
会場：ミリカローデン那珂川・ふれあいこども館
●入場無料　●10:00

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

11/12
（土）
・

13（日）

第24回那珂川吹奏楽団定期演奏会
会場：ミリカローデン那珂川文化ホール
●一般500円 ※小学生以下無料　●14:00

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

第12回裂田溝ライトアップ
～灯りで繋ぐいにしえの道標～
会場：裂田溝　※山田区（伏見神社）～安徳区（カワセミ公園）
●入場無料　●17:00

11/19
（土）

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
●全席指定 一般4,000円 ※未就学児入場不可　●14:00

11/20
（日）

12/17
（土）

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

11/15
（火）
〜

12/10
（土）

2022年11月号 2022年11月号

11/10
（木）
〜
22
（火）
11/26
（土）
〜
12/8
（木）

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。
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。

■申込方法　ホームページに掲載の「広告の取扱要綱の概要」を
　　　　　　ご確認のうえ、ホームページより「申込書」を
　　　　　　ダウンロードし、お申し込みください。
■申 込 先　持参の場合：まどかぴあ管理課事務室
　　　　　　メールの場合：madokapia_kanri@madokapia.or.jp
　　　　　　郵送の場合：〒816-0934　大野城市曙町2-3-1
　　　　　　　　　　　　大野城まどかぴあ　管理課宛
■申込期限　掲載希望号発行の3ヵ月前の15日まで

情報誌「アテナ」に広告を掲載しませんか？

大野城まどかぴあでは、毎月情報誌「アテナ」を発行し、市内全戸（約46,350件）に配付しています。
また、まどかぴあ友の会会員へ送付、館内設置及び県内外の公共施設等、関係施設へ送付しています。
ぜひこの機会に広告掲載をご検討ください。
■広告のサイズ及び掲載料(税込)

※枠数に限りがあります。申込多数の場合は
ご希望に添えない場合がありますので、予めご了承ください。

掲載期間・サイズ Ａサイズ
（縦50mm×横90mm）

Ｂサイズ
（縦50mm×横185mm）

1ヵ月
３ヵ月（10％引）
６ヵ月（20％引）
１２ヵ月（30％引）

30,000円
81,000円
144,000円
252,000円

50,000円
135,000円
240,000円
420,000円

詳しくはまどかぴあホームページをご覧ください。▶

まどかぴあイベントスケジュール11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

3（木・祝）

6（日）

7（月）

① 7（月）
②14（月）

7・14・21（月）

8・15・22・29、
12/6・13（火）

10（木）

12（土）

大野城ウィンターイルミネーション2022
キャンドル作り
■問 管理課

ECCジュニア天神山教室発表会
■問 ECCジュニア天神山教室090-6092-4013
■会 小ホール　■時 開演10:00（開場9:45）

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
■問 まどかぴあ図書館

薬膳のはなし～冬の養生～
■問 生涯学習センター

読み聞かせボランティア
スキルアップ講座①②
■問 まどかぴあ図書館

マヤ暦で分かる才能・性質・本質
～あなたの人生の目的は～
■問 生涯学習センター

ワード・エクセル中級（夜）
■問 生涯学習センター

大野城市男女共生講座④
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～
■問 男女平等推進センターアスカーラ

おとなの楽校　3時間目
■問 管理課

託 児

託 児

託 児

託 児

託 児

託 児

託 児

託 児

14（月）

15（火）

17（木）

19（土）

19（土）
～12/25（日）

20（日）

26（土）

29（火）

羊毛フェルト～我が家のアイドル～
■問 生涯学習センター

味噌と甘酒づくり
■問 生涯学習センター

楽しいセルフケア
～癒しのヘッドマッサージ～
■問 生涯学習センター

♯MeTooキャンペーンってなに？
ーセクハラ・性暴力をなくしたい‼ー
■問 男女平等推進センターアスカーラ

大野城ウィンターイルミネーション2022
点灯式
■問 管理課

大野城ウィンターイルミネーション2022
■問 管理課

吉田俊道先生の農と食のお話し会
■問 筑紫野市菌ちゃん学びの会 長野090-4983-2249
■会 小ホール　■時 開演13:00（開場12:30）終演16:45

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

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

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

11月2日(水)、11月16日（水）11月2日(水)、11月16日（水）

つながる“まどか”能舞台　一般発売

つながる“まどか”能舞台　グランド会員発売
※WEB会員は11/17（木）～

生涯 短期講座　受付開始 P4

P411（金）

18（金）P6

P81（火）

9（水）

「自分のキャリアについて考える」
～女性の活躍推進について～　受付開始男女

12 2022年11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11月

文芸

文芸




