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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11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)

【第1部】

尾木ママと一緒に考えよう ！

ありのままに　今を輝く
子育て、人育て、多様性

アスカーラからエールを！
～すべての人が心豊かに～

尾木 直樹
（教育評論家、法政大学名誉教授、臨床教育研究所「虹」所長）

令和 5 年2月25日（土）
14：00開演／13：30開場

講演会

【第2部】

第 6回アスカーラ共生フォーラム
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イチオシ情報

EVENT　
2／25
土

第6回アスカーラ共生フォーラム
アスカーラからエールを！～すべての人が心豊かに～

託 児車イス 手話通訳

■時　間　14:00開演／13:30開場
　　　　　16:00終演予定
■会　場　大ホール（1階）全席自由
■料　金　1,000円（当日1,200円）
　　　　　※友の会先行販売・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。
■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：81994）
■チケット発売　12月5日（月）10:00～

男女の自立と男女共同参画のまちづくりをめざして、アスカーラ共生フォーラムを開催します。
今回は、「尾木ママ」こと尾木直樹による講演会を二部制で開催します。
ありのままに今を輝き続けるためのヒントをご自身の経験をもとにアドバイスしていただきます。 ■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）
■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）

親しみやすく奥深い“メディア芸術”を満喫できる連続企画「まどかのメディアート」の第四弾は、最先端のテクノ
ロジーを駆使したメディアアートの展覧会。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！

■内　容
　①アスカーラ「男女共同参画」小中学生図画ポスター・標語コンクール表彰式
　②講演会　第1部　ありのままに 今を輝く 子育て、人育て、多様性
　　　　　　　　　  講演：尾木 直樹
　　　　　　第2部　尾木ママと一緒に考えよう！　
　　　　　　　　　  講演：尾木 直樹
　　　　　　　　　  コーディネーター：林田 スマ（まどかぴあ館長）

■アスカーラ「男女共同参画」小中学生図画ポスター・標語コンクール入賞作品展示
　次世代を担う小中学生から募集した男女共同参画に関する図画ポスターと標語の入賞作品を展示します。

　●期　間　令和5年2月2日（木）～2月27日（月）　　●会　場　ギャラリーモール（1階）

【市長賞】

【大野城市 教育委員会 教育長賞】

【男女平等推進センター 所長賞】 【男女平等推進センター 所長賞】【大野城市 教育委員会 教育長賞】【市長賞】

大野城ウィンターイルミネーション2022
 関連イベント 大野城まどかぴあ

契約職員募集

■期　間　12月4日（日）～12月25日（日）
■スポット　まどかぴあ（南側広場、ギャラリーモール）、心のふるさと館、
　　　　　　 総合福祉センター、どんぽの森公園、下大利駅西線駅前広場

キーワードラリー
今年もキーワードラリーを開催します！キーワードスポットを巡って、完成した
キーワードを応募された方の中から、素敵なプレゼントが当たるチャンス！
この機会にぜひ、大野城市内の各スポットへ出かけてみてくださいね。

令和５年４月採用予定の契約職
員を募集します。詳しい内容に
ついてはまどかぴあホームペー
ジまたは館内設置の募集要項
をご覧ください。
■お問い合わせ先
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）『コロナに負けない！みんながつながる「希望の灯り」』

同時開催！

栄町公民館　月の浦公民館　山田公民館　つつじケ丘公民館　牛頸公民館
下大利団地区　株式会社関屋電設　グランドエンパイアホテル　春日原十八
※詳細はまどかぴあのホームページやチラシをご覧ください。

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

昨年度 受賞作品

大野城市
イメージキャラクター
まどかちゃん

大野城市
PRキャラクター
大野ジョー

まどかのメディアート展12／17
～12／27

土
火

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）全席自由
■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
　　　　　   ・まどかぴあ総合案内
■申込締切　12月15日（木）※定員に達し次第、受付終了

EVENT

令和5年

MEDIA
ART

入場無料

　　　　　　　　　  

※イメージ

尾木ママへの質問募集中！！
館内に質問箱を設置して
います。皆様からのご質
問お待ちしています♪
設置場所：情報の森（1階）
　　　　 情報交流ひろば（3階）
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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。

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。

＜明和電機＞ チケット発売中

■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
■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）

チケット発売中

車イスWEB

先行
グランド

先・特

日本ジャズ界のレジェンド、山下洋輔によるピアノ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演奏と素敵なトークでジャズの魅力をお届けします。ぜひお聴き逃しなく！

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

コンピューター制御で動く楽器に合わせて、明和電機の社長や工員が歌って踊ります！
明和電機が開発した“ナンセンスマシーン”の数々をご堪能ください。

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）

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

MUSIC
車イスWEB

先行
グランド

先・特
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

＜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

後援：FM FUKUOKA
ジャムライス公式YouTubeチャンネルにて最新アルバム「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

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ワークショップ参加者が、「羽衣」の上演、「高砂（四海波）」の連吟で共演します。
はじめて能を鑑賞する方にも嬉しい、能の豆知識や「羽衣」のあらすじなど解説つき！まどかぴあの特設能舞台や
演者の美しい舞や装束、囃子の音色、美しい日本語など、自分なりの楽しみ方で鑑賞してみませんか。

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、「高砂（四海波）」の連吟で共演します。
はじめて能を鑑賞する方にも嬉しい、能の豆知識や「羽衣」のあらすじなど解説つき！まどかぴあの特設能舞台や
演者の美しい舞や装束、囃子の音色、美しい日本語など、自分なりの楽しみ方で鑑賞してみませんか。
■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　ワークショップ参加者約80名 ほか
■時　間　14:00開演／13:15開場
■会　場　大ホール 特設能舞台（1階）全席指定
■料　金　一般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

10月から「つながる“まどか”能舞台」の稽古がはじまりました！発声練習をして体を整え、
「羽衣」のテキストをもとに、宝生流独特の“コトバ”や“フシ”の謡い方を学びました。
参加者の皆さんは練習用CDも受け取り、“謡ライフ”のスタートです！

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！開催報告
実施
レポート
実施
レポート

■日　　時　10/ 1（土）①13:30～
　　　　　　10/ 8（土）②10:00～
　　　　　　10/15（土）③10:00～
　　　　　　　　　　　④13:30～

PLAY

■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：81998）　●チケットぴあ（Pコード：515-330）

■会　　場　①中央、②南、③北、
　　　　　　④東コミュニティセンター
■講　　師　久貫 弘能（シテ）、白坂 保行（大鼓）
　　　　　　山岡 晴美（地謡）
■参加者数　64名（10月実施分）

©公益社団法人能楽協会

令和5年

©Akihiko Sonoda残席わずか‼

大野城まどかぴあ友の会Presents

信友直子講演会・映画上映会　
2／23
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：82435）
　●チケットぴあ（Pコード：552-572）
■チケット発売 ※各日10:00～
　グランド会員 12月 6 日（火）
　W E B 会 員 12月12日（月）
　一 般 12月13日（火）

■時　間　14:00開演／13:30開場
■会　場　大ホール（1階）／全席指定
■料　金　1,000円（グランド会員500円）
　　　　　　※当日各500円増
　　　　　　※未就学児入場不可
　　　　　　※グランド会員は4枚まで特別料金で購入できます

映像ディレクター・映画作家として活躍する信友直子による講演会とドキュメンタリー映画の上映を行います。
介護や家族のこと、映画制作にかける思いや映画芸術について語ります。

■上映作品　「ぼけますから、よろしくお願いします。」（2018年/日本/102分/日本語字幕付）
動員20万人を超える大ヒットを記録！広島県呉市で生まれ育った娘である「私」（監督・信友直子）の視点から、
認知症の母を抱えた家族の内側を丹念に描いた大反響のテレビドキュメンタリーを映画化。
令和元年度文化庁映画賞・文化記録映画大賞 受賞

©萩庭桂太

車イスWEB

先行
グランド

先・特

令和5年
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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。

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。

＜明和電機＞ チケット発売中

■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
■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）

チケット発売中

車イスWEB

先行
グランド

先・特

日本ジャズ界のレジェンド、山下洋輔によるピアノ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演奏と素敵なトークでジャズの魅力をお届けします。ぜひお聴き逃しなく！

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

コンピューター制御で動く楽器に合わせて、明和電機の社長や工員が歌って踊ります！
明和電機が開発した“ナンセンスマシーン”の数々をご堪能ください。

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）

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

MUSIC
車イスWEB

先行
グランド

先・特
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

＜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

後援：FM FUKUOKA
ジャムライス公式YouTubeチャンネルにて最新アルバム「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

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ワークショップ参加者が、「羽衣」の上演、「高砂（四海波）」の連吟で共演します。
はじめて能を鑑賞する方にも嬉しい、能の豆知識や「羽衣」のあらすじなど解説つき！まどかぴあの特設能舞台や
演者の美しい舞や装束、囃子の音色、美しい日本語など、自分なりの楽しみ方で鑑賞してみませんか。

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、「高砂（四海波）」の連吟で共演します。
はじめて能を鑑賞する方にも嬉しい、能の豆知識や「羽衣」のあらすじなど解説つき！まどかぴあの特設能舞台や
演者の美しい舞や装束、囃子の音色、美しい日本語など、自分なりの楽しみ方で鑑賞してみませんか。
■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　ワークショップ参加者約80名 ほか
■時　間　14:00開演／13:15開場
■会　場　大ホール 特設能舞台（1階）全席指定
■料　金　一般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

10月から「つながる“まどか”能舞台」の稽古がはじまりました！発声練習をして体を整え、
「羽衣」のテキストをもとに、宝生流独特の“コトバ”や“フシ”の謡い方を学びました。
参加者の皆さんは練習用CDも受け取り、“謡ライフ”のスタートです！

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！開催報告
実施
レポート
実施
レポート

■日　　時　10/ 1（土）①13:30～
　　　　　　10/ 8（土）②10:00～
　　　　　　10/15（土）③10:00～
　　　　　　　　　　　④13:30～

PLAY

■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：81998）　●チケットぴあ（Pコード：515-330）

■会　　場　①中央、②南、③北、
　　　　　　④東コミュニティセンター
■講　　師　久貫 弘能（シテ）、白坂 保行（大鼓）
　　　　　　山岡 晴美（地謡）
■参加者数　64名（10月実施分）

©公益社団法人能楽協会

令和5年

©Akihiko Sonoda残席わずか‼

大野城まどかぴあ友の会Presents

信友直子講演会・映画上映会　
2／23
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：82435）
　●チケットぴあ（Pコード：552-572）
■チケット発売 ※各日10:00～
　グランド会員 12月 6 日（火）
　W E B 会 員 12月12日（月）
　一 般 12月13日（火）

■時　間　14:00開演／13:30開場
■会　場　大ホール（1階）／全席指定
■料　金　1,000円（グランド会員500円）
　　　　　　※当日各500円増
　　　　　　※未就学児入場不可
　　　　　　※グランド会員は4枚まで特別料金で購入できます

映像ディレクター・映画作家として活躍する信友直子による講演会とドキュメンタリー映画の上映を行います。
介護や家族のこと、映画制作にかける思いや映画芸術について語ります。

■上映作品　「ぼけますから、よろしくお願いします。」（2018年/日本/102分/日本語字幕付）
動員20万人を超える大ヒットを記録！広島県呉市で生まれ育った娘である「私」（監督・信友直子）の視点から、
認知症の母を抱えた家族の内側を丹念に描いた大反響のテレビドキュメンタリーを映画化。
令和元年度文化庁映画賞・文化記録映画大賞 受賞

©萩庭桂太

車イスWEB

先行
グランド

先・特

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。

生涯学習センター
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）

6 72022年12月号 2022年12月号

12月27日（火）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。

2／5
日

令和5年

車イス

大野城市を中心に活動する和太鼓集団が熱い演奏をお届けします。和太鼓の
力強い響きを感じながら、迫力ある演奏をお楽しみください。
大野城市を中心に活動する和太鼓集団が熱い演奏をお届けします。和太鼓の
力強い響きを感じながら、迫力ある演奏をお楽しみください。

大野城和太鼓フェスティバル2022 MUSIC

■時　間　13:00開演／12:30開場
■会　場　大ホール（1階）全席自由
■料　金　500円（当日800円）　※小学生以下無料
■チケット発売日　12月1日（木）10:00～
■チケット取扱い
　●まどかぴあ総合案内（窓口販売のみ）
　※この公演は電話予約、まどかぴあWEBサービスでの予約はできません。
　●大文字大鼓団員

共催事業

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

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
お届けします。日本の伝統芸能である能の舞と大鼓の演奏を、お楽しみください！
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
お届けします。日本の伝統芸能である能の舞と大鼓の演奏を、お楽しみください！

12／1
木 ティータイムコンサートVol.302

MUSIC

■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。

おおつづみ

久貫 弘能久貫 弘能 白坂 保行白坂 保行

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

託 児

託 児

短期講座 12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。

【日　程】1月20日(金)　　　【時　間】13:00～15:00
【定　員】12名　　　　　　【受講料】1,200円
【材料費】900円
【講　師】島 鈴子(フラワーレジンクチュール認定講師)

【日　程】1月17日（火）　　   【時　間】10:00～12:00
【定　員】12名　　　　　　 【受講料】1,200円
【材料費】2,500円
【講　師】行徳 絵美(石けん教室 木花主宰)

【日　程】1月20・27日、2月3・10日(金)（全4回）
【時　間】10:00～11:30、10:00～12:00（※2月10日のみ）
【定　員】16名　　　　　　  【受講料】4,400円
【材料費】500円（※食材費含む） 【講　師】宋 信永（ソン シンニョン）

【日　程】1月24日（火）　【時　間】10:00～13:00
【定　員】16名　　　　 【受講料】1,100円
【材料費】2,200円　　　【講　師】白垣 寛子（薬膳料理家）

【日　程】1月31日（火）
【時　間】10:00～11:30
【定　員】12名　　　　　　  
【受講料】1,200円
【講　師】森吉 あゆみ(健康運動指導士)

レジンで作るオリジナルコンパクトミラー
押し花とUVレジンで、自分だけの
コンパクトミラーを作ってみませ
んか。コンパクトミラーは2種類
の形からお好きな方を選べます。

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。
寒い時期こそ、からだを温める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。作ったカレーは持ち
帰りとなります。試食はありません。

※イメージ

コールドプロセス製法で作った
石けんはお肌に優しく、お子さん
からご使用いただけます。ココ
アバターとチョコレートが主役で、
お肌の潤いを守る保湿効果が高い
石けんを作ります。
※石けん4個分の量です。ご使用いた
　だけるのは作成の１ヵ月後からです。

※イメージ

体を支える胴体部分を鍛えるトレーニングとストレッチ
を行います。日頃運動不足の方や、姿勢をよくしたい、
ダイエットをしたい方にお勧めです。

※イメージ

チョコレートの石けん作り

※イメージ

※イメージ

ドラマから学ぶ楽しい韓国語
人気ドラマのセリフから韓国語を
楽しく覚えましょう。フレーズから
読み方、文法も一緒に学べて、韓国
語力ＵＰ！最後のレッスンは、簡単な
韓国料理にもチャレンジします。　

短期講座の受講料は、1階総合案内、または2階
生涯学習センター窓口にて前払い（現金のみ）にて
お支払いください。

はじめての体幹トレーニング

託 児

託 児

託 児

＜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

※材料の都合で内容を変更する場合があります。

・マンゴームース

■応募期間　令和5年1月10日（火）～2月16日（木）必着 ※申込書提出前に、電話または面談にてヒアリングを受けていただきます。
■応募資格　〇主たる活動拠点が福岡県内であること（団体・個人問わず）
　　　　　　〇当該企画を遂行するために主体的に活動できること
　　　　　　〇宗教活動、政治活動、営利活動を行うことを主たる目的としていないこと
　　　　　　〇大野城市暴力団排除条例第６条の規定により、暴力団または暴力団員もしくは暴力団員と密接な関係を有していないこと
　　　　　　※未成年者が代表の場合は、成人の代表者と連名での申込が必要となります。

まどかぴあにて開催される、地域住民が気軽に参加・鑑賞できる文化芸術に関する企画を募集します。
音楽・演劇・展覧会など、ジャンルや形式は問いません。ふるってご応募ください。

令和5年度大野城まどかぴあ芸術助成事業

「あなたがプロデューサー」企画募集

会場名
大ホール

客席数
783席（固定）令和5年12月21日（木）～12月24日（日）上限50万円

小ホール 118席（固定）令和5年12月11日（月）～12月17日（日）上限20万円

多目的ホール 最大300席（可動）令和6年1月29日（月）～2月4日（日）上限20万円

実施期間 助成金額 年度
令和3年度 「まどかぴあから出発！演奏家達と手作り楽器で色んな国に行ってみよう！」（音楽／小ホール）

令和元年度 「ニューイヤーコンサート」（音楽／大ホール）

平成29年度 劇団go to with 大野城まどかぴあ特別公演「花とヴァンパイア」（演劇／小ホール）

採択事業名（公演ジャンル／実施会場）

■採択実績（一部抜粋）

※平成30年度、令和4年度は募集なし。令和2年度は採択なし。

■対象となる会場・実施期間・助成金額

短期講座
受講料のお支払いについて

まどかぴあ館内・HPにて
応募要項　配布中



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 092-586-4020 / FAX 092-586-4021
開館時間／9：00～20：00（月～木）　9：00～19：00（金・土）

6 72022年12月号 2022年12月号

12月27日（火）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。

2／5
日

令和5年

車イス

大野城市を中心に活動する和太鼓集団が熱い演奏をお届けします。和太鼓の
力強い響きを感じながら、迫力ある演奏をお楽しみください。
大野城市を中心に活動する和太鼓集団が熱い演奏をお届けします。和太鼓の
力強い響きを感じながら、迫力ある演奏をお楽しみください。

大野城和太鼓フェスティバル2022 MUSIC

■時　間　13:00開演／12:30開場
■会　場　大ホール（1階）全席自由
■料　金　500円（当日800円）　※小学生以下無料
■チケット発売日　12月1日（木）10:00～
■チケット取扱い
　●まどかぴあ総合案内（窓口販売のみ）
　※この公演は電話予約、まどかぴあWEBサービスでの予約はできません。
　●大文字大鼓団員

共催事業

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

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
お届けします。日本の伝統芸能である能の舞と大鼓の演奏を、お楽しみください！
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
お届けします。日本の伝統芸能である能の舞と大鼓の演奏を、お楽しみください！

12／1
木 ティータイムコンサートVol.302

MUSIC

■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。

おおつづみ

久貫 弘能久貫 弘能 白坂 保行白坂 保行

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

託 児

託 児

短期講座 12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。

【日　程】1月20日(金)　　　【時　間】13:00～15:00
【定　員】12名　　　　　　【受講料】1,200円
【材料費】900円
【講　師】島 鈴子(フラワーレジンクチュール認定講師)

【日　程】1月17日（火）　　   【時　間】10:00～12:00
【定　員】12名　　　　　　 【受講料】1,200円
【材料費】2,500円
【講　師】行徳 絵美(石けん教室 木花主宰)

【日　程】1月20・27日、2月3・10日(金)（全4回）
【時　間】10:00～11:30、10:00～12:00（※2月10日のみ）
【定　員】16名　　　　　　  【受講料】4,400円
【材料費】500円（※食材費含む） 【講　師】宋 信永（ソン シンニョン）

【日　程】1月24日（火）　【時　間】10:00～13:00
【定　員】16名　　　　 【受講料】1,100円
【材料費】2,200円　　　【講　師】白垣 寛子（薬膳料理家）

【日　程】1月31日（火）
【時　間】10:00～11:30
【定　員】12名　　　　　　  
【受講料】1,200円
【講　師】森吉 あゆみ(健康運動指導士)

レジンで作るオリジナルコンパクトミラー
押し花とUVレジンで、自分だけの
コンパクトミラーを作ってみませ
んか。コンパクトミラーは2種類
の形からお好きな方を選べます。

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。
寒い時期こそ、からだを温める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。作ったカレーは持ち
帰りとなります。試食はありません。

※イメージ

コールドプロセス製法で作った
石けんはお肌に優しく、お子さん
からご使用いただけます。ココ
アバターとチョコレートが主役で、
お肌の潤いを守る保湿効果が高い
石けんを作ります。
※石けん4個分の量です。ご使用いた
　だけるのは作成の１ヵ月後からです。

※イメージ

体を支える胴体部分を鍛えるトレーニングとストレッチ
を行います。日頃運動不足の方や、姿勢をよくしたい、
ダイエットをしたい方にお勧めです。

※イメージ

チョコレートの石けん作り

※イメージ

※イメージ

ドラマから学ぶ楽しい韓国語
人気ドラマのセリフから韓国語を
楽しく覚えましょう。フレーズから
読み方、文法も一緒に学べて、韓国
語力ＵＰ！最後のレッスンは、簡単な
韓国料理にもチャレンジします。　

短期講座の受講料は、1階総合案内、または2階
生涯学習センター窓口にて前払い（現金のみ）にて
お支払いください。

はじめての体幹トレーニング

託 児

託 児

託 児

＜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

※材料の都合で内容を変更する場合があります。

・マンゴームース

■応募期間　令和5年1月10日（火）～2月16日（木）必着 ※申込書提出前に、電話または面談にてヒアリングを受けていただきます。
■応募資格　〇主たる活動拠点が福岡県内であること（団体・個人問わず）
　　　　　　〇当該企画を遂行するために主体的に活動できること
　　　　　　〇宗教活動、政治活動、営利活動を行うことを主たる目的としていないこと
　　　　　　〇大野城市暴力団排除条例第６条の規定により、暴力団または暴力団員もしくは暴力団員と密接な関係を有していないこと
　　　　　　※未成年者が代表の場合は、成人の代表者と連名での申込が必要となります。

まどかぴあにて開催される、地域住民が気軽に参加・鑑賞できる文化芸術に関する企画を募集します。
音楽・演劇・展覧会など、ジャンルや形式は問いません。ふるってご応募ください。

令和5年度大野城まどかぴあ芸術助成事業

「あなたがプロデューサー」企画募集

会場名
大ホール

客席数
783席（固定）令和5年12月21日（木）～12月24日（日）上限50万円

小ホール 118席（固定）令和5年12月11日（月）～12月17日（日）上限20万円

多目的ホール 最大300席（可動）令和6年1月29日（月）～2月4日（日）上限20万円

実施期間 助成金額 年度
令和3年度 「まどかぴあから出発！演奏家達と手作り楽器で色んな国に行ってみよう！」（音楽／小ホール）

令和元年度 「ニューイヤーコンサート」（音楽／大ホール）

平成29年度 劇団go to with 大野城まどかぴあ特別公演「花とヴァンパイア」（演劇／小ホール）

採択事業名（公演ジャンル／実施会場）

■採択実績（一部抜粋）

※平成30年度、令和4年度は募集なし。令和2年度は採択なし。

■対象となる会場・実施期間・助成金額

短期講座
受講料のお支払いについて

まどかぴあ館内・HPにて
応募要項　配布中



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）

92022年12月号8 2022年12月号

共催事業

■会　場　301会議室（3階）
■定　員　各回20名（保護者含む）
　　　　　　※要申込・先着順
■申込方法　12月12日（月）10:00より
　　　　　図書館カウンター・電話にて受付開始

■開室時間　開館日の10:00～15:00
■対　　象　小学校就学前までのお子さまと保護者
　　　　　　 （お子さまだけでの利用はできません）
■注意事項　・ご利用前に3階の窓口で受付票の記入と検温
　　　　　　   にご協力ください。
　　　　　　 ・状況によって人数制限をする場合があります。

まどかぴあ 3階には、お子さまと保護者の方が、無料で一緒に遊べる「キッズルーム」があります。
予約不要で土日祝日も利用でき、近くに授乳室もあるので小さなお子さま連れの方も安心です！
ご家族みなさんで遊びに来ませんか。

まどかぴあキッズルームのご案内

12／17
~18

土
日 DISPLAY

としょかんからおはなしのクリスマスプレゼント♪ご家族おそろいでどうぞ。

としょかんのおはなし会 クリスマススペシャル 

12月28日（水）～令和5年1月4日（水）
休館中の本の返却はブックポストをご利用ください。
CDは壊れやすいため、警備員室へご返却ください。

年末年始 休館中の返却について

■時　間　①10:30～10:45 赤ちゃん向け
　　　　　②11:30～11:50 幼児～小学生向けおはなし会
　　　　　③13:30～13:45 パネルシアター
　　　　　　　　　　　　　（赤ちゃん～幼児）
　　　　　④14:30～14:50 幼児～小学生向けおはなし会
　　　　　⑤15:15～15:35 ひみつのブックトーク
　　　　　　　　　　　　　（小学4年生以上）

本を読んで心に浮かんだ風景や感情を1枚の絵に表現する読書感想画。
722点の応募作品の中から選ばれた力作を、ぜひご覧ください。

第27回まどかぴあ読書感想画コンクール
入賞作品展示

■日　程　12月1日（木）～9日（金）
■会　場　まどかぴあ展示コーナー（2階）
　　　　　※入賞者の詳細は「アテナ」1月号に掲載します。

不定期で「お楽しみ会」を開催しています。
詳しくはホームページをご覧ください。

※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
12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

12日
26日

5日
19日

13日
27日

6日
20日

1日
15日

8日
22日

2日
16日

9日
23日

11日
25日

曜
日 日

月

火

木

金

日

としょかんのおはなし会

＊ りとる ＊
楽しいイベントがいっぱいの冬。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 12月10日（土）

時間 場所

和会議室
（2階）

12月20日（火） 306会議室
（3階）

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。

主催：大野城女性の会

■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　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

「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

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！

主催：　　女性会議 大野城・春日合同会議

■日　　時　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
展示会

叫ぶ芸術in大野城
～ポスターに見る世界の女たち Part3～

12／24土

アテナ11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
「叫ぶ芸術 in大野城～ポスターに見る世界の女たちPart３～」
ポスターキャプションに 三井マリ子さん提供 が記載されていませんでした。
以上、おわびいたします。

【おわびと訂正】

三井マリ子さん提供

第27回最優秀賞

土井 望暖『スサノオ』
ど  　 い　 　 み    はる



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）
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共催事業

■会　場　301会議室（3階）
■定　員　各回20名（保護者含む）
　　　　　　※要申込・先着順
■申込方法　12月12日（月）10:00より
　　　　　図書館カウンター・電話にて受付開始

■開室時間　開館日の10:00～15:00
■対　　象　小学校就学前までのお子さまと保護者
　　　　　　 （お子さまだけでの利用はできません）
■注意事項　・ご利用前に3階の窓口で受付票の記入と検温
　　　　　　   にご協力ください。
　　　　　　 ・状況によって人数制限をする場合があります。

まどかぴあ 3階には、お子さまと保護者の方が、無料で一緒に遊べる「キッズルーム」があります。
予約不要で土日祝日も利用でき、近くに授乳室もあるので小さなお子さま連れの方も安心です！
ご家族みなさんで遊びに来ませんか。

まどかぴあキッズルームのご案内

12／17
~18

土
日 DISPLAY

としょかんからおはなしのクリスマスプレゼント♪ご家族おそろいでどうぞ。

としょかんのおはなし会 クリスマススペシャル 

12月28日（水）～令和5年1月4日（水）
休館中の本の返却はブックポストをご利用ください。
CDは壊れやすいため、警備員室へご返却ください。

年末年始 休館中の返却について

■時　間　①10:30～10:45 赤ちゃん向け
　　　　　②11:30～11:50 幼児～小学生向けおはなし会
　　　　　③13:30～13:45 パネルシアター
　　　　　　　　　　　　　（赤ちゃん～幼児）
　　　　　④14:30～14:50 幼児～小学生向けおはなし会
　　　　　⑤15:15～15:35 ひみつのブックトーク
　　　　　　　　　　　　　（小学4年生以上）

本を読んで心に浮かんだ風景や感情を1枚の絵に表現する読書感想画。
722点の応募作品の中から選ばれた力作を、ぜひご覧ください。

第27回まどかぴあ読書感想画コンクール
入賞作品展示

■日　程　12月1日（木）～9日（金）
■会　場　まどかぴあ展示コーナー（2階）
　　　　　※入賞者の詳細は「アテナ」1月号に掲載します。

不定期で「お楽しみ会」を開催しています。
詳しくはホームページをご覧ください。

※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
12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

12日
26日

5日
19日

13日
27日

6日
20日

1日
15日

8日
22日

2日
16日

9日
23日

11日
25日

曜
日 日

月

火

木

金

日

としょかんのおはなし会

＊ りとる ＊
楽しいイベントがいっぱいの冬。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 12月10日（土）

時間 場所

和会議室
（2階）

12月20日（火） 306会議室
（3階）

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。

主催：大野城女性の会

■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　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

「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

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！

主催：　　女性会議 大野城・春日合同会議

■日　　時　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
展示会

叫ぶ芸術in大野城
～ポスターに見る世界の女たち Part3～

12／24土

アテナ11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
「叫ぶ芸術 in大野城～ポスターに見る世界の女たちPart３～」
ポスターキャプションに 三井マリ子さん提供 が記載されていませんでした。
以上、おわびいたします。

【おわびと訂正】

三井マリ子さん提供

第27回最優秀賞

土井 望暖『スサノオ』
ど  　 い　 　 み    はる



つくし お隣さん情報 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。11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）

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

筑紫野市上古賀1丁目5番1号☎092（925）4321筑紫野市文化会館

1/21
（土）

2022年12月号 2022年12月号

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

春日市制50周年記念
仲道郁代ピアノリサイタル
●全席指定　
●一般3,000円　高校生以下1,000円　※未就学児入場不可
●15:00

1/15
（日）

恐竜くんトークショー　恐竜の不思議おしえます！
●一般1,000円　中学生以下500円　※3歳以上有料
●14:00

1/8
（日）

ふれぶんシネマ倶楽部「SING/シング：ネクストステージ」
日本語吹替版
●300円　※3歳以上有料　※事前予約制
●10:00　14:00

12/17
（土）

（公財）太宰府市文化スポーツ振興財団

第27回くらしのうつりかわり展
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

史跡のまちの音楽隊ｖol.10
ＢＬＡＣＫ ＢＯＴＴＯＭ ＢＲＡＳＳ ＢＡＮＤ～本格だけど気軽なジャズ～
会場：プラム・カルコア太宰府 市民ホール
●一般1,000円　高校生以下500円
●14:00　※チケット販売12/6（火）10：00～

太宰府市五条3丁目1番1号☎092（920）7070
1/5
（木）
〜
3/12
（日）

筑紫野市吹奏楽団　第42回定期演奏会
夢語り～願いを奏でて～
●全席自由　一般500円（小学生以下無料）※3歳以下入場不可
●14:00
●問合せ：筑紫野市吹奏楽団事務局
　　　　 TEL 050-5891-2465（17:00～21:00）

12/25
（日）

12/1
（木）
〜
1/29
（日）

那珂川黎明2022 那珂川市の古墳時代
～国史跡安徳大塚古墳と周辺の古墳～特別歴史講演会
●会場：ミリカローデン那珂川多目的ホール
●入場無料（整理券配布：ミリカローデン那珂川窓口）　●10:00

ミリカローデン那珂川

1/22
（日）

新春！ミリカ寄席 第11回おもしろアマ落語家競演会
●会場：ミリカローデン那珂川多目的ホール
●一般500円　※未就学児入場不可　●15:00

1/15
（日）

那珂川市仲2丁目5番1号☎092（954）2211

那珂川黎明2022 那珂川市の古墳時代
～国史跡安徳大塚古墳と周辺の古墳～展示会
●会場：松口月城記念館
●入場無料　●10：00～18：00※金・土は20：00まで（休館日を除く）

広告協賛欄

クリスマスの飾り付けを行いました
装飾ボランティア『か
ざり隊』のみなさんが、
館内にクリスマスの飾
り付けを行いました！
ぜひお立ち寄りください。

※前年度写真

■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

今や福岡のグルメ情報に欠かせない雑誌『ソワニエ』と、その前
身の『epi』の初代編集長を務めた講師は、現在は出版社「聞平堂」
から、様々な切り口で私たちにさらなる食の楽しみを提供し続
けています。『私、この店、大好きなんです。』『価格で探すご褒美
ランチ』など、特別な日や人と集まるときなどに、熟読してお店
を探す方も多いのではないでしょうか。外食のひと時をより有
意義に過ごすためのよいお店を見分けるポイントなど、おい
しい情報満載の講演をどうぞお楽しみください。

「外食はおいしく楽しく快適に」
講師 弓削 聞平（UMAGA編集長）2／11土㊗

4時間目

発売中

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）

ゆ　  げ      ぶん  ぺい

「外食はおいしく楽しく快適に」
＜弓削 聞平プロフィール＞

ゆ　 げ    ぶんぺい

フリーの編集者。グルメウェブマガ
ジン「UMAGA」編集長
（https://umaga.net）。
グルメ雑誌「 e p i 」「ソワニエ
（現ソワニエプラス）」の元編集長。
「私、この店、大好きなんです。」
「福岡オンリーワン レストラン＆
ショップ」「ぐる～り糸島」等を編集・
出版。

大ホール利用再開のお知らせ

特定天井耐震化工事のため利用不可となって
いた大ホールは、12月1日より利用を再開し
ます。工事期間中は、ご不便をおかけいたしま
した。長期間にわたりご協力いただき誠にあり
がとうございました。
引き続き、まどかぴあをご利用いただきます
ようお願い申し上げます。

※イメージ

≪工事前≫　吊天井構造
天井の下地及び仕上げ材を構造体からボ
ルトにより吊下げているため、地震時に揺
れが大きく落下しやすい。

≪工事後≫　準構造化天井
天井の下地及び仕上げ材を構造体と鉄骨
材で一体化させることにより、地震時に構
造体と一体で揺れるため天井材等の落下
が軽減される。

まどかぴあイベントスケジュール12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

大野城ウィンターイルミネーション2022
■問 管理課

ティータイムコンサートVol.302
■問 文化芸術振興担当

かんたんクリスマスリース作り
■問 生涯学習センター

第27回まどかぴあ読書感想画コンクール
入賞作品展　
■問 まどかぴあ図書館

スマホ入門①②　
■問 生涯学習センター

福をよぶ簡単おせち
■問 生涯学習センター

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♪～①
■問 男女平等推進センターアスカーラ

「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～
■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＊
幼児～小学生向け
■問 まどかぴあ図書館

心温まる筆文字アート～冬編～
■問 生涯学習センター 託 児

託 児

託 児

託 児

託 児

託 児

開催中
～25（日）

1（木）

1（木）
～9（金）

2・23、
1/6・13（金）

6（火）

9（金）

10（土）

12（月）

ジョイホープ　クリスマスコンサート
■問 福岡ジョイホープチャペル　090-6291-7600
■会 小ホール　■時 開演19:30（開場19:00）

明和電機ナンセンスマシーンコンサート
in大野城
■問 文化芸術振興担当

吉田敬ソロピアノコンサート　[Re：]
■問 江藤　090-2393-2406　■会 小ホール
　 柴垣　090-3555-4463　■時 開演14:30（開場14:00）
　 吉田　izryoshida@gmail.com

叫ぶ芸術in大野城
～ポスターに見る世界の女たちPart3～　
■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展
※12/21（水）休館
■問 文化芸術振興担当

まどかのメディアート座談会
■問 文化芸術振興担当

そば打ちに挑戦～十割そばを打とう～
■問 生涯学習センター

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

としょかんのおはなし会クリスマススペシャル
■問 まどかぴあ図書館

お正月花の小さなアレンジ
■問 生涯学習センター 託 児

託 児

16（金）

17（土）

17（土）
18（日）

17（土）
～27（火）

18（日）

20（火）

24（土）

26（月）

LECTURE

令和5年



つくし お隣さん情報 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。11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）

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

筑紫野市上古賀1丁目5番1号☎092（925）4321筑紫野市文化会館

1/21
（土）

2022年12月号 2022年12月号

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

春日市制50周年記念
仲道郁代ピアノリサイタル
●全席指定　
●一般3,000円　高校生以下1,000円　※未就学児入場不可
●15:00

1/15
（日）

恐竜くんトークショー　恐竜の不思議おしえます！
●一般1,000円　中学生以下500円　※3歳以上有料
●14:00

1/8
（日）

ふれぶんシネマ倶楽部「SING/シング：ネクストステージ」
日本語吹替版
●300円　※3歳以上有料　※事前予約制
●10:00　14:00

12/17
（土）

（公財）太宰府市文化スポーツ振興財団

第27回くらしのうつりかわり展
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

史跡のまちの音楽隊ｖol.10
ＢＬＡＣＫ ＢＯＴＴＯＭ ＢＲＡＳＳ ＢＡＮＤ～本格だけど気軽なジャズ～
会場：プラム・カルコア太宰府 市民ホール
●一般1,000円　高校生以下500円
●14:00　※チケット販売12/6（火）10：00～

太宰府市五条3丁目1番1号☎092（920）7070
1/5
（木）
〜
3/12
（日）

筑紫野市吹奏楽団　第42回定期演奏会
夢語り～願いを奏でて～
●全席自由　一般500円（小学生以下無料）※3歳以下入場不可
●14:00
●問合せ：筑紫野市吹奏楽団事務局
　　　　 TEL 050-5891-2465（17:00～21:00）

12/25
（日）

12/1
（木）
〜
1/29
（日）

那珂川黎明2022 那珂川市の古墳時代
～国史跡安徳大塚古墳と周辺の古墳～特別歴史講演会
●会場：ミリカローデン那珂川多目的ホール
●入場無料（整理券配布：ミリカローデン那珂川窓口）　●10:00

ミリカローデン那珂川

1/22
（日）

新春！ミリカ寄席 第11回おもしろアマ落語家競演会
●会場：ミリカローデン那珂川多目的ホール
●一般500円　※未就学児入場不可　●15:00

1/15
（日）

那珂川市仲2丁目5番1号☎092（954）2211

那珂川黎明2022 那珂川市の古墳時代
～国史跡安徳大塚古墳と周辺の古墳～展示会
●会場：松口月城記念館
●入場無料　●10：00～18：00※金・土は20：00まで（休館日を除く）

広告協賛欄

クリスマスの飾り付けを行いました
装飾ボランティア『か
ざり隊』のみなさんが、
館内にクリスマスの飾
り付けを行いました！
ぜひお立ち寄りください。

※前年度写真

■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

今や福岡のグルメ情報に欠かせない雑誌『ソワニエ』と、その前
身の『epi』の初代編集長を務めた講師は、現在は出版社「聞平堂」
から、様々な切り口で私たちにさらなる食の楽しみを提供し続
けています。『私、この店、大好きなんです。』『価格で探すご褒美
ランチ』など、特別な日や人と集まるときなどに、熟読してお店
を探す方も多いのではないでしょうか。外食のひと時をより有
意義に過ごすためのよいお店を見分けるポイントなど、おい
しい情報満載の講演をどうぞお楽しみください。

「外食はおいしく楽しく快適に」
講師 弓削 聞平（UMAGA編集長）2／11土㊗

4時間目

発売中

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）

ゆ　  げ      ぶん  ぺい

「外食はおいしく楽しく快適に」
＜弓削 聞平プロフィール＞

ゆ　 げ    ぶんぺい

フリーの編集者。グルメウェブマガ
ジン「UMAGA」編集長
（https://umaga.net）。
グルメ雑誌「 e p i 」「ソワニエ
（現ソワニエプラス）」の元編集長。
「私、この店、大好きなんです。」
「福岡オンリーワン レストラン＆
ショップ」「ぐる～り糸島」等を編集・
出版。

大ホール利用再開のお知らせ

特定天井耐震化工事のため利用不可となって
いた大ホールは、12月1日より利用を再開し
ます。工事期間中は、ご不便をおかけいたしま
した。長期間にわたりご協力いただき誠にあり
がとうございました。
引き続き、まどかぴあをご利用いただきます
ようお願い申し上げます。

※イメージ

≪工事前≫　吊天井構造
天井の下地及び仕上げ材を構造体からボ
ルトにより吊下げているため、地震時に揺
れが大きく落下しやすい。

≪工事後≫　準構造化天井
天井の下地及び仕上げ材を構造体と鉄骨
材で一体化させることにより、地震時に構
造体と一体で揺れるため天井材等の落下
が軽減される。

まどかぴあイベントスケジュール12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

大野城ウィンターイルミネーション2022
■問 管理課

ティータイムコンサートVol.302
■問 文化芸術振興担当

かんたんクリスマスリース作り
■問 生涯学習センター

第27回まどかぴあ読書感想画コンクール
入賞作品展　
■問 まどかぴあ図書館

スマホ入門①②　
■問 生涯学習センター

福をよぶ簡単おせち
■問 生涯学習センター

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♪～①
■問 男女平等推進センターアスカーラ

「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～
■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＊
幼児～小学生向け
■問 まどかぴあ図書館

心温まる筆文字アート～冬編～
■問 生涯学習センター 託 児

託 児

託 児

託 児

託 児

託 児

開催中
～25（日）

1（木）

1（木）
～9（金）

2・23、
1/6・13（金）

6（火）

9（金）

10（土）

12（月）

ジョイホープ　クリスマスコンサート
■問 福岡ジョイホープチャペル　090-6291-7600
■会 小ホール　■時 開演19:30（開場19:00）

明和電機ナンセンスマシーンコンサート
in大野城
■問 文化芸術振興担当

吉田敬ソロピアノコンサート　[Re：]
■問 江藤　090-2393-2406　■会 小ホール
　 柴垣　090-3555-4463　■時 開演14:30（開場14:00）
　 吉田　izryoshida@gmail.com

叫ぶ芸術in大野城
～ポスターに見る世界の女たちPart3～　
■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展
※12/21（水）休館
■問 文化芸術振興担当

まどかのメディアート座談会
■問 文化芸術振興担当

そば打ちに挑戦～十割そばを打とう～
■問 生涯学習センター

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

としょかんのおはなし会クリスマススペシャル
■問 まどかぴあ図書館

お正月花の小さなアレンジ
■問 生涯学習センター 託 児

託 児

16（金）

17（土）

17（土）
18（日）

17（土）
～27（火）

18（日）

20（火）

24（土）

26（月）

LECTURE

令和5年



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

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。

■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

12月7日（水）、21日（水）　年末年始：12月28日（水）～令和5年1月4日（水）12月7日（水）、21日（水）　年末年始：12月28日（水）～令和5年1月4日（水）

信友直子講演会・映画上映会
グランド会員発売
※WEB会員は12/12（月）～

文芸

P25（月） 第6回アスカーラ共生フォーラム
チケット発売

P46（火）

P912（月） としょかんのおはなし会クリスマススペシャル
受付開始

P413（火） 信友直子講演会・映画上映会
一般発売文芸

P714（水）

男女
図書

短期講座　受付開始生涯

12 2022年12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12月


