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大野城まどかぴあ情報誌　
アテナ 2023
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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12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)

つながる“まどか”

能舞台

大野城まどかぴあ友の会Presents

信友直子講演会
&映画上映会

1月28日 土

2月23日 木・祝

開演14:00

開演14:00

©公益社団法人能楽協会

©「ぼけますから、よろしくお願いします。」製作・配給委員会
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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

2023年1月号 2023年1月号

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。

　
1／28
土 つながる“まどか”能舞台

■出　演　シテ／天人　久貫 弘能、ワキ／漁師白龍　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 、一般参加者約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

2年ぶりに大ホールに組み上がる能舞台で、16名の能楽師と謡を学んだ一般参加者が共演！
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付きです。能に
特別な見方はありません。日本が最初にユネスコ（無形文化遺産）に推薦した能の世界を味
わってみませんか。

プログラム（予定）
第一部　能楽師と一般参加者の共演
　　　  14:00　「羽衣」ダイジェストで上演
　　　　　　 　「四海波～高砂より～」
　　　　　　 　 解説
第二部　能楽師による上演
　　　  15:00　「羽衣」全編上演　※16:00終演予定

■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）

　　　「羽衣」の見どころ！
１「いや、疑いは人間にあり。天には偽りなきものを」
この台詞は、羽衣を返せば舞を舞わず天へ去ってしまうだろうという漁師白龍に対し、「疑いを抱くのは人間のみで、
天上には偽りはない」と述べる天人の言葉で、白龍は改心し、衣を返します。天人の清らかさが際立ちます。物語の
前半、耳を傾け、ぜひ聴き取ってみてください。
２ 天人（シテ）の舞
物語の後半、羽衣をまとった天人の優雅で美しい舞をお楽しみください。
　　　能舞台、ここに注目！
１ 三本の松（舞台左手）…本舞台から端に向け順に小さくし、遠近感を演出！
２ 目付柱（舞台左手前）…能面をつけると視野が狭くなる演者のための目印。
３ 女性も活躍中！…本公演には、8名の女性能楽師が出演します。

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。

11月に2回目の稽古を行いました。前回に比べ、謡の言葉が鮮明に聞こえ声量も大きくなり、自主練習の成果
が出ているようです。また、初めて小鼓と合わせて謡いリズムや雰囲気を感じ取ってもらいました。小学生から
80代までの皆さんの声と思いが合わさり奏でる「羽衣」、ぜひお聴きください♪

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　11/12（土）①10:00～ ②13:30～
　　　　　　11/19（土）③10:00～ ④13:30～
■会　　場　①南 ②中央 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　58名（11月実施分）

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
　●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）

■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。
　　　　　　　※シネマランドの施設利用券はご使用いただけません。

～カメラを向けて初めて気づいた。両親がお互いを思い合っているということ。～
両親の記録を撮ることが自分の使命だと思い、泣きながら撮った1200日の記録とともに、家族・介護・映画制作へ
の思いや映画芸術を語ります。
■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）
　　　　　　認知症の母と耳の遠い父を題材に、娘（信友直子）が手がけたドキュメンタリー作品。
　　　　　　※映画上映（約102分）と講演会（約40分）を予定

車イスWEB

先行
グランド

先・特

■会　場　大ホール（1階）全席自由 　■施設利用券　1枚300円　■取扱い　まどかぴあ総合案内
※事前予約不可　※未就学児入場不可（ファミリーシネマを除く）

※各回30分前開場

①10:00～11:52（日本語吹替版）
②15:00～16:52（日本語字幕版）

■販売期間　上映日の1週間前～当日まで（休館日を除く）　■有効期限　券面記載の上映日のみ
※購入済みの施設利用券については、有効期限内であればいつでもご使用いただけます。

2／12日

チケット販売日 2/5日～

MOVIE

どなたでもお楽しみいただけるよう、
一部の回で吹替えや字幕付きで上映いたします。

シ ネ マ ラ ン ド
車イス

海の町で暮らす高校生のルビー。4人家族の中で唯一耳が聞こえる彼
女は、幼い頃から両親と兄の通訳となり、家業の漁業も毎日欠かさず手
伝っていた。合唱クラブに入部すると顧問が彼女の歌の才能に気づき、
名門音楽大学の受験を強く勧める。しかし、彼女の歌声が聞こえない両
親に、家業の方が大事だと大反対されたルビーは、夢より家族を助け
ることを決意するが…

監督：シアン・ヘダー（『タルーラ～彼女たちの事情～』）
出演：エミリア・ジョーンズ、トロイ・コッツァー、マーリー・マトリン　ほか
PG12…小学生は保護者の助言・指導が必要です。

「Coda コーダ あいのうた」 2021年/アメリカ・フランス・カナダ合作/112分

〈プロフィール〉
1961年広島県呉市生まれ。1984年東京大学文学部卒
業。1986年から映像制作に携わり、フジテレビ「NONFIX」
や「ザ・ノンフィクション」で数多くのドキュメンタリー番組
を手掛ける。「NONFIX 青山世多加」で放送文化基金賞奨励
賞、「ザ・ノンフィクション おっぱいと東京タワー～私の乳が
ん日記」でニューヨークフェスティバル銀賞・ギャラクシー
賞奨励賞を受賞。他に、北朝鮮拉致問題・ひきこもり・若年認
知症・ネットカフェ難民などの社会的なテーマから、アキバ
系や草食男子などの生態という現代社会の一面を切り取っ
てきた。本作が劇場公開映画初監督作品。

©「ぼけますから、よろしくお願いします。」製作・配給委員会

©2020 VENDOME PICTURES LLC, PATHE FILMS

事業サポーターのご紹介（敬称略）　まどかぴあでは、以下のお店・企業にご協賛いただき、イベントを行っています。
 ティータイムコンサート　平日に開催する無料のコンサート（要整理券）。（令和4年度は終了）
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

PLAY

©公益社団法人能楽協会

チケット発売中

チケット発売中

本年度アカデミー賞®作品賞を含む
主要3部門受賞！（助演男優賞、脚色賞）

手話通訳

協賛：株式会社東洋ナビックス、1st.hair
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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

2023年1月号 2023年1月号

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。

　
1／28
土 つながる“まどか”能舞台

■出　演　シテ／天人　久貫 弘能、ワキ／漁師白龍　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 、一般参加者約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

2年ぶりに大ホールに組み上がる能舞台で、16名の能楽師と謡を学んだ一般参加者が共演！
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付きです。能に
特別な見方はありません。日本が最初にユネスコ（無形文化遺産）に推薦した能の世界を味
わってみませんか。

プログラム（予定）
第一部　能楽師と一般参加者の共演
　　　  14:00　「羽衣」ダイジェストで上演
　　　　　　 　「四海波～高砂より～」
　　　　　　 　 解説
第二部　能楽師による上演
　　　  15:00　「羽衣」全編上演　※16:00終演予定

■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）

　　　「羽衣」の見どころ！
１「いや、疑いは人間にあり。天には偽りなきものを」
この台詞は、羽衣を返せば舞を舞わず天へ去ってしまうだろうという漁師白龍に対し、「疑いを抱くのは人間のみで、
天上には偽りはない」と述べる天人の言葉で、白龍は改心し、衣を返します。天人の清らかさが際立ちます。物語の
前半、耳を傾け、ぜひ聴き取ってみてください。
２ 天人（シテ）の舞
物語の後半、羽衣をまとった天人の優雅で美しい舞をお楽しみください。
　　　能舞台、ここに注目！
１ 三本の松（舞台左手）…本舞台から端に向け順に小さくし、遠近感を演出！
２ 目付柱（舞台左手前）…能面をつけると視野が狭くなる演者のための目印。
３ 女性も活躍中！…本公演には、8名の女性能楽師が出演します。

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。

11月に2回目の稽古を行いました。前回に比べ、謡の言葉が鮮明に聞こえ声量も大きくなり、自主練習の成果
が出ているようです。また、初めて小鼓と合わせて謡いリズムや雰囲気を感じ取ってもらいました。小学生から
80代までの皆さんの声と思いが合わさり奏でる「羽衣」、ぜひお聴きください♪

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　11/12（土）①10:00～ ②13:30～
　　　　　　11/19（土）③10:00～ ④13:30～
■会　　場　①南 ②中央 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　58名（11月実施分）

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
　●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）

■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。
　　　　　　　※シネマランドの施設利用券はご使用いただけません。

～カメラを向けて初めて気づいた。両親がお互いを思い合っているということ。～
両親の記録を撮ることが自分の使命だと思い、泣きながら撮った1200日の記録とともに、家族・介護・映画制作へ
の思いや映画芸術を語ります。
■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）
　　　　　　認知症の母と耳の遠い父を題材に、娘（信友直子）が手がけたドキュメンタリー作品。
　　　　　　※映画上映（約102分）と講演会（約40分）を予定

車イスWEB

先行
グランド

先・特

■会　場　大ホール（1階）全席自由 　■施設利用券　1枚300円　■取扱い　まどかぴあ総合案内
※事前予約不可　※未就学児入場不可（ファミリーシネマを除く）

※各回30分前開場

①10:00～11:52（日本語吹替版）
②15:00～16:52（日本語字幕版）

■販売期間　上映日の1週間前～当日まで（休館日を除く）　■有効期限　券面記載の上映日のみ
※購入済みの施設利用券については、有効期限内であればいつでもご使用いただけます。

2／12日

チケット販売日 2/5日～

MOVIE

どなたでもお楽しみいただけるよう、
一部の回で吹替えや字幕付きで上映いたします。

シ ネ マ ラ ン ド
車イス

海の町で暮らす高校生のルビー。4人家族の中で唯一耳が聞こえる彼
女は、幼い頃から両親と兄の通訳となり、家業の漁業も毎日欠かさず手
伝っていた。合唱クラブに入部すると顧問が彼女の歌の才能に気づき、
名門音楽大学の受験を強く勧める。しかし、彼女の歌声が聞こえない両
親に、家業の方が大事だと大反対されたルビーは、夢より家族を助け
ることを決意するが…

監督：シアン・ヘダー（『タルーラ～彼女たちの事情～』）
出演：エミリア・ジョーンズ、トロイ・コッツァー、マーリー・マトリン　ほか
PG12…小学生は保護者の助言・指導が必要です。

「Coda コーダ あいのうた」 2021年/アメリカ・フランス・カナダ合作/112分

〈プロフィール〉
1961年広島県呉市生まれ。1984年東京大学文学部卒
業。1986年から映像制作に携わり、フジテレビ「NONFIX」
や「ザ・ノンフィクション」で数多くのドキュメンタリー番組
を手掛ける。「NONFIX 青山世多加」で放送文化基金賞奨励
賞、「ザ・ノンフィクション おっぱいと東京タワー～私の乳が
ん日記」でニューヨークフェスティバル銀賞・ギャラクシー
賞奨励賞を受賞。他に、北朝鮮拉致問題・ひきこもり・若年認
知症・ネットカフェ難民などの社会的なテーマから、アキバ
系や草食男子などの生態という現代社会の一面を切り取っ
てきた。本作が劇場公開映画初監督作品。

©「ぼけますから、よろしくお願いします。」製作・配給委員会

©2020 VENDOME PICTURES LLC, PATHE FILMS

事業サポーターのご紹介（敬称略）　まどかぴあでは、以下のお店・企業にご協賛いただき、イベントを行っています。
 ティータイムコンサート　平日に開催する無料のコンサート（要整理券）。（令和4年度は終了）
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

PLAY

©公益社団法人能楽協会

チケット発売中

チケット発売中

本年度アカデミー賞®作品賞を含む
主要3部門受賞！（助演男優賞、脚色賞）

手話通訳

協賛：株式会社東洋ナビックス、1st.hair



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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■時　間　14:00開演/13:15開場
■会　場　大ホール（1階）全席指定

ご好評につき、前売券が完売いたしました。当日券の販売は行いません。なお、車椅子席は若干数空席がございます。
詳しくはお問合せください（12月8日現在）

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

後援：FM FUKUOKA

まどかぴあでは、文化芸術の持つ力によって子どもたちの豊かな感性や創造性を育てることを目指し、市内の小学
校にアーティストを派遣する「まどかぴあ“芸術の時間”」を実施しています。令和4年度も多くの子どもたちに芸
術文化に触れる“特別な出会い”を届けています。

まどかぴあでは、文化芸術の持つ力によって子どもたちの豊かな感性や創造性を育てることを目指し、市内の小学
校にアーティストを派遣する「まどかぴあ“芸術の時間”」を実施しています。令和4年度も多くの子どもたちに芸
術文化に触れる“特別な出会い”を届けています。

■期　間　令和4年9月～令和5年3月（予定）　　　■内　容　音楽と朗読、民族音楽、ダンス、邦楽、狂言

まどかぴあ“芸術の時間”の紹介

©Akihiko Sonoda

　

毎年恒例、今年も市民吹奏楽団のステージが大ホールで開催されます。前半のシンフォニックステージ、後半の企画
ステージともに盛りだくさんの内容でお届けします。こころに響くハーモニーをどうぞお楽しみください。

大野城市民吹奏楽団第37回定期演奏会
車イス

共催事業

3／5日

■応募期間　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。

音楽・演劇・展覧会など、文化芸術に関する企画の実施をまどかぴあがサポートする芸術助成事業です！

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

■対象となる会場・実施期間・助成金額

■応募スケジュール（予定）
① 応 募 締 切：2月16日（木）
② 一次審査（書類審査）：3月上旬　※審査後、書面にて結果を通知します
③ 二次審査（面接審査）：3月18日（土）
④ 最 終 結 果 通 知：3月末頃

ホームページはこちら

応募要項は、まどかぴあ館内
またはホームページにて配布しています。

MUSIC

※昨年の様子

※令和3年度採択事業

■出　　演　望海 風斗 ほか
■日　　時　3月12日（日）17:00～
　　　　　　14日(火)・15日(水)各日12:00～
■会　　場　博多座（福岡市博多区下川端町2-1）
■料　　金　A席7,250円（通常14,500円）
　※取扱い手数料として、1枚の場合は400円（2枚の場合は
　　 700円）と振込手数料がかかります。

■定　　員　各回30名 ※応募者多数の場合は抽選
■申込方法　63円はがきに「希望公演日時（1通1公演のみ）、
　　　　　　参加人数（2人まで）、郵便番号、住所、氏名、
　　　　　　年齢、電話番号」を明記して郵送。
■申込期限　1月20日(金)消印有効
　　　　　　　※当選者のみ通知（2月3日(金)頃）
■申 込 先　〒810-8799　日本郵便㈱福岡中央郵便局留
　　　　　　「市民半額会」宛
■問 合 せ　公益財団法人日本演劇興行協会 市民半額会事務局
　　　　　　TEL 092-751-8258（平日10:00～18:00）

博多座市民半額観劇会
ブロードウェイ・ミュージカル『ドリームガールズ』が
半額で観劇できます。

子どもたちの声

●民族音楽（アフリカンパーカッション）
…西アフリカの楽器の紹介を聞き、
音楽を鑑賞します。手拍子でのリ
ズム体験も行います。

●邦楽…尺八と筝の楽器紹介を聞き、
お正月の定番曲「春の海」などの演
奏を鑑賞します。

●ダンス…からだを動かす楽しさを
体験します。日常の動作や準備運
動もダンスに変身！

●狂言…狂言の歴史・衣装などにつ
いて学び「柿山伏」を鑑賞します。
今年度はまどかぴあ大ホール特設
能舞台で実施します。

※過去の様子※過去の様子

●音楽と朗読…モンゴルの文化や生
活などのお話や「スーホの白い馬」
の演奏と朗読を鑑賞します。

※過去の様子
■時　　間　14:00開演／13:15開場
■会　　場　大ホール（1階）全席自由
■料　　金　500円（当日同料金）　※小学生以下無料
■発 売 日　1月6日（金）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。
　　　　　　　　 ●市民吹奏楽団団員
　　　　　　　　 ●デジタルチケット（詳細は市民吹奏楽団のホームページをご確認ください）
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■時　間　14:00開演/13:15開場
■会　場　大ホール（1階）全席指定

ご好評につき、前売券が完売いたしました。当日券の販売は行いません。なお、車椅子席は若干数空席がございます。
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まどかぴあでは、文化芸術の持つ力によって子どもたちの豊かな感性や創造性を育てることを目指し、市内の小学
校にアーティストを派遣する「まどかぴあ“芸術の時間”」を実施しています。令和4年度も多くの子どもたちに芸
術文化に触れる“特別な出会い”を届けています。

まどかぴあでは、文化芸術の持つ力によって子どもたちの豊かな感性や創造性を育てることを目指し、市内の小学
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毎年恒例、今年も市民吹奏楽団のステージが大ホールで開催されます。前半のシンフォニックステージ、後半の企画
ステージともに盛りだくさんの内容でお届けします。こころに響くハーモニーをどうぞお楽しみください。

大野城市民吹奏楽団第37回定期演奏会
車イス

共催事業

3／5日

■応募期間　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。

音楽・演劇・展覧会など、文化芸術に関する企画の実施をまどかぴあがサポートする芸術助成事業です！

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

■対象となる会場・実施期間・助成金額

■応募スケジュール（予定）
① 応 募 締 切：2月16日（木）
② 一次審査（書類審査）：3月上旬　※審査後、書面にて結果を通知します
③ 二次審査（面接審査）：3月18日（土）
④ 最 終 結 果 通 知：3月末頃

ホームページはこちら

応募要項は、まどかぴあ館内
またはホームページにて配布しています。

MUSIC

※昨年の様子

※令和3年度採択事業

■出　　演　望海 風斗 ほか
■日　　時　3月12日（日）17:00～
　　　　　　14日(火)・15日(水)各日12:00～
■会　　場　博多座（福岡市博多区下川端町2-1）
■料　　金　A席7,250円（通常14,500円）
　※取扱い手数料として、1枚の場合は400円（2枚の場合は
　　 700円）と振込手数料がかかります。

■定　　員　各回30名 ※応募者多数の場合は抽選
■申込方法　63円はがきに「希望公演日時（1通1公演のみ）、
　　　　　　参加人数（2人まで）、郵便番号、住所、氏名、
　　　　　　年齢、電話番号」を明記して郵送。
■申込期限　1月20日(金)消印有効
　　　　　　　※当選者のみ通知（2月3日(金)頃）
■申 込 先　〒810-8799　日本郵便㈱福岡中央郵便局留
　　　　　　「市民半額会」宛
■問 合 せ　公益財団法人日本演劇興行協会 市民半額会事務局
　　　　　　TEL 092-751-8258（平日10:00～18:00）

博多座市民半額観劇会
ブロードウェイ・ミュージカル『ドリームガールズ』が
半額で観劇できます。

子どもたちの声

●民族音楽（アフリカンパーカッション）
…西アフリカの楽器の紹介を聞き、
音楽を鑑賞します。手拍子でのリ
ズム体験も行います。

●邦楽…尺八と筝の楽器紹介を聞き、
お正月の定番曲「春の海」などの演
奏を鑑賞します。

●ダンス…からだを動かす楽しさを
体験します。日常の動作や準備運
動もダンスに変身！

●狂言…狂言の歴史・衣装などにつ
いて学び「柿山伏」を鑑賞します。
今年度はまどかぴあ大ホール特設
能舞台で実施します。

※過去の様子※過去の様子

●音楽と朗読…モンゴルの文化や生
活などのお話や「スーホの白い馬」
の演奏と朗読を鑑賞します。

※過去の様子
■時　　間　14:00開演／13:15開場
■会　　場　大ホール（1階）全席自由
■料　　金　500円（当日同料金）　※小学生以下無料
■発 売 日　1月6日（金）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。
　　　　　　　　 ●市民吹奏楽団団員
　　　　　　　　 ●デジタルチケット（詳細は市民吹奏楽団のホームページをご確認ください）
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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）

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）

短期講座 1月11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。

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で前払い（現金
のみ）にてお支払いください。

短期講座
受講料のお支払いについて

託 児

託 児

【日　程】2月6日(月)　　　　  【時　間】10:30～12:30
【定　員】12名　　　　　　　 【受講料】1,200円
【材料費】1,700円
【講　師】中路 朋(アイシングクッキー教室シュガーデコール主宰)

【日　程】2月3日（金）　　        【時　間】10:00～11:30
【定　員】16名　　　　　　　  【受講料】1,100円
【材料費】2,500円
【講　師】大澤 大（園芸店ハナウムヒト代表）

【日　程】2月10日(金)　　       【時　間】10:00～12:00
【定　員】12名　　　　　　　  【受講料】1,200円
【材料費】1,800円
【講　師】長 真澄（真澄結びのKTP代表）

【日　程】2月16日（木）
【時　間】10:00～11:30
【定　員】12名
【受講料】1,200円
【教材費】800円
【講　師】ミキティ(大人女子応援パーソナルアドバイザー)

【日　程】2月22日（水）
【時　間】10:00～11:30
【定　員】12名
【受講料】1,200円
【講　師】松本 クミ(エアロビクスインストラクター)

簡単で可愛いバレンタインアイシングクッキー
初心者から経験者まで楽し
める方法でアイシングクッ
キーを作ります。ハート型な
ど数種類のクッキーにお砂糖
のクリームで模様やメッセー
ジを書いていただけます。

骨格診断で似合う洋服のデザインを知ろう
「この洋服似合ってない
なぁ」と感じることはありま
せんか。骨格診断では骨格
や筋肉からあなたに似合う
洋服や小物のデザインを知
ることができます。トップス
やボトムスの選び方が分か
るのでショッピング、クロー
ゼット整理、断捨離などに役
立ちます。
※診断の際、講師がお身体に
　触れる場合がございます。

※イメージ

暮らしをより素敵に演出で
きる春の寄せ植えを楽し
みませんか。植物の組み
合わせ方や長く楽しめる
コツもお伝えします。
※プランターサイズは20
　～25センチです。

※イメージ

音楽に合わせ、楽しくのび
のび全身運動！少し息がは
ずむ動きで血流を促進し、
心身ともにリフレッシュしま
しょう。体の使い方がうまく
いくようになれば疲れにく
い体に変身できます。初め
ての方大歓迎です。

※イメージ

寄せ植えを楽しもう

※イメージ

※イメージ

はじめての組紐
人気アニメ映画でも話題に
なった伝統工芸の「組紐」で世
界に一つだけのストラップを
作ってみませんか。あらかじめ
用意した絹糸の組み合わせの
中からお好みのセットを選び、
組紐体験をしていただきます。
※出来上がった作品は、後日
　郵送となります。

かんたんエアロビクス

託 児

託 児

託 児

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。
第１部は、尾木直樹による講演会。子育て、人育てや多様性などについてお話いただきます。
また、第２部は、みなさんから募集した質問にお答えいただきます。どうぞお楽しみに！

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

託 児

2／25
土

■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。
　※膝上観覧に限り無料。ただし、未就学児でも
　　座席を使用する場合は有料です。

■日　　時　3月3日（金）13:00～
■会　　場　アクティブルーム（３階）
■申込方法　電話・FAX・総合案内・ホームぺージおよび男女平等推進センター
　　　　　　窓口にて受付中。当日のご参加も可能です。

車イス

EVENT

令和5年度　男女平等推進センター
ボランティアスタッフ大募集！

■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：81994）

発 売 中

大野城市 PR
キャラクター
大野ジョー

大野城市イメージ
キャラクター
まどかちゃん

手話通訳

■プログラム
　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
　　　　　　　　　  講師：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）
　　　　　　第2部　尾木ママと一緒に考えよう！　
　　　　　　　　　  出演：尾木 直樹
　　　　　　　　　  コーディネーター：林田 スマ（まどかぴあ館長）

男女平等推進センターの事業や運営のサポートをしていただくボランティアスタッフを募集しています。
経験・性別・お住まいに関係なく、興味のある方はどなたでもお気軽にご参加ください。

説明会

どんなボランティアがあるの？
啓発・事業サポーター
絵本の読み語りなどによる啓発活動、センターの運営補助や講座・イベント
の準備・受付を行います。
情報サポーター
アスカーラの情報誌「すてっぷ」などをセンターと共働で作成します。

絵本の読み語り

編集会議の様子

尾木ママへの質問募集中！！
《質問用紙設置場所》

　大野城まどかぴあ
　　〇情報の森（1階）
　　〇情報交流ひろば（3階）
　大野城市役所
　　〇総合案内前（1階）
　すこやか交流プラザ
　　〇健康課窓口（1階）
◆受付締切 1月16日（月）
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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）
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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
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

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、津田三朗（彫刻家）と
安河内俊明（画家・大野城まどかぴあ理事長）による審査の結果、最優秀賞には土井望暖さんの『スサノオ』が選ばれました。
入賞者は下記のみなさんです。おめでとうございます！(順不同・敬称略)

第27回まどかぴあ読書感想画コンクール入賞者発表！

※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
1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

23日

16日
30日
10日
24日
17日
31日
12日
26日
5日
19日
13日
27日
6日
20日
8日
22日

曜
日 日

月

火

木

金

日

としょかんのおはなし会

＊ りとる ＊
新しい1年が始まりました。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

1月7日（土）
1月21日（土）

時間 場所

和会議室
（2階）

1月17日（火）
1月31日（火）

306会議室
（3階）

最優秀賞

土井 望暖
（小郡市立三国小学校3年）[画塾]
『スサノオ』

ど  　 い　 　 み    はる

優秀賞

［幼児の部］
渋田 琉仁（南ヶ丘幼稚園）『うみがめのあかちゃん』
杉村 雨唯（筒井保育所）『にじいろのさかな』
［低学年の部］
大田 楓（月の浦小学校2年）『やきざかなののろい』
國信 李緒莉（佐賀県小城市立三里小学校2年）『にゃーご』
［高学年の部］
渡辺 真桜（平野小学校5年）『あまがえるのかくれんぼ』
秋吉 茜（大野北小学校4年）[画塾]『きりんの海』

奨励賞

中川 莉那（大野北小学校6年）『セロひきのゴーシュ』
藤田 藍加（大野小学校4年）『しろいうさぎとくろいうさぎ』
松本 望湖（大野北小学校3年）『宮沢賢治の絵本 注文の多い料理店』
井上 夕理華（春日幼稚園）『銀河鉄道の夜』
吉田 晴軌（御笠の森小学校1年）『めっきらもっきらどおんどん』

受賞作品はホームページに掲載していますので
ぜひご覧ください。

優良賞

［幼児の部］
西邑 柑那（筒井保育所）『スイミー』
岩倉 達樹（筒井保育所）『恐竜トリケラトプスとティラノサウルス』
川副 桜（こゆ保育園）『ムッシュ・ムニエルのサーカス』
［低学年の部］
冨田 さくら（大利小学校1年）『じごくのそうべえ』
白石 凌誠（御笠の森小学校2年）『ヌーチェの水おけ』
古瀬 慶汰（御笠の森小学校3年）『色とりどりの鳥』
［高学年の部］
都築 照令沙（リンデンホールスクール小学部4年）[画塾]『きたかぜとたいよう』
武富 瑚々夏（佐賀県小城市立三里小学校4年）『まいごのビーチサンダル』
大坪 蒼明（大野南小学校6年）『てぶくろ』

『館長の部屋』　新年のごあいさつ

まどかぴあの施設利用のご案内

まどかぴあでは、大・小・多目的ホールや会議室などの施設の貸し出しを行っています。様々な用途に合わせてご利用ください。

　明けましておめでとうございます。
お健やかに新年をお迎えのことと存じます。
旧年中は、大変お世話になりまして誠にありがとうございました。
本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

　今年の干支は癸卯(みずのとう)、「卯」は穏やかなうさぎの様子から安全、温和、また、うさぎのように跳ね
上がるという意味もあるのだそうです。ピョンピョン跳ねるような嬉しい出来事がありますようにと願いな
がら新年を迎えました。

■申 込 時 間　9:00～21:00
■申 込 期 間　大・小・多目的ホール：利用日の１年前から７日前まで
　　　　　　　　※13ヵ月前の月の「１日9:00から14日21:00まで」も申し込み可能（抽選方式）
　　　　　　　　　詳しくは総合案内までお問い合わせください。
　　　　　　　　上記以外の施設：利用日の６ヵ月前から利用日当日まで
　　　　　　　　（ホールと併用する場合はホールと同様の期間）
■連続利用期間　展示コーナー：14日間
　　　　　　　　上記以外の施設：7日間
■受 付 場 所　まどかぴあ総合案内

詳しい申込み方法や手続きにつきましては、
まどかぴあホームページをご覧ください。

　ところで、まどかぴあの中に可愛いうさぎがいることをご存知でしょうか？北側玄関の
上に、ランタンの可愛いうさぎが読書をしています。隣のリスはヴァイオリンを弾いてい
て、何とも長閑でやさしい光景です。時々うさぎを見上げていただきながら、今年も笑顔
のおつきあいをお願いいたします。
　今年のまどかぴあは、リニューアルした大ホールでの事業をはじめ各分野での取り組
みをさらにパワーアップするため職員が一丸となって歩みを進めています。
　文化芸術、生涯学習、図書館、男女平等推進、それぞれの立場から、感動、喜びや生き
がい、学びや思索などに加えて複合文化施設らしい連携のカタチをもお届けできたらと
思っています。

　企業社会でこのところよく使われる共創(コ・クリエーション)という言葉がありますが、これは多様な立場の人たちと対話しな
がら、新しい価値を「共」に「創」り上げていくことです。皆様方のお声に耳を傾けながら、まどかぴあならではの新しい共創にも
挑んで参ります。お力添えをよろしくお願い申し上げます。
　お元気にお正月をお過ごしください。

大野城まどかぴあ館長　林田スマ 　　　　

令和5年度 臨時職員登録募集開始!!

期間限定で事務補助などを行っていただく臨時職員を募集します。募集要項と登録用紙は1月16日（月）よりまどかぴあで
配布します。また、まどかぴあホームページからもダウンロードすることができます。

※申込を希望される方は、所定の用紙に記入のうえ、持参または郵送してください。
https://www.madokapia.or.jp/

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

職員募集ページ または お知らせ（新着情報） へ大野城まどかぴあ
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移動図書館「わくわく号」巡回日程表
1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

23日

16日
30日
10日
24日
17日
31日
12日
26日
5日
19日
13日
27日
6日
20日
8日
22日

曜
日 日

月

火

木

金

日

としょかんのおはなし会

＊ りとる ＊
新しい1年が始まりました。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

1月7日（土）
1月21日（土）

時間 場所

和会議室
（2階）

1月17日（火）
1月31日（火）

306会議室
（3階）

最優秀賞

土井 望暖
（小郡市立三国小学校3年）[画塾]
『スサノオ』

ど  　 い　 　 み    はる

優秀賞

［幼児の部］
渋田 琉仁（南ヶ丘幼稚園）『うみがめのあかちゃん』
杉村 雨唯（筒井保育所）『にじいろのさかな』
［低学年の部］
大田 楓（月の浦小学校2年）『やきざかなののろい』
國信 李緒莉（佐賀県小城市立三里小学校2年）『にゃーご』
［高学年の部］
渡辺 真桜（平野小学校5年）『あまがえるのかくれんぼ』
秋吉 茜（大野北小学校4年）[画塾]『きりんの海』

奨励賞

中川 莉那（大野北小学校6年）『セロひきのゴーシュ』
藤田 藍加（大野小学校4年）『しろいうさぎとくろいうさぎ』
松本 望湖（大野北小学校3年）『宮沢賢治の絵本 注文の多い料理店』
井上 夕理華（春日幼稚園）『銀河鉄道の夜』
吉田 晴軌（御笠の森小学校1年）『めっきらもっきらどおんどん』

受賞作品はホームページに掲載していますので
ぜひご覧ください。

優良賞

［幼児の部］
西邑 柑那（筒井保育所）『スイミー』
岩倉 達樹（筒井保育所）『恐竜トリケラトプスとティラノサウルス』
川副 桜（こゆ保育園）『ムッシュ・ムニエルのサーカス』
［低学年の部］
冨田 さくら（大利小学校1年）『じごくのそうべえ』
白石 凌誠（御笠の森小学校2年）『ヌーチェの水おけ』
古瀬 慶汰（御笠の森小学校3年）『色とりどりの鳥』
［高学年の部］
都築 照令沙（リンデンホールスクール小学部4年）[画塾]『きたかぜとたいよう』
武富 瑚々夏（佐賀県小城市立三里小学校4年）『まいごのビーチサンダル』
大坪 蒼明（大野南小学校6年）『てぶくろ』

『館長の部屋』　新年のごあいさつ

まどかぴあの施設利用のご案内

まどかぴあでは、大・小・多目的ホールや会議室などの施設の貸し出しを行っています。様々な用途に合わせてご利用ください。

　明けましておめでとうございます。
お健やかに新年をお迎えのことと存じます。
旧年中は、大変お世話になりまして誠にありがとうございました。
本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

　今年の干支は癸卯(みずのとう)、「卯」は穏やかなうさぎの様子から安全、温和、また、うさぎのように跳ね
上がるという意味もあるのだそうです。ピョンピョン跳ねるような嬉しい出来事がありますようにと願いな
がら新年を迎えました。

■申 込 時 間　9:00～21:00
■申 込 期 間　大・小・多目的ホール：利用日の１年前から７日前まで
　　　　　　　　※13ヵ月前の月の「１日9:00から14日21:00まで」も申し込み可能（抽選方式）
　　　　　　　　　詳しくは総合案内までお問い合わせください。
　　　　　　　　上記以外の施設：利用日の６ヵ月前から利用日当日まで
　　　　　　　　（ホールと併用する場合はホールと同様の期間）
■連続利用期間　展示コーナー：14日間
　　　　　　　　上記以外の施設：7日間
■受 付 場 所　まどかぴあ総合案内

詳しい申込み方法や手続きにつきましては、
まどかぴあホームページをご覧ください。

　ところで、まどかぴあの中に可愛いうさぎがいることをご存知でしょうか？北側玄関の
上に、ランタンの可愛いうさぎが読書をしています。隣のリスはヴァイオリンを弾いてい
て、何とも長閑でやさしい光景です。時々うさぎを見上げていただきながら、今年も笑顔
のおつきあいをお願いいたします。
　今年のまどかぴあは、リニューアルした大ホールでの事業をはじめ各分野での取り組
みをさらにパワーアップするため職員が一丸となって歩みを進めています。
　文化芸術、生涯学習、図書館、男女平等推進、それぞれの立場から、感動、喜びや生き
がい、学びや思索などに加えて複合文化施設らしい連携のカタチをもお届けできたらと
思っています。

　企業社会でこのところよく使われる共創(コ・クリエーション)という言葉がありますが、これは多様な立場の人たちと対話しな
がら、新しい価値を「共」に「創」り上げていくことです。皆様方のお声に耳を傾けながら、まどかぴあならではの新しい共創にも
挑んで参ります。お力添えをよろしくお願い申し上げます。
　お元気にお正月をお過ごしください。

大野城まどかぴあ館長　林田スマ 　　　　

令和5年度 臨時職員登録募集開始!!

期間限定で事務補助などを行っていただく臨時職員を募集します。募集要項と登録用紙は1月16日（月）よりまどかぴあで
配布します。また、まどかぴあホームページからもダウンロードすることができます。

※申込を希望される方は、所定の用紙に記入のうえ、持参または郵送してください。
https://www.madokapia.or.jp/

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

職員募集ページ または お知らせ（新着情報） へ大野城まどかぴあ



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 まどかぴあイベントスケジュール1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

■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

４時間目の講師は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、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
る食の案内人。『私、この店、大好きなんです。』や『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、これらの本を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素敵なお店を見分けるポ
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。

＜講師より＞
メディアに携わる人間は、より多くの人に賛同して
もらえる店を見極める目を養い、僭越ながらそれぞ
れの店を判断したうえで、行ってほしいと思える店
を取材します。20年以上の豊富な外食経験、編集経
験を基にして、満足度の高い店のみつけ方、判断す
るポイントなどをお話しします。今回のお話を聞く
ことで、あなたの外食満足度が上がることを願って
います。

「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

まどかぴあ市民大学 おとなの楽校
託 児

好評発売中■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：84792）

ゆ　  げ      ぶん  ぺい ウ マ ガ

「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『epi』『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。

UMAGAホームページ（https://umaga.net）

LECTURE

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。12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）

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）

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
春風亭昇太 独演会
●全席指定　●一般4,000円　※未就学児入場不可　●18:30

2/15
（水）

ふれぶんシネマ倶楽部
「★ザ・スター★美空ひばり～大人の音楽祭～」
●出演：美空ひばり
●300円　※3歳以上有料　※要電話予約　●10:00　14:00

1/21
（土）

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

第16回
ハーモニーフェスタinちくしの
ともに歌う喜び～祈りを込めて～
●出演：小学生から熟年までの歌好きの７グループ
●全席自由　
●一般300円（高校生以下無料）（当日同額）
●13:30　※チケット販売開始2/12（日）

1/15
（日） 3/26

（日）

（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

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

開催中
〜
1/29
（日）

ミリカローデン那珂川

劇団やまもも第33回定期公演
「石松三十石船」「名月赤城山」
●場所：ミリカローデン那珂川文化ホール
●一般1,000円　※4歳以上有料　●14:00

2/12
（日）

新春！ミリカ寄席 第11回おもしろアマ落語家競演会
●場所：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
●場所：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

7・21（土）

13（金）

14（土）

17（火）

17・31（火）

託 児

託 児

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

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♪～②
■問 男女平等推進センターアスカーラ

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～
■問 文化芸術振興担当

チョコレートの石けん作り
■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

20（金）

20・27、
2/3・10（金）

23（月）

24（火）

28（土）

31（火）

託 児

託 児

託 児

託 児

レジンで作る
オリジナルコンパクトミラー
■問 生涯学習センター

ドラマから学ぶ楽しい韓国語
■問 生涯学習センター

細川たかし　長山洋子
～ふたりのビッグショー～
■問 （株）夢グループ　0570-666-443
■会 大ホール　■時 開演13:00（開場12:30）

手軽に薬膳カレー
■問 生涯学習センター

つながる“まどか”能舞台
■問 文化芸術振興担当

はじめての体幹トレーニング
■問 生涯学習センター

※イメージ

▲講師が手掛けた書籍の一例

1110 2023年1月号 2023年1月号
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2/15
（水）

ふれぶんシネマ倶楽部
「★ザ・スター★美空ひばり～大人の音楽祭～」
●出演：美空ひばり
●300円　※3歳以上有料　※要電話予約　●10:00　14:00

1/21
（土）

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

第16回
ハーモニーフェスタinちくしの
ともに歌う喜び～祈りを込めて～
●出演：小学生から熟年までの歌好きの７グループ
●全席自由　
●一般300円（高校生以下無料）（当日同額）
●13:30　※チケット販売開始2/12（日）

1/15
（日） 3/26

（日）

（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

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

開催中
〜
1/29
（日）

ミリカローデン那珂川

劇団やまもも第33回定期公演
「石松三十石船」「名月赤城山」
●場所：ミリカローデン那珂川文化ホール
●一般1,000円　※4歳以上有料　●14:00

2/12
（日）

新春！ミリカ寄席 第11回おもしろアマ落語家競演会
●場所：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
●場所：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

7・21（土）

13（金）

14（土）

17（火）

17・31（火）

託 児

託 児

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

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♪～②
■問 男女平等推進センターアスカーラ

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～
■問 文化芸術振興担当

チョコレートの石けん作り
■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

20（金）

20・27、
2/3・10（金）

23（月）

24（火）

28（土）

31（火）

託 児

託 児

託 児

託 児

レジンで作る
オリジナルコンパクトミラー
■問 生涯学習センター

ドラマから学ぶ楽しい韓国語
■問 生涯学習センター

細川たかし　長山洋子
～ふたりのビッグショー～
■問 （株）夢グループ　0570-666-443
■会 大ホール　■時 開演13:00（開場12:30）

手軽に薬膳カレー
■問 生涯学習センター

つながる“まどか”能舞台
■問 文化芸術振興担当

はじめての体幹トレーニング
■問 生涯学習センター

※イメージ

▲講師が手掛けた書籍の一例
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公益財団法人大野城まどかぴあ
〒816-0934　福岡県大野城市曙町二丁目３番１号
総合案内：TEL 092（586）4000／FAX 092（586）4001
開館時間：9:00～22:00　受付時間：9:00～21:00
休 館 日：毎月第1･3水曜日（祝日の場合次の平日）、
　　　　 年末年始（12/28～1/4）
まどかぴあホームページのトップにつながるQRコードです
https://www.madokapia.or.jp/

■西鉄天神大牟田線ご利用の場合、福岡（天神）駅から急行約12分・
　春日原駅下車徒歩約10分
■JR鹿児島本線ご利用の場合、博多駅から快速約13分・大野城駅下車徒歩約18分
　大野城駅東口からは大野城市コミュニティバス「まどか号」が運行しています
■お車ご利用の場合、高速九州自動車道、太宰府インターから約1.5キロ
　福岡都市高速、大野城出入口から約2.0キロ
■無料駐車場：平面191台（平日の短時間駐車スペース除く）、立体284台

交通機関のご案内
駐車可能台数に限りがありますので、できる限り公共の
交通機関をご利用ください

大野城まどかぴあは大野城市民以外の方でも自由にご参加・ご利用いただけます。

新型コロナウイルス感染防止策のためのお願い　

検温清掃・除菌
実施

換気実施 適切な距離 手指消毒飛沫防止幕
設置

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

1月1日（日）～1月4日（水）、1月18日（水）1月1日（日）～1月4日（水）、1月18日（水）

P611（水） 短期講座　受付開始生涯

P46（金） 大野城市民吹奏楽団第37回定期演奏会
一般発売文芸

P410（火） 令和5年度 大野城まどかぴあ芸術助成事業
募集開始文芸

12

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1月

2023年1月号


