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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〉

※掲載記事は1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)

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
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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

2023年2月号 2023年2月号

文化芸術車イス席ご利用の
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

　●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。

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。

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！
※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。

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

■その他支援内容
　〇会場施設・付帯設備の提供　〇制作補助（助言等）
　〇まどかぴあ情報誌「アテナ」での広報
　〇まどかぴあ総合案内・WEBサービスでのチケットの取扱い
　　※まどかぴあで取り扱うチケットは、チケット台紙や券面の印刷も含んで提供します。

■スケジュール（予定）
　一次審査（書類）：3月上旬
　※審査後、書面にて結果を通知します
　二次審査（面接）：3月18日（土）
　最終結果通知：3月末頃

申込書は、まどかぴあ総合案内・
ホームページにて配布しています。

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（詳細は下記）
　●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

大切な人のほころび…でも、悲しいばかりじゃない。そこには愛がある。
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映像作家・映画監督の
信友直子による講演と映画の上映を行います。泣きながら撮った1200日の記録と映画への思いを語ります。

車イスWEB

先行
グランド

先・特

チケット発売中！

発売中

手話通訳

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）
☆令和元年度文化庁映画賞文化記録映画大賞☆ ☆文部科学賞特別選定映画☆ ☆厚生労働省推薦映画☆
広島県呉市。この街で生まれ育ち18歳で上京した娘である「私」（監督・信友直子）。87歳で認知症の診
断を受けた母と、その母を一人で支えると決め95歳で初めて家事をする父の記録を泣きながら1200
日撮り続けた。悲しいだけではなく家族の大切さや温かさにあふれたドキュメンタリー作品です。

生涯学習センターでは、お花、美術、工芸、手芸、語学、音楽など様々なジャンルの講座を開催しています。現在、４月から
始まる定期講座(１年間・６ヵ月間)の受講生を募集しています。見学・体験ができる講座もあります。(要事前予約)

令和５年度 ４月開講

定期講座（1年間・6ヵ月間）受講生募集スタート！

申込期限
申込者が募集人数を超えた場合は抽選
します。２月2４日（金）9時以降、定員に空
きのある講座は電話・窓口（2F生涯学習
センター）にて先着順受付となります。

申込方法
指定の申込用紙に必要事項
をご記入のうえ、ハガキ・ＦＡＸ・
窓口にてご提出ください。

注意事項
抽選結果は、全員に通知します。申込者
が一定数に満たない場合は、講座を中止
することがあります。

【日　時】月２回 火曜日　9:30～12:30
【講　師】井上 誠司（陶芸器科職業訓練指導員・陶芸家）

【日　時】月３回 木曜日　10:00～12:00
【講　師】中村 俊雅（画家・福岡県美術協会会員・福岡市美術連盟理事）

初歩の陶芸
日々の暮らしに使えるやきものを作り
ます。形作りから絵付け、窯入れまで全
工程を行います。初心者の方、少しだけ
やったことある方も一緒に楽しく学び
ましょう。

四季折々のモチーフや人物を月に1枚
仕上げます。画材は平面で使用するもの
なら水彩や油彩等自由です。美術の楽しさ、
すばらしさを伝授します。

楽しむ絵画

※申込用紙は「受講生募集」・ホームページに
掲載中です。WEBからもお申込みできます

LECTURE

LECTURE

1年間
講  座

【日　時】月２回 金曜日　10:00～12:00
【講　師】河野 絵里香

筆文字アート
筆文字は同じものを書いてもひとつひと
つ違います。“みんな違ってみんないい”
それが筆文字の魅力です。絵や習字が苦
手な方でも気持ちを込めて書くと必ず相
手に伝わります。一緒に楽しみましょう。

6ヵ月間
講  座

【日　時】月２回 土曜日　10:00～11:30
【講　師】鬼橋 美智子（IHTAヨガインストラクター）

気分アップヨガ
身体が硬くても大丈夫！今があなたのヨ
ガを始めるタイミングです。ゆったりとし
た呼吸に合わせて身体を動かしストレス
解消しませんか。一緒にヨガを楽しみま
しょう。

6ヵ月間
講  座

6ヵ月間
講  座

【日　時】月２回 金曜日　10:00～12:00　【講　師】株式会社伝えるを考える

スマートフォンは、暮らしの中で面倒なことを楽にし、楽しい気持ちにしてくれる「相棒」です。スマート
フォンの基本から、ショップでは教えてくれない活用術を学ぶことができます。

スマホ入門 6ヵ月間
講  座

※イメージ

※作品例

※イメージ

※イメージ

※イメージ

詳しくは「受講生募集パンフレット」
またはホームページをご覧ください。

<講師　弓削聞平>
グルメ雑誌「epi」「ソワニ
エ」の元編集長。現在ウェ
ブマガジン「UMAGA」
編集長を務め、グルメ書
籍を数多く編集、出版す
るフリーエディター。

©萩庭桂太

©「ぼけますから、よろしくお願いします。」
製作・配給委員会

託 児

「外食はおいしく楽しく快適に」
2／11土㊗
4時間目

外食のひと時をより有意義に過ごすための良いお店を見分ける
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。

■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

■チケット取扱（詳細はP3）
●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）

WEB申込
はこちら ◀
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イチオシ情報 受付時間/9：00～21：00     

総合案内 TEL 092-586-4000 / FAX 092-586-4001

2023年2月号 2023年2月号

文化芸術車イス席ご利用の
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

　●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。

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。

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！
※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。

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

■その他支援内容
　〇会場施設・付帯設備の提供　〇制作補助（助言等）
　〇まどかぴあ情報誌「アテナ」での広報
　〇まどかぴあ総合案内・WEBサービスでのチケットの取扱い
　　※まどかぴあで取り扱うチケットは、チケット台紙や券面の印刷も含んで提供します。

■スケジュール（予定）
　一次審査（書類）：3月上旬
　※審査後、書面にて結果を通知します
　二次審査（面接）：3月18日（土）
　最終結果通知：3月末頃

申込書は、まどかぴあ総合案内・
ホームページにて配布しています。

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（詳細は下記）
　●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

大切な人のほころび…でも、悲しいばかりじゃない。そこには愛がある。
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映像作家・映画監督の
信友直子による講演と映画の上映を行います。泣きながら撮った1200日の記録と映画への思いを語ります。

車イスWEB

先行
グランド

先・特

チケット発売中！

発売中

手話通訳

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）
☆令和元年度文化庁映画賞文化記録映画大賞☆ ☆文部科学賞特別選定映画☆ ☆厚生労働省推薦映画☆
広島県呉市。この街で生まれ育ち18歳で上京した娘である「私」（監督・信友直子）。87歳で認知症の診
断を受けた母と、その母を一人で支えると決め95歳で初めて家事をする父の記録を泣きながら1200
日撮り続けた。悲しいだけではなく家族の大切さや温かさにあふれたドキュメンタリー作品です。

生涯学習センターでは、お花、美術、工芸、手芸、語学、音楽など様々なジャンルの講座を開催しています。現在、４月から
始まる定期講座(１年間・６ヵ月間)の受講生を募集しています。見学・体験ができる講座もあります。(要事前予約)

令和５年度 ４月開講

定期講座（1年間・6ヵ月間）受講生募集スタート！

申込期限
申込者が募集人数を超えた場合は抽選
します。２月2４日（金）9時以降、定員に空
きのある講座は電話・窓口（2F生涯学習
センター）にて先着順受付となります。

申込方法
指定の申込用紙に必要事項
をご記入のうえ、ハガキ・ＦＡＸ・
窓口にてご提出ください。

注意事項
抽選結果は、全員に通知します。申込者
が一定数に満たない場合は、講座を中止
することがあります。

【日　時】月２回 火曜日　9:30～12:30
【講　師】井上 誠司（陶芸器科職業訓練指導員・陶芸家）

【日　時】月３回 木曜日　10:00～12:00
【講　師】中村 俊雅（画家・福岡県美術協会会員・福岡市美術連盟理事）

初歩の陶芸
日々の暮らしに使えるやきものを作り
ます。形作りから絵付け、窯入れまで全
工程を行います。初心者の方、少しだけ
やったことある方も一緒に楽しく学び
ましょう。

四季折々のモチーフや人物を月に1枚
仕上げます。画材は平面で使用するもの
なら水彩や油彩等自由です。美術の楽しさ、
すばらしさを伝授します。

楽しむ絵画

※申込用紙は「受講生募集」・ホームページに
掲載中です。WEBからもお申込みできます

LECTURE

LECTURE

1年間
講  座

【日　時】月２回 金曜日　10:00～12:00
【講　師】河野 絵里香

筆文字アート
筆文字は同じものを書いてもひとつひと
つ違います。“みんな違ってみんないい”
それが筆文字の魅力です。絵や習字が苦
手な方でも気持ちを込めて書くと必ず相
手に伝わります。一緒に楽しみましょう。

6ヵ月間
講  座

【日　時】月２回 土曜日　10:00～11:30
【講　師】鬼橋 美智子（IHTAヨガインストラクター）

気分アップヨガ
身体が硬くても大丈夫！今があなたのヨ
ガを始めるタイミングです。ゆったりとし
た呼吸に合わせて身体を動かしストレス
解消しませんか。一緒にヨガを楽しみま
しょう。

6ヵ月間
講  座

6ヵ月間
講  座

【日　時】月２回 金曜日　10:00～12:00　【講　師】株式会社伝えるを考える

スマートフォンは、暮らしの中で面倒なことを楽にし、楽しい気持ちにしてくれる「相棒」です。スマート
フォンの基本から、ショップでは教えてくれない活用術を学ぶことができます。

スマホ入門 6ヵ月間
講  座

※イメージ

※作品例

※イメージ

※イメージ

※イメージ

詳しくは「受講生募集パンフレット」
またはホームページをご覧ください。

<講師　弓削聞平>
グルメ雑誌「epi」「ソワニ
エ」の元編集長。現在ウェ
ブマガジン「UMAGA」
編集長を務め、グルメ書
籍を数多く編集、出版す
るフリーエディター。

©萩庭桂太

©「ぼけますから、よろしくお願いします。」
製作・配給委員会

託 児

「外食はおいしく楽しく快適に」
2／11土㊗
4時間目

外食のひと時をより有意義に過ごすための良いお店を見分ける
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。

■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

■チケット取扱（詳細はP3）
●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）

WEB申込
はこちら ◀



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）   
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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）

託 児

短期講座 2月8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】3月7日 (火)
【時　間】10:00～11:30
【定　員】12名
【受講料】1,200円
【材料費】1,700円
【講　師】黒木 麻由美(日本メディカルハーブ協会認定ハーバルセラピスト)

国産無農薬で育てたハーブの花の浸
出油に、国産精製みつろうと好きな
精油を選んで加え、お肌を整えてく
れる贅沢なクリームを作ります。
ハンドクリームやリップクリーム
として使えます。

※イメージ

ハーブフラワーで作るみつろうクリーム
託 児

【日　程】3月16日(木)
【時　間】10:30～13:00
【定　員】15名
【受講料】1,200円
【材料費】1,500円
【講　師】恵方 まき(ねりきりアートインストラクター)

和菓子作り体験をしてみませんか。見た目も美しい
上生菓子「ねりきり」を身近な道具を使って作ってい
きます。

※イメージ

※令和3年度の発表会の様子

ねりきりに挑戦しよう

華道の講座で長く使用していた花器を、ご希望の方にお譲りします。なくなり次第終了。

定期講座発表会のお知らせ　

■日　時　3月18日（土）・19日（日）　10:00～16:00
■会　場　多目的ホール、ギャラリーモール、
　　　　　展示コーナー、大ホール他
■内　容　展示・体験・販売（両日）
　　　　　ステージ発表（19日のみ）

定期講座（1年間・後期6ヵ月間）の発表会を開催します。講座内で制作した作品の展示のほか、販売・体験、
ステージ発表もある楽しいイベントです。詳しくは「アテナ」3月号でお知らせします。

■日　時　3月18日（土）・19日（日）　10:00～15:00（先着順）　■場　所　生涯学習センター事務室前（２階）

■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（窓口販売のみ）
※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

3／11土

チケット販売日 2/5日～

※各回30分前開場

①10:00～11:59（日本語字幕付）
②15:00～16:59

チケット販売日 3/4土～

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

©2020 VENDOME PICTURES LLC, PATHE FILMS

犯人逮捕のためならば手段を選ばない鬼刑事の成瀬司は、違反スレスレ
の捜査や周囲への高圧的なふるまいのせいで、はぐれ者が集まる警察音
楽隊への異動を命じられてしまう。
そんな時、新たなアポ電強盗事件のニュース速報を目にして捜査本部に
駆け込むが、既に捜査本部に彼の居場所はなかった。失意のなか音楽隊
の仲間に手を差し伸べられた成瀬は練習に打ち込むようになるが、ある
日、本部長から音楽隊の廃止を宣言されてしまう…

監督：内田英治（『ミッドナイトスワン』）
出演：阿部 寛、清野 菜名、高杉 真宙　ほか

「異動辞令は音楽隊！」 2022年/日本/119分

©2022「異動辞令は音楽隊！」
製作委員会

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

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）

涙と笑いの
人生転換エンターテインメント

■参加予定講座
　茶道、華道、絵画、写真、やきもの、書道、表装、ステンドグラス、
純銀粘土アクセサリー、ソープカービング、手彫り、写経、気づ
きの体操、フルート　他

■出 演 者　三浦 宏規、高野 洸　ほか
■日　　時　4月2日(日)、19日（水）、25日（火）　各日17:00～
　　　　　　3日(月)・12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7,500円（通常15,000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　2月10日(金)消印有効
　　　　　　　※当選者のみ通知（2月24日(金)頃）
■申 込 先　〒810-8799　日本郵便（株）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
『キングダム』が半額で観劇できます。

協賛：株式会社東洋ナビックス、1st.hair



文化芸術
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※受付開始時は混み合います。ご了承ください。

【日　程】3月7日 (火)
【時　間】10:00～11:30
【定　員】12名
【受講料】1,200円
【材料費】1,700円
【講　師】黒木 麻由美(日本メディカルハーブ協会認定ハーバルセラピスト)

国産無農薬で育てたハーブの花の浸
出油に、国産精製みつろうと好きな
精油を選んで加え、お肌を整えてく
れる贅沢なクリームを作ります。
ハンドクリームやリップクリーム
として使えます。
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ハーブフラワーで作るみつろうクリーム
託 児

【日　程】3月16日(木)
【時　間】10:30～13:00
【定　員】15名
【受講料】1,200円
【材料費】1,500円
【講　師】恵方 まき(ねりきりアートインストラクター)

和菓子作り体験をしてみませんか。見た目も美しい
上生菓子「ねりきり」を身近な道具を使って作ってい
きます。

※イメージ

※令和3年度の発表会の様子

ねりきりに挑戦しよう

華道の講座で長く使用していた花器を、ご希望の方にお譲りします。なくなり次第終了。

定期講座発表会のお知らせ　

■日　時　3月18日（土）・19日（日）　10:00～16:00
■会　場　多目的ホール、ギャラリーモール、
　　　　　展示コーナー、大ホール他
■内　容　展示・体験・販売（両日）
　　　　　ステージ発表（19日のみ）

定期講座（1年間・後期6ヵ月間）の発表会を開催します。講座内で制作した作品の展示のほか、販売・体験、
ステージ発表もある楽しいイベントです。詳しくは「アテナ」3月号でお知らせします。

■日　時　3月18日（土）・19日（日）　10:00～15:00（先着順）　■場　所　生涯学習センター事務室前（２階）
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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
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そんな時、新たなアポ電強盗事件のニュース速報を目にして捜査本部に
駆け込むが、既に捜査本部に彼の居場所はなかった。失意のなか音楽隊
の仲間に手を差し伸べられた成瀬は練習に打ち込むようになるが、ある
日、本部長から音楽隊の廃止を宣言されてしまう…
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まどかぴあ図書館
お問い合わせ先 TEL 092-586-4010 / FAX 092-586-4011
開館時間/10：00～18：00（日～木）　10:00～20：00（金）　10：00～19：00（土）
http：//www.madokapialibrary.jp/

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）

広告協賛欄

プログラム

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

車イス

EVENT

令和5年度　男女平等推進センター　実行委員募集

手話通訳

大野城市男女共生講座実行委員

アスカーラ共生フォーラム
実行委員会開催風景

図書館では、たくさんのボランティアの皆さんが活躍しています。
やりがいと楽しさのある活動に参加してみませんか？
・経験問わず、どなたでも大歓迎です！ 
・興味のある方は図書館までご連絡ください。見学もできます。
・「まどかぷらっと」ポイント付与の対象です。

幼児～小学生を対象におはなし会を実施しています。
■活動内容　・としょかんのおはなし会　不定期土曜日 
　　　　　　・年に2回のスペシャルおはなし会
　　　　　　・市内の小学校やランドセルクラブ、福祉施設な
　　　　　 　どでのおはなし会
■定 例 会　 毎月第1火曜日
　　　　　　 おはなし会の当番決めや研修を行っています。

児童・福祉団体への貸出や、図書館イベントで活用する布の
絵本やエプロンシアターなどを、手づくりしています。
■活動内容　布の絵本、エプロンシアター等の製作・補修
■活 動 日　毎月第3木曜日

赤ちゃん(0～2歳)を対象におはなし会を実施しています。
■活動内容　・としょかんのおはなし会　不定期火曜日
　　　　　　・年に1回のスペシャルおはなし会
■定 例 会　 毎月第2火曜日
　　　　　　 おはなし会の当番決めや研修、赤ちゃん向け
　　　　　　 絵本の紹介などを行っています。

ブックトークとは、テーマにそってさまざまなジャンルの本を順
序よく紹介し、本の楽しさを伝える手法です。「本のとびら」は、新
しい団体で全員で勉強中のため、初心者の方も大歓迎です！
■活動内容　小中学校などの依頼先や、図書館のおはなし会
　　　　　　でのブックトーク
■定 例 会　毎月第3木曜日
　　　　　   ブックトークの実習など会員内での意見交換、
　　　　　　 講師をお招きしての勉強会を行っています。

※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。
※畑詰公民館は改修工事延長のため、令和5年2月まで運休します。

移動図書館「わくわく号」巡回日程表
2月の巡回

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

曜
日

月

火

木

金

日

としょかんのおはなし会

＊ りとる ＊
まだまだ寒い日が続きます。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？

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、みなさんから事前に集めた質問にお答えいただきます。どうぞお楽しみに！
■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。

■チケット取扱（詳細はP3）
　●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

日程対象 時間 場所

■活動内容
講師の人選や準備、講座当日の進行、
まとめの報告書「出逢い」づくりなど、
講座の企画・運営に関する全般。

■対象
18歳以上（高校生不可）の方であれ
ば、お住まいや性別は問いません。
※活動に対する報酬はありません。

■活動内容
年間を通して、ゲストの人選や準備、
フォーラムの当日の進行など、イベ
ントの企画・運搬に関する全般。

■対象
18歳以上（高校生不可）の方であれ
ば、お住まいや性別は問いません。
※活動に対する報酬はありません。

男女平等推進センターでは、実行委員の皆さんがボランティアで活き活きと活躍しています。
興味のある方は、お気軽にお問い合わせください。
新しい出会いや発見がきっとありますよ‼

大野城市男女共生講座
実行委員会

アスカーラ共生フォーラム
実行委員会

※作品例
（出典：ふきのとう文庫『手づくり布の絵本』）
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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。
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まどかぴあのチケット情報・募集申込情報2月
日付 イベント ページ

筑紫野市文化協会
第38回ちくしの芸術祭2023
●主催・問合せ／筑紫野市文化協会（TEL090-4354-0577　跡部）
●入場無料　●10:00

3/4（土）
・
5（日）

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（当日同額、高校生以下無料）
●13：30　※チケット発売開始2/12（日）

3/26
（日）

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～冬公演
●出演：中村充（チェロ）／伊藤珠里（コントラバス）
●一般500円　※未就学児入場不可　●14:00

2/11
（土・祝）

寄せ植えを楽しもう
■問 生涯学習センター3（金）

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4・18（土）

5(日） 大野城和太鼓フェスティバル2022
■問 文化芸術振興担当

簡単で可愛いバレンタインアイシングクッキー
■問 生涯学習センター6（月）

はじめての組紐
■問 生涯学習センター10（金）

おとなの楽校　４時間目
■問 管理課

シネマランド「Coda コーダ あいのうた」
■問 文化芸術振興担当

11（土・祝）

12（日） 三味線と唄の会～　の調べ～
■問 菊地（杵屋　五三吉雄）　090-2233-2909
■会 小ホール　■時 14:00（開場１3:3０）

食の哲学入門－給食から社会を変える 講師：京大教授 藤原辰史
■問 中学校のより良い給食を考える会＠大野城　村田092-573-7135
■会 多目的ホール　■時 10:30（開場１０:００）　入場無料※要予約　託児あり

14・28（火）

骨格診断で似合う洋服のデザインを知ろう
■問 生涯学習センター

かんたんエアロビクス
■問 生涯学習センター

大野城まどかぴあ友の会Presents 信友直子講演会＆映画上映会
■問 文化芸術振興担当

第６回アスカーラ共生フォーラム
■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

16（木）

18（土）

22（水）

23（木・祝）

25（土）

まどかぴあ
休館日のお知らせ

託児
要連絡

8（水）

16（木） 文芸 令和5年度大野城まどかぴあ芸術助成事業応募締切

下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

まどかぴあイベントスケジュール2月
■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

※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。

P5

P3

生涯 短期講座　受付開始

14（火） P2生涯 4月開講　定期講座　1次申込締切

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。
1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　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
「小野寺の弟・小野寺の姉」
●施設利用券300円　※3歳以上有料　※事前予約制
●10:00　14:00

2/25
（土）

劇団「やまもも」第33回定期公演
「石松三十石船」「名月赤城山」
●会場：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　●14：00～16：00

2/12
（日）

サークル文化祭
●会場：ミリカローデン那珂川エントランスホール・文化ホール
●入場無料

3/9
（木）
〜
12
（日）

那珂川市少年少女合唱団 第9回定期演奏会
●会場：ミリカローデン那珂川文化ホール
●一般500円　※小学生以上有料　●14:00～15:30

3/19
（日）

ルミナス感謝Weeks
男女共同参画推進の活動をしっていただくために、さまざまな催しを行います。
会場：男女共同参画推進センタールミナス　電話：092-925-5404
●体験・見学無料　●時間はお問い合わせください

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

開催中
〜
3/12
（日）

3/1
（水）
〜
18
（土）

（公財）太宰府市文化スポーツ振興財団 太宰府市五条3丁目1番1号　☎092（920）7070

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

筑紫野市文化会館 筑紫野市上古賀1丁目5番1号　☎092（925）4321

ミリカローデン那珂川 那珂川市仲2丁目5番1号　☎092（954）2211
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