
～ つどい  ふれあい  はばたく ～

大野城まどかぴあ情報誌　
アテナ

※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〉

※掲載記事は2月7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3月号 2023年3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

作品展示の他に、販売や体験、ステージ発表もある楽しいイベントです。ぜひご来場ください。
■時　間　10:00～16:00　■会　場　まどかぴあ1階・2階

【日　程】3月18日（土）
【時　間】14:00～15:00
【定　員】5名
【講　師】小濱 邦子（予防医学指導士）

【日　程】3月18日（土）　【時　間】11:00～12:00
【定　員】16名　　　　  【講　師】田中 清美（TAO研究会トレーナー）年齢問わず無理なく

できるゆっくりとした
動きです。脳と体をリ
ラックスさせ全身を刺
激していきます。日頃
の疲れのリセットに、心
身の自己管理に、運動
不足の解消に。

アンバランスになった関節を、
歩くように、リズミカルに動か
すことで、3つの軸を均等に整
えていきます。やさしい動きで
身体全体を整える、頑張らな
い筋トレです。

【日　程】3月19日（日）　【時　間】10:00～11:00
【定　員】16名　　　　  【講　師】平山 久美子（ヨガインストラクター）

骨盤のゆがみからくる頭痛、腰
痛、肩こりなどの不調を整えて、
軽やかで快適なからだづくり
をしませんか。年齢、性別関係
なく、どなたでもご参加お待ち
しています。

映画 マナームービー募集！

■応募資格　福岡県内在住、18歳以上の者　※個人・団体、プロ・アマ不問
■出 品 料　無料
■賞　　金　優秀作品には賞金1万円を授与（5作品まで）
■応募期間　4月10日（月）～5月11日（木）必着
　　　　　　応募規定、応募方法など詳細は応募要項をご確認ください。

映画鑑賞時のマナー啓発を目的とした映像作品を募集します。優秀作品は、まどかぴあで定期開催している「シネマラ
ンド」の開場時間中に放映するほか、まどかぴあ公式YouTubeチャンネルで公開します。ふるってご応募ください！

MOVIE

■会員期間　令和5年4月1日（土）～令和6年3月31日（日）
　　　　　　※途中入会の場合は会費納入日～令和6年3月31日
■年 会 費　1,500円　
　　　　　    ※年度ごとの会員　※途中入会の場合も同額
■特　　典　①チケット先行割引
　　　　　　②チケット先行発売
　　　　　　③会員向けイベント
　　　　　　④公演情報送付
　　　　　　⑤購入実績に応じた特典
　　　　　　⑥喫茶割引（まどかぴあ２F「TOKIO」）
　　　　　　⑦メールマガジン配信（メールアドレス登録者のみ）

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

WEB会員随時募集中！

2023年度
大野城まどかぴあ友の会グランド会員募集！
チケット先行発売や特別料金などお得な特典満載！この機会にぜひご入会ください。

■入会方法　3月2日(木)10:00～受付開始
　　　　　　●まどかぴあ総合案内窓口
　　　　　　※まどかぴあＷEBサービス、ゆうちょ銀行振込みは
　　　　　　　3月1日（水）～可

■活動期間　令和5年4月1日（土）～令和6年3月31日（日）
■応募資格　18歳以上（高校生不可） ※居住地・経験は問いません
■応募方法　チラシの申込用紙に必要事項を記入のうえ、以下のいずれかでお申込みください。
　　　　　　①メール（madokapia_grgr@madokapia.or.jp）
　　　　　　②郵送（P8記載住所「ぐるぐる」係）
　　　　　　③FAX（092-586-4021）
■募集締切　3月17日（金）必着
　　　　　　詳細は、館内およびホームページにて配布のチラシをご覧ください。

2023年度
サポーターバンク「ぐるぐる」メンバー募集！
まどかぴあで、文化芸術に関する公演やイベント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ます。
芸術が好きな方、人と話すことが好きな方、新しいことにチャレンジしてみたい方など、ご応募をお待ちしています ！

18日（土）・19日（日）
フラワーアレンジメント、新池坊、水彩画、洋画、はがき絵、
写真、純銀粘土アクセサリー、表装、ステンドグラス、陶芸、
水引アート、手彫り、クレイアート、ソープカービング、
パッチワーク、ビーズアクセサリー、編み物、書道、写経、
子ども美術、子どもお習字　　全30講座

19日（日）　13:30～15:30（終演予定）
英会話、フラダンス、太極拳、ギター、歌、フルート、ウクレレ、
子どものクラシックバレエ　全10講座

18日（土）　ボディワーク～男性のための体操～
　　　　　　気づきの体操～抗重力筋から歪みを整える～
19日（日）　骨盤ゆがみ調整ヨガ　　　
無料　要事前申込　詳細は下記参照

18日（土）
茶道（大日本茶道学会） 茶席券:300円
茶道（裏千家） 茶席券:300円
18日（土）・19日（日）
フラワーアレンジメント、純銀粘土アクセサリー、ステン
ドグラス、水引アート、クレイアート、ソープカービング、
パッチワーク、ビーズアクセサリー、編み物

託 児

託 児

託 児

※イメージ

※イメージ

※イメージ

※詳細はパンフレットまたはホームページをご覧ください。

18日（土）・19日（日）　10:00～　※材料がなくなり次第終了

大人のためのフラワーアレンジメント
「アレンジメント」 
材料費:800円

ステンドグラス
「ミニサンキャッチャー」
材料費：1,000円～

水引アート
「水引アクセサリー」
材料費：500円～

クレイアート
「ねんどでパフェ作り」
材料費：1,000円～

やさしいソープカービング
「レリーフ彫り」
 材料費:500円

ビーズとフリーメタリコのアクセサリー
「リング、イヤーカフ」
 材料費:各600円～　

3月4日（土）9:00より受付開始

※いずれも動きやすい服装でお越しください。
生涯学習センター電話・窓口（先着順）

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。
■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）

3/2（木）～まどかぴあ館内・HPにて
応募要項　配布

※2022年度サポーター説明会
（施設見学）の様子

■チケット発売　グランド会員：4月  6日（木）　一　般：4月13日（木）
　　　　　　　W E B 会 員：4月12日（水）　※詳細は「アテナ」4月号に掲載します。

森口博子スペシャルイベント
in大野城まどかぴあ

5／28
日

開催決定 ！
3／18・19
　 土 日
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総合案内 TEL 092-586-4000 / FAX 092-586-4001
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【時　間】14:00～15:00
【定　員】5名
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■応募資格　福岡県内在住、18歳以上の者　※個人・団体、プロ・アマ不問
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　　　　　　※途中入会の場合は会費納入日～令和6年3月31日
■年 会 費　1,500円　
　　　　　    ※年度ごとの会員　※途中入会の場合も同額
■特　　典　①チケット先行割引
　　　　　　②チケット先行発売
　　　　　　③会員向けイベント
　　　　　　④公演情報送付
　　　　　　⑤購入実績に応じた特典
　　　　　　⑥喫茶割引（まどかぴあ２F「TOKIO」）
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託 児

託 児

託 児

※イメージ

※イメージ

※イメージ
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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）   

54 2023年3月号 2023年3月号

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）

短期講座 3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】4月11・18・25日、5月9・16・23日（火）（全6回）
【時　間】10:00～12:00 ※自習時間9:00～（2回目から）
【定　員】16名　　　　　　　　　【受講料】9,600円
【教材費】800円　　　　　　　  　【対　象】文字入力ができる方
【講　師】有限会社アキラ企画

基本操作をじっくり学びます。ワードはビジネス文書の作成、表と
図の挿入などを学び、エクセルは表作成、基礎関数、データベース
機能などを学びます。
※パソコンは持ち込みください。（貸出も可能です）
※自習時間の託児のご利用は9:30～です。

ワード・エクセル初級

託 児

【日　程】4月12・26日(水) （全2回）　【時　間】10:00～12:00
【定　員】12名　　　　　　　　　【受講料】2,400円
【材料費】1,000円　　　　　　　 【講　師】今林 葉子

かぎ編みの基本「細編み」でレー
ス糸をグルグル編み、リップケー
スや印鑑ケースとして使えるか
わいいネコちゃんのケースを作
ります。グレー・茶・白の３色から
お好きな色を選べます。
※仕上がり寸法：約3cm(Ｗ)×10cm(H)

※作品例

託 児

かぎ編みで作るネコちゃんのケース

託 児

【日　程】4月14日（金）　　　　　  【時　間】10:00～11:30
【定　員】15組　　　　　　　　　【受講料】1,200円／組
【材料費】200円／組
【対　象】講座時2～9ヵ月の赤ちゃんとその保護者2人1組
【講　師】大塚 かずみ(スマイルベビー協会・begibaby代表)

赤ちゃんの心身の発達だけで
なく、パパやママとのコミュ
ニケーションにも最適な楽し
い講座です。

※イメージ

なかよし家族のベビーマッサージ

託 児

【日　程】4月15日(土)　　【時　間】13:00～16:00
【定　員】12名　　　　　【受講料】1,200円
【材料費】1,200円
【講　師】青栁 隆之介(ペーパークラフト作家)

紙で作る芸術作品ペーパークラフトを体験しませ
んか。身近な道具だけで制作でき、人体に有害な塗
料などを使わずにどなたでも簡単に始められます。
作り方のポイントやコツを学んで、リアルな模型
自動車をお部屋のインテリアとして飾りませんか。
※実際に作成する車種は、写真とは異なります。

※イメージ

※イメージ

※イメージ

はじめてのペーパークラフト

託 児

【日　程】4月18日(火)　　【時　間】10:30～13:00
【定　員】16名　　　　　【受講料】1,100円
【材料費】1,500円
【講　師】加藤 史江(料理教室主宰 ほたほたキッチンCafe店主)

箱の中に季節を映す、そんなお弁当を作りません
か。食材の色や組み合わせを工夫するだけで新鮮
な味に出会えます。美しく見える詰め方のコツも
お教えします。試食はありません。

春のときめきお弁当

■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）
※電話予約不可　※未就学児入場不可（ファミリーシネマを除く）
■販売期間　上映日の1週間前（4月は2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。

4／22土

※各回30分前開場
チケット販売日 4/8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

アメリカのエリート・パイロットチーム“トップガン”は、エースパイロットたちをもっ
てしても絶対不可能な任務に直面していた。任務成功のため、最後の切り札として
チームに加わったのは、トップガン史上最高のパイロットでありながら、常識破りな
性格で組織から追いやられたマーヴェリック。なぜ彼は、若きトップガンたちと共に
このミッションに命を懸けるのか。
監督：ジョセフ・コシンスキー（『オブリビオン』）
出演：トム・クルーズ、マイルズ・テラー、ジェニファー・コネリー　ほか

「トップガン マーヴェリック」 2022年/アメリカ/131分魂を揺さぶる絆のドラマと前人未到のスカイアクション

協賛：株式会社東洋ナビックス、1st.hair

©2022 Paramount Pictures.

3／11土

※各回30分前開場
チケット販売日 3/4土～

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、警察音楽隊への異動を命じられる。
そんな時、新たな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る…
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分涙と笑いの人生転換エンターテインメント

©2022「異動辞令は音楽隊！」
製作委員会

＜メニュー＞
・桜ごはん
・いちごの白和え
・切り干し大根のはりはり漬け
・赤かぶの甘酢漬け
・金柑のクリームチーズのせ

・おから入りつくね
・人参とごぼうの肉巻き
・人参のきんぴら
・甘い卵焼き

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

■出　　演　森崎ウィン、鈴木 拡樹 ほか
■日　　時　5月4日(木)・9日(火)・13日(土)各日17:00～
　　　　  　 5日(金)・9日(火)・12日(金)・17日(水)
　　　　　　19日(金)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　3月10日(金)消印有効
　　　　　　　※当選者のみ通知（3月17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
ミュージカル「SPY×FAMILY」が半額で観劇できます。

※材料の都合で内容を変更する場合があります。

広告協賛欄



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）   

54 2023年3月号 2023年3月号

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）

短期講座 3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】4月11・18・25日、5月9・16・23日（火）（全6回）
【時　間】10:00～12:00 ※自習時間9:00～（2回目から）
【定　員】16名　　　　　　　　　【受講料】9,600円
【教材費】800円　　　　　　　  　【対　象】文字入力ができる方
【講　師】有限会社アキラ企画

基本操作をじっくり学びます。ワードはビジネス文書の作成、表と
図の挿入などを学び、エクセルは表作成、基礎関数、データベース
機能などを学びます。
※パソコンは持ち込みください。（貸出も可能です）
※自習時間の託児のご利用は9:30～です。

ワード・エクセル初級

託 児

【日　程】4月12・26日(水) （全2回）　【時　間】10:00～12:00
【定　員】12名　　　　　　　　　【受講料】2,400円
【材料費】1,000円　　　　　　　 【講　師】今林 葉子

かぎ編みの基本「細編み」でレー
ス糸をグルグル編み、リップケー
スや印鑑ケースとして使えるか
わいいネコちゃんのケースを作
ります。グレー・茶・白の３色から
お好きな色を選べます。
※仕上がり寸法：約3cm(Ｗ)×10cm(H)

※作品例

託 児

かぎ編みで作るネコちゃんのケース

託 児

【日　程】4月14日（金）　　　　　  【時　間】10:00～11:30
【定　員】15組　　　　　　　　　【受講料】1,200円／組
【材料費】200円／組
【対　象】講座時2～9ヵ月の赤ちゃんとその保護者2人1組
【講　師】大塚 かずみ(スマイルベビー協会・begibaby代表)

赤ちゃんの心身の発達だけで
なく、パパやママとのコミュ
ニケーションにも最適な楽し
い講座です。

※イメージ

なかよし家族のベビーマッサージ

託 児

【日　程】4月15日(土)　　【時　間】13:00～16:00
【定　員】12名　　　　　【受講料】1,200円
【材料費】1,200円
【講　師】青栁 隆之介(ペーパークラフト作家)

紙で作る芸術作品ペーパークラフトを体験しませ
んか。身近な道具だけで制作でき、人体に有害な塗
料などを使わずにどなたでも簡単に始められます。
作り方のポイントやコツを学んで、リアルな模型
自動車をお部屋のインテリアとして飾りませんか。
※実際に作成する車種は、写真とは異なります。

※イメージ

※イメージ

※イメージ

はじめてのペーパークラフト

託 児

【日　程】4月18日(火)　　【時　間】10:30～13:00
【定　員】16名　　　　　【受講料】1,100円
【材料費】1,500円
【講　師】加藤 史江(料理教室主宰 ほたほたキッチンCafe店主)

箱の中に季節を映す、そんなお弁当を作りません
か。食材の色や組み合わせを工夫するだけで新鮮
な味に出会えます。美しく見える詰め方のコツも
お教えします。試食はありません。

春のときめきお弁当

■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）
※電話予約不可　※未就学児入場不可（ファミリーシネマを除く）
■販売期間　上映日の1週間前（4月は2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。

4／22土

※各回30分前開場
チケット販売日 4/8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

アメリカのエリート・パイロットチーム“トップガン”は、エースパイロットたちをもっ
てしても絶対不可能な任務に直面していた。任務成功のため、最後の切り札として
チームに加わったのは、トップガン史上最高のパイロットでありながら、常識破りな
性格で組織から追いやられたマーヴェリック。なぜ彼は、若きトップガンたちと共に
このミッションに命を懸けるのか。
監督：ジョセフ・コシンスキー（『オブリビオン』）
出演：トム・クルーズ、マイルズ・テラー、ジェニファー・コネリー　ほか

「トップガン マーヴェリック」 2022年/アメリカ/131分魂を揺さぶる絆のドラマと前人未到のスカイアクション

協賛：株式会社東洋ナビックス、1st.hair

©2022 Paramount Pictures.

3／11土

※各回30分前開場
チケット販売日 3/4土～

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、警察音楽隊への異動を命じられる。
そんな時、新たな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る…
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分涙と笑いの人生転換エンターテインメント

©2022「異動辞令は音楽隊！」
製作委員会

＜メニュー＞
・桜ごはん
・いちごの白和え
・切り干し大根のはりはり漬け
・赤かぶの甘酢漬け
・金柑のクリームチーズのせ

・おから入りつくね
・人参とごぼうの肉巻き
・人参のきんぴら
・甘い卵焼き

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

■出　　演　森崎ウィン、鈴木 拡樹 ほか
■日　　時　5月4日(木)・9日(火)・13日(土)各日17:00～
　　　　  　 5日(金)・9日(火)・12日(金)・17日(水)
　　　　　　19日(金)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　3月10日(金)消印有効
　　　　　　　※当選者のみ通知（3月17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
ミュージカル「SPY×FAMILY」が半額で観劇できます。

※材料の都合で内容を変更する場合があります。

広告協賛欄
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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）

としょかんのおはなし会

＊ りとる ＊
だんだんと暖かくなり、春らしい季節になってきました。図書
館では、感染症対策を行いながら、年齢別におはなし会を開
催しています。楽しいおはなしを聞きに来ませんか？

日程対象 時間 場所

■時　間　11:00～15:00

毎年大好評のアスカーラわくわくひろば！
令和5年度は、男女平等推進センターアスカーラがリニューアルして10年の記念の年となるため、「春」に開催します。
みなさんに楽しんでいただけるイベントを準備中ですので、お楽しみに！

〈予告〉
アスカーラわくわくひろば
男女平等推進センター リニューアルオープン10周年記念事業

4／23
日

申込不要
EVENT

※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
3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

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

※イベントの内容など詳しい情報は、「アテナ」4月号
　またはチラシ・ホームページをご覧ください。

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。

託 児

3／23
木

■時　　間　13:30～　　■会　　場　303会議室（3階）　　■申込方法　男女平等推進センター窓口にて受付中

★登録団体とは
男女共同参画社会づくりの推進に取り組む団体の
活動を、大野城市（人権男女共同参画課）と大野城
まどかぴあ（男女平等推進センター）が支援します。
※登録要件あり

★登録されると
◆定例会等で無料のアクティブルーム（3階）を利用可能
◆低料金で印刷・コピーが可能

★登録の流れ
◆申込受付期間：5月1日（月）～19日（金）
◆申請書2部提出（団体の会員名簿、事業計画書・
　事業報告書等を添えて）

★市民グループ活動支援事業とは
地域で活動する市民グループ・団体が企画・実施する男女共同
参画の推進に関する事業を男女平等推進センターが支援します。

★採用されると
◆事業の一部を助成（上限2万5千円）
◆一定枚数のチラシを無料で印刷
◆一部の会議室・付帯設備等を無料で使用

★事業の流れ
◆申込受付期間：5月1日（月）～19日（金）
◆6月中旬に書類審査、6月下旬に結果を郵送
◆事業実施：8月～令和6年2月
◆報告会：令和6年3月

登録団体について 市民グループ活動支援事業について

令和5年度
登録団体説明会、市民グループ活動支援事業説明会

みなさんのアイデアやひらめきをカタチにしませんか。アスカーラから活躍の場を広げましょう♪ パネルシアターやブックトー
クなどいつもよりスペシャル
なおはなし会と、昨年大好評
だった図書館ビンゴ、そして
没後90年となる宮沢賢治に
ちなんだクイズラリーを行
います。すべて参加無料で
す。ぜひまどかぴあ図書館
へあそびにきてください！

赤ちゃんから小学生までの年齢別おはなし会や高学年
向けのブックトーク、布の絵本の展示などを行います。
【日　　時】4月22日（土）10:00～15:30
【会　　場】301・303会議室（3階）・おはなしのへや（図書館内）
【申込方法】4月7日（金）10:00～図書館カウンター・電話にて受付

第17回　図書館子どもまつり
～子ども読書の日記念事業～

予
告

はるのおはなしパーティー

図書館deビンゴ！＆
ケンジさんクイズ

まどかぴあ図書館では、平成28年4月より雑誌スポン
サー制度を導入しています。社会貢献活動の一環や広
告媒体として雑誌スポンサーを活用してみませんか？
募集要項などの詳細は図書館ホームページに掲載し
ておりますので、ぜひご覧ください。

「雑誌スポンサー」を募集
しています

雑誌スポンサーのみなさま（令和5年1月現在）

（申込順・敬称略）

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♪

協力：おはなしの会「わくわく」
おひざでだっこ
布の絵本製作の会「ちくちく」
ブックトークボランティア「本のとびら」（順不同）

▲なはんのケンジさん

期間中、お題に合わせた本を読んで、ビ
ンゴを完成させましょう！また、館内の
いろんなところに隠れている「なはんの
ケンジさん」を探して、クイズに挑戦！
【期　間】4月15日（土）～5月14日（日）

昨年のアスカーラわくわくひろばの様子

令和5年度 相談員募集

令和5年4月から勤務できる総合相談員を募集します。詳しい内容については、まどかぴあホームページをご覧ください。
募集要項と応募申込書は2月28日（火）より男女平等推進センター窓口で配布します。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。

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　男女平等推進センター　TEL 092-586-4030
　　　　　　　　　　　（平日9:00～19:00、土・日・祝日9:00～17:00）

男女平等推進センターページ  または
お知らせ（新着情報） へ

大野城まどかぴあ
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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）

としょかんのおはなし会

＊ りとる ＊
だんだんと暖かくなり、春らしい季節になってきました。図書
館では、感染症対策を行いながら、年齢別におはなし会を開
催しています。楽しいおはなしを聞きに来ませんか？

日程対象 時間 場所

■時　間　11:00～15:00
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みなさんに楽しんでいただけるイベントを準備中ですので、お楽しみに！

〈予告〉
アスカーラわくわくひろば
男女平等推進センター リニューアルオープン10周年記念事業

4／23
日

申込不要
EVENT

※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
3月の巡回

10:30～11:15 11:30～12:00 14:00～14:45 15:15～16:00
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曜
日

月

火
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金
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時間に注意して来てね。

託 児
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募集要項などの詳細は図書館ホームページに掲載し
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しています

雑誌スポンサーのみなさま（令和5年1月現在）

（申込順・敬称略）

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♪

協力：おはなしの会「わくわく」
おひざでだっこ
布の絵本製作の会「ちくちく」
ブックトークボランティア「本のとびら」（順不同）

▲なはんのケンジさん

期間中、お題に合わせた本を読んで、ビ
ンゴを完成させましょう！また、館内の
いろんなところに隠れている「なはんの
ケンジさん」を探して、クイズに挑戦！
【期　間】4月15日（土）～5月14日（日）

昨年のアスカーラわくわくひろばの様子

令和5年度 相談員募集

令和5年4月から勤務できる総合相談員を募集します。詳しい内容については、まどかぴあホームページをご覧ください。
募集要項と応募申込書は2月28日（火）より男女平等推進センター窓口で配布します。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。

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　男女平等推進センター　TEL 092-586-4030
　　　　　　　　　　　（平日9:00～19:00、土・日・祝日9:00～17:00）
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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3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）

「夢野久作と杉山三代研究会」第10回研究大会
●問合せ・申込／「夢野久作と杉山三代研究会」事務局
　（筑紫野市文化会館内 TEL092-925-4321）
●1,000円
●13:00～18:00

3/11
（土）

奴国の地域活用プロジェクト～アウトリーチコンサート～
ミドリイロJAZZ ライブ！
●会場：①春日まちづくり支援センター・ぶどうの庭 14:00　②浄漣寺 17:30
●無料

3/4
（土）4・18（土）

5(日）

21(火・祝）

25（土）

14・28（火）

7（火）

3（金）

16（木）

23（木）

18（土）
19(日）

11（土）

まどかぴあ
休館日のお知らせ

託児
要連絡

8（水）

17（金） 文芸

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3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

サポーターバンク「ぐるぐる」　申込締切

生涯 無料体験講座　受付開始

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。
2月7日現在（その後の変更につきましては、ご容赦ください）

第23回ふれあい文化サークル 文化祭
●作品展示：3月10日（金）～12日（日）/10:00～17:00（12日は15：00まで）
　ステージ発表：12日（日）/10:00開演
●無料

ふれぶんシネマ倶楽部「かもめ食堂」
●施設利用券300円　※3歳以上有料　※事前予約制
●10:00　14:00

3/25
（土）

サークル受講生文化祭 展示（3/9～3/12）・舞台発表（3/12）
●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。
3/5(日)10:00~12:00［落語］「笑顔で語ろう男女共同参画」落語家：粗忽家勘心
●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）

3/10
（金）
〜
12
（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

3/26
（日）

（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

4（土） P2

文芸2（木） P32023年度大野城まどかぴあ友の会
グランド会員募集開始

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

大野城市民吹奏楽団第37回定期演奏会
■問 文化芸術振興担当

ハーブフラワーで作るみつろうクリーム
■問 生涯学習センター

シネマランド「異動辞令は音楽隊！」
■問 文化芸術振興担当

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

ねりきりに挑戦しよう
■問 生涯学習センター

定期講座（1年間・後期6ヵ月間）発表会
■問 生涯学習センター

令和5年度
登録団体説明会、市民グループ活動支援事業説明会
■問 男女平等推進センターアスカーラ

いのちとこころの研修会　メンタルヘルスセミナー
■問 大野城市 健康課　092-501-2222
■会 多目的ホール　■時 14:00（開場１3:30）　※要事前申込

どれみふぁリトミック　第1回発表会
■問 山本 090-1668-8603　※関係者以外入場不可
■会 小ホール　■時 10:00（開場9:30）

jmc音楽教室　春の合同発表会
■問 jmc音楽研究所 092-575-3267
■会 小ホール　■時 14:30（開場１4:00）

防災フェスタinミリカ～住み続けられる那珂川に～
●会場：ミリカローデン那珂川・ミリカローデン那珂川屋外プール・こどもふれあい館
●入場無料　●10:00～14:00　※詳細はホームページをご覧ください。

3/5
（日）

8 2023年3月号


