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・ズーラシアンブラスと弦うさぎの音楽の絵本 発売開始
・6月受付開始の短期講座＆パソコン講座
・今年も始まります！大野城市男女共生講座
・移動図書館車「わくわく号」の案内
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大野城まどかぴあ 情報誌

20126
VOL.

192

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。
5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）

春日市ふれあい文化センター 春日市大谷6丁目24番地 ☎092（584）3366

6/16
（土）

土曜シアター
「三銃士～王妃の首飾りとダ・ヴィンチの飛行船～」（字幕スーパー）
●施設利用料1枚300円／6枚綴り1,500円／12枚綴り　2,700円
●①10：00～②14：00～③19：00～

6/17
（日）

ふれあい音楽セミナー第3回 「名曲にタイトルをつけよう」
●講師：野中圀亨（音楽評論家）
●一般500円／友の会会員無料　●11：00～12：45

6/23
（土）

笑門来福 ふれあい寄席
～おもしろ社会人落語家・こども落語家共演会～
●一般1,000円／高校生以下500円　●18:00～

託児

6/3
（日）

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

筑紫野市制40周年記念
ミュージカルレビュー「DOWN TOWN FOLLIES DELUXE VOL.8」
●一般3,000円／高校生以下1,500円／ペア券5,000円　※未就学児入場不可
●15：00～　●出演：島田歌穂、吉野圭吾ら

7/28
（土）

筑紫野市制４０周年記念
歌之介・生志 二人会～第七回ちくしの寄席～
●出演：三遊亭歌之介、立川生志　●全席指定
●A席3,500円／B席3,000円　※未就学児入場不可　●14：00～

㈶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

ミリカローデン那珂川 筑紫郡那珂川町仲２丁目５番１号 ☎092（954）2211

6/9
（土）

津軽三味線演奏会
●演奏：福岡清水会　●場所：文化ふれあい館（TEL 928-0800）
●入場無料　●14 :00～15 :00

7/7
（土）

市制30周年記念
七夕まつり（七夕にちなんだ工作や劇）
●場所：市民図書館（TEL 921-4646）　●入場無料　●11:30～15:00

7/14
（土）

天の川マンドリンコンサート（ドリンク付き 200円）
●演奏：だざいふマンドリン倶楽部　
●場所：文化ふれあい館（TEL 928-0800）
●入場無料　●14 :00～15 :00

ご存知！ど素人田舎芝居！
劇団「やまもも」第25回記念公演
●1,000円　●16：30～ ※開演時間を変更いたしております。予めご了承ください。

6/3
（日）

6/15
（金）

財津和夫　LIVE＆TALK 2012
●5,000円　●18：30～

6/24
（日）

陸上自衛隊第４音楽隊ふれあいコンサート
●入場無料（要入場整理券）　●14：00～

まどかぴあ休館日のお知らせ  6月6日（水）、20日（水）

まどかぴあ図書館からのお知らせ
【開館時間延長（試行）】毎週金曜日のみ 10：00～20：00
【臨時休館】6月27日（水）・7月11日（水）
　　　　　（地域貸出文庫の図書交換のため）

6月 まどかぴあのイベントスケジュール

6月のチケット情報・募集申込情報

チケットをご購入いただいたお客様で、介助を必要とされるお客様は、公演前日までに担
当者へご連絡ください。
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大野城市役所●
まどかぴあ
立体駐車場

水城
出入口

太宰府
インター

●
Mr.Max

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

公益財団法人大野城まどかぴあ

大野城まどかぴあは大野城市以外の方でも自由にご参加・ご利用いただけます。

交通アクセス

■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7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 59台、立体 318台

（ ）

〒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
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
　http://www.madokapia.or.jp/ 1人1回600円 定員有り（満1歳～就学前まで）

託児　要連絡
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。

※開催日の1週間前まで、または受講決定後に各担当までお申し込みください。
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1（金）・15（金）

2（土）

2（土）・16（土）

2（土）～30（土）

4（月）～22（金）

5（火）・19（火）

7（木）

9（土）

9（土）・23（土）

12（火）・26（火）

13（水）～7/11（水）

15（金）・18（月）
22（金）・29（金）

16（土）

26（火）

27（水）

28（木）

29（金）

1（金）

親子のためのブックタイム

あなたとわたしのための元気塾（第1回）

わくわくおはなし会（幼児対象）

インターネット・メール・ブログ入門

エクセル入門～活用まで

おひざでだっこ ぴよぴよのへや
（0歳児対象）

夏のマクロビオティック料理

シネマランド
「タンタンの冒険／ユニコーン号の秘密」

わくわくおはなし会（小学生以上対象）

おひざでだっこ よちよちのへや
（1・2歳児対象）

みんなで歌おう

託児サポーター養成講座
（全4回　別途期間中に実習あり）
秋元順子アコースティックコンサート
～大人の愛を歌う～

なかよし家族のベビーマッサージ

地域貸出文庫図書交換

ティータイムコンサートVol.189

ワード中級
（様々なワード機能にトライ）
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5月号
掲載
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5月号
掲載

P4

P7

P7

5月号
掲載

P6

P3

5月号
掲載

P7

P4

P5

友の会チケット発売

受付開始

子どものための舞台創造プログラム
ミュージカル「真夏の夜の夢」

パソコン講座　　　　　　　　
　

P2

P5

7（木）

8（金）

友の会チケット発売

一般チケット発売

ズーラシアンブラスと弦うさぎの
「音楽の絵本」
子どものための舞台創造プログラム
ミュージカル「真夏の夜の夢」

P3

P2

生涯13（水）

14（木）

受付開始

一般チケット発売

短期講座　　　　　　　　　　
　
ズーラシアンブラスと弦うさぎの
「音楽の絵本」

P5

P3

ダウン　　　タウン　   フォーリーズ　 デラックス

男女

男女

男女

［日時］8月5日（日）
　　①11時開演/10時30分開場　
　　②15時開演/14時30分開場
［会場］大ホール　全席自由

まどかぴあ
子どものための舞台創造プログラム

ミュージカル

「真夏の夜の夢」

アテナアテナアテナアテナ
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今年の夏はどんなことをしよう？
まどかぴあでは夏休みの子どもたちを対象に、
たくさんのイベントを用意しています。
夏休みはまどかぴあへ行こう！

講　　師：津田 三朗
日　　時：7月28日（土）　

①10：00～11：30　②14：00～15：30
場　　所：多目的ホール（1階）
定　　員：各回50名（先着順）
申込方法：7月2日（月）より図書館窓口もしくは

電話（TEL586-4010）で受付開始

時間や内容など、詳しくは各課窓口および総合案内
（TEL 586-4000）までご連絡ください。

ダンボールで好きな動物を作ってみよう！できあがっ
た動物たちを館内に飾って、動物園をつくります。

●紙のどうぶつえん夏休み教室
 （参加無料・要事前申し込み）

『紙のどうぶつえん』展示期間
7月28日（土）～8月17日（金）

日　　時：7月29日（日）～8月3日（金）13：30～15：30
　　　　 （8月1日（水）は休館日のため除く）
場　　所：ギャラリーモール（1階）
申込方法：直接会場へお越しください

事前申し込みはいりません。自由に参加できますので、
どうぞお気軽にお立ち寄りください。

●ダンボールでどうぶつをつくろう
 （参加無料・申し込み不要）

休み教室

お問い合わせ先 TEL（092）586-4040／FAX（092）586-4021

文化芸術振興
友の会

先・割
このマークのある公演は友の
会特典対象事業です。
「先行」…先行販売あり
「割引」…友の会割引あり
「特別」…友の会特別料金

このマークがある公演は、車
いす席ご利用の際に事前申し
込みが必要です。

車イス

友の会

先・割

＜ウィリアム・シェイクスピアとは？＞
イギリスの劇作家、詩人。エリザベス朝
（1558～1603）演劇を代表する作家で、その
戯曲は世界で最も優れた文学作品と評され
ている。その作品は、多くの国の言葉に翻訳
され、世界各国で上演されている。
代表作：「ロミオとジュリエット」
「ハムレット」「マクベス」「十二夜」など

まどかぴあ総合案内
ローソンチケット（Lコード：87688）
チケットぴあ（Pコード：421-247）
劇ナビ（http://gekinavi.jp/）

トム・プロジェクトプロデュース 「満月の人よ」
【時間】18：00開演/17：30開場　【会場】大ホール　全席指定
【作・演出】東 憲司（劇団桟敷童子 主宰）
料金：一般3,500円（当日4,000円） 学生（大学生以下）2,000円（当日2,500円）

車イス
実力派ベテラン俳優・村井 国夫をはじめ、豪華キャストと劇団桟敷童子主宰・
東 憲司がお贈りする期待の新作「満月の人よ」が、大野城まどかぴあにて
今秋上演が決定しました。どうぞお見逃しなく！

10月7日
（日）
PLAY

チケット取扱い
チケット発売日

友の会7月2日（月）　一般7月7日（土）

イチオシ情報

友の会

先・割
まどかぴあ総合案内
チケットぴあ
（Pコード420-225）
ローソンチケット
（Lコード86786）

まどかぴあ子どものための舞台創造プログラム　ミュージカル「真夏の夜の夢」
原作：ウィリアム・シェイクスピア　翻訳：坪内 逍遥　演出／翻案：田坂 哲郎（非・売れ線系ビーナス）

【時間】①11:00開演/10:30開場
②15:00開演/14:30開場

【開催日】7月21日（土）～8月28 日（火）

【イベントスケジュール】

＜集合写真＞

【会場】大ホール　全席自由

料金：一　般1,800円（当日2,100円）
子ども500円（当日800円）（3歳～高校生以下）
親子ペア2,000円（当日2,500円） 

車イス

<あらすじ>
ライサンダーとハーミヤは恋人同士。けれど、ハーミヤのお父さんは、デミトリアスとの結婚をすすめます。一方、デミトリア
スに恋をするヘレナは、うまくいかない恋をなげいていました。ライサンダーとハーミヤは、駆け落ちをして町を出ることにし
ますが、森の中で迷ってしまいます。二人を追いかけてきたデミトリアスとヘレナも、結局二人を探せぬまま。そこに、いたず
ら好きの妖精パックが現れて、魔法のほれ薬で四人の恋心を引っ掻き回します。お芝居の稽古をする町の職人たちや、妖精の
王オーベロンと女王タイテーニアによる夫婦喧嘩も巻き込んで、事態は思わぬ方向に…。
シェイクスピアの傑作喜劇を元にした、歌と踊りが盛りだくさんの楽しいミュージカルです。

8月5日
（日）
PLAY

チケット取扱い
チケット発売日

友の会6月1日（金）
一　般6月8日（金）

7/21（土） わくわくおはなし会夏休みスペシャル「夜ばなし」

　　26（木） ティータイムコンサート

　　27（金） 親子読書会 

28（土） 紙のどうぶつえん 夏休み教室

　　29（日） 夏休み子どもチャレンジ「親子で生け花」

29（日）～8/3（金） ダンボールでどうぶつをつくろう

　　31（火）
夏休み子どもチャレンジ
「ポリマークレイアクセサリー ～キーホルダーを作ろう！～」

8/2（木） 夏休み子どもチャレンジ「紙粘土ケーキ」

4（土）・18（土） わくわくおはなし会（幼児向け）

　　5（日）
夏休み子どもチャレンジ「パパとクッキング」

夏休み子どもチャレンジ「ランプシェード作り」

7（火）・21（火） おひざでだっこおはなし会（0歳児向け）

　　11（土） キッズシネマ

11（土）・25（土） わくわくおはなし会（小学生向け）

14（火）・28（火） おひざでだっこおはなし会（1・2歳向け）

　　23（木） 夏休み子どもチャレンジ「筋トレライトをつくろう」

図書

図書

図書

図書

図書

図書

図書

図書

30（月） 親子と託児サポーターとの交流会

生涯

生涯

生涯

生涯

生涯

生涯

文芸

文芸

託児

友の会

先・割

体育「もっと元気に、もっと楽しく！
　　ニコニコペース運動で体づくり」

2時間目
（福岡大学スポーツ科学部非常勤講師）
講師　水原 博而

託児

【日　時】7月14日（土）　10：00開演/9：30開場
【会　場】多目的ホール（1階）
【授業料（チケット）】1回券500円

歯を食いしばって頑張るのではなく、笑顔が保てる程度に体を動かし
てみませんか。みんなで「ニコニコペース」をマスターして、生活を楽
しくする第一歩を踏み出しませんか？

まどかぴあ総合案内チケット取扱いチケット発売中

6月16日
（土）
MUSIC

秋元 順子
アコースティックコンサート
～大人の愛を歌う～
【時間】18：00開演/17：30開場 
【会場】大ホール　全席指定
料金：前売 4,000円（当日 4,500円）

友の会

先・割
車イス

まどかぴあ総合案内
チケットぴあ（Pコード：162-781）
ローソンチケット（Lコード：85621）
劇ナビ（http://gekinavi.jp/）

チケット取扱い
チケット
発売中

（予定曲）「愛のままで…」、「黄昏　Love again」、
　　　　 「枯れない花」、その他

友の会

先・特

まどかぴあ総合案内
チケットぴあ
（Pコード：168-810）
ローソンチケット
（Lコード：87154）

ズーラシアンブラスと
弦うさぎの

TNC共催事業 

【時間】14：00開演/13：30開場
【会場】大ホール　全席指定
料金：一般　大人3,800円（当日4,300円）
　　　　　　子ども1,500円（当日2,000円）（3歳～小学生以下）
　　　友の会特別料金　大人3,420円／子ども1,350円
　　　　　　　　　　 （2枚まで対象）
※友の会特別料金の適用は前売りのみ
※2歳以下膝上無料（但し座席が必要な場合は有料）

車イス

金管五重奏のズーラシアンブラスと弦楽四重奏の弦うさ
ぎ…動物たちが織りなす不思議なクラシックコンサート
「音楽の絵本」の世界へようこそ！

9月9日
（日）
MUSIC

チケット取扱い
チケット発売日

友の会6月 7日（木）10：00～
一　般6月14日（木）10：00～

つる

※冨樫 真によるワークショップも同時開催決定！詳細はアテナ7月号をご覧ください。

岡本 麗
（長崎県佐世保市出身）

村井 国夫
（佐賀県佐賀市出身）

冨樫 真
（宮城県仙台市出身）

池田 成志
（福岡県大野城市出身）

チケット発売日専用ダイヤル
TEL（092）591-1111
[発売初日販売開始時間]10：00～
※発売日以外は☎092-586-4000
　におかけください。

『大野城なんでもランキング』応募者募集中
「大野城なんでもランキング委員会」と「大野城まどかぴあ」では、大野城市民のスポーツ活
動、文化活動、日常生活、趣味で生まれた記録や市内の企業活動で生まれた記録を募集中！自慢
の記録を持っている人、自分が一番と思っている人は、ふるって応募してください。市民で構成し
た「大野城ランキング委員会」で審査、記録を認定し認定書を交付します。その記録はまどかぴ
あ掲示板、アテナ、ホームページで公表します。詳しくはチラシ、ホームページをご覧ください。

男女

【お知らせ】4月号でご案内しておりました２時間目の講師は都合により変更となりました。

応募方法：応募用紙（チラシの裏側）に記入して、まどか
ぴあ総合案内に設置している「大野城なんで
もランキング応募箱」に投函するか、郵送又
はFAXしてください。

応 募 先：〒816-0934　大野城市曙町二丁目3番1号
文化芸術振興課「なんでもランキング」係
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今年の夏はどんなことをしよう？
まどかぴあでは夏休みの子どもたちを対象に、
たくさんのイベントを用意しています。
夏休みはまどかぴあへ行こう！

講　　師：津田 三朗
日　　時：7月28日（土）　

①10：00～11：30　②14：00～15：30
場　　所：多目的ホール（1階）
定　　員：各回50名（先着順）
申込方法：7月2日（月）より図書館窓口もしくは

電話（TEL586-4010）で受付開始

時間や内容など、詳しくは各課窓口および総合案内
（TEL 586-4000）までご連絡ください。

ダンボールで好きな動物を作ってみよう！できあがっ
た動物たちを館内に飾って、動物園をつくります。

●紙のどうぶつえん夏休み教室
 （参加無料・要事前申し込み）

『紙のどうぶつえん』展示期間
7月28日（土）～8月17日（金）

日　　時：7月29日（日）～8月3日（金）13：30～15：30
　　　　 （8月1日（水）は休館日のため除く）
場　　所：ギャラリーモール（1階）
申込方法：直接会場へお越しください

事前申し込みはいりません。自由に参加できますので、
どうぞお気軽にお立ち寄りください。

●ダンボールでどうぶつをつくろう
 （参加無料・申し込み不要）

休み教室

お問い合わせ先 TEL（092）586-4040／FAX（092）586-4021

文化芸術振興
友の会

先・割
このマークのある公演は友の
会特典対象事業です。
「先行」…先行販売あり
「割引」…友の会割引あり
「特別」…友の会特別料金

このマークがある公演は、車
いす席ご利用の際に事前申し
込みが必要です。

車イス

友の会

先・割

＜ウィリアム・シェイクスピアとは？＞
イギリスの劇作家、詩人。エリザベス朝
（1558～1603）演劇を代表する作家で、その
戯曲は世界で最も優れた文学作品と評され
ている。その作品は、多くの国の言葉に翻訳
され、世界各国で上演されている。
代表作：「ロミオとジュリエット」
「ハムレット」「マクベス」「十二夜」など

まどかぴあ総合案内
ローソンチケット（Lコード：87688）
チケットぴあ（Pコード：421-247）
劇ナビ（http://gekinavi.jp/）

トム・プロジェクトプロデュース 「満月の人よ」
【時間】18：00開演/17：30開場　【会場】大ホール　全席指定
【作・演出】東 憲司（劇団桟敷童子 主宰）
料金：一般3,500円（当日4,000円） 学生（大学生以下）2,000円（当日2,500円）

車イス
実力派ベテラン俳優・村井 国夫をはじめ、豪華キャストと劇団桟敷童子主宰・
東 憲司がお贈りする期待の新作「満月の人よ」が、大野城まどかぴあにて
今秋上演が決定しました。どうぞお見逃しなく！

10月7日
（日）
PLAY

チケット取扱い
チケット発売日

友の会7月2日（月）　一般7月7日（土）

イチオシ情報

友の会

先・割
まどかぴあ総合案内
チケットぴあ
（Pコード420-225）
ローソンチケット
（Lコード86786）

まどかぴあ子どものための舞台創造プログラム　ミュージカル「真夏の夜の夢」
原作：ウィリアム・シェイクスピア　翻訳：坪内 逍遥　演出／翻案：田坂 哲郎（非・売れ線系ビーナス）

【時間】①11:00開演/10:30開場
②15:00開演/14:30開場

【開催日】7月21日（土）～8月28 日（火）

【イベントスケジュール】

＜集合写真＞

【会場】大ホール　全席自由

料金：一　般1,800円（当日2,100円）
子ども500円（当日800円）（3歳～高校生以下）
親子ペア2,000円（当日2,500円） 

車イス

<あらすじ>
ライサンダーとハーミヤは恋人同士。けれど、ハーミヤのお父さんは、デミトリアスとの結婚をすすめます。一方、デミトリア
スに恋をするヘレナは、うまくいかない恋をなげいていました。ライサンダーとハーミヤは、駆け落ちをして町を出ることにし
ますが、森の中で迷ってしまいます。二人を追いかけてきたデミトリアスとヘレナも、結局二人を探せぬまま。そこに、いたず
ら好きの妖精パックが現れて、魔法のほれ薬で四人の恋心を引っ掻き回します。お芝居の稽古をする町の職人たちや、妖精の
王オーベロンと女王タイテーニアによる夫婦喧嘩も巻き込んで、事態は思わぬ方向に…。
シェイクスピアの傑作喜劇を元にした、歌と踊りが盛りだくさんの楽しいミュージカルです。

8月5日
（日）
PLAY

チケット取扱い
チケット発売日

友の会6月1日（金）
一　般6月8日（金）

7/21（土） わくわくおはなし会夏休みスペシャル「夜ばなし」

　　26（木） ティータイムコンサート

　　27（金） 親子読書会 

28（土） 紙のどうぶつえん 夏休み教室

　　29（日） 夏休み子どもチャレンジ「親子で生け花」

29（日）～8/3（金） ダンボールでどうぶつをつくろう

　　31（火）
夏休み子どもチャレンジ
「ポリマークレイアクセサリー ～キーホルダーを作ろう！～」

8/2（木） 夏休み子どもチャレンジ「紙粘土ケーキ」

4（土）・18（土） わくわくおはなし会（幼児向け）

　　5（日）
夏休み子どもチャレンジ「パパとクッキング」

夏休み子どもチャレンジ「ランプシェード作り」

7（火）・21（火） おひざでだっこおはなし会（0歳児向け）

　　11（土） キッズシネマ

11（土）・25（土） わくわくおはなし会（小学生向け）

14（火）・28（火） おひざでだっこおはなし会（1・2歳向け）

　　23（木） 夏休み子どもチャレンジ「筋トレライトをつくろう」

図書

図書

図書

図書

図書

図書

図書

図書

30（月） 親子と託児サポーターとの交流会

生涯

生涯

生涯

生涯

生涯

生涯

文芸

文芸

託児

友の会

先・割

体育「もっと元気に、もっと楽しく！
　　ニコニコペース運動で体づくり」

2時間目
（福岡大学スポーツ科学部非常勤講師）
講師　水原 博而

託児

【日　時】7月14日（土）　10：00開演/9：30開場
【会　場】多目的ホール（1階）
【授業料（チケット）】1回券500円

歯を食いしばって頑張るのではなく、笑顔が保てる程度に体を動かし
てみませんか。みんなで「ニコニコペース」をマスターして、生活を楽
しくする第一歩を踏み出しませんか？

まどかぴあ総合案内チケット取扱いチケット発売中

6月16日
（土）
MUSIC

秋元 順子
アコースティックコンサート
～大人の愛を歌う～
【時間】18：00開演/17：30開場 
【会場】大ホール　全席指定
料金：前売 4,000円（当日 4,500円）

友の会

先・割
車イス

まどかぴあ総合案内
チケットぴあ（Pコード：162-781）
ローソンチケット（Lコード：85621）
劇ナビ（http://gekinavi.jp/）

チケット取扱い
チケット
発売中

（予定曲）「愛のままで…」、「黄昏　Love again」、
　　　　 「枯れない花」、その他

友の会

先・特

まどかぴあ総合案内
チケットぴあ
（Pコード：168-810）
ローソンチケット
（Lコード：87154）

ズーラシアンブラスと
弦うさぎの

TNC共催事業 

【時間】14：00開演/13：30開場
【会場】大ホール　全席指定
料金：一般　大人3,800円（当日4,300円）
　　　　　　子ども1,500円（当日2,000円）（3歳～小学生以下）
　　　友の会特別料金　大人3,420円／子ども1,350円
　　　　　　　　　　 （2枚まで対象）
※友の会特別料金の適用は前売りのみ
※2歳以下膝上無料（但し座席が必要な場合は有料）

車イス

金管五重奏のズーラシアンブラスと弦楽四重奏の弦うさ
ぎ…動物たちが織りなす不思議なクラシックコンサート
「音楽の絵本」の世界へようこそ！

9月9日
（日）
MUSIC

チケット取扱い
チケット発売日

友の会6月 7日（木）10：00～
一　般6月14日（木）10：00～

つる

※冨樫 真によるワークショップも同時開催決定！詳細はアテナ7月号をご覧ください。

岡本 麗
（長崎県佐世保市出身）

村井 国夫
（佐賀県佐賀市出身）

冨樫 真
（宮城県仙台市出身）

池田 成志
（福岡県大野城市出身）

チケット発売日専用ダイヤル
TEL（092）591-1111
[発売初日販売開始時間]10：00～
※発売日以外は☎092-586-4000
　におかけください。

『大野城なんでもランキング』応募者募集中
「大野城なんでもランキング委員会」と「大野城まどかぴあ」では、大野城市民のスポーツ活
動、文化活動、日常生活、趣味で生まれた記録や市内の企業活動で生まれた記録を募集中！自慢
の記録を持っている人、自分が一番と思っている人は、ふるって応募してください。市民で構成し
た「大野城ランキング委員会」で審査、記録を認定し認定書を交付します。その記録はまどかぴ
あ掲示板、アテナ、ホームページで公表します。詳しくはチラシ、ホームページをご覧ください。

男女

【お知らせ】4月号でご案内しておりました２時間目の講師は都合により変更となりました。

応募方法：応募用紙（チラシの裏側）に記入して、まどか
ぴあ総合案内に設置している「大野城なんで
もランキング応募箱」に投函するか、郵送又
はFAXしてください。

応 募 先：〒816-0934　大野城市曙町二丁目3番1号
文化芸術振興課「なんでもランキング」係
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文化芸術振興
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

生涯学習センター　　　

6月28日
（木）
MUSIC

出演：野中 真由美（サックス）
西條 美香（ピアノ）

【時間】12：10～12：50
【会場】ギャラリーモール 入場無料

ティータイムコンサート サックス奏者の野中真由美さん、
ピアノ奏者の西條 美香さんの登
場です。サックスの甘い音色に誰
もが引き込まれ、心に響く演奏を
お楽しみください。

シ ネ マ ラ ン ド
【会　　場】
【施設利用券】
　　　　
【取 扱 い】

大ホール　全席自由 
1枚300円・4枚回数券1,000円・
8枚回数券1,800円
まどかぴあ総合案内

10：00～
14：00～
の上映が
対象です託児

vol.189

※ご入場の際にお一人様1枚の施設利用券が必要です。 

生涯学習センター
受付時間／
入金時間／

（月～土）9：00～20：00　（ 日 ）9：00～17：00
（月～土）9：00～19：00　（ 日 ）9：00～16：00 友の会

先・割
このマークのある公演は友の
会特典対象事業です。
「先行」…先行販売あり
「割引」…友の会割引あり
「特別」…友の会特別料金

このマークがある公演は、車
いす席ご利用の際に事前申し
込みが必要です。

車イス

車イス

協賛：婦人服クーる、㈱東洋ナビックス、
　　  美容室ビーボンズ、豆香洞コーヒー

「ふるさと」

生まれ育った“ふるさと”に想いを馳せながら、音楽に合わせて歌っ
たり、出演者のおしゃべりを楽しんだりと、思い思いのひと時をお過
ごしください♪

平成24年度のテーマ

協賛：安東歯科医院、㈱東洋ナビックス、エーアンドエスフレーミング工房、1st.hair

池宮 彰一郎の同名人気小説を、ドラマ「北の国か
ら」などで知られる杉田 成道が監督をつとめた本
作。大石内蔵助に託された命を果たすため、忠臣蔵
の四十七士として死ねなかった武士を役所 広司と佐
藤 浩市が演じています。忠義を貫き私心を捨てて自
らに課せられた使命を全うすべく生き抜いた過酷な
人生を明らかにしていきます。彼らに与えられた使命
とは、そして使命を終えた2人に待ち受ける運命を四
季折々の風景と共に描いた作品です。

【時間】10：00～/14：00～/
　　　18：00～
　　  （各回30分前開場）

「最後の忠臣蔵」
2010年／日本／133分

監督：杉田 成道
原作：池宮 彰一郎「最後の忠臣蔵」
出演：役所 広司、佐藤 浩市、桜庭 みなみ、

安田 成美ほか

7月14日
（土）
CINEMA

例：2012年6月購入→2014年6月末まで有効
※2012年3月以前にご購入の施設利用券は、今まで通りご利用いただけます。

【施設利用券の有効期限付きへの変更について】
2012年4月より施設利用券が2年間の有効期限付きとなりました。

【時間】10：00～/14：00～/
　　　18：00～
　　  （各回30分前開場）
監督：スティーブン・スピルバーグ
声の出演：ジェイミー・ベル、

アンディー・サーキス、
ダニエル・クレイグほか

6月9日
（土）
CINEMA

野中 真由美 西條 美香

●パソコンの基本ソフト：ウィンドウズ7
●定員：20名
●申込方法：6月1日（金）9：00より、
　電話・生涯学習センター窓口にて受付開始（先着順）

●申込方法：6月13日（水）9：00より、
　電話・生涯学習センター窓口にて受付開始（先着順）

パ ソ コ ン 講 座 短 期 講 座

ワード中級
（様々なワード機能にトライ）

初めてのパソコンゆっくり入門

ワンポイント「ワード」（日曜）

講　師：岡部 充子
期　間：6月29日（金）～7月20日（金）

までの月・金曜日　全6回
時　間：10：00～12：00（※2日目より、講座前1時

間の自習時間付き。）
受講料：9,600円　
教材費：800円
対象レベル：ワードの基礎レベルを終了した方

ワードの基礎をマスターされた方向けの講座です。
さまざまなワードの機能を学んで初級レベルからステップ
アップしてみてはいかがでしょう。

講　師：竹中 ひとみ
期　間：7月5日（木）～31日（火）

までの火・木曜日　全8回
時　間：10：00～12：00（※2日目より、講座前1時

間の自習時間付き。）
受講料：12,800円　
教材費：1,000円
対象レベル：初めてパソコンを習う方

託児

託児

「パソコンをやってみたい…でも難しそう、壊しそ
う」こんな言葉をよく聞きます。パソコンを体験し
てみませんか？きっと世界が広がります。ゆっくり、
楽しく学べます。

講　師：岡部 充子
期　間：7月8日（日）
時　間：10：00～15：00（※講座終了後1時間の自習

時間付き。）
受講料：3,200円
教材費：400円
対象レベル：ワードの基礎レベルを終了した方

ワードを普段使いこなしている方向けの講座です。表を使っ
た文書作成や図の操作など短時間で効率よく学べます。

4月から開講している講座です。見
学ができる講座もあります。ご希望
の場合は、事前にご連絡ください。

講　　師：中島 久美子（定期講座講師）
日　　時：7月29日（日）10：00～12：00
定　　員：14組（先着順）
受 講 料：1,000円/組　材 料 費：1,100円/組
対象年齢：小学生と保護者

夏休み子どもチャレンジ
「親子で生け花」
親子で生け花にチャレンジ
しませんか。今回はオアシ
スを使って、季節のお花を
生け、一緒にひとつの作品
を仕上げます。

講　　師：下川 智子（定期講座講師）
日　　時：7月21日（土）14：00～16：00
定　　員：16名（先着順）
受 講 料：1,000円

ゆかた着付け
今年の夏は、自分でゆかたを着てみま
せんか？講師が着方を実演したあと
に、ゆっくり自分での着付けに挑戦し
ていきます。

託児

講　　師：滝本 理佳（ポリマークレイアカデミー講師）
日　　時：7月31日（火）13：00～16：00
定　　員：16名（先着順）
受 講 料：800円　材 料 費：400円
対象年齢：小学生

夏休み子どもチャレンジ
「ポリマークレイアクセサリー
～キーホルダーを作ろう！～」
いろいろな色のポリマー
（色粘土）を組み合わせ
て、マーブル模様に丸め
たり、型抜きでくり抜い
たりしてキーホルダーの
飾りを作ります。それを
焼成して完成です！

今、勇気ある冒険が始まる。
ある日、少年新聞記者タンタンは伝説の帆船“ユニ
コーン号”の模型を気に入り購入する。しかしその直
後から正体不明の男たちに追いかけられ、ついに模
型を盗まれてしまう。模型を取り戻そうと奔走する
中、模型に隠されていた羊皮紙を見つける。羊皮紙に
は暗号が記されており、この羊皮紙に秘密があると
睨んだタンタンは調査を開始する。
模型を盗んだ者の正体とは。羊皮紙の暗号が示す
ものとは。今、タンタンの冒険が始まる。

「タンタンの冒険／
ユニコーン号の秘密」2D版
2011年／アメリカ／107分／字幕スーパー版

第8回大野城まどかぴあ
版画ビエンナーレ

作 品 募 集
事前エントリー
8月2日（木）～28日（火）

詳細はホーム
ページまたは
応募要項をご
確認ください。

8月5日
（日）
MUSIC

出演団体：春日市少年少女合唱団、筑紫野市ちくしの少年少女合唱団、
大野城市少年少女合唱団、那珂川町少年少女合唱団、
福岡市少年少女合唱団（ゲスト出演）

【時間】14：00開演/13：30開場
【会場】ミリカローデン那珂川　文化ホール

ちくし地区５つの少年少女合唱団による
『第９回少年少女合唱団ジョイントコンサート』

料金：500円（当日700円）

まどかぴあ総合案内
ミリカローデン那珂川
春日市ふれあい文化センター
太宰府市教育委員会生涯学習課
筑紫野市文化会館
ローソンチケット（Lコード：87188）

チケット発売日専用ダイヤル
TEL（092）591-1111
[発売初日販売開始時間]10：00～
※発売日以外は☎092-586-4000
　におかけください。

チケット発売中

チケット取扱い

※花は種類が変わることが
　あります。

〈作品例〉

★定期講座★　 ●茶道（表千家）　●茶道（大日本茶道学会）　●華道（池坊）　●洋画入門（水)、(木）　
●華道（新池坊・フラワーアレンジメント）　●わたしの油絵　●パッチワークキルト　
●やさしい韓国語会話　　●飛びだせ！英会話(火)　●息活きハーモニカ　●フルート入門
●ペン実用書道(水)、(土)　●四季を詠む俳句　●ときめき社交ダンス　●男の食卓(月)

など、他にも多数開講中です。

〈おすすめ講座〉 【電話・窓口にて随時受付中(先着順)】

ちくし地区5つの少年少女合唱団の若く澄みきった歌声をお送りする
コンサートです。各合唱団による様々な演出の詰まったステージや、
下級生合唱、上級生合唱、全体合唱とジョイントして響き合うハーモ
ニーをお楽しみください。
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文化芸術振興
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

生涯学習センター　　　

6月28日
（木）
MUSIC

出演：野中 真由美（サックス）
西條 美香（ピアノ）

【時間】12：10～12：50
【会場】ギャラリーモール 入場無料

ティータイムコンサート サックス奏者の野中真由美さん、
ピアノ奏者の西條 美香さんの登
場です。サックスの甘い音色に誰
もが引き込まれ、心に響く演奏を
お楽しみください。

シ ネ マ ラ ン ド
【会　　場】
【施設利用券】
　　　　
【取 扱 い】

大ホール　全席自由 
1枚300円・4枚回数券1,000円・
8枚回数券1,800円
まどかぴあ総合案内

10：00～
14：00～
の上映が
対象です託児

vol.189

※ご入場の際にお一人様1枚の施設利用券が必要です。 

生涯学習センター
受付時間／
入金時間／

（月～土）9：00～20：00　（ 日 ）9：00～17：00
（月～土）9：00～19：00　（ 日 ）9：00～16：00 友の会

先・割
このマークのある公演は友の
会特典対象事業です。
「先行」…先行販売あり
「割引」…友の会割引あり
「特別」…友の会特別料金

このマークがある公演は、車
いす席ご利用の際に事前申し
込みが必要です。

車イス

車イス

協賛：婦人服クーる、㈱東洋ナビックス、
　　  美容室ビーボンズ、豆香洞コーヒー

「ふるさと」

生まれ育った“ふるさと”に想いを馳せながら、音楽に合わせて歌っ
たり、出演者のおしゃべりを楽しんだりと、思い思いのひと時をお過
ごしください♪

平成24年度のテーマ

協賛：安東歯科医院、㈱東洋ナビックス、エーアンドエスフレーミング工房、1st.hair

池宮 彰一郎の同名人気小説を、ドラマ「北の国か
ら」などで知られる杉田 成道が監督をつとめた本
作。大石内蔵助に託された命を果たすため、忠臣蔵
の四十七士として死ねなかった武士を役所 広司と佐
藤 浩市が演じています。忠義を貫き私心を捨てて自
らに課せられた使命を全うすべく生き抜いた過酷な
人生を明らかにしていきます。彼らに与えられた使命
とは、そして使命を終えた2人に待ち受ける運命を四
季折々の風景と共に描いた作品です。

【時間】10：00～/14：00～/
　　　18：00～
　　  （各回30分前開場）

「最後の忠臣蔵」
2010年／日本／133分

監督：杉田 成道
原作：池宮 彰一郎「最後の忠臣蔵」
出演：役所 広司、佐藤 浩市、桜庭 みなみ、

安田 成美ほか

7月14日
（土）
CINEMA

例：2012年6月購入→2014年6月末まで有効
※2012年3月以前にご購入の施設利用券は、今まで通りご利用いただけます。

【施設利用券の有効期限付きへの変更について】
2012年4月より施設利用券が2年間の有効期限付きとなりました。

【時間】10：00～/14：00～/
　　　18：00～
　　  （各回30分前開場）
監督：スティーブン・スピルバーグ
声の出演：ジェイミー・ベル、

アンディー・サーキス、
ダニエル・クレイグほか

6月9日
（土）
CINEMA

野中 真由美 西條 美香

●パソコンの基本ソフト：ウィンドウズ7
●定員：20名
●申込方法：6月1日（金）9：00より、
　電話・生涯学習センター窓口にて受付開始（先着順）

●申込方法：6月13日（水）9：00より、
　電話・生涯学習センター窓口にて受付開始（先着順）

パ ソ コ ン 講 座 短 期 講 座

ワード中級
（様々なワード機能にトライ）

初めてのパソコンゆっくり入門

ワンポイント「ワード」（日曜）

講　師：岡部 充子
期　間：6月29日（金）～7月20日（金）

までの月・金曜日　全6回
時　間：10：00～12：00（※2日目より、講座前1時

間の自習時間付き。）
受講料：9,600円　
教材費：800円
対象レベル：ワードの基礎レベルを終了した方

ワードの基礎をマスターされた方向けの講座です。
さまざまなワードの機能を学んで初級レベルからステップ
アップしてみてはいかがでしょう。

講　師：竹中 ひとみ
期　間：7月5日（木）～31日（火）

までの火・木曜日　全8回
時　間：10：00～12：00（※2日目より、講座前1時

間の自習時間付き。）
受講料：12,800円　
教材費：1,000円
対象レベル：初めてパソコンを習う方

託児

託児

「パソコンをやってみたい…でも難しそう、壊しそ
う」こんな言葉をよく聞きます。パソコンを体験し
てみませんか？きっと世界が広がります。ゆっくり、
楽しく学べます。

講　師：岡部 充子
期　間：7月8日（日）
時　間：10：00～15：00（※講座終了後1時間の自習

時間付き。）
受講料：3,200円
教材費：400円
対象レベル：ワードの基礎レベルを終了した方

ワードを普段使いこなしている方向けの講座です。表を使っ
た文書作成や図の操作など短時間で効率よく学べます。

4月から開講している講座です。見
学ができる講座もあります。ご希望
の場合は、事前にご連絡ください。

講　　師：中島 久美子（定期講座講師）
日　　時：7月29日（日）10：00～12：00
定　　員：14組（先着順）
受 講 料：1,000円/組　材 料 費：1,100円/組
対象年齢：小学生と保護者

夏休み子どもチャレンジ
「親子で生け花」
親子で生け花にチャレンジ
しませんか。今回はオアシ
スを使って、季節のお花を
生け、一緒にひとつの作品
を仕上げます。

講　　師：下川 智子（定期講座講師）
日　　時：7月21日（土）14：00～16：00
定　　員：16名（先着順）
受 講 料：1,000円

ゆかた着付け
今年の夏は、自分でゆかたを着てみま
せんか？講師が着方を実演したあと
に、ゆっくり自分での着付けに挑戦し
ていきます。

託児

講　　師：滝本 理佳（ポリマークレイアカデミー講師）
日　　時：7月31日（火）13：00～16：00
定　　員：16名（先着順）
受 講 料：800円　材 料 費：400円
対象年齢：小学生

夏休み子どもチャレンジ
「ポリマークレイアクセサリー
～キーホルダーを作ろう！～」
いろいろな色のポリマー
（色粘土）を組み合わせ
て、マーブル模様に丸め
たり、型抜きでくり抜い
たりしてキーホルダーの
飾りを作ります。それを
焼成して完成です！

今、勇気ある冒険が始まる。
ある日、少年新聞記者タンタンは伝説の帆船“ユニ
コーン号”の模型を気に入り購入する。しかしその直
後から正体不明の男たちに追いかけられ、ついに模
型を盗まれてしまう。模型を取り戻そうと奔走する
中、模型に隠されていた羊皮紙を見つける。羊皮紙に
は暗号が記されており、この羊皮紙に秘密があると
睨んだタンタンは調査を開始する。
模型を盗んだ者の正体とは。羊皮紙の暗号が示す
ものとは。今、タンタンの冒険が始まる。

「タンタンの冒険／
ユニコーン号の秘密」2D版
2011年／アメリカ／107分／字幕スーパー版

第8回大野城まどかぴあ
版画ビエンナーレ

作 品 募 集
事前エントリー
8月2日（木）～28日（火）

詳細はホーム
ページまたは
応募要項をご
確認ください。

8月5日
（日）
MUSIC

出演団体：春日市少年少女合唱団、筑紫野市ちくしの少年少女合唱団、
大野城市少年少女合唱団、那珂川町少年少女合唱団、
福岡市少年少女合唱団（ゲスト出演）

【時間】14：00開演/13：30開場
【会場】ミリカローデン那珂川　文化ホール

ちくし地区５つの少年少女合唱団による
『第９回少年少女合唱団ジョイントコンサート』

料金：500円（当日700円）

まどかぴあ総合案内
ミリカローデン那珂川
春日市ふれあい文化センター
太宰府市教育委員会生涯学習課
筑紫野市文化会館
ローソンチケット（Lコード：87188）

チケット発売日専用ダイヤル
TEL（092）591-1111
[発売初日販売開始時間]10：00～
※発売日以外は☎092-586-4000
　におかけください。

チケット発売中

チケット取扱い

※花は種類が変わることが
　あります。

〈作品例〉

★定期講座★　 ●茶道（表千家）　●茶道（大日本茶道学会）　●華道（池坊）　●洋画入門（水)、(木）　
●華道（新池坊・フラワーアレンジメント）　●わたしの油絵　●パッチワークキルト　
●やさしい韓国語会話　　●飛びだせ！英会話(火)　●息活きハーモニカ　●フルート入門
●ペン実用書道(水)、(土)　●四季を詠む俳句　●ときめき社交ダンス　●男の食卓(月)

など、他にも多数開講中です。

〈おすすめ講座〉 【電話・窓口にて随時受付中(先着順)】

ちくし地区5つの少年少女合唱団の若く澄みきった歌声をお送りする
コンサートです。各合唱団による様々な演出の詰まったステージや、
下級生合唱、上級生合唱、全体合唱とジョイントして響き合うハーモ
ニーをお楽しみください。
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男女平等推進
センター

お問い合わせ先 TEL（092）586-4030／FAX（092）586-4031お問い合わせ先 TEL（092）586-4010／FAX（092）586-4011

まどかぴあ図書館 開館時間／（日～木）10：00～18：00　（金）10：00～20：00　（土）10：00～19：00
http：//www.toshokan.madokapia.or.jp/
図書館携帯電話用HP　http://www.toshokan.madokapia.or.jp/i/

男女推進平等センター開館時間／（月～金）9：00～19：00
（第2・4土）9：00～17：00

：無料
：電話・FAX・総合案内および
ホームページにて受付中

※FAXの場合、①郵便番号 ②住所 ③氏名 ④電話
番号 ⑤託児の有無を記入のうえ「元気塾」係ま
でお申し込みください。

受 講 料
申込方法

：30名
：無料
：電話・FAX・総合案内およびホームページにて受付中

※FAXの場合、①郵便番号 ②住所 ③氏名 ④電話番号 ⑤託児の
有無を記入のうえ「託児サポーター養成講座」係までお申し込
みください。

定 　 員
受 講 料
申込方法

：多目的ホール（1階）
：150名
：無料（館外研修のみ別途）
：6月1日（金）より電話・FAX・総合案内およびホーム
ページにて受付開始

※FAXの場合、①郵便番号 ②住所 ③氏名 ④電話番号 ⑤託児の
有無を記入のうえ「男女共生講座」係までお申し込みください。

会 　 場
定 　 員
受 講 料
申込方法

としょかんのおはなし会

毎月第1～4火曜日　10：30～（※10：00～整理券配布）

（妊娠中の方もぜひどうぞ！）
ぴよぴよのへや（0歳児対象）
よちよちのへや（1～2歳児対象）

6月5日・19日
6月12日・26日

毎月第1～4土曜日　15：00～
幼児対象　6月2日・16日　小学生以上対象　6月9日・23日

おひざでだっこ

わくわくおはなし会

しとしと雨がたくさん降ってじめじめす
るこの季節。でも、外に出ると雨にぬれ
たあじさいがきれいですよ。ぬれないよ
うに本をお気に入りのバッグに入れて、
図書館までお散歩に来ませんか？

『日本一のクレーマー地帯で働く
日本一の支配人』 三輪 康子／著　ダイヤモンド社

 ＜請求記号　689.8ﾐ＞

おすすめ本
～実用～

★地域貸出文庫図書交換のお知らせ★
6月27日（水）および7月11日（水）は、地域貸出文庫
の図書交換のため、まどかぴあ図書館は休館します。

年齢別に参加日程が違います（4月から）

大雨などの悪天候の際には
臨時運休することがありま
す。運行の確認は図書館ま
でお電話ください。

毎年大好評の講座が今年も７月からスタートします！
盛り沢山の内容でみなさんのご参加をお待ちしています。

学びは心のエネルギー
大野城市男女共生講座 託児

「わくわく号」は、約3,700冊を載せて、市内24カ
所のステーションを巡回している移動図書館車で
す。図書館の利用者カードで本を借りることができ
ます。初めてでも現住所を確認できる証明書類（免
許証・保険証・住所と生年月日の記入のある学校の
名札など）があれば、すぐに登録できます。
わくわく号にない本もリクエストできます（※CD・
コミックスはわくわく号では借りることができませ
ん）ので、話題の本や好きな作家の本や、「こんな本
を持ってきて欲しい」など、お気軽にご要望くださ
い。

移動図書館車『わくわく号』を
知っていますか？

託児サポーター
養成講座

託児

託児

あなたとわたしのための元気塾（全5回）
＜第2回＞「メディアとの賢い付き合い方
　　　　　～情報社会を多様に生きる～」
現代社会に暮らす私たちにとって、メディア
と上手くつきあうことは、より良く生きるこ
とにつながるはず。現代人必見の講座で
す。

＜第3回＞「取材の現場から見えてきたもの
　　　　　～デートDVを考える～」

日時回

6月18日（月）
13：30～15：00
研修室3（3階）

2

6月22日（金）
10：00～11：30
会議室3（3階）

3

テーマ／講師

テーマ「手遊び、歌遊び、折り紙」
講　師：大内田 知恵子

（大野城市子ども情報センター代表）

6月15日（金）
10：00～11：30
研修室（3階）

1

＜講話＞
テーマ「ボランティアってなあに？」
講　師：林田 スマ（大野城まどかぴあ館長）
＜パネルディスカッション＞
テーマ「託児って楽しい！」
パ ネ リ ス ト：託児サポーター会員 3名
コメンテーター：原田 ゆみ子
　　　　　　　　（男女平等推進センター所長）
コーディネーター：林田 スマ

テーマ「子どもの心に寄り添って」
講　師：吉塚 和美

（福岡こども短期大学講師）

6月29日（金）
13：00～16：00
大会議室（3階）

4
テーマ「幼児安全法（幼児救急救命）」
講　師：日本赤十字社福岡県支部

幼児安全法担当職員

日時回

8月2日（木）
10：00～12：002

9月中旬3

テーマ／講師

テーマ：お笑いの世界、落語を学ぼう
～落語の中の女と男～

講　師：粗忽家 酔書
（宗像落語会会長・九州寄席囃子の会小きぬ社中会員）

7月12日（木）
10：00～12：001

テーマ：絵本と大人のチョットいい時間
講　師：川島 久美子
（前大野城まどかぴあ図書館長）

館外研修（マイクロバス使用）

10月18日（木）
10：00～12：004

11月8日（木）
10：00～12：005

テーマ：「学ぶ人は美しい」
～悲観論を足蹴にしよう～

講　師：馬場 周一郎
（元西日本新聞記者・

大野城男女共同参画審議会委員）

テーマ：最先端医療 重粒子線がん治療について
講　師：塩山 善之
（九州大学大学院医学研究院

重粒子線がん治療学講座教授）

：多目的ホール（1階）
：親子40組（定員になり次第締め切ります）
：無料
：6月5日（火）より電話・FAX・総合案内および
ホームページにて受付開始

会 　 場
定 　 員
参 加 料
申 　 込

現在託児を利用している親子、これから託児を利用してまどかぴあのイベントや講座に参加してみたいと思っている親子大
集合！サポーターと遊んだり、おしゃべりして、託児のことをもっとよく知ってください。「わいわい」「がやがや」の楽しい時間
に親子でぴっかぴかの笑顔に！

親子と託児サポーターとの交流会

託児

：8月4日（土）10：00～12：00
：大会議室（3階）
：平原 奈央子（西日本新聞社 文化部記者）
：50名

日 時
会 場
講 師
定　員

：7月7日（土）10：00～12：00
：小ホール（2階）
：薮野 祐三（九州大学名誉教授）
：100名

日 時
会 場
講 師
定　員

：7月30日（月）10：00～11：30
：親子で子守唄コンサート、絵本の読みきかせ、
おやつの試食など
：まどかぴあの託児を利用している、または託児の
ことを知りたい親子　※子どもは就学前まで

日 時
内　容

対　象

（わくわく号6月巡回表）
曜
日

月

火

木

金

日

4日
18日

11日
25日

5日
19日

12日
26日

7日
21日

14日
28日

1日
15日
29日

8日
22日

東コミュニティ
センター

中央コミュニティ
　センター

仲島公民館

下大利団地
公民館

牛頸公民館

大野3号公園
（東大利公民館横）

北コミュニティ
センター

平野台公民館

10:30～11：30
午      前

釜蓋公民館

石坂公園
（月の浦幼稚園横）

乙金東公民館

山田公民館

上大利公民館

若草ふれあい公園
（若草２丁目）

畑詰公民館

老松神社
（下大利公民館前）

14：00～15：00
午            後

栄町公民館

南ヶ丘2区
公民館

乙金台公民館

中公民館

つつじヶ丘
公民館

南ヶ丘1区
公民館

巡町公園
（川久保2丁目）

小田浦公園
（月の浦4丁目）

15：30～16：30

「事実は小説より奇なり」― そんなフレーズが
ぴったりの本作は、ヤクザの巣窟と化した歌舞
伎町ビジネスホテルが舞台。支配人として赴
任した小柄な女性が、持ち前の明るさとただ
ひたすらに真っ直ぐな信念のもと、ホテルの立
て直しを図っていくノンフィクションストーリー

です。「怒鳴られたら、やさしさを一つでも多く返すんです！」とは
作者の言うクレーム対処の極意。シンプルな言葉ですが、ヤク
ザ相手に命を張ってきた作者が言うと、実に重みのあるメッ
セージとして心に響きます。都会で繰り広げられる人情ドラマ
に、仕事を前向きに頑張ろうという気持ちになる一冊です。

～広告協賛欄～

そこつや よいしょ

※6月18日（月）～28日（木）の間に託児実習を1回

字
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男女平等推進
センター

お問い合わせ先 TEL（092）586-4030／FAX（092）586-4031お問い合わせ先 TEL（092）586-4010／FAX（092）586-4011

まどかぴあ図書館 開館時間／（日～木）10：00～18：00　（金）10：00～20：00　（土）10：00～19：00
http：//www.toshokan.madokapia.or.jp/
図書館携帯電話用HP　http://www.toshokan.madokapia.or.jp/i/

男女推進平等センター開館時間／（月～金）9：00～19：00
（第2・4土）9：00～17：00

：無料
：電話・FAX・総合案内および
ホームページにて受付中

※FAXの場合、①郵便番号 ②住所 ③氏名 ④電話
番号 ⑤託児の有無を記入のうえ「元気塾」係ま
でお申し込みください。

受 講 料
申込方法

：30名
：無料
：電話・FAX・総合案内およびホームページにて受付中

※FAXの場合、①郵便番号 ②住所 ③氏名 ④電話番号 ⑤託児の
有無を記入のうえ「託児サポーター養成講座」係までお申し込
みください。

定 　 員
受 講 料
申込方法

：多目的ホール（1階）
：150名
：無料（館外研修のみ別途）
：6月1日（金）より電話・FAX・総合案内およびホーム
ページにて受付開始

※FAXの場合、①郵便番号 ②住所 ③氏名 ④電話番号 ⑤託児の
有無を記入のうえ「男女共生講座」係までお申し込みください。

会 　 場
定 　 員
受 講 料
申込方法

としょかんのおはなし会

毎月第1～4火曜日　10：30～（※10：00～整理券配布）

（妊娠中の方もぜひどうぞ！）
ぴよぴよのへや（0歳児対象）
よちよちのへや（1～2歳児対象）

6月5日・19日
6月12日・26日

毎月第1～4土曜日　15：00～
幼児対象　6月2日・16日　小学生以上対象　6月9日・23日

おひざでだっこ

わくわくおはなし会

しとしと雨がたくさん降ってじめじめす
るこの季節。でも、外に出ると雨にぬれ
たあじさいがきれいですよ。ぬれないよ
うに本をお気に入りのバッグに入れて、
図書館までお散歩に来ませんか？

『日本一のクレーマー地帯で働く
日本一の支配人』 三輪 康子／著　ダイヤモンド社

 ＜請求記号　689.8ﾐ＞

おすすめ本
～実用～

★地域貸出文庫図書交換のお知らせ★
6月27日（水）および7月11日（水）は、地域貸出文庫
の図書交換のため、まどかぴあ図書館は休館します。

年齢別に参加日程が違います（4月から）

大雨などの悪天候の際には
臨時運休することがありま
す。運行の確認は図書館ま
でお電話ください。

毎年大好評の講座が今年も７月からスタートします！
盛り沢山の内容でみなさんのご参加をお待ちしています。

学びは心のエネルギー
大野城市男女共生講座 託児

「わくわく号」は、約3,700冊を載せて、市内24カ
所のステーションを巡回している移動図書館車で
す。図書館の利用者カードで本を借りることができ
ます。初めてでも現住所を確認できる証明書類（免
許証・保険証・住所と生年月日の記入のある学校の
名札など）があれば、すぐに登録できます。
わくわく号にない本もリクエストできます（※CD・
コミックスはわくわく号では借りることができませ
ん）ので、話題の本や好きな作家の本や、「こんな本
を持ってきて欲しい」など、お気軽にご要望くださ
い。

移動図書館車『わくわく号』を
知っていますか？

託児サポーター
養成講座

託児

託児

あなたとわたしのための元気塾（全5回）
＜第2回＞「メディアとの賢い付き合い方
　　　　　～情報社会を多様に生きる～」
現代社会に暮らす私たちにとって、メディア
と上手くつきあうことは、より良く生きるこ
とにつながるはず。現代人必見の講座で
す。

＜第3回＞「取材の現場から見えてきたもの
　　　　　～デートDVを考える～」

日時回

6月18日（月）
13：30～15：00
研修室3（3階）

2

6月22日（金）
10：00～11：30
会議室3（3階）

3

テーマ／講師

テーマ「手遊び、歌遊び、折り紙」
講　師：大内田 知恵子

（大野城市子ども情報センター代表）

6月15日（金）
10：00～11：30
研修室（3階）

1

＜講話＞
テーマ「ボランティアってなあに？」
講　師：林田 スマ（大野城まどかぴあ館長）
＜パネルディスカッション＞
テーマ「託児って楽しい！」
パ ネ リ ス ト：託児サポーター会員 3名
コメンテーター：原田 ゆみ子
　　　　　　　　（男女平等推進センター所長）
コーディネーター：林田 スマ

テーマ「子どもの心に寄り添って」
講　師：吉塚 和美

（福岡こども短期大学講師）

6月29日（金）
13：00～16：00
大会議室（3階）

4
テーマ「幼児安全法（幼児救急救命）」
講　師：日本赤十字社福岡県支部

幼児安全法担当職員

日時回

8月2日（木）
10：00～12：002

9月中旬3

テーマ／講師

テーマ：お笑いの世界、落語を学ぼう
～落語の中の女と男～

講　師：粗忽家 酔書
（宗像落語会会長・九州寄席囃子の会小きぬ社中会員）

7月12日（木）
10：00～12：001

テーマ：絵本と大人のチョットいい時間
講　師：川島 久美子
（前大野城まどかぴあ図書館長）

館外研修（マイクロバス使用）

10月18日（木）
10：00～12：004

11月8日（木）
10：00～12：005

テーマ：「学ぶ人は美しい」
～悲観論を足蹴にしよう～

講　師：馬場 周一郎
（元西日本新聞記者・

大野城男女共同参画審議会委員）

テーマ：最先端医療 重粒子線がん治療について
講　師：塩山 善之
（九州大学大学院医学研究院

重粒子線がん治療学講座教授）

：多目的ホール（1階）
：親子40組（定員になり次第締め切ります）
：無料
：6月5日（火）より電話・FAX・総合案内および
ホームページにて受付開始

会 　 場
定 　 員
参 加 料
申 　 込

現在託児を利用している親子、これから託児を利用してまどかぴあのイベントや講座に参加してみたいと思っている親子大
集合！サポーターと遊んだり、おしゃべりして、託児のことをもっとよく知ってください。「わいわい」「がやがや」の楽しい時間
に親子でぴっかぴかの笑顔に！

親子と託児サポーターとの交流会

託児

：8月4日（土）10：00～12：00
：大会議室（3階）
：平原 奈央子（西日本新聞社 文化部記者）
：50名

日 時
会 場
講 師
定　員

：7月7日（土）10：00～12：00
：小ホール（2階）
：薮野 祐三（九州大学名誉教授）
：100名

日 時
会 場
講 師
定　員

：7月30日（月）10：00～11：30
：親子で子守唄コンサート、絵本の読みきかせ、
おやつの試食など
：まどかぴあの託児を利用している、または託児の
ことを知りたい親子　※子どもは就学前まで

日 時
内　容

対　象

（わくわく号6月巡回表）
曜
日

月

火

木

金

日

4日
18日

11日
25日

5日
19日

12日
26日

7日
21日

14日
28日

1日
15日
29日

8日
22日

東コミュニティ
センター

中央コミュニティ
　センター

仲島公民館

下大利団地
公民館

牛頸公民館

大野3号公園
（東大利公民館横）

北コミュニティ
センター

平野台公民館

10:30～11：30
午      前

釜蓋公民館

石坂公園
（月の浦幼稚園横）

乙金東公民館

山田公民館

上大利公民館

若草ふれあい公園
（若草２丁目）

畑詰公民館

老松神社
（下大利公民館前）

14：00～15：00
午            後

栄町公民館

南ヶ丘2区
公民館

乙金台公民館

中公民館

つつじヶ丘
公民館

南ヶ丘1区
公民館

巡町公園
（川久保2丁目）

小田浦公園
（月の浦4丁目）

15：30～16：30

「事実は小説より奇なり」― そんなフレーズが
ぴったりの本作は、ヤクザの巣窟と化した歌舞
伎町ビジネスホテルが舞台。支配人として赴
任した小柄な女性が、持ち前の明るさとただ
ひたすらに真っ直ぐな信念のもと、ホテルの立
て直しを図っていくノンフィクションストーリー

です。「怒鳴られたら、やさしさを一つでも多く返すんです！」とは
作者の言うクレーム対処の極意。シンプルな言葉ですが、ヤク
ザ相手に命を張ってきた作者が言うと、実に重みのあるメッ
セージとして心に響きます。都会で繰り広げられる人情ドラマ
に、仕事を前向きに頑張ろうという気持ちになる一冊です。

～広告協賛欄～

そこつや よいしょ

※6月18日（月）～28日（木）の間に託児実習を1回

字
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～つどい ふれあい はばたく～

・ズーラシアンブラスと弦うさぎの音楽の絵本 発売開始
・6月受付開始の短期講座＆パソコン講座
・今年も始まります！大野城市男女共生講座
・移動図書館車「わくわく号」の案内

P5
P3

P6
P7

大野城まどかぴあ 情報誌

20126
VOL.

192

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。
5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）

春日市ふれあい文化センター 春日市大谷6丁目24番地 ☎092（584）3366

6/16
（土）

土曜シアター
「三銃士～王妃の首飾りとダ・ヴィンチの飛行船～」（字幕スーパー）
●施設利用料1枚300円／6枚綴り1,500円／12枚綴り　2,700円
●①10：00～②14：00～③19：00～

6/17
（日）

ふれあい音楽セミナー第3回 「名曲にタイトルをつけよう」
●講師：野中圀亨（音楽評論家）
●一般500円／友の会会員無料　●11：00～12：45

6/23
（土）

笑門来福 ふれあい寄席
～おもしろ社会人落語家・こども落語家共演会～
●一般1,000円／高校生以下500円　●18:00～

託児

6/3
（日）

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

筑紫野市制40周年記念
ミュージカルレビュー「DOWN TOWN FOLLIES DELUXE VOL.8」
●一般3,000円／高校生以下1,500円／ペア券5,000円　※未就学児入場不可
●15：00～　●出演：島田歌穂、吉野圭吾ら

7/28
（土）

筑紫野市制４０周年記念
歌之介・生志 二人会～第七回ちくしの寄席～
●出演：三遊亭歌之介、立川生志　●全席指定
●A席3,500円／B席3,000円　※未就学児入場不可　●14：00～

㈶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

ミリカローデン那珂川 筑紫郡那珂川町仲２丁目５番１号 ☎092（954）2211

6/9
（土）

津軽三味線演奏会
●演奏：福岡清水会　●場所：文化ふれあい館（TEL 928-0800）
●入場無料　●14 :00～15 :00

7/7
（土）

市制30周年記念
七夕まつり（七夕にちなんだ工作や劇）
●場所：市民図書館（TEL 921-4646）　●入場無料　●11:30～15:00

7/14
（土）

天の川マンドリンコンサート（ドリンク付き 200円）
●演奏：だざいふマンドリン倶楽部　
●場所：文化ふれあい館（TEL 928-0800）
●入場無料　●14 :00～15 :00

ご存知！ど素人田舎芝居！
劇団「やまもも」第25回記念公演
●1,000円　●16：30～ ※開演時間を変更いたしております。予めご了承ください。

6/3
（日）

6/15
（金）

財津和夫　LIVE＆TALK 2012
●5,000円　●18：30～

6/24
（日）

陸上自衛隊第４音楽隊ふれあいコンサート
●入場無料（要入場整理券）　●14：00～

まどかぴあ休館日のお知らせ  6月6日（水）、20日（水）

まどかぴあ図書館からのお知らせ
【開館時間延長（試行）】毎週金曜日のみ 10：00～20：00
【臨時休館】6月27日（水）・7月11日（水）
　　　　　（地域貸出文庫の図書交換のため）

6月 まどかぴあのイベントスケジュール

6月のチケット情報・募集申込情報

チケットをご購入いただいたお客様で、介助を必要とされるお客様は、公演前日までに担
当者へご連絡ください。
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大野城市役所●
まどかぴあ
立体駐車場

水城
出入口

太宰府
インター

●
Mr.Max

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

公益財団法人大野城まどかぴあ

大野城まどかぴあは大野城市以外の方でも自由にご参加・ご利用いただけます。

交通アクセス

■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7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 59台、立体 318台

（ ）

〒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
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
　http://www.madokapia.or.jp/ 1人1回600円 定員有り（満1歳～就学前まで）

託児　要連絡
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。

※開催日の1週間前まで、または受講決定後に各担当までお申し込みください。

日付 イベント ページ

ページ日付 イベント

生涯

生涯

生涯

生涯

生涯

文芸

文芸

文芸

文芸

文芸

文芸

文芸

生涯

生涯

図書

図書

図書

図書

図書

託児

託児

託児

託児

託児

託児

託児

託児

託児

託児

1（金）・15（金）

2（土）

2（土）・16（土）

2（土）～30（土）

4（月）～22（金）

5（火）・19（火）

7（木）

9（土）

9（土）・23（土）

12（火）・26（火）

13（水）～7/11（水）

15（金）・18（月）
22（金）・29（金）

16（土）

26（火）

27（水）

28（木）

29（金）

1（金）

親子のためのブックタイム

あなたとわたしのための元気塾（第1回）

わくわくおはなし会（幼児対象）

インターネット・メール・ブログ入門

エクセル入門～活用まで

おひざでだっこ ぴよぴよのへや
（0歳児対象）

夏のマクロビオティック料理

シネマランド
「タンタンの冒険／ユニコーン号の秘密」

わくわくおはなし会（小学生以上対象）

おひざでだっこ よちよちのへや
（1・2歳児対象）

みんなで歌おう

託児サポーター養成講座
（全4回　別途期間中に実習あり）
秋元順子アコースティックコンサート
～大人の愛を歌う～

なかよし家族のベビーマッサージ

地域貸出文庫図書交換

ティータイムコンサートVol.189

ワード中級
（様々なワード機能にトライ）

4月号
掲載

5月号
掲載

P7

5月号
掲載

5月号
掲載

P7

5月号
掲載

P4

P7

P7

5月号
掲載

P6

P3

5月号
掲載

P7

P4

P5

友の会チケット発売

受付開始

子どものための舞台創造プログラム
ミュージカル「真夏の夜の夢」

パソコン講座　　　　　　　　
　

P2

P5

7（木）

8（金）

友の会チケット発売

一般チケット発売

ズーラシアンブラスと弦うさぎの
「音楽の絵本」
子どものための舞台創造プログラム
ミュージカル「真夏の夜の夢」

P3

P2

生涯13（水）

14（木）

受付開始

一般チケット発売

短期講座　　　　　　　　　　
　
ズーラシアンブラスと弦うさぎの
「音楽の絵本」

P5

P3

ダウン　　　タウン　   フォーリーズ　 デラックス

男女

男女

男女

［日時］8月5日（日）
　　①11時開演/10時30分開場　
　　②15時開演/14時30分開場
［会場］大ホール　全席自由

まどかぴあ
子どものための舞台創造プログラム

ミュージカル

「真夏の夜の夢」

アテナアテナアテナアテナ


