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大野城まどかぴあ 情報誌
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・平成26年度　公益財団法人大野城まどかぴあ 契約職員募集
・岩崎 宏美・佐田 玲子 トーク＆ライブ　チケット発売開始！
・短期講座＆パソコン講座　受講生募集！
・森永 卓郎　講演会　チケット好評発売中！
・図書館リニューアル開館のお知らせ

P6
P5

P7

つくし お隣さん情報
表記金額は前売金額です。詳しくは各会館へお問い合わせください。
11月12日現在（その後の変更につきましては、ご容赦ください）

ふれあい音楽セミナー第9回「貴族的社交趣味」
●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

12/15
（日）

土曜シアター「ジャックと天空の巨人」（日本語吹替版）
●施設利用料1枚300円/6枚綴り1,500円　●①10:00～②14:00～③19:00～

12/14
（土）

ふしぎ楽器ストリングラフィ 音楽会
糸電話の原理を応用したふしぎな楽器のコンサート
●出演：ストリングラフィ・アンサンブル、ワークショップ受講生
●一般500円/小中学生300円/未就学児無料　●14:30～15:50

1/26
（日）

12/1
（日）

「つくし紫」文化塾2013　第2回
異能の画家・若冲の宇宙を探る ～京都画派の魅力を紹介しつつ～
●講師：狩野博幸（同志社大学 教授）
●一般1,000円/ペア券1,500円/高校生以下無料※要入場券　●13:30～

12/15
（日）

12/15
（日）

第28回名曲コンサート ～ミュージカルとオペラの祭典～
吉原圭子・青栁素晴＆萩原貴子
日本を代表するソリスト達とオーケストラとの夢の響演!! 
●【指定】2,000円 【自由】一般1,500円/大学生以下1,000円　●15:00～

那珂川吹奏楽団第17回定期演奏会
●500円　●14:00～

12/21
（土）

フロアコンサート  ～米岡誠一 トーク＆ライブ～
●場所：いきいき情報センター2Fフロア（TEL 928-5000）
●入場無料 ●14:00～15:30

12/14
（土）

おはなしかいのクリスマス
●場所：プラム･カルコア太宰府（中央公民館）多目的ホール
●主催：市民図書館（TEL：921-4646） 
●入場無料 ●15:00～16:00

12/22
（日）

那珂川町少年少女合唱団　第1回定期演奏会
●入場無料（要入場整理券）　●14:00～

12/23
（月・祝）

ミリカシアター「武士の家計簿」
●300円（施設利用料）　●①10:00～②14:00～③18:00～

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

（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

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 筑紫郡那珂川町仲２丁目５番１号 ☎092（954）2211

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。

■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 59台、立体 316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/ 託児 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。

まどかぴあ休館日のお知らせ
12月4日（水）、18日（水）

年末年始：12月28日（土）～平成26年1月4日（土）

日付 イベント ページ

ページ日付 イベント

3（火）・17（火）

5（木）

6（金）

7（土）

10（火）・24（火）

11（水）

14（土）

14（土）・15（日）

19（木）

21（土）

21（土）～23（月・祝）

26（木）

おひざでだっこ
ぴよぴよのへや （0歳児対象）

ボランティア研修会（第3回）

情報サポーター養成講座（第4回）
「出発進行！あなたの発信力」

ワイヤーアートのクリスマス飾り      　　

航空自衛隊 西部航空音楽隊
「第20回ファミリーコンサート」

男女平等推進センタ―アスカーラ市民グループ活動支援事業
今こそ学び考えよう日本国憲法 

おひざでだっこ
よちよちのへや（1・2歳児対象）

旬の食材を使った簡単ワクワクおせち

年越しそば　手打ち体験

第42回福岡アンサンブルコンテスト

ティータイムコンサートVol.207

シネマランド　キッズシネマ
「モンスターズ・ユニバーシティ」

わくわくおはなし会（幼児対象）

まどかぴあ＠アート体験ひろば

お正月の生け花

P7

10月号
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11月号
掲載

11月号
掲載

11月号
掲載

11月号
掲載

P7

11月号
掲載

11月号
掲載

P3

P4

P4

P7

P2

11月号
掲載

2（月）

5（木）

9（月）

11（水）

12（木）

P5

P2

P3

P5

P2

受付開始

友の会発売開始

友の会発売開始

受付開始

一般発売開始

パソコン講座

劇団飛行船マスクプレイミュージカル
「ヘンゼルとグレーテル」

岩崎 宏美・佐田 玲子 トーク＆ライブ

短期講座

劇団飛行船マスクプレイミュージカル
「ヘンゼルとグレーテル」

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までご連絡ください。

12月のチケット情報・募集申込情報

12月 まどかぴあのイベントスケジュール

まどかぴあ図書館からのお知らせ
【長期休館日】11月11日（月）～12月20日（金）

16（月）

20（金）

P3

11月号
掲載

一般発売開始

参加申込締切

岩崎 宏美・佐田 玲子 トーク＆ライブ

大野城市民吹奏楽団・中学3年生
ジョイントコンサート2014
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12/14
（土）

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

11月号
掲載申込締切

ヘルシーエクササイズ（夜の部・後期）
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立体駐車場
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太宰府
インター

●
Mr.Max

交通アクセス
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生涯

図書

図書

図書

図書

生涯

生涯
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男女

男女

男女

託児

託児

託児

託児

託児

託児
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文芸

生涯
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〔一部〕
○馬頭琴演奏
○モンゴルの歌
「オルティン・ドー」
○「スーホの白い馬」
朗読と音楽

〔二部〕

○「雅楽」管絃と舞楽

すこし前の自分と共演できる不思議なカ
メラに、コマ撮りアニメづくり…子どもも
おとなも夢中になれる、コンピューターを
使った新しいアートを体感してみません
か？いつでもだれでも、気軽にふらっとお
立ち寄りください♪

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

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。

イチオシ情報
総合案内 TEL（092）586-4000／FAX（092）586-4001
受付時間／9：00～21：00
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。

託児

12月21日(土)
～23日(月・祝)

ART

【時間】 21日（土）11:30～16:00
22日（日）10:00～16:00
23日（月・祝）10:00～15:00

【会場】 ギャラリーモール
（1階）

平成26年度契約職員を募集します。
詳しい内容については募集要項をご覧ください。

公益財団法人大野城まどかぴあ　★契約職員募集★
今年もまどかぴあ館内に装飾ボランティア「かざ
り隊」のみなさんによる、クリスマスの飾りつけ
が行われます。お楽しみに♪

★クリスマス装飾のお知らせ★

【講師】anno lab
（あのラボ）

1階ギャラリーモール特設ステージにて、「親子でチャレンジ♪クワイア
チャイム」参加者によるクリスマスソングの演奏と、「デジタルアート体験」
で制作されたコマ撮りアニメーションのコラボレーションを披露します！
その他のプログラムで制作した作品や各プログラムの様子なども展示予
定。どなたでもご自由にご覧ください。

「まどかぴあ＠アート体験ひろば」とは…
落語、ジャグリング、ダンス、ゴスペル、クラフト体験
など、いろんなかたちの「あっ！」と驚くアート体験
を、子どもからおとなまで一緒に楽しめる3日間！
※その他のプログラムについては事前申込制のため、定員
に空きがある場合のみ申し込みを受け付けております。
詳しくは総合案内にお問い合わせください。

【時間】13日（木）（午前の部）10:00開演/9:30開場 （午後の部）13:00開演/12:30開場
14日（金）（午前の部）10:00開演/9:30開場

【会場】大ホール（１階）　全席指定
料金：一般 1,500円（当日同料金）

団体 （午前）1,300円/（午後）1,200円
※3歳以上有料。
　2歳以下は座席を利用する場合のみ有料。

託児友の会

先・割

劇団飛行船マスクプレイミュージカル 「ヘンゼルとグレーテル」

「あなたもクリエーター！？ デジタルアート体験」

PLAY

車イス

2月13日(木)
14日(金)

チケット
取扱い

まどかぴあ総合案内
チケットぴあ（Pコード：432-469）
ローソンチケット（Lコード：89971）
エムアンドエム

チケット発売日
友の会　12月  5日（木）
一　般　12月12日（木）
両日とも10：00～

マスクプレイミュージカルは、まるで動く絵本のよう！愛らしいお人形達が素敵な歌
やダンスにのせて、きっとドキドキ・ワクワクさせてくれます。
今回の作品は、 “お菓子の家”でお馴染みのグリム童話の名作「ヘンゼルとグレーテ
ル｣。平成20年度に上演し好評をいただいた作品が、脚本・演出を一新してまどかぴ
あの大ホールに帰ってきます。本当にたべたくなるような美味しそうなおうち。美し
く楽しく弾むようなミュージカルナンバー。子ども達のワクワクドキドキする顔。新し
く書き下ろし甦る「ヘンゼルとグレーテル」にどうぞご期待ください！

岩崎 宏美・佐田 玲子  トーク＆ライブ
～友達でいること・歌うこと～

【お詫びと訂正】
11月号で掲載した岩崎 宏美さんの曲名に誤り
がありました。訂正してお詫びいたします。
【誤】「思春期」⇒【正】「思秋期」

友の会

先・割
車イス

車イス

【時間】 14:00開演/13:30開場
【会場】 大ホール（1階）　全席指定

まどかぴあ総合案内
ローソンチケット
　（Lコード：89970）
チケットぴあ
　（Pコード：213-061）
劇ナビ（http://gekinavi.jp/）

チケット取扱い

チケット発売日
友の会　12月 9日（月）
一　般　12月16日（月）
両日とも10:00～

MUSIC

平成26年

2月2日
（日）

平成26年

料金：前　売 3,000円（当日3,500円）
ペア券 5,500円（前売のみ）
※ペア券は友の会割引対象外。まどかぴあ総合案内のみ販売。

託児

託児友の会

先行
車イス

【時間】 14:00開演/13:30開場
【会場】 大ホール（1階）　全席自由

第6回大野城まどかぴあ市民企画事業

「雅楽とモンゴルの調べ」

まどかぴあ総合案内
ローソンチケット（Lコード：89686）
チケットぴあ（Pコード：211-838）

チケット
取扱い

チケット
発売中

料金：一般1,000円　学生500円（当日各300円増し）

〈企画〉アジア文化研究会

平成26年

1月19日
（日）

MUSIC & CULTURE

【日時】平成26年1月11日（土）10:30～12:00
【会場】小ホール（2階）
【料金】1回券500円

「人形浄瑠璃入門～俳優を上まわる表現力～」
5時間目：芸術

【講師】 岩井 眞實 （福岡女学院大学教授）

託児友の会

先・割

人形浄瑠璃の歴史やその面
白さについて学びます。勝浦
人形浄瑠璃保存会（福岡県
福津市）による上演もあわせ
てお楽しみください。

まどかぴあ総合案内チケット発売中 チケット取扱い

まどかぴあ総合案内チケット発売中 チケット取扱い

第42回
福岡アンサンブルコンテスト
【時間】14日（土）9:30～高等学校の部・中学校の部

15日（日）9:30～中学校の部
【会場】大ホール（1階）　全席自由
料金：800円（当日1,000円）※未就学児入場不可

12月14日(土)
15日(日)
MUSIC

福岡・筑前・筑後地区の中高生による若さ溢れるコンテ
ストです。3～5人のグループにより、木管・金管・打楽器
の様々な楽器編成を組み演奏します。同じ楽器でも、
演奏形態によってまた一味違う音色や雰囲気も楽しめ
ます♪演奏者の真剣な表情にもご注目ください！

悠久の音色“雅楽”
雅楽は飛鳥時代（6世紀
の中頃）に朝鮮より到来
し、その後土着の文化と
融合して形成された歴
史ある日本固有の音楽
です。舞も含め悠久の世
界を体感しましょう。

モンゴル音楽の魅力
「馬頭琴」に「オルティ
ン・ドー」、モンゴルを代
表する音楽と歌がまど
かぴあにやってきます。
音楽と朗読の「スーホの
白い馬」は感動すること
間違いなしです。 12月23日（月・祝）17:00よりクロージング・セレモニー開催！

コマ撮りアニメ制作体験 イメージ写真

筑紫楽所

ドラン（馬頭琴）

※昨年の様子

“友達でいること・歌うこと”をテーマに、お2人の歌に対する熱い思いや仲良しの秘
訣、思い出のエピソードなどテレビでは見られないトーク満載でお贈りします。
ピアノとギターの爽やかな音色でお届けするジョイントライブは必見です!

［申込方法］
所定の用紙に必要事項を記入のうえ、提出してください。
申込用紙、募集要項は、まどかぴあで配布しています。
また、ホームページからもダウンロードすることができます。
トップページ＞職員募集ページまたはお知らせに掲載しています。

［受付期間］12月2日（月）～16日（月）
［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　☎092-586-4006

日本人は古来よりアジア諸国との交流の中で、他国と
の文化と土着の文化を融合させ、新しい文化を創造し
てきました。中でも「雅楽」の音や舞は顕著にその特
色を遺しています。またモンゴルは、馬頭琴やオルティ
ン・ドー、ボギン・ドー、ホーミーなど独特な音楽文化
を有しています。両国の代表的音楽文化が、ここ“まど
かぴあ”で集結します。

申込不要
・

参加無料
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〔一部〕
○馬頭琴演奏
○モンゴルの歌
「オルティン・ドー」
○「スーホの白い馬」
朗読と音楽

〔二部〕

○「雅楽」管絃と舞楽

すこし前の自分と共演できる不思議なカ
メラに、コマ撮りアニメづくり…子どもも
おとなも夢中になれる、コンピューターを
使った新しいアートを体感してみません
か？いつでもだれでも、気軽にふらっとお
立ち寄りください♪

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

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。

イチオシ情報
総合案内 TEL（092）586-4000／FAX（092）586-4001
受付時間／9：00～21：00
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。

託児

12月21日(土)
～23日(月・祝)

ART

【時間】 21日（土）11:30～16:00
22日（日）10:00～16:00
23日（月・祝）10:00～15:00

【会場】 ギャラリーモール
（1階）

平成26年度契約職員を募集します。
詳しい内容については募集要項をご覧ください。

公益財団法人大野城まどかぴあ　★契約職員募集★
今年もまどかぴあ館内に装飾ボランティア「かざ
り隊」のみなさんによる、クリスマスの飾りつけ
が行われます。お楽しみに♪

★クリスマス装飾のお知らせ★

【講師】anno lab
（あのラボ）

1階ギャラリーモール特設ステージにて、「親子でチャレンジ♪クワイア
チャイム」参加者によるクリスマスソングの演奏と、「デジタルアート体験」
で制作されたコマ撮りアニメーションのコラボレーションを披露します！
その他のプログラムで制作した作品や各プログラムの様子なども展示予
定。どなたでもご自由にご覧ください。

「まどかぴあ＠アート体験ひろば」とは…
落語、ジャグリング、ダンス、ゴスペル、クラフト体験
など、いろんなかたちの「あっ！」と驚くアート体験
を、子どもからおとなまで一緒に楽しめる3日間！
※その他のプログラムについては事前申込制のため、定員
に空きがある場合のみ申し込みを受け付けております。
詳しくは総合案内にお問い合わせください。

【時間】13日（木）（午前の部）10:00開演/9:30開場 （午後の部）13:00開演/12:30開場
14日（金）（午前の部）10:00開演/9:30開場

【会場】大ホール（１階）　全席指定
料金：一般 1,500円（当日同料金）

団体 （午前）1,300円/（午後）1,200円
※3歳以上有料。
　2歳以下は座席を利用する場合のみ有料。

託児友の会

先・割

劇団飛行船マスクプレイミュージカル 「ヘンゼルとグレーテル」

「あなたもクリエーター！？ デジタルアート体験」

PLAY

車イス

2月13日(木)
14日(金)

チケット
取扱い

まどかぴあ総合案内
チケットぴあ（Pコード：432-469）
ローソンチケット（Lコード：89971）
エムアンドエム

チケット発売日
友の会　12月  5日（木）
一　般　12月12日（木）
両日とも10：00～

マスクプレイミュージカルは、まるで動く絵本のよう！愛らしいお人形達が素敵な歌
やダンスにのせて、きっとドキドキ・ワクワクさせてくれます。
今回の作品は、 “お菓子の家”でお馴染みのグリム童話の名作「ヘンゼルとグレーテ
ル｣。平成20年度に上演し好評をいただいた作品が、脚本・演出を一新してまどかぴ
あの大ホールに帰ってきます。本当にたべたくなるような美味しそうなおうち。美し
く楽しく弾むようなミュージカルナンバー。子ども達のワクワクドキドキする顔。新し
く書き下ろし甦る「ヘンゼルとグレーテル」にどうぞご期待ください！

岩崎 宏美・佐田 玲子  トーク＆ライブ
～友達でいること・歌うこと～

【お詫びと訂正】
11月号で掲載した岩崎 宏美さんの曲名に誤り
がありました。訂正してお詫びいたします。
【誤】「思春期」⇒【正】「思秋期」

友の会

先・割
車イス

車イス

【時間】 14:00開演/13:30開場
【会場】 大ホール（1階）　全席指定

まどかぴあ総合案内
ローソンチケット
　（Lコード：89970）
チケットぴあ
　（Pコード：213-061）
劇ナビ（http://gekinavi.jp/）

チケット取扱い

チケット発売日
友の会　12月 9日（月）
一　般　12月16日（月）
両日とも10:00～

MUSIC

平成26年

2月2日
（日）

平成26年

料金：前　売 3,000円（当日3,500円）
ペア券 5,500円（前売のみ）
※ペア券は友の会割引対象外。まどかぴあ総合案内のみ販売。

託児

託児友の会

先行
車イス

【時間】 14:00開演/13:30開場
【会場】 大ホール（1階）　全席自由

第6回大野城まどかぴあ市民企画事業

「雅楽とモンゴルの調べ」

まどかぴあ総合案内
ローソンチケット（Lコード：89686）
チケットぴあ（Pコード：211-838）

チケット
取扱い

チケット
発売中

料金：一般1,000円　学生500円（当日各300円増し）

〈企画〉アジア文化研究会

平成26年

1月19日
（日）

MUSIC & CULTURE

【日時】平成26年1月11日（土）10:30～12:00
【会場】小ホール（2階）
【料金】1回券500円

「人形浄瑠璃入門～俳優を上まわる表現力～」
5時間目：芸術

【講師】 岩井 眞實 （福岡女学院大学教授）

託児友の会

先・割

人形浄瑠璃の歴史やその面
白さについて学びます。勝浦
人形浄瑠璃保存会（福岡県
福津市）による上演もあわせ
てお楽しみください。

まどかぴあ総合案内チケット発売中 チケット取扱い

まどかぴあ総合案内チケット発売中 チケット取扱い

第42回
福岡アンサンブルコンテスト
【時間】14日（土）9:30～高等学校の部・中学校の部

15日（日）9:30～中学校の部
【会場】大ホール（1階）　全席自由
料金：800円（当日1,000円）※未就学児入場不可

12月14日(土)
15日(日)
MUSIC

福岡・筑前・筑後地区の中高生による若さ溢れるコンテ
ストです。3～5人のグループにより、木管・金管・打楽器
の様々な楽器編成を組み演奏します。同じ楽器でも、
演奏形態によってまた一味違う音色や雰囲気も楽しめ
ます♪演奏者の真剣な表情にもご注目ください！

悠久の音色“雅楽”
雅楽は飛鳥時代（6世紀
の中頃）に朝鮮より到来
し、その後土着の文化と
融合して形成された歴
史ある日本固有の音楽
です。舞も含め悠久の世
界を体感しましょう。

モンゴル音楽の魅力
「馬頭琴」に「オルティ
ン・ドー」、モンゴルを代
表する音楽と歌がまど
かぴあにやってきます。
音楽と朗読の「スーホの
白い馬」は感動すること
間違いなしです。 12月23日（月・祝）17:00よりクロージング・セレモニー開催！

コマ撮りアニメ制作体験 イメージ写真

筑紫楽所

ドラン（馬頭琴）

※昨年の様子

“友達でいること・歌うこと”をテーマに、お2人の歌に対する熱い思いや仲良しの秘
訣、思い出のエピソードなどテレビでは見られないトーク満載でお贈りします。
ピアノとギターの爽やかな音色でお届けするジョイントライブは必見です!

［申込方法］
所定の用紙に必要事項を記入のうえ、提出してください。
申込用紙、募集要項は、まどかぴあで配布しています。
また、ホームページからもダウンロードすることができます。
トップページ＞職員募集ページまたはお知らせに掲載しています。

［受付期間］12月2日（月）～16日（月）
［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　☎092-586-4006

日本人は古来よりアジア諸国との交流の中で、他国と
の文化と土着の文化を融合させ、新しい文化を創造し
てきました。中でも「雅楽」の音や舞は顕著にその特
色を遺しています。またモンゴルは、馬頭琴やオルティ
ン・ドー、ボギン・ドー、ホーミーなど独特な音楽文化
を有しています。両国の代表的音楽文化が、ここ“まど
かぴあ”で集結します。

申込不要
・

参加無料
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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　　　生涯学習センター開館時間／（月～土）9：00～20：00
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

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。

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

10：00～
14：00～
の上映が
対象です託児車イス

12月19日
（木）
MUSIC

クリスマス目前！サックスの
華やかな音色にのせて、素敵
なクリスマスソングをお届け
します。

野中 真由美

協賛：メリーゴーランド、株式会社東洋ナビックス、豆香洞コーヒー、
株式会社駿河コーポレーション、美容室ビーボンズ

●受付開始日：12月11日（水）9:00
●受付先：生涯学習センター電話・窓口（先着順）短 期 講 座

講　師：坂田 香奈恵（ポジャギ講師）
日　程：平成26年1月17日・31日（金）
時　間：13:30～15:30
定　員：14名（先着順）
受講料：2,000円/2回
材料費：3,000円（2作品分）

ポジャギは韓国伝統の手工
芸です。
色鮮やかな布の配色も見て
楽しめます。
今回はコースターとふくさを
作り、ポジャギの基本的な縫
い方を楽しんでみましょう。

大ホール（1階）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 ※ご入場の際にお一人様1枚の施設利用券が必要です。 

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

12月11日（水）9：00
受付開始

「おもいで」

出演者の思い出の曲や、かつて流行した曲など懐かしい思い出
の音楽をお届けします。今日、出会った音楽が新しい思い出の
１ページになるかもしれません。

平成25年度のテーマ

託児

第9回大野城まどかぴあ版画ビエンナーレ 作品募集

★日曜日閉館のお知らせ★
日曜日は閉館しております。

オスカー俳優ダスティン・ホフマンが、「戦場のピアニス
ト」などの脚本家ロナルド・ハーウッドによる戯曲を映画
化した初監督作。老人ホームで暮らす元音楽家たちが、
ホームの存続のために復活コンサートに挑む姿を描いて
います。出演には、2度のオスカー受賞を誇るマギー・ス
ミスをはじめ、トム・コートネイ、ビリー・コノリー、ポー
リーン・コリンズらイギリスを代表する名優が集結。ジュ
ゼッペ・ヴェルディ、ヨハン・セバスチャン・バッハなどの
名曲に乗せてつづられる笑いと涙の物語にご期待くだ
さい。

平成26年

1月11日
（土）
CINEMA

【時間】10:00～/14:00～/
18:00～

　　  （各回30分前開場）

「カルテット！人生のオペラハウス」
2013年/イギリス/99分/字幕版

監督：ダスティン・ホフマン
出演：マギー・スミス、トム・コートネイほか

人間の子どもたちを怖がらせ、その悲鳴をエネルギー源
として用いるモンスターの世界。
そこに暮らすモンスター青年マイクは、明朗活発でポジ
ティブな思考の持ち主だったが、仲間よりも体が小さくて
ルックスもかわいいことに劣等感を抱いていた。これでは
子どもたちを絶叫させる“恐がらせ屋”にはなれないと、
世界中のモンスターが憧れを抱く名門大学「モンスター
ズ・ユニバーシティ」に入学。期待に胸を膨らませる彼だ
が、そこにはサリーを筆頭に大きくて姿が恐ろしい“恐が
らせ屋”のエリート候補生があふれていた。

12月21日
（土）
CINEMA

【時間】10:00～/14:00～/
17:00～

　　  （各回30分前開場）

キッズシネマ
「モンスターズ・ユニバーシティ」
2013年/アメリカ/103分/吹替版/2D版

監督：ダン・スカンロン
声の出演：石塚 英彦（ホンジャマカ）、

田中 裕二（爆笑問題）ほか

ティータイムコンサート vol.207

出演：野中 真由美（サックス）、西條 美香（ピアノ）
野田 雅仁（パーカッション）

【時間】12:10～12:50
【会場】多目的ホール（1階）入場無料

大野城まどかぴあの初代館長であった池田 満寿夫の優れた業績を顕彰するとともに、版画芸術の振興を図ることを目的に、
幅広く優れた作家を見出すための公募展を開催します。
【事前エントリー】平成26年8月1日（金）～29日（金）
【作品搬入】平成26年9月6日（土）・7日（日）
応募資格
住所問わず。15歳以上。（但し、中学生は除く）
応募規定
①版形式は凸版・凹版・平版・孔版。
②本人が制作したもので公募展未発表の作品。
③作品保護のため必ず額装されていること。
※但し、突起物や過度な装飾のついた額はご遠慮ください。
※万一額等が破損した場合、弁償等はいたしかねますのでご了承ください。

④但し前面のガラス入りは不可、アクリル板に限る。
⑤作品のサイズは版画紙特大版1,050mm×750mm以内。額縁幅50mm以内。
額を含む仕上がりサイズは1,150mm×850mm以内。（右図参照）
⑥応募作品数は1人3点まで。
⑦作品の天地が分かるように、必ず裏面左上に作品票を貼りつけておくこと。
⑧作品裏面に、展示用の金具（ヒートン等）と紐を取り付けておくこと。

出品料
1点出品2,000円/2点出品3,500円/3点出品5,000円
賞
池田満寿夫大賞（30万円）
大野城市長賞（15万円）
池田満寿夫奨励賞（5万円）
大野城まどかぴあ賞（5万円）
審査員特別賞（3万円）ほかに入選若干
審査員
池田 良二（武蔵野美術大学教授）
佐藤 陽子（大野城まどかぴあ名誉館長）

★その他詳細はまどかぴあホームページ
または応募要項をご覧ください。

●パソコンの基本ソフト：ウィンドウズ7　●定員：20名
●受付開始日：12月2日（月）9:00
●受付先：生涯学習センター電話・窓口（先着順）

パ ソ コ ン 講 座12月2日（月）9：00
受付開始

託児託児

エクセル入門～活用（夜）パワーポイントマスターエクセル入門～活用

講　師：岡部 充子
日　程：平成26年1月18日（土）～

2月8日（土）までの土曜日
全4回

時　間：10:00～12:00
（2日目から講座前
1時間の自習時間付き）

受講料：6,400円
教材費：600円
対象レベル：文字入力ができる方

講　師：有尾 美穂子
日　程：平成26年1月14日（火）～

2月25日（火）までの火曜日
全6回

時　間：10:00～12:00
（2日目から講座前
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：文字入力ができる方

データ入力や罫線、書式設定など
ワークシートの基本操作から学び
ます。データの並び替え、関数の設
定やグラフ作成をしてみましょう。

表やイラスト、図形の挿入などパ
ワーポイントの基本操作を学びます。
また、特殊効果やアニメーションも
使い、プレゼンテーションの実施と
資料を作成してみましょう。

データ入力や罫線、書式設定など
ワークシートの基本操作から学び
ます。データの並び替え、関数の設
定やグラフ作成をしてみましょう。

講　師：大渕 真紀子
日　程：平成26年1月20日（月）～

2月6日（木）までの月・木曜日
全6回

時　間：19:00～21:00
（2日目から講座前
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：文字入力ができる方

ポジャギ（韓国のパッチワーク）

講　師：平山 久美子 （ヨガインストラクター）
日　程：①平成26年1月27日（月）

②平成26年2月10日（月）
時　間：10:00～11:30
定　員：各18名（先着順）
受講料：1,000円

赤ちゃんとのつながりを感じ
られる大切な時期に自分と向
き合う時間を作って、安産の
ための体作り、心の準備をし
ませんか。
ヨガを通して体の軽さ、心の
すがすがしさを得られますよ。

託児

マタニティヨガ①・②

講　師：藤末 佳美（カラースタイリスト）
日　程：平成26年1月28日（火）
時　間：午前 10:00～12:00

午後 13:30～15:30
定　員：各14名（先着順）
受講料：1,000円
材料費：400円

自分に合う色をご存知ですか？
似合う色は第一印象を素敵にし
てくれます！
あなたを美しく輝かせてくれる
色「パーソナルカラー」を見つけ
て、いつもの服装やメイクに生
かしてみませんか。

託児

いつまでも輝きたい！これが私に似合う色（午前/午後）

※12月は第3木曜に開催。また、ギャラリーモール装飾のため、多目的ホールで開催いたします。

※最終回の開始時間が通常とは異なります。

第8回版画ビエンナーレ大賞作品
「遊離」/奥島 麻子

※作品例



45 アテナ2013.12 月号 アテナ2013.12 月号

ⒸHeadline Pictures (Quartet)Limited and
 the British Broadcasting Corporation 2012

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　　　生涯学習センター開館時間／（月～土）9：00～20：00
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

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。

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

10：00～
14：00～
の上映が
対象です託児車イス

12月19日
（木）
MUSIC

クリスマス目前！サックスの
華やかな音色にのせて、素敵
なクリスマスソングをお届け
します。

野中 真由美

協賛：メリーゴーランド、株式会社東洋ナビックス、豆香洞コーヒー、
株式会社駿河コーポレーション、美容室ビーボンズ

●受付開始日：12月11日（水）9:00
●受付先：生涯学習センター電話・窓口（先着順）短 期 講 座

講　師：坂田 香奈恵（ポジャギ講師）
日　程：平成26年1月17日・31日（金）
時　間：13:30～15:30
定　員：14名（先着順）
受講料：2,000円/2回
材料費：3,000円（2作品分）

ポジャギは韓国伝統の手工
芸です。
色鮮やかな布の配色も見て
楽しめます。
今回はコースターとふくさを
作り、ポジャギの基本的な縫
い方を楽しんでみましょう。

大ホール（1階）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 ※ご入場の際にお一人様1枚の施設利用券が必要です。 

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

12月11日（水）9：00
受付開始

「おもいで」

出演者の思い出の曲や、かつて流行した曲など懐かしい思い出
の音楽をお届けします。今日、出会った音楽が新しい思い出の
１ページになるかもしれません。

平成25年度のテーマ

託児

第9回大野城まどかぴあ版画ビエンナーレ 作品募集

★日曜日閉館のお知らせ★
日曜日は閉館しております。

オスカー俳優ダスティン・ホフマンが、「戦場のピアニス
ト」などの脚本家ロナルド・ハーウッドによる戯曲を映画
化した初監督作。老人ホームで暮らす元音楽家たちが、
ホームの存続のために復活コンサートに挑む姿を描いて
います。出演には、2度のオスカー受賞を誇るマギー・ス
ミスをはじめ、トム・コートネイ、ビリー・コノリー、ポー
リーン・コリンズらイギリスを代表する名優が集結。ジュ
ゼッペ・ヴェルディ、ヨハン・セバスチャン・バッハなどの
名曲に乗せてつづられる笑いと涙の物語にご期待くだ
さい。

平成26年

1月11日
（土）
CINEMA

【時間】10:00～/14:00～/
18:00～

　　  （各回30分前開場）

「カルテット！人生のオペラハウス」
2013年/イギリス/99分/字幕版

監督：ダスティン・ホフマン
出演：マギー・スミス、トム・コートネイほか

人間の子どもたちを怖がらせ、その悲鳴をエネルギー源
として用いるモンスターの世界。
そこに暮らすモンスター青年マイクは、明朗活発でポジ
ティブな思考の持ち主だったが、仲間よりも体が小さくて
ルックスもかわいいことに劣等感を抱いていた。これでは
子どもたちを絶叫させる“恐がらせ屋”にはなれないと、
世界中のモンスターが憧れを抱く名門大学「モンスター
ズ・ユニバーシティ」に入学。期待に胸を膨らませる彼だ
が、そこにはサリーを筆頭に大きくて姿が恐ろしい“恐が
らせ屋”のエリート候補生があふれていた。

12月21日
（土）
CINEMA

【時間】10:00～/14:00～/
17:00～

　　  （各回30分前開場）

キッズシネマ
「モンスターズ・ユニバーシティ」
2013年/アメリカ/103分/吹替版/2D版

監督：ダン・スカンロン
声の出演：石塚 英彦（ホンジャマカ）、

田中 裕二（爆笑問題）ほか

ティータイムコンサート vol.207

出演：野中 真由美（サックス）、西條 美香（ピアノ）
野田 雅仁（パーカッション）

【時間】12:10～12:50
【会場】多目的ホール（1階）入場無料

大野城まどかぴあの初代館長であった池田 満寿夫の優れた業績を顕彰するとともに、版画芸術の振興を図ることを目的に、
幅広く優れた作家を見出すための公募展を開催します。
【事前エントリー】平成26年8月1日（金）～29日（金）
【作品搬入】平成26年9月6日（土）・7日（日）
応募資格
住所問わず。15歳以上。（但し、中学生は除く）
応募規定
①版形式は凸版・凹版・平版・孔版。
②本人が制作したもので公募展未発表の作品。
③作品保護のため必ず額装されていること。
※但し、突起物や過度な装飾のついた額はご遠慮ください。
※万一額等が破損した場合、弁償等はいたしかねますのでご了承ください。
④但し前面のガラス入りは不可、アクリル板に限る。
⑤作品のサイズは版画紙特大版1,050mm×750mm以内。額縁幅50mm以内。
額を含む仕上がりサイズは1,150mm×850mm以内。（右図参照）
⑥応募作品数は1人3点まで。
⑦作品の天地が分かるように、必ず裏面左上に作品票を貼りつけておくこと。
⑧作品裏面に、展示用の金具（ヒートン等）と紐を取り付けておくこと。

出品料
1点出品2,000円/2点出品3,500円/3点出品5,000円
賞
池田満寿夫大賞（30万円）
大野城市長賞（15万円）
池田満寿夫奨励賞（5万円）
大野城まどかぴあ賞（5万円）
審査員特別賞（3万円）ほかに入選若干
審査員
池田 良二（武蔵野美術大学教授）
佐藤 陽子（大野城まどかぴあ名誉館長）

★その他詳細はまどかぴあホームページ
または応募要項をご覧ください。

●パソコンの基本ソフト：ウィンドウズ7　●定員：20名
●受付開始日：12月2日（月）9:00
●受付先：生涯学習センター電話・窓口（先着順）

パ ソ コ ン 講 座12月2日（月）9：00
受付開始

託児託児

エクセル入門～活用（夜）パワーポイントマスターエクセル入門～活用

講　師：岡部 充子
日　程：平成26年1月18日（土）～

2月8日（土）までの土曜日
全4回

時　間：10:00～12:00
（2日目から講座前
1時間の自習時間付き）

受講料：6,400円
教材費：600円
対象レベル：文字入力ができる方

講　師：有尾 美穂子
日　程：平成26年1月14日（火）～

2月25日（火）までの火曜日
全6回

時　間：10:00～12:00
（2日目から講座前
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：文字入力ができる方

データ入力や罫線、書式設定など
ワークシートの基本操作から学び
ます。データの並び替え、関数の設
定やグラフ作成をしてみましょう。

表やイラスト、図形の挿入などパ
ワーポイントの基本操作を学びます。
また、特殊効果やアニメーションも
使い、プレゼンテーションの実施と
資料を作成してみましょう。

データ入力や罫線、書式設定など
ワークシートの基本操作から学び
ます。データの並び替え、関数の設
定やグラフ作成をしてみましょう。

講　師：大渕 真紀子
日　程：平成26年1月20日（月）～

2月6日（木）までの月・木曜日
全6回

時　間：19:00～21:00
（2日目から講座前
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：文字入力ができる方

ポジャギ（韓国のパッチワーク）

講　師：平山 久美子 （ヨガインストラクター）
日　程：①平成26年1月27日（月）

②平成26年2月10日（月）
時　間：10:00～11:30
定　員：各18名（先着順）
受講料：1,000円

赤ちゃんとのつながりを感じ
られる大切な時期に自分と向
き合う時間を作って、安産の
ための体作り、心の準備をし
ませんか。
ヨガを通して体の軽さ、心の
すがすがしさを得られますよ。

託児

マタニティヨガ①・②

講　師：藤末 佳美（カラースタイリスト）
日　程：平成26年1月28日（火）
時　間：午前 10:00～12:00

午後 13:30～15:30
定　員：各14名（先着順）
受講料：1,000円
材料費：400円

自分に合う色をご存知ですか？
似合う色は第一印象を素敵にし
てくれます！
あなたを美しく輝かせてくれる
色「パーソナルカラー」を見つけ
て、いつもの服装やメイクに生
かしてみませんか。

託児

いつまでも輝きたい！これが私に似合う色（午前/午後）

※12月は第3木曜に開催。また、ギャラリーモール装飾のため、多目的ホールで開催いたします。

※最終回の開始時間が通常とは異なります。

第8回版画ビエンナーレ大賞作品
「遊離」/奥島 麻子

※作品例
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～広告協賛欄～

図書館へゆこう！！2014年　予告
◆対象：大野城市内在住か勤務・通学する5名以上のグループ・企業

など

◆講師：内容に応じて一緒に考えていきます。講師料は無料です。
材料費等は実施団体負担となります。

◆会場：主催団体にて手配（大野城市内）をお願いします。

◆申込：開催希望日1ヵ月前までに要申込。詳しくは、まどかぴあ
館内等で配布中のチラシまたはホームページをご覧くだ
さい。

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.madokapialibrary.jp/
図書館携帯電話用HP　http://www.madokapialibrary.jp/m/

男女平等推進センター アスカーラ
開館時間／（月～金）9：00～19：00

（土・日・祝日）9：00～17：00

大野城まどかぴあ男女平等推進センター アスカーラ 出 前 講 座

※手話通訳が必要な方は男女平等推進センターまでお問い合わせください。

託児

託児

車イス友の会

先・割

「男女共同参画」の勉強会を開きませんか？
グループ・サークル・学校・PTA・地域・職場など
に講師が出向いて、出前講座を行います。ご希
望の内容をやさしくわかりやすくお話します。
どんどん活用してください。

時間：火曜日14:00 ～17:00 / 木曜日  9:00 ～12:00
※月4回実施。日程については電話等でお尋ねください。

会場：相談室2（3階）　　料金：無料

1人で悩まず話してみませんか？

～臨床心理士による相談～　専用電話（全相談共通）092（586）4035
生き方、人間関係、夫婦のこと…、あなたの想いを大切にして
臨床心理士が問題解決のお手伝いをします。電話または
面接で相談できます。事前に電話でご予約ください。

知りたい!学びたい！を応援します。

チケット好評発売中 ! あなたとわたしのハートフルステージ

<プロフィール>
東京大学経済学部経済
学科卒業。現在、経済ア
ナリスト、獨協大学経済
学部教授。専門は労働
経済学と計量経済学。
主な出演番組TBS「がっ
ちりマンデー!!」、著書
も多数。そのほか、金
融、恋愛、オタク系グッ
ズなど、多くの分野で
論評を展開している。

森 永 卓 郎 講演会
～男と女のあり方が変わる　経済も変わる～

テレビやラジオで大活躍のモリタクさんに
経済の｢今」についてお話をしていただきます。

※詳細は男女平等推進センターまでお問い合わせください。

児童文学作家 たつみや 章 講演会
ボランティア研修会

講　　師：たつみや 章

申込方法：平成26年1月6日（月）10:00より
電話・FAX・図書館カウンターにて受付開始

定　　員：100名(先着順)

要申込

（『ぼくの・稲荷山戦記』（講談社）で講談
社児童文学新人賞、『月神の統べる森』
（講談社）で野間児童文学賞をそれぞれ
受賞。熊本在住。）

平成26年
2月8日（土）
13:00～15:00

小ホール
（2階） たつみや 章 講演会

移動図書館「わくわく号」巡回日程表

10:30～11:30 14:00～15:00 15:30～16:30

午      前 午      後曜
日 日

※長期休館に伴い、上記以外のステーションは稼働しません。

火

木

金

24日

26日

27日

下大利団地
公民館

大野3号公園

北コミュニティ
センター

山田公民館 栄町公民館

若草ふれあい
公園

南ヶ丘1区
公民館

乙金東公民館 乙金台公民館

平成26年1月16日（木）から2月4日（火）まで、図書館
で楽しいイベントや絵本の原画展示などを行います。
どうぞお楽しみに！

●長野 ヒデ子絵本原画展
●長野 ヒデ子講演会
※平成26年1月9日（木）
より受付開始（定員100名）

●わくわくおはなしまつり
●第18回まどかぴあ読書感想画コンクール入賞作品展示
●あかちゃんと布のえほんであそぼう
　※平成26年1月6日（月）より受付開始
（2部制/定員各20組40名）
●布のえほん＆エプロンシアター展示
●館内特集「世界を見てみよう！」

12/21（土）　図書館がリニューアル開館します！

平成26年1月8日（水）は地域貸出文庫図書交換
のため、休館します。

書架増設を伴うリニューアル工事のため、長期休館しております
まどかぴあ図書館が、12月21日（土）より新しく生まれ変わって
再出発します。
新しい門出と共に、これからもまどかぴあ図書館をよろしくお願い
いたします。

出前講座は、こんなテーマで開催できます！
＜地域＞

•老若男女みんなが輝くまちづくり
•地域で支えあおう！子育てと介護
•出番ですよ！セカンドステージは地域で！　など

＜職場＞
•女性も男性も活躍できる職場づくり
•ワークライフバランスでいきいき社員
•職場のセクハラ防止について　など

＜学校＞
•デートDVってなあに？
•どんな社会人になる？　など

＜サークル・団体＞
•男女共同参画を基本から
•女性特有の病気を学ぶ
•スマホ・SNSとどう付き合う？
•男の家事育児　など

※その他、開催テーマについては、ご相談ください。

平成26年

1月25日
（土）

★4月から土・日・祝日も開館しており
ます★

【時間】 13:30開演/13:00開場（15:00終了予定）
【会場】 大ホール（1階）　全席自由
料金：500円（当日600円）※友の会特別料金 400円（当日480円）

まどかぴあ総合案内チケット発売中 チケット取扱い

①調べもののお手伝いをするレファレンスカ
ウンターができます。

②貸出・返却・登録のカウンターが新しくなり
ます。

③床をフラットにし、じゅうたんからフローリ
ングへ。土足での入室不可となるため小さ
なお子様にも安心です。

④閲覧席を50席増やし、より多くの方に座席
をご利用いただけます。

⑤CDコーナーの場所が変わります。

⑥書架増設により開架の所蔵冊数が約3万
冊増えます。

12月21日（土）9：30より図書館前にて
オープニングセレモニーを行います。
式典終了次第、開館いたします。

⑥全体の書架

⑤CDコーナー
③おはなし
のへや

①レファレンス
カウンター

②カウンター
④

ブラウジング
コーナー

出入口

〈図書館内図〉

としょかんのおはなし会

毎月第1～4火曜日　10：30～
場所：3階キッズルーム（妊娠中の方もぜひどうぞ！）
ぴよぴよのへや（0歳児・妊婦対象）
よちよちのへや（1～2歳児対象）

場所：まどかぴあ図書館おはなしの部屋
幼児対象　12月21日

12月3日・17日
12月10日・24日

毎月第1～4土曜日　15：00～

おひざでだっこ

わくわくおはなし会

◆月～金曜日 総合相談　◆第1～4木曜日 法律相談　◆第2水曜日 おしごと相談

子どもと読書をテーマに、楽しいお話を伺います。

たまねぎちゃんあららら！（世界文化社）

①①①①

④④④④④

⑤⑤
③③

⑥⑥

②②

②

③

④

⑤

⑥
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図書館へゆこう！！2014年　予告
◆対象：大野城市内在住か勤務・通学する5名以上のグループ・企業

など

◆講師：内容に応じて一緒に考えていきます。講師料は無料です。
材料費等は実施団体負担となります。

◆会場：主催団体にて手配（大野城市内）をお願いします。

◆申込：開催希望日1ヵ月前までに要申込。詳しくは、まどかぴあ
館内等で配布中のチラシまたはホームページをご覧くだ
さい。

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.madokapialibrary.jp/
図書館携帯電話用HP　http://www.madokapialibrary.jp/m/

男女平等推進センター アスカーラ
開館時間／（月～金）9：00～19：00

（土・日・祝日）9：00～17：00

大野城まどかぴあ男女平等推進センター アスカーラ 出 前 講 座

※手話通訳が必要な方は男女平等推進センターまでお問い合わせください。

託児

託児

車イス友の会

先・割

「男女共同参画」の勉強会を開きませんか？
グループ・サークル・学校・PTA・地域・職場など
に講師が出向いて、出前講座を行います。ご希
望の内容をやさしくわかりやすくお話します。
どんどん活用してください。

時間：火曜日14:00 ～17:00 / 木曜日  9:00 ～12:00
※月4回実施。日程については電話等でお尋ねください。

会場：相談室2（3階）　　料金：無料

1人で悩まず話してみませんか？

～臨床心理士による相談～　専用電話（全相談共通）092（586）4035
生き方、人間関係、夫婦のこと…、あなたの想いを大切にして
臨床心理士が問題解決のお手伝いをします。電話または
面接で相談できます。事前に電話でご予約ください。

知りたい!学びたい！を応援します。

チケット好評発売中 ! あなたとわたしのハートフルステージ

<プロフィール>
東京大学経済学部経済
学科卒業。現在、経済ア
ナリスト、獨協大学経済
学部教授。専門は労働
経済学と計量経済学。
主な出演番組TBS「がっ
ちりマンデー!!」、著書
も多数。そのほか、金
融、恋愛、オタク系グッ
ズなど、多くの分野で
論評を展開している。

森 永 卓 郎 講演会
～男と女のあり方が変わる　経済も変わる～

テレビやラジオで大活躍のモリタクさんに
経済の｢今」についてお話をしていただきます。

※詳細は男女平等推進センターまでお問い合わせください。

児童文学作家 たつみや 章 講演会
ボランティア研修会

講　　師：たつみや 章

申込方法：平成26年1月6日（月）10:00より
電話・FAX・図書館カウンターにて受付開始

定　　員：100名(先着順)

要申込

（『ぼくの・稲荷山戦記』（講談社）で講談
社児童文学新人賞、『月神の統べる森』
（講談社）で野間児童文学賞をそれぞれ
受賞。熊本在住。）

平成26年
2月8日（土）
13:00～15:00

小ホール
（2階） たつみや 章 講演会

移動図書館「わくわく号」巡回日程表

10:30～11:30 14:00～15:00 15:30～16:30

午      前 午      後曜
日 日

※長期休館に伴い、上記以外のステーションは稼働しません。

火

木

金

24日

26日

27日

下大利団地
公民館

大野3号公園

北コミュニティ
センター

山田公民館 栄町公民館

若草ふれあい
公園

南ヶ丘1区
公民館

乙金東公民館 乙金台公民館

平成26年1月16日（木）から2月4日（火）まで、図書館
で楽しいイベントや絵本の原画展示などを行います。
どうぞお楽しみに！

●長野 ヒデ子絵本原画展
●長野 ヒデ子講演会
※平成26年1月9日（木）
より受付開始（定員100名）

●わくわくおはなしまつり
●第18回まどかぴあ読書感想画コンクール入賞作品展示
●あかちゃんと布のえほんであそぼう
　※平成26年1月6日（月）より受付開始
（2部制/定員各20組40名）
●布のえほん＆エプロンシアター展示
●館内特集「世界を見てみよう！」

12/21（土）　図書館がリニューアル開館します！

平成26年1月8日（水）は地域貸出文庫図書交換
のため、休館します。

書架増設を伴うリニューアル工事のため、長期休館しております
まどかぴあ図書館が、12月21日（土）より新しく生まれ変わって
再出発します。
新しい門出と共に、これからもまどかぴあ図書館をよろしくお願い
いたします。

出前講座は、こんなテーマで開催できます！
＜地域＞

•老若男女みんなが輝くまちづくり
•地域で支えあおう！子育てと介護
•出番ですよ！セカンドステージは地域で！　など

＜職場＞
•女性も男性も活躍できる職場づくり
•ワークライフバランスでいきいき社員
•職場のセクハラ防止について　など

＜学校＞
•デートDVってなあに？
•どんな社会人になる？　など

＜サークル・団体＞
•男女共同参画を基本から
•女性特有の病気を学ぶ
•スマホ・SNSとどう付き合う？
•男の家事育児　など

※その他、開催テーマについては、ご相談ください。

平成26年

1月25日
（土）

★4月から土・日・祝日も開館しており
ます★

【時間】 13:30開演/13:00開場（15:00終了予定）
【会場】 大ホール（1階）　全席自由
料金：500円（当日600円）※友の会特別料金 400円（当日480円）

まどかぴあ総合案内チケット発売中 チケット取扱い

①調べもののお手伝いをするレファレンスカ
ウンターができます。

②貸出・返却・登録のカウンターが新しくなり
ます。

③床をフラットにし、じゅうたんからフローリ
ングへ。土足での入室不可となるため小さ
なお子様にも安心です。

④閲覧席を50席増やし、より多くの方に座席
をご利用いただけます。

⑤CDコーナーの場所が変わります。

⑥書架増設により開架の所蔵冊数が約3万
冊増えます。

12月21日（土）9：30より図書館前にて
オープニングセレモニーを行います。
式典終了次第、開館いたします。

⑥全体の書架

⑤CDコーナー
③おはなし
のへや

①レファレンス
カウンター

②カウンター
④

ブラウジング
コーナー

出入口

〈図書館内図〉

としょかんのおはなし会

毎月第1～4火曜日　10：30～
場所：3階キッズルーム（妊娠中の方もぜひどうぞ！）
ぴよぴよのへや（0歳児・妊婦対象）
よちよちのへや（1～2歳児対象）

場所：まどかぴあ図書館おはなしの部屋
幼児対象　12月21日

12月3日・17日
12月10日・24日

毎月第1～4土曜日　15：00～

おひざでだっこ

わくわくおはなし会

◆月～金曜日 総合相談　◆第1～4木曜日 法律相談　◆第2水曜日 おしごと相談

子どもと読書をテーマに、楽しいお話を伺います。

たまねぎちゃんあららら！（世界文化社）

①①①①

④④④④④

⑤⑤
③③

⑥⑥

②②

②

③

④

⑤

⑥
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大野城まどかぴあ 情報誌

Atth
～つどい ふれあい はばたく～

201312
VOL.

210

・平成26年度　公益財団法人大野城まどかぴあ 契約職員募集
・岩崎 宏美・佐田 玲子 トーク＆ライブ　チケット発売開始！
・短期講座＆パソコン講座　受講生募集！
・森永 卓郎　講演会　チケット好評発売中！
・図書館リニューアル開館のお知らせ

P6
P5

P7

つくし お隣さん情報
表記金額は前売金額です。詳しくは各会館へお問い合わせください。
11月12日現在（その後の変更につきましては、ご容赦ください）

ふれあい音楽セミナー第9回「貴族的社交趣味」
●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

12/15
（日）

土曜シアター「ジャックと天空の巨人」（日本語吹替版）
●施設利用料1枚300円/6枚綴り1,500円　●①10:00～②14:00～③19:00～

12/14
（土）

ふしぎ楽器ストリングラフィ 音楽会
糸電話の原理を応用したふしぎな楽器のコンサート
●出演：ストリングラフィ・アンサンブル、ワークショップ受講生
●一般500円/小中学生300円/未就学児無料　●14:30～15:50

1/26
（日）

12/1
（日）

「つくし紫」文化塾2013　第2回
異能の画家・若冲の宇宙を探る ～京都画派の魅力を紹介しつつ～
●講師：狩野博幸（同志社大学 教授）
●一般1,000円/ペア券1,500円/高校生以下無料※要入場券　●13:30～

12/15
（日）

12/15
（日）

第28回名曲コンサート ～ミュージカルとオペラの祭典～
吉原圭子・青栁素晴＆萩原貴子
日本を代表するソリスト達とオーケストラとの夢の響演!! 
●【指定】2,000円 【自由】一般1,500円/大学生以下1,000円　●15:00～

那珂川吹奏楽団第17回定期演奏会
●500円　●14:00～

12/21
（土）

フロアコンサート  ～米岡誠一 トーク＆ライブ～
●場所：いきいき情報センター2Fフロア（TEL 928-5000）
●入場無料 ●14:00～15:30

12/14
（土）

おはなしかいのクリスマス
●場所：プラム･カルコア太宰府（中央公民館）多目的ホール
●主催：市民図書館（TEL：921-4646） 
●入場無料 ●15:00～16:00

12/22
（日）

那珂川町少年少女合唱団　第1回定期演奏会
●入場無料（要入場整理券）　●14:00～

12/23
（月・祝）

ミリカシアター「武士の家計簿」
●300円（施設利用料）　●①10:00～②14:00～③18:00～

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

（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

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 筑紫郡那珂川町仲２丁目５番１号 ☎092（954）2211

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。

■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 59台、立体 316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/ 託児 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。

まどかぴあ休館日のお知らせ
12月4日（水）、18日（水）

年末年始：12月28日（土）～平成26年1月4日（土）

日付 イベント ページ

ページ日付 イベント

3（火）・17（火）

5（木）

6（金）

7（土）

10（火）・24（火）

11（水）

14（土）

14（土）・15（日）

19（木）

21（土）

21（土）～23（月・祝）

26（木）

おひざでだっこ
ぴよぴよのへや （0歳児対象）

ボランティア研修会（第3回）

情報サポーター養成講座（第4回）
「出発進行！あなたの発信力」

ワイヤーアートのクリスマス飾り      　　

航空自衛隊 西部航空音楽隊
「第20回ファミリーコンサート」

男女平等推進センタ―アスカーラ市民グループ活動支援事業
今こそ学び考えよう日本国憲法 

おひざでだっこ
よちよちのへや（1・2歳児対象）

旬の食材を使った簡単ワクワクおせち

年越しそば　手打ち体験

第42回福岡アンサンブルコンテスト

ティータイムコンサートVol.207

シネマランド　キッズシネマ
「モンスターズ・ユニバーシティ」

わくわくおはなし会（幼児対象）

まどかぴあ＠アート体験ひろば

お正月の生け花

P7

10月号
掲載

11月号
掲載

11月号
掲載

11月号
掲載

11月号
掲載

P7

11月号
掲載

11月号
掲載

P3

P4

P4

P7

P2

11月号
掲載

2（月）

5（木）

9（月）

11（水）

12（木）

P5

P2

P3

P5

P2

受付開始

友の会発売開始

友の会発売開始

受付開始

一般発売開始

パソコン講座

劇団飛行船マスクプレイミュージカル
「ヘンゼルとグレーテル」

岩崎 宏美・佐田 玲子 トーク＆ライブ

短期講座

劇団飛行船マスクプレイミュージカル
「ヘンゼルとグレーテル」

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までご連絡ください。

12月のチケット情報・募集申込情報

12月 まどかぴあのイベントスケジュール

まどかぴあ図書館からのお知らせ
【長期休館日】11月11日（月）～12月20日（金）

16（月）

20（金）

P3

11月号
掲載

一般発売開始

参加申込締切

岩崎 宏美・佐田 玲子 トーク＆ライブ

大野城市民吹奏楽団・中学3年生
ジョイントコンサート2014

P3

【
日
時
】平
成
26
年
2
月
13
日（
木
）10
時
・
13
時
開
演

14
日（
金
）10
時
開
演

【
会
場
】大
ホ
ー
ル　

全
席
指
定

12/14
（土）

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

11月号
掲載申込締切

ヘルシーエクササイズ（夜の部・後期）

P2

大野城
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