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・大野城まどかぴあ 臨時職員登録開始！！
・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」
・短期講座＆パソコン講座　受講生募集！
・地域女性リーダー育成事業 プレ講座　参加者受付中！
・ボランティア研修会 たつみや 章 講演会　受付開始
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P2
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P7

『外郎売』ほるぷ出版『『『外外外郎売』郎売』ほほるぷ出版るぷ出版

図書館へゆこう！！2014
1/16 2/4㈭ ㈫⇒
◆長野 ヒデ子原画展　1/21（火）～2/4（火）10時～18時　会場：多目的ホール
◆長野 ヒデ子講演会　1/26（日）14時～15時30分　会場：小ホール

つくし お隣さん情報
表記金額は前売金額です。詳しくは各会館へお問い合わせください。
12月9日現在（その後の変更につきましては、ご容赦ください）

土曜シアター「舟を編む」
●施設利用料1枚300円/6枚綴り1,500円　●①10:00～②14:00～③19:00～

1/18
（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）

1/19
（日）

1/19
（日）

森山良子アコースティックコンサート　残席わずか！
●一般4,000円※1人6枚まで　●15:00～

平成25年度歴史講座「ちくし見聞録」 第3回「江戸時代の太宰府」
●講師：山村信榮さん（太宰府市教育委員会）
●入場無料（要事前受付） ●10:00～12:00

2/9
（日）

第八回ちくしの寄席～筑紫野市ふるさと親善大使～
立川生志落語会
談志師匠ゆずりのシュールな語り口でご機嫌を伺います。
●一般3,000円（14:00～）
●場所：筑紫野市生涯学習センター さんあいホール

1/11
（土）

おやつ付き（無料）昔遊び大会
●場所：文化ふれあい館（TEL 928-0800）  ●参加無料  ●13:00～15:00
※くらし展オリジナルかるた大会（14:00～）

2/14
（金）

筑紫野市文化会館 市民企画公募事業「プロデューサーズ2013」
弦楽器とピアノで奏でる愛の名曲コンサート 
～クラシックから唱歌・ポップスまで～
●大人1,500円/中学生以下500円　●19:00～
●出演：SaKuRa QUINTET（ヴァイオリン、ビオラ、チェロ、ピアノ）

2/25
（火）

文化庁平成25年度劇場・音楽堂等活性化事業「ネットワーク構築事業」
富良野GROUP公演冬2014「マロース」
●作・演出：倉本聰　●S席3,000円/A席2,500円　●19:00～

3/2
（日）

第15回那珂川町音楽祭「ピアノの祭」出場者募集
●申込期間：1月5日(日)～2月2日(日)※休館日は除く
●入場無料※出場者は1人(組)1,000円　●午前の部10:00～/午後の部13:30～

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

まどかぴあ休館日のお知らせ　1月15日（水）
年末年始：12月28日（土）～1月4日（土）

日付 イベント ページ

7（火）

11（土）

11（土）・25（土）

14（火）・28（火）

14（火）～2/25（火）

16（木）

16（木）～2/4（火）

17（金）

17（金）・31（金）

18（土）

おひざでだっこ
ぴよぴよのへや（0歳児対象）

シネマランド
「カルテット！人生のオペラハウス」

おとなの楽校　5時間目：芸術

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）

エクセル入門～活用

ボランティア研修会（第4回）

図書館へゆこう！！2014

パパ・ママのための読書タイム

ポジャギ（韓国のパッチワーク）

わくわくおはなし会（幼児対象）
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12月号
掲載

P7

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。

1月 まどかぴあのイベントスケジュール

1/5（日）
～3/9（日）

第18回　くらしのうつりかわり展
●場所：文化ふれあい館（TEL 928-0800）※毎週月曜休館(祝日の場合翌日)
●入場無料 ●9:00～17:00

音楽の玉手箱プレミアムライブ～伝統×革新～
●出演：髙﨑裕士（津軽三味線）　●500円　●14:00～15:00

2/2
（日）
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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/

受付開始

ページ日付 イベント

18（土）～2/8（土）

19（日）

20（月）～2/6（木）

21（火）

23（木）

25(土）

27（月）・2/10（月）

パワーポイントマスター

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」

エクセル入門～活用（夜）

あかちゃんと布のえほんであそぼう

ティータイムコンサートVol.208

あなたとわたしのハートフルステージ
森永 卓郎　講演会

マタニティヨガ①・②
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12月号
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パソコン講座

たつみや 章 講演会（ボランティア研修会）

1月のチケット情報・募集申込情報

28（火）
いつまでも輝きたい！
これが私に似合う色（午前 /午後）

12月号
掲載

6（月）

8（水）

9（木）

10（金）

あかちゃんと布のえほんであそぼう
（図書館へゆこう！！2014）

短期講座

長野 ヒデ子講演会（図書館へゆこう！！2014）

地域女性リーダー育成事業 プレ講座
「めざせ！ワクワクがとまらないまち 大野城」

受付開始

P5

12月号
掲載

P7

P5

P7

P6

18（土）・19（日）
アスカーラ市民グループ活動支援事業
家族でいっしょに表現の森に遊びにおいで P6

20（月）
第18回大野城男女共生フォーラム
杉尾 秀哉　講演＆トーク P6

31（金） 深夜放送同窓会 実行委員募集 申込締切 P2

26(日）
長野 ヒデ子講演会
（図書館へゆこう！！2014） P7

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。

図書

図書

図書

図書

図書

図書

生涯

男女

男女

託児

託児

託児

託児

託児

文芸

文芸

生涯

図書

図書

図書

図書

図書

生涯

生涯

生涯

男女

男女

託児

託児

託児

託児

託児

文芸

文芸

文芸

生涯

生涯

生涯

男女

託児
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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

筑紫楽所
昭和32年に発足した正行寺楽部を基礎と
し、雅楽の普及に貢献すべく、広く一般に
門戸を開いている。現在は、春日山雅楽御
堂を中心に雅楽の伝統精神を受け継ぐべ
く、宮内庁式部職楽部楽師より直接指導
を仰いでいる。

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

1月19日
（日）

MUSIC & CULTURE

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～

友の会

先・割
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/）

MUSIC

2月2日
（日）

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

いよいよ本番が近付いてきました。あの感動的な物
語「スーホの白い馬」の朗読をはじめ、日本古来の「雅
楽」「舞楽」、そしてモンゴルの歌や馬頭琴演奏を、わか
りやすい解説を交えながら進めていきます。大ホール
に特設される雅楽舞台もお楽しみに。皆さまお誘い合
わせのうえ、ぜひ会場へお越しください。

＜ 出演者 >
ちく  し  がく  そ

ドラン（馬頭琴）
中国内モンゴル自治
区出身。中国馬頭琴学
会会員。13歳より馬頭
琴を習い始める。野馬
（イエマ）馬頭琴アン
サンブルのコンサート
マスター敖那拉図（オ
ナラト）氏に師事。

オドバル（オルティン・ドー）
内モンゴル・ホルチン地
方の出身。ジリム藝術学
校、中央音楽学院などで
歌唱の研鑽を積む。内モ
ンゴル軍区文藝工作団、
内モンゴル民族劇団など
一流の音楽団体でソリス
ト歌手を歴任する。

【司会・進行・朗読】
野尻 あかね
NHK福岡放送局に勤務。
「ぐるっと8県九州・沖縄」
のキャスターを務めた
後、現在は25年4月から
始まった「はっけんラジ
オ」の進行役を務める。ドラン馬頭琴楽団

まもなく
募集開始！

第7回大野城まどかぴあ市民企画事業
「あなたがプロデューサー」企画募集！
地域の皆さんが企画した事業の実
施・運営をサポートする「市民企画事業」。7回
目となる企画募集をまもなく開始します（企画
実施は26年度になります）。コンサート、演劇、
ダンス、映画上映、ワークショップ、展覧会など、
文化芸術に関する企画であればジャンルは問
いません。応募要項は2月3日（月）から配布開
始。詳細はアテナ2月号をご覧ください。

託児友の会

先・割

まどかぴあ総合案内

今年度最後となるおとなの楽校は、
「芸術」の時間です。人形浄瑠璃
の上演とともに、その歴史や面白
さについて一緒に学びましょう。

【日時】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）

【出演】 
勝浦人形浄瑠璃
保存会
（福岡県福津市）

【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」
PLAY

車イス

2月13日(木)
14日(金)

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

＜あらすじ＞ 森の中で暮らす仲良しの兄妹、ヘンゼルとグレーテ
ル。ある日、屋根も壁も、窓もぜんぶ、大好きなお菓子でできたおう
ちをみつけて大喜び。お腹のすいていたふたりは、そのおうちが欲
しくてたまりません。しかし、そのおうちこそ、子どもを食べてしま
うという怖い魔女が作ったおうちだったのです。罠にかかり捕まっ
てしまったふたり。さて、無事に逃げ出す方法はあるのでしょうか？

チケット取扱いチケット発売中

募集要項と登録用紙は1月6日（月）より
まどかぴあで配布します。
または、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。

チケット取扱いチケット発売中

～友達でいること・歌うこと～
岩崎 宏美ちゃんとは、兄さだ まさしを通して初めてお会いしました。そ
の笑顔の暖かさと気取らない優しさに驚いた事を覚えています。彼女と
は何度か同じステージを踏ませて頂いていますが、今回はまた違ったコ
ラボをお送りできると思います。どんなトークが飛び出すことやら…。
どうぞ皆様楽しみにいらして下さい。お待ちしております。

佐田 玲子

チケット取扱いチケット発売中

まどかぴあホームページ　http://www.madokapia.or.jp/

大野城まどかぴあ 検索

「新着情報」へ

大野城まどかぴあ
★平成26年度臨時職員登録開始！！★

「深夜放送同窓会Part4（仮）」
★実行委員募集★

事業を運営していただける方募集！！

【応募資格】住所・性別は問いません
【募集人数】30名程度
【活動内容】事業内容のアイデア出しや、当日運営等
【就任期間】2月～公演終了まで
【申込方法】所定の応募用紙に必要事項を記入のうえ、文

化芸術振興課まで郵送・FAXまたはご持参く
ださい。

【申込締切】1月31日（金）必着

★詳細は応募用紙をご確認ください。

やさしい心とあきらめない心―
どんなときも、きっと希望が助けてくれる！

可愛らしいお人形たちが素敵な歌とダンスにのせて紡ぎ出す物
語。ドキドキ・ワクワクの演出に、子どもも大人もご一緒にお楽しみ
いただけます。どうぞご家族そろってご来場ください☆
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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

筑紫楽所
昭和32年に発足した正行寺楽部を基礎と
し、雅楽の普及に貢献すべく、広く一般に
門戸を開いている。現在は、春日山雅楽御
堂を中心に雅楽の伝統精神を受け継ぐべ
く、宮内庁式部職楽部楽師より直接指導
を仰いでいる。

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

1月19日
（日）

MUSIC & CULTURE

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～

友の会

先・割
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/）

MUSIC

2月2日
（日）

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

いよいよ本番が近付いてきました。あの感動的な物
語「スーホの白い馬」の朗読をはじめ、日本古来の「雅
楽」「舞楽」、そしてモンゴルの歌や馬頭琴演奏を、わか
りやすい解説を交えながら進めていきます。大ホール
に特設される雅楽舞台もお楽しみに。皆さまお誘い合
わせのうえ、ぜひ会場へお越しください。

＜ 出演者 >
ちく  し  がく  そ

ドラン（馬頭琴）
中国内モンゴル自治
区出身。中国馬頭琴学
会会員。13歳より馬頭
琴を習い始める。野馬
（イエマ）馬頭琴アン
サンブルのコンサート
マスター敖那拉図（オ
ナラト）氏に師事。

オドバル（オルティン・ドー）
内モンゴル・ホルチン地
方の出身。ジリム藝術学
校、中央音楽学院などで
歌唱の研鑽を積む。内モ
ンゴル軍区文藝工作団、
内モンゴル民族劇団など
一流の音楽団体でソリス
ト歌手を歴任する。

【司会・進行・朗読】
野尻 あかね
NHK福岡放送局に勤務。
「ぐるっと8県九州・沖縄」
のキャスターを務めた
後、現在は25年4月から
始まった「はっけんラジ
オ」の進行役を務める。ドラン馬頭琴楽団

まもなく
募集開始！

第7回大野城まどかぴあ市民企画事業
「あなたがプロデューサー」企画募集！
地域の皆さんが企画した事業の実
施・運営をサポートする「市民企画事業」。7回
目となる企画募集をまもなく開始します（企画
実施は26年度になります）。コンサート、演劇、
ダンス、映画上映、ワークショップ、展覧会など、
文化芸術に関する企画であればジャンルは問
いません。応募要項は2月3日（月）から配布開
始。詳細はアテナ2月号をご覧ください。

託児友の会

先・割

まどかぴあ総合案内

今年度最後となるおとなの楽校は、
「芸術」の時間です。人形浄瑠璃
の上演とともに、その歴史や面白
さについて一緒に学びましょう。

【日時】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）

【出演】 
勝浦人形浄瑠璃
保存会
（福岡県福津市）

【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」
PLAY

車イス

2月13日(木)
14日(金)

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

＜あらすじ＞ 森の中で暮らす仲良しの兄妹、ヘンゼルとグレーテ
ル。ある日、屋根も壁も、窓もぜんぶ、大好きなお菓子でできたおう
ちをみつけて大喜び。お腹のすいていたふたりは、そのおうちが欲
しくてたまりません。しかし、そのおうちこそ、子どもを食べてしま
うという怖い魔女が作ったおうちだったのです。罠にかかり捕まっ
てしまったふたり。さて、無事に逃げ出す方法はあるのでしょうか？

チケット取扱いチケット発売中

募集要項と登録用紙は1月6日（月）より
まどかぴあで配布します。
または、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。

チケット取扱いチケット発売中

～友達でいること・歌うこと～
岩崎 宏美ちゃんとは、兄さだ まさしを通して初めてお会いしました。そ
の笑顔の暖かさと気取らない優しさに驚いた事を覚えています。彼女と
は何度か同じステージを踏ませて頂いていますが、今回はまた違ったコ
ラボをお送りできると思います。どんなトークが飛び出すことやら…。
どうぞ皆様楽しみにいらして下さい。お待ちしております。

佐田 玲子

チケット取扱いチケット発売中

まどかぴあホームページ　http://www.madokapia.or.jp/

大野城まどかぴあ 検索

「新着情報」へ

大野城まどかぴあ
★平成26年度臨時職員登録開始！！★

「深夜放送同窓会Part4（仮）」
★実行委員募集★

事業を運営していただける方募集！！

【応募資格】住所・性別は問いません
【募集人数】30名程度
【活動内容】事業内容のアイデア出しや、当日運営等
【就任期間】2月～公演終了まで
【申込方法】所定の応募用紙に必要事項を記入のうえ、文

化芸術振興課まで郵送・FAXまたはご持参く
ださい。

【申込締切】1月31日（金）必着

★詳細は応募用紙をご確認ください。

やさしい心とあきらめない心―
どんなときも、きっと希望が助けてくれる！

可愛らしいお人形たちが素敵な歌とダンスにのせて紡ぎ出す物
語。ドキドキ・ワクワクの演出に、子どもも大人もご一緒にお楽しみ
いただけます。どうぞご家族そろってご来場ください☆
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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　　　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

1月23日
（木）
MUSIC

新年最初のティータイムコン
サートは、ソプラノとピアノで
華やかに幕開けです。美しく艶
やかな歌声をお楽しみください。

中井 文子 広沢 愛弓

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

●受付先：生涯学習センター電話・窓口（先着順）短 期 講 座

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。 

1月8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

★日曜日閉館のお知らせ★
日曜日は閉館しております。

出演：中井 文子（ソプラノ）
広沢 愛弓（ピアノ）

【時間】12:10～12:50
【会場】ギャラリーモール（1階）入場無料　

●パソコンの基本ソフト：ウィンドウズ7　●定員：20名
●受付先：生涯学習センター電話・窓口（先着順）
※2日目から1時間の自習時間がつきます。

パ ソ コ ン 講 座1月6日（月）9：00
受付開始

託児 託児託児

ブログを楽しもうワード土曜集中おさらいするパソコン

講　師：岡部 充子
日　程：2月15日(土)～3月8日(土)

までの土曜日　全4回
時　間：10:00～12:00

（自習時間9:00～）
受講料：6,400円
教材費：600円
対　象：ワードの操作経験がある方

講　師：竹中 ひとみ
日　程：2月10日(月)～28日(金)

までの月・金曜日　全6回
時　間：10:00～12:00

（自習時間9:00～）
受講料：9,600円
教材費：800円
対　象：文字入力ができる方

ブログは日記のように公開されてい
るものが多く、ネット上で見つけた
ページへ飛ぶ設定もできます。ブロ
グの楽しみ方を知って、ブログを作っ
てみませんか。

ページ設定や書式設定など基本操
作をおさらいし、図と表を使ったチ
ラシやハガキの作成、その他、様々
な文書を作成してみましょう。

ワードとエクセル、インターネット
の基本操作をおさらいする講座で
す。表の作成や図の挿入、チラシや
ハガキの作成など行います。

講　師：藤田 志保
日　程：2月15日・22日（土）

全2回
時　間：13:00～15:00

（自習時間15:00～）
受講料：3,200円
教材費：400円
対　象：文字入力ができる方

vol.208

講　師：鮎原 ちえ（ソフィアステップアップスタジオ代表）
日　程：2月8日・15日(土)
時　間：14:00～16:00
定　員：14名（先着順）　受講料：2,000円/2回

あなたの日頃の歩き方、立ち居振る舞いを見直
しませんか。
Ｏ脚や猫背を改善し、太りにくいメリハリボディ
を手に入れましょう！
バッグの美しい持ち方、上着の脱ぎ着の仕方も
学びます。

託児

センスアップのお手伝い
～美しい歩き方と立ち居振る舞い～

講　師：原田 静子（Shizuko Harada Cake Lesson主宰）
日　程：2月11日（火・祝）
時　間：10:00～12:30
定　員：15名（先着順）
受講料：1,000円　材料費：1,500円

ガトーショコラと生チョコを手作りして
みましょう。ガトーショコラは1人1台、
箱に入れてお持ち帰りです。
自分へのご褒美にも、大切な人への
バレンタインの贈り物にもどうぞ！ 

託児

Shizuko Haradaの
チョコレート菓子レッスン

講　師：大貫 弘子（福岡市環境教育学習講師）
日　程：2月10日（月）
時　間：14:00～16:00
定　員：20名（先着順）
受講料：1,000円　材料費：500円

私達の身近にある紙のお皿が
お雛様に大変身！
物を大切にする心を学びなが
ら、リサイクル手芸を楽しんで
みませんか。

託児

リサイクル手芸　ペーパートレイでお雛様

※作品例
※調理例

第一線を退いた音楽家たちが生活している「ビーチャム・
ハウス」では、経営難のホームの存続を懸けて、コンサー
トの準備に追われていた。そこで余生を過ごすレジー（ト
ム・コートネイ）、シシー（ポーリーン・コリンズ）、ウィル
フ（ビリー・コノリー）たちのもとに、かつてカルテット
仲間だったものの確執を残して去っていったプリマドン
ナのジーン（マギー・スミス）が入居する。コンサートを
控えたメンバーは、疎遠だった彼女との再会に当惑する
が…。

平成8年の開館以来より毎月1回開催しているシネマランドが、200回を迎えました。
それを記念して、「アカデミー賞」をテーマにシネマランド特別企画として開催いたします。

1月11日
（土）
CINEMA

2月8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

シネマモニター・セレクション　～アカデミー賞受賞作品～

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

インドで製作された、真の友情や幸せな生き方や競争社
会への風刺を描いたヒューマン・ストーリー。入学したイ
ンドのエリート大学で、友人たちと青春を謳歌していた
主人公が突然姿を消した理由を、10年という年月を交
錯させながら解き明かしていく物語です。抱腹絶倒の
ユーモアとストレートな感動を味わえる作品にご期待く
ださい。

【時間】10:00～/14:00～/
18:00～

　　  （各回30分前開場）

「きっと、うまくいく」
2013年/インド/170分

監督：ラジクマール・ヒラニ
出演：アーミル・カーン、カリーナー・カプールほか

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 その他詳細等はアテナ2月号などで発表いたします。今しばらくお待ちください。

講　師：大塚 かずみ（スマイルベビー協会代表）
日　程：①2月8日（土） ②2月13日（木）
時　間：10:00～11:30
定　員：各15組（先着順）
受講料：1,000円　材料費：200円
対　象：2～9ヵ月の赤ちゃん1名と保護者1名

赤ちゃんの心身の発達だけでなく、
コミュニケーションにも最適です。
ママやパパだけでなく、ご家族の
方もどうぞ。

託児

なかよし家族のベビーマッサージ①・②

ティータイムコンサート

シ ネ マ ラ ン ド 特 別 企 画3月8日
（土）
CINEMA

まどかぴあシネマランドをお手伝いしてくださる、
映画が大好きな『シネマモニター』の皆さんと一
緒に、過去86回の多くのアカデミー賞受賞作品
のなかから選びだした作品を上映します。

映画上映とあわせて、シネマコーディネーターと
して活躍中の古山 和子さんによるトークを開催い
たします。上映作品の解説やアカデミー賞につい
てなど、お話ししていただきます。

「アカデミー賞」受賞作品
から選定して上映

シネマコーディネーターの
古山 和子さんによるトーク

企画① 企画②
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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

1月23日
（木）
MUSIC

新年最初のティータイムコン
サートは、ソプラノとピアノで
華やかに幕開けです。美しく艶
やかな歌声をお楽しみください。

中井 文子 広沢 愛弓

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

●受付先：生涯学習センター電話・窓口（先着順）短 期 講 座

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。 

1月8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

★日曜日閉館のお知らせ★
日曜日は閉館しております。

出演：中井 文子（ソプラノ）
広沢 愛弓（ピアノ）

【時間】12:10～12:50
【会場】ギャラリーモール（1階）入場無料　

●パソコンの基本ソフト：ウィンドウズ7　●定員：20名
●受付先：生涯学習センター電話・窓口（先着順）
※2日目から1時間の自習時間がつきます。

パ ソ コ ン 講 座1月6日（月）9：00
受付開始

託児 託児託児

ブログを楽しもうワード土曜集中おさらいするパソコン

講　師：岡部 充子
日　程：2月15日(土)～3月8日(土)

までの土曜日　全4回
時　間：10:00～12:00

（自習時間9:00～）
受講料：6,400円
教材費：600円
対　象：ワードの操作経験がある方

講　師：竹中 ひとみ
日　程：2月10日(月)～28日(金)

までの月・金曜日　全6回
時　間：10:00～12:00

（自習時間9:00～）
受講料：9,600円
教材費：800円
対　象：文字入力ができる方

ブログは日記のように公開されてい
るものが多く、ネット上で見つけた
ページへ飛ぶ設定もできます。ブロ
グの楽しみ方を知って、ブログを作っ
てみませんか。

ページ設定や書式設定など基本操
作をおさらいし、図と表を使ったチ
ラシやハガキの作成、その他、様々
な文書を作成してみましょう。

ワードとエクセル、インターネット
の基本操作をおさらいする講座で
す。表の作成や図の挿入、チラシや
ハガキの作成など行います。

講　師：藤田 志保
日　程：2月15日・22日（土）

全2回
時　間：13:00～15:00

（自習時間15:00～）
受講料：3,200円
教材費：400円
対　象：文字入力ができる方

vol.208

講　師：鮎原 ちえ（ソフィアステップアップスタジオ代表）
日　程：2月8日・15日(土)
時　間：14:00～16:00
定　員：14名（先着順）　受講料：2,000円/2回

あなたの日頃の歩き方、立ち居振る舞いを見直
しませんか。
Ｏ脚や猫背を改善し、太りにくいメリハリボディ
を手に入れましょう！
バッグの美しい持ち方、上着の脱ぎ着の仕方も
学びます。

託児

センスアップのお手伝い
～美しい歩き方と立ち居振る舞い～

講　師：原田 静子（Shizuko Harada Cake Lesson主宰）
日　程：2月11日（火・祝）
時　間：10:00～12:30
定　員：15名（先着順）
受講料：1,000円　材料費：1,500円

ガトーショコラと生チョコを手作りして
みましょう。ガトーショコラは1人1台、
箱に入れてお持ち帰りです。
自分へのご褒美にも、大切な人への
バレンタインの贈り物にもどうぞ！ 

託児

Shizuko Haradaの
チョコレート菓子レッスン

講　師：大貫 弘子（福岡市環境教育学習講師）
日　程：2月10日（月）
時　間：14:00～16:00
定　員：20名（先着順）
受講料：1,000円　材料費：500円

私達の身近にある紙のお皿が
お雛様に大変身！
物を大切にする心を学びなが
ら、リサイクル手芸を楽しんで
みませんか。

託児

リサイクル手芸　ペーパートレイでお雛様

※作品例
※調理例

第一線を退いた音楽家たちが生活している「ビーチャム・
ハウス」では、経営難のホームの存続を懸けて、コンサー
トの準備に追われていた。そこで余生を過ごすレジー（ト
ム・コートネイ）、シシー（ポーリーン・コリンズ）、ウィル
フ（ビリー・コノリー）たちのもとに、かつてカルテット
仲間だったものの確執を残して去っていったプリマドン
ナのジーン（マギー・スミス）が入居する。コンサートを
控えたメンバーは、疎遠だった彼女との再会に当惑する
が…。

平成8年の開館以来より毎月1回開催しているシネマランドが、200回を迎えました。
それを記念して、「アカデミー賞」をテーマにシネマランド特別企画として開催いたします。

1月11日
（土）
CINEMA

2月8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

シネマモニター・セレクション　～アカデミー賞受賞作品～

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

インドで製作された、真の友情や幸せな生き方や競争社
会への風刺を描いたヒューマン・ストーリー。入学したイ
ンドのエリート大学で、友人たちと青春を謳歌していた
主人公が突然姿を消した理由を、10年という年月を交
錯させながら解き明かしていく物語です。抱腹絶倒の
ユーモアとストレートな感動を味わえる作品にご期待く
ださい。

【時間】10:00～/14:00～/
18:00～

　　  （各回30分前開場）

「きっと、うまくいく」
2013年/インド/170分

監督：ラジクマール・ヒラニ
出演：アーミル・カーン、カリーナー・カプールほか

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 その他詳細等はアテナ2月号などで発表いたします。今しばらくお待ちください。

講　師：大塚 かずみ（スマイルベビー協会代表）
日　程：①2月8日（土） ②2月13日（木）
時　間：10:00～11:30
定　員：各15組（先着順）
受講料：1,000円　材料費：200円
対　象：2～9ヵ月の赤ちゃん1名と保護者1名

赤ちゃんの心身の発達だけでなく、
コミュニケーションにも最適です。
ママやパパだけでなく、ご家族の
方もどうぞ。

託児

なかよし家族のベビーマッサージ①・②

ティータイムコンサート

シ ネ マ ラ ン ド 特 別 企 画3月8日
（土）
CINEMA

まどかぴあシネマランドをお手伝いしてくださる、
映画が大好きな『シネマモニター』の皆さんと一
緒に、過去86回の多くのアカデミー賞受賞作品
のなかから選びだした作品を上映します。

映画上映とあわせて、シネマコーディネーターと
して活躍中の古山 和子さんによるトークを開催い
たします。上映作品の解説やアカデミー賞につい
てなど、お話ししていただきます。

「アカデミー賞」受賞作品
から選定して上映

シネマコーディネーターの
古山 和子さんによるトーク

企画① 企画②
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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

①「こちらおかしなへんてこりん小学校」
子どもの想像力に寄り添うことで親子の共感力
を引き出すワークショップです。
日　時：1月18日（土）18:30～20:00
会　場：303会議室（3階）
参加費：1家族500円
対　象：4歳から小学校3年生の親子（家族の方ならどなたでも可）

②「カバさんのマスク」
乳幼児の表現する力に親が気づき受け止めることは、子どもの共感
力を育みます。
日　時：1月19日（日）11:00～12:00　
会　場：和会議室（2階）
参加費：1家族500円
対　象：0歳から3歳の親子（家族の方ならどなたでも可）

①、②ともに
講　　師：大森 靖枝（劇団風の子表現指導者）
申込期間：1月6日（月）～10日（金）まで
申 込 先：大野城子ども劇場

電話 092-572-0544　FAX 092-572-9341
※FAXでのお申し込みの場合は①、②どちらかを
記入してください（託児の申し込みも同上）。

主　催：大野城子ども劇場
共　催：男女平等推進センター アスカーラ

家族でいっしょに表現の森に遊びにおいで
～表現あそびワークショップ～
（市民グループ活動支援事業）

劇あそびを通して、表現する楽しさや想像の世界を親子で体
験してみませんか？

★4月から土・日・祝日も開館しており
ます★

1月16日（木）から2月4日（火）まで開催

◆長野 ヒデ子絵本原画展

家族の日常や身近なものを題材
にした作品を、多数生み出してき
た長野 ヒデ子さんの絵本原画展
です。魅力いっぱいの絵本や紙
芝居の原画をぜひご覧ください。

日時：1月21日（火）～2月4日（火）10:00～18:00
会場：多目的ホール（1階）

◆長野 ヒデ子講演会

※1月9日（木）10:00より図書館カウンター・
電話にて受付開始。定員になり次第終了。

絵本や紙芝居の魅力を語っていただきます。講演会前にはワークショッ
プもありますので、ぜひ親子でご参加ください。

日時：1月26日（日）14:00～15:30
会場：小ホール（2階）
定員：100名（要申込）

◆第18回まどかぴあ図書館感想画
　コンクール入賞作品展示
日にち：1月18日（土）～24日（金） 会場：ギャラリーモール（1階）

◆あかちゃんと布のえほんであそぼう

※1月6日（月）10:00より図書館カウンター・電話にて受付開始。
定員になり次第終了。

わらべうたや布のえほんを使った、あかちゃん（0・1・2歳児）向けの
おはなし会です。

たくさんの応募作品の中から選ばれた力作を、ぜひご覧ください。

図書館ボランティアのみなさんが作った、布のえほんやエプロン
シアターを展示します。実際にさわって遊んでみてください。

日時：1月21日（火）①10:00～10:45　②11:00～11:45
会場：和会議室（2階） 定員：各回20組40名

◆布のえほん&エプロンシアター展示
日にち：1月16日（木）～2月4日（火）
会　場：おはなしのへや（図書館内）

◆館内特集「世界を見てみよう！」

オリンピックやワールドカップが開催されるなど、世界に目を向け
る機会の多い2014年。世界各国の文化やスポーツ、お話などさま
ざまな分野の本を紹介します。本を通して、まだ知らない世界の
国々に思いを馳せてみませんか。

日にち：1月16日（木）～2月4日（火）
場　所：図書館内新刊コーナー横

託児

託児

：3月22日（土）
：13:00～16:30
：多目的ホール（1階）
：無料
：市内にお住まいか、お勤めの男女100名程度
：電話・FAX・総合案内およびホームページにて受付中

日 程
時 間
会 場
受 講 料
定 員
申込方法

自分の「言葉」で自分の「気持ち」を話したい！自分の住
むまちが「一番よかところ」と言いたい！来年、5年後、
10年後のまちづくりに少しでも関わりたい！あんなこ
と・こんなこと・いろんなことを、みーんなで考えたり、
話したりしたいヒト大募集！

地域女性リーダー育成事業 プレ講座

「めざせ！ワクワクがとまらないまち 大野城」
回 時　間 内　容

男女共同参画寸劇
「気づくことから始めよう！」
出演：わくわく志隊

講演「女性が地域で活躍しなければいけないワケ」
講師：加留部 貴行
九州大学大学院総合新領域学府客員准教授・
（特活）日本ファシリテーション協会フェローほか

ワールド・カフェ
ファシリテーター：加留部 貴行

13:00
～13:15

13:20
～15:00

15:05
～16:30

前 座

第1部

第2部

託児

◇第1部：講演会　10:00～11:00
「傍楽（はたらく）人生のすすめ
～シニアライフ4つの不安も解決できる～」
・講師：川邊 康晴（川邊事務所 会長）
◇第2部：パネルディスカッション　11:05～12:00
「あなたの出番です！～自分デザイン始めませんか～」
・パネリスト：川邊 康晴（第1部講師）

岡 主幸（中区区長）
男女平等推進センターサポーター
小栁 辰生（大野城まどかぴあ理事）

・コーディネーター：林田 スマ（大野城まどかぴあ館長）

：2月1日（土）10:00～12:00
：小ホール（2階）
：100名（先着順）
：無料
：団塊世代・これから定年退職を迎える男女、
年齢問わず関心がある方
：電話・FAX・総合案内およびホームページにて受付中

日 　 時
会 　 場
定 　 員
参 加 料
対 　 象

申込方法

定年退職後の10万時間を自分のため、地域のために楽しみま
せんか？これからのセカンドライフをもっと元気で充実させる
ためのヒントを学ぶセミナーです。

今から始める 輝き人生セミナー

託児

◆講演会＆ミニトーク
日　時：3月1日（土）13:30～15:30
会　場：多目的ホール（1階）
第１部：講演会　杉尾 秀哉

（TBSテレビ報道局解説・専門記者室長）
第２部：ミニトーク　杉尾 秀哉

林田 スマ（大野城まどかぴあ館長）
参加料：500円　※1月20日(月)より男女平等推進センターにて

チケット発売開始

主　催：大野城女性の会
第18回大野城男女共生フォーラム実行委員会

後　援：大野城市・大野城市教育委員会
公益財団法人大野城まどかぴあ 男女平等推進センター

第18回大野城男女共生フォーラム
「できていますか？男女共生社会
～男と女の未来と可能性～」

女性も男性も共に活き活きと共同参画するまちづくりをめざ
して、男女共生フォーラムを開催します。楽しい企画満載で
す。ご家族やお友達とご一緒にまどかぴあへどうぞ。

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・妊婦対象）
よちよちのへや（1～2歳児対象）

1月7日
1月14日・28日

毎月第1～4土曜日　15：00～
幼児対象 1月18日　小学生以上対象 1月11日・25日

おひざでだっこ

わくわくおはなし会

年令別に参加日程が違います

地域貸出文庫図書交換のため1月8日（水）は休館します。

ボランティア研修会　たつみや 章 講演会
子どもと読書をテーマに、楽しいお話を伺います。

日　　時：2月8日（土）13:00～15:00　会場：小ホール（2階）
講　　師：たつみや 章

（児童文学作家。講談社児童文学新人賞・野間児童文学
賞を受賞。「月神の統べる森」など著書多数。）

定　　員：100名(要申込)
申込方法：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

図書館へゆこう！！2014

◆わくわくおはなしまつり

わくわくおはなし会の拡大版！人形劇「ぶんぶくちゃがま」や大型
絵本など、楽しいおはなしがたくさんです。

日時：2月1日（土）15:00～16:00　会場：303会議室（3階）
対象：3歳以上（満席になり次第、入場をお断りすることがあります。）　

たまねぎちゃんあららら！（世界文化社）

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

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。

◆3月1日(土)10:00～
開会式・「男女共同参画」小中学生図画ポスター・標語コンクー
ル表彰式　※展示は3月1日（土）～7日（金）
◆3月1日(土)10:00～17:00
活動団体によるバザー
◆3月8日(土)10:00～12:00
活動団体によるワークショップ
◆3月1日(土)～7日（金）アスカーラギャラリー（3階）
活動団体によるパネル展示

月

火

木

金

6日
20日

27日

7日
21日

14日
28日

9日
23日

16日
30日

10日
24日

17日
31日

中央コミュニティ
センター

東コミュニティ
センター

下大利団地
公民館

仲島公民館

大野3号公園
（東大利公民館横）

牛頸公民館

北コミュニティ
センター

平野台公民館

石坂公園
（月の浦幼稚園横）

釜蓋公民館

山田公民館

畑詰公民館

若草ふれあい公園
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写真：品川 裕美

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

①「こちらおかしなへんてこりん小学校」
子どもの想像力に寄り添うことで親子の共感力
を引き出すワークショップです。
日　時：1月18日（土）18:30～20:00
会　場：303会議室（3階）
参加費：1家族500円
対　象：4歳から小学校3年生の親子（家族の方ならどなたでも可）

②「カバさんのマスク」
乳幼児の表現する力に親が気づき受け止めることは、子どもの共感
力を育みます。
日　時：1月19日（日）11:00～12:00　
会　場：和会議室（2階）
参加費：1家族500円
対　象：0歳から3歳の親子（家族の方ならどなたでも可）

①、②ともに
講　　師：大森 靖枝（劇団風の子表現指導者）
申込期間：1月6日（月）～10日（金）まで
申 込 先：大野城子ども劇場

電話 092-572-0544　FAX 092-572-9341
※FAXでのお申し込みの場合は①、②どちらかを
記入してください（託児の申し込みも同上）。

主　催：大野城子ども劇場
共　催：男女平等推進センター アスカーラ

家族でいっしょに表現の森に遊びにおいで
～表現あそびワークショップ～
（市民グループ活動支援事業）

劇あそびを通して、表現する楽しさや想像の世界を親子で体
験してみませんか？

★4月から土・日・祝日も開館しており
ます★

1月16日（木）から2月4日（火）まで開催

◆長野 ヒデ子絵本原画展

家族の日常や身近なものを題材
にした作品を、多数生み出してき
た長野 ヒデ子さんの絵本原画展
です。魅力いっぱいの絵本や紙
芝居の原画をぜひご覧ください。

日時：1月21日（火）～2月4日（火）10:00～18:00
会場：多目的ホール（1階）

◆長野 ヒデ子講演会

※1月9日（木）10:00より図書館カウンター・
電話にて受付開始。定員になり次第終了。

絵本や紙芝居の魅力を語っていただきます。講演会前にはワークショッ
プもありますので、ぜひ親子でご参加ください。

日時：1月26日（日）14:00～15:30
会場：小ホール（2階）
定員：100名（要申込）

◆第18回まどかぴあ図書館感想画
　コンクール入賞作品展示
日にち：1月18日（土）～24日（金） 会場：ギャラリーモール（1階）

◆あかちゃんと布のえほんであそぼう

※1月6日（月）10:00より図書館カウンター・電話にて受付開始。
定員になり次第終了。

わらべうたや布のえほんを使った、あかちゃん（0・1・2歳児）向けの
おはなし会です。

たくさんの応募作品の中から選ばれた力作を、ぜひご覧ください。

図書館ボランティアのみなさんが作った、布のえほんやエプロン
シアターを展示します。実際にさわって遊んでみてください。

日時：1月21日（火）①10:00～10:45　②11:00～11:45
会場：和会議室（2階） 定員：各回20組40名

◆布のえほん&エプロンシアター展示
日にち：1月16日（木）～2月4日（火）
会　場：おはなしのへや（図書館内）

◆館内特集「世界を見てみよう！」

オリンピックやワールドカップが開催されるなど、世界に目を向け
る機会の多い2014年。世界各国の文化やスポーツ、お話などさま
ざまな分野の本を紹介します。本を通して、まだ知らない世界の
国々に思いを馳せてみませんか。

日にち：1月16日（木）～2月4日（火）
場　所：図書館内新刊コーナー横

託児

託児

：3月22日（土）
：13:00～16:30
：多目的ホール（1階）
：無料
：市内にお住まいか、お勤めの男女100名程度
：電話・FAX・総合案内およびホームページにて受付中

日 程
時 間
会 場
受 講 料
定 員
申込方法

自分の「言葉」で自分の「気持ち」を話したい！自分の住
むまちが「一番よかところ」と言いたい！来年、5年後、
10年後のまちづくりに少しでも関わりたい！あんなこ
と・こんなこと・いろんなことを、みーんなで考えたり、
話したりしたいヒト大募集！

地域女性リーダー育成事業 プレ講座

「めざせ！ワクワクがとまらないまち 大野城」
回 時　間 内　容

男女共同参画寸劇
「気づくことから始めよう！」
出演：わくわく志隊

講演「女性が地域で活躍しなければいけないワケ」
講師：加留部 貴行
九州大学大学院総合新領域学府客員准教授・
（特活）日本ファシリテーション協会フェローほか

ワールド・カフェ
ファシリテーター：加留部 貴行

13:00
～13:15

13:20
～15:00

15:05
～16:30

前 座

第1部

第2部

託児

◇第1部：講演会　10:00～11:00
「傍楽（はたらく）人生のすすめ
～シニアライフ4つの不安も解決できる～」
・講師：川邊 康晴（川邊事務所 会長）
◇第2部：パネルディスカッション　11:05～12:00
「あなたの出番です！～自分デザイン始めませんか～」
・パネリスト：川邊 康晴（第1部講師）

岡 主幸（中区区長）
男女平等推進センターサポーター
小栁 辰生（大野城まどかぴあ理事）

・コーディネーター：林田 スマ（大野城まどかぴあ館長）

：2月1日（土）10:00～12:00
：小ホール（2階）
：100名（先着順）
：無料
：団塊世代・これから定年退職を迎える男女、
年齢問わず関心がある方
：電話・FAX・総合案内およびホームページにて受付中

日 　 時
会 　 場
定 　 員
参 加 料
対 　 象

申込方法

定年退職後の10万時間を自分のため、地域のために楽しみま
せんか？これからのセカンドライフをもっと元気で充実させる
ためのヒントを学ぶセミナーです。

今から始める 輝き人生セミナー

託児

◆講演会＆ミニトーク
日　時：3月1日（土）13:30～15:30
会　場：多目的ホール（1階）
第１部：講演会　杉尾 秀哉

（TBSテレビ報道局解説・専門記者室長）
第２部：ミニトーク　杉尾 秀哉

林田 スマ（大野城まどかぴあ館長）
参加料：500円　※1月20日(月)より男女平等推進センターにて

チケット発売開始

主　催：大野城女性の会
第18回大野城男女共生フォーラム実行委員会

後　援：大野城市・大野城市教育委員会
公益財団法人大野城まどかぴあ 男女平等推進センター

第18回大野城男女共生フォーラム
「できていますか？男女共生社会
～男と女の未来と可能性～」

女性も男性も共に活き活きと共同参画するまちづくりをめざ
して、男女共生フォーラムを開催します。楽しい企画満載で
す。ご家族やお友達とご一緒にまどかぴあへどうぞ。

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・妊婦対象）
よちよちのへや（1～2歳児対象）

1月7日
1月14日・28日

毎月第1～4土曜日　15：00～
幼児対象 1月18日　小学生以上対象 1月11日・25日

おひざでだっこ

わくわくおはなし会

年令別に参加日程が違います

地域貸出文庫図書交換のため1月8日（水）は休館します。

ボランティア研修会　たつみや 章 講演会
子どもと読書をテーマに、楽しいお話を伺います。

日　　時：2月8日（土）13:00～15:00　会場：小ホール（2階）
講　　師：たつみや 章

（児童文学作家。講談社児童文学新人賞・野間児童文学
賞を受賞。「月神の統べる森」など著書多数。）

定　　員：100名(要申込)
申込方法：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

図書館へゆこう！！2014

◆わくわくおはなしまつり

わくわくおはなし会の拡大版！人形劇「ぶんぶくちゃがま」や大型
絵本など、楽しいおはなしがたくさんです。

日時：2月1日（土）15:00～16:00　会場：303会議室（3階）
対象：3歳以上（満席になり次第、入場をお断りすることがあります。）　

たまねぎちゃんあららら！（世界文化社）

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

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。

◆3月1日(土)10:00～
開会式・「男女共同参画」小中学生図画ポスター・標語コンクー
ル表彰式　※展示は3月1日（土）～7日（金）

◆3月1日(土)10:00～17:00
活動団体によるバザー
◆3月8日(土)10:00～12:00
活動団体によるワークショップ
◆3月1日(土)～7日（金）アスカーラギャラリー（3階）
活動団体によるパネル展示

月

火

木

金

6日
20日

27日

7日
21日

14日
28日

9日
23日

16日
30日

10日
24日

17日
31日

中央コミュニティ
センター

東コミュニティ
センター

下大利団地
公民館

仲島公民館

大野3号公園
（東大利公民館横）

牛頸公民館

北コミュニティ
センター

平野台公民館

石坂公園
（月の浦幼稚園横）

釜蓋公民館

山田公民館

畑詰公民館

若草ふれあい公園
（若草2丁目）

上大利公民館

乙金東公民館

老松神社
（下大利公民館前）

南ヶ丘2区
公民館

中公民館

栄町公民館

巡町公園
（川久保2丁目）

南ヶ丘1区
公民館

つつじヶ丘
公民館

乙金台公民館

小田浦公園
（月の浦4丁目）
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・大野城まどかぴあ 臨時職員登録開始！！
・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」
・短期講座＆パソコン講座　受講生募集！
・地域女性リーダー育成事業 プレ講座　参加者受付中！
・ボランティア研修会 たつみや 章 講演会　受付開始

P5

P6

P2

P2

P7

『外郎売』ほるぷ出版『『『外外外郎売』郎売』ほほるぷ出版るぷ出版

図書館へゆこう！！2014
1/16 2/4㈭ ㈫⇒
◆長野 ヒデ子原画展　1/21（火）～2/4（火）10時～18時　会場：多目的ホール
◆長野 ヒデ子講演会　1/26（日）14時～15時30分　会場：小ホール

つくし お隣さん情報
表記金額は前売金額です。詳しくは各会館へお問い合わせください。
12月9日現在（その後の変更につきましては、ご容赦ください）

土曜シアター「舟を編む」
●施設利用料1枚300円/6枚綴り1,500円　●①10:00～②14:00～③19:00～

1/18
（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）

1/19
（日）

1/19
（日）

森山良子アコースティックコンサート　残席わずか！
●一般4,000円※1人6枚まで　●15:00～

平成25年度歴史講座「ちくし見聞録」 第3回「江戸時代の太宰府」
●講師：山村信榮さん（太宰府市教育委員会）
●入場無料（要事前受付） ●10:00～12:00

2/9
（日）

第八回ちくしの寄席～筑紫野市ふるさと親善大使～
立川生志落語会
談志師匠ゆずりのシュールな語り口でご機嫌を伺います。
●一般3,000円（14:00～）
●場所：筑紫野市生涯学習センター さんあいホール

1/11
（土）

おやつ付き（無料）昔遊び大会
●場所：文化ふれあい館（TEL 928-0800）  ●参加無料  ●13:00～15:00
※くらし展オリジナルかるた大会（14:00～）

2/14
（金）

筑紫野市文化会館 市民企画公募事業「プロデューサーズ2013」
弦楽器とピアノで奏でる愛の名曲コンサート 
～クラシックから唱歌・ポップスまで～
●大人1,500円/中学生以下500円　●19:00～
●出演：SaKuRa QUINTET（ヴァイオリン、ビオラ、チェロ、ピアノ）

2/25
（火）

文化庁平成25年度劇場・音楽堂等活性化事業「ネットワーク構築事業」
富良野GROUP公演冬2014「マロース」
●作・演出：倉本聰　●S席3,000円/A席2,500円　●19:00～

3/2
（日）

第15回那珂川町音楽祭「ピアノの祭」出場者募集
●申込期間：1月5日(日)～2月2日(日)※休館日は除く
●入場無料※出場者は1人(組)1,000円　●午前の部10:00～/午後の部13:30～

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

まどかぴあ休館日のお知らせ　1月15日（水）
年末年始：12月28日（土）～1月4日（土）

日付 イベント ページ

7（火）

11（土）

11（土）・25（土）

14（火）・28（火）

14（火）～2/25（火）

16（木）

16（木）～2/4（火）

17（金）

17（金）・31（金）

18（土）

おひざでだっこ
ぴよぴよのへや（0歳児対象）

シネマランド
「カルテット！人生のオペラハウス」

おとなの楽校　5時間目：芸術

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）

エクセル入門～活用

ボランティア研修会（第4回）

図書館へゆこう！！2014

パパ・ママのための読書タイム

ポジャギ（韓国のパッチワーク）

わくわくおはなし会（幼児対象）

P7

P4

P3

P7

P7

12月号
掲載

10月号
掲載

P7

5月号
掲載

12月号
掲載

P7

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。

1月 まどかぴあのイベントスケジュール

1/5（日）
～3/9（日）

第18回　くらしのうつりかわり展
●場所：文化ふれあい館（TEL 928-0800）※毎週月曜休館(祝日の場合翌日)
●入場無料 ●9:00～17:00

音楽の玉手箱プレミアムライブ～伝統×革新～
●出演：髙﨑裕士（津軽三味線）　●500円　●14:00～15:00

2/2
（日）
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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/

受付開始

ページ日付 イベント

18（土）～2/8（土）

19（日）

20（月）～2/6（木）

21（火）

23（木）

25(土）

27（月）・2/10（月）

パワーポイントマスター

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」

エクセル入門～活用（夜）

あかちゃんと布のえほんであそぼう

ティータイムコンサートVol.208

あなたとわたしのハートフルステージ
森永 卓郎　講演会

マタニティヨガ①・②

12月号
掲載

P2

12月号
掲載

P7

P4

12月号
掲載

12月号
掲載

パソコン講座

たつみや 章 講演会（ボランティア研修会）

1月のチケット情報・募集申込情報

28（火）
いつまでも輝きたい！
これが私に似合う色（午前 /午後）

12月号
掲載

6（月）

8（水）

9（木）

10（金）

あかちゃんと布のえほんであそぼう
（図書館へゆこう！！2014）

短期講座

長野 ヒデ子講演会（図書館へゆこう！！2014）

地域女性リーダー育成事業 プレ講座
「めざせ！ワクワクがとまらないまち 大野城」

受付開始

P5

12月号
掲載

P7

P5

P7

P6

18（土）・19（日）
アスカーラ市民グループ活動支援事業
家族でいっしょに表現の森に遊びにおいで P6

20（月）
第18回大野城男女共生フォーラム
杉尾 秀哉　講演＆トーク P6

31（金） 深夜放送同窓会 実行委員募集 申込締切 P2

26(日）
長野 ヒデ子講演会
（図書館へゆこう！！2014） P7

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。

図書

図書

図書

図書

図書

図書

生涯

男女

男女

託児

託児

託児

託児

託児

文芸

文芸

生涯

図書

図書

図書

図書

図書

生涯

生涯

生涯

男女

男女

託児

託児

託児

託児

託児

文芸

文芸

文芸

生涯

生涯

生涯

男女

託児

アテナ2014.1月号 8


