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・俳優のための殺陣実践講座2015　参加者募集開始！
・短期講座＆パソコン講座　受講生募集！
・林 真理子　講演会チケット好評発売中！
・筑紫地区図書館マナーアップキャンペーン
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日（水・祝）　15時開演／14時30分開場日（水 祝） 5時開 ／ 時 0分 場日（水・祝）　15時開演／14時30分開場日日（水 祝）　15時時開演／14時30分開場
【会場】大ホール　ホールル　場】大【会 全席指定全全席指定
【日時】2015年2月11日（水・祝）　15時開演／14時30分開場
【会場】大ホール　全席指定
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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・割

車イス

九州で活動する劇作家の作品を顕彰することを目的に創設
された九州戯曲賞。
第6回の大賞受賞者と最終審査委員によるトークイベント
を開催致します。大賞受賞作品にまつわる話などがきける
とても貴重な機会です！

11月7日
（金）
MUSIC

【時間】19:00開演/18:30開場
【会場】大ホール（1階）　全席指定
料金：一般3,500円（当日4,000円）
　　　学生2,000円（当日2,500円）
　　　※高校生以下（要学生証）※未就学児入場不可

チケット取扱いチケット発売中

まどかぴあ総合案内
ローソンチケット（Lコード：88401）
チケットぴあ（Pコード：240-735）
劇ナビFUKUOKA（http://gekinavi.jp/）

ジャン=マルク・ルイサダ 
ピアノリサイタル

託児友の会

特別
【時間】14:00開演/13:30開場
【会場】小ホール（2階）　全席自由
料金：一般500円（当日1,000円）
　　　※友の会会員は無料ご招待・要事前申込。
　　　　詳細は別途お知らせいたします。

チケット
取扱い

まどかぴあ総合案内
◆電話予約
◆メール予約【bungei@bb.csf.ne.jp】

第6回九州戯曲賞 関連企画トークイベント
～劇作家を知り、
　　　 戯曲の声をきく～

平成27年

【時間】15:00開演/14:30開場
【会場】大ホール（1階）　全席指定

最強のヒットメーカーが
最高のタッグで贈る大人のコメディ！
「ちゅらさん」など数々のヒットドラマを手掛ける脚本家、
岡田 惠和の初戯曲を舞台化。演出には「TRIC  」など
の映像作品のみならず、舞台「真田十勇士」等の話題作
を連発する堤 幸彦。そして今回、舞台初挑戦のミムラ
の他、勝村 政信、戸次 重幸、真飛 聖などの実力派
俳優陣が揃います。
結婚生活の中で、相手の不満を数え上げたらキリが
ない二人がそれでもなぜ夫婦で居続けようとするの
か――夫婦の永遠の謎にせまります。

スタンド・バイ・ユー
～家庭内再婚～

まどかぴあ総合案内
チケットぴあ（P コード：439-827）
ローソンチケット (L コード：89262)
劇ナビ FUKUOKA（http://gekinavi.jp/）

託児友の会

先・割

車イス

料金：一般6,000円（当日6,500円）　※未就学児入場不可

チケット
取扱い

1月11日
（日）
TALK

脚本：岡田 惠和　×　演出：堤 幸彦
出演：ミムラ、戸次 重幸、真飛 聖、勝村 政信、

 モト冬樹、広岡 由里子、馬場 良馬

結婚しても後悔、離婚しても後悔。
　　　　　　　後悔のない人生などないということです。

チケット発売日
友の会　12月1日（月）
一　般　12月8日（月）
両日とも10：00～

チケット発売日
11月17日（月）
10：00～

※件名を『戯曲トークチケット予約』とし、本
文に『①氏名②チケット枚数③電話番
号』を記入のうえ、上記宛先までメール
をお送りください。こちらから折り返しを
もって予約完了となります。

：幸田 真洋（福岡県）『となりの田中さん』
　木下 智之（福岡県）『喜劇ドラキュラ』
：中島 かずき（劇団☆新感線座付作家）
　古城 十忍（劇作家・演出家）
：佐々木 達也（朝日新聞 記者）

《出　演》

製作：東宝
　　　テレビ朝日
協力：ピクニック
後援：大野城市
　　　九州朝日放送

【演奏プログラム（予定）】
ワルツOp.18〈華麗なる大円舞曲〉…一度は聴いたことのある
曲で、明るくとっても華やか！CMでも使われていました。
ノクターン第17番…ノクターンとは夜想曲のこと。切なく甘い、
美しい旋律に一瞬で惹きつけられます。　　　　　　　　ほか

秋の夕べに聴く、ショパン
の名曲。ショパンと同じく
“ピアノの詩人”として謳わ
れているルイサダが奏で
る、研ぎ澄まされた美しい
旋律を心ゆくまでお楽しみ
ください。

俳優のための殺陣実践講座2015
参加者募集！

殺陣・アクションの本格ワークショップ「俳優のための殺陣
実践講座」第2弾！一般の方もご参加いただける一日限定
アクション体験コースも引き続き開催します。

体験コース 全1回

参加条件：高校生以上であること。経験不問。
日　　時：平成27年2月7日（土）13:30～16:30
参 加 費：1,000円
定　　員：25名程度　※応募多数の場合は抽選
申込期間：11月17日（月）～1月14日（水） 必着

基本的なボディアクションにチャレンジ！
※体験コースでは剣を使った殺陣は行いません。

日　　程：平成27年1月8日（木）～2月22日（日）
申込期間：11月17日（月）～12月15日（月） 必着

初心者でも基本を一から学べる【入門クラス】と、より高度な技術
を習得したい人のための【発展クラス】を開講します。
※詳しい日程や参加条件・参加費等は募集チラシをご覧ください。

一般向け 養成コース 【入門】全9回【発展】全15回俳　　優向け俳優志望者

2月22日（日）には一般見学可能な公開特別講義を開催予定！

★申込方法などの詳細は、まどかぴあ館内ほかで配布中の募集チラシまたはホームページをご覧ください★

※昨年の様子

※昨年の様子
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最強のヒットメーカーが
最高のタッグで贈る大人のコメディ！
「ちゅらさん」など数々のヒットドラマを手掛け
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平成27年

2月11日
（水・祝）

PLAY

第6回大賞受賞者

第6回最終審査委員
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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。

4時間目：生活

「松下 美紀、照明の世界」

【講師】 松下 美紀
　　　（照明デザイナー）

【日　時】11月15日（土）10:30開演/10:00開場
【会　場】小ホール（2階）　全席自由
【授業料】1回券500円（当日同料金）

託児友の会

先・割
まどかぴあ総合案内チケット取扱いチケット発売中

チケット発売日
友の会　11月 6日（木）
一　般　11月13日（木）
両日とも10：00～

まどかぴあ総合案内
ローソンチケット（Ｌコード：88712）
チケットぴあ（Ｐコード：439-360）
劇ナビFUKUOKA（http://gekinavi.jp/）

チケット
取扱い

平成27年

1月18日
（日）
TALK

託児友の会

先・割

まどかぴあ新春落語会 
「桂 春蝶 独演会」
【時間】①11:00開演/10:30開場　　
　　　②15:00開演/14:30開場
【会場】小ホール（2階）　全席自由
料金：一般2,500円（当日3,000円）

正統派の古典落語と若さ
溢れる創作落語で楽しませ
てくれること間違いなし！！
初春一番の笑いをお届け
します。

主催：シアターネットプロジェクト

応募資格

申込方法

申込期間
練習日程

公演日程
参 加 費

他校の仲間と一緒にアンサン
ブルを楽しみませんか？大野
城市民吹奏楽団と一緒に素敵
な音楽をつくりましょう！
たくさんのご参加お待ちして
います♪

：①大野城市在住または在校の平成27年度新中学3年生。
　②まどかぴあでの練習（全日程）と公演に参加できること。
　③吹奏楽器の演奏経験があること。（経験年数問わず）
　④楽器を持参できること。（打楽器を除く）
：所定の申込用紙（11月4日より、まどかぴあホームペー
ジからもダウンロード可）に、必要事項を記入のうえ「ジョ
イントコンサート」係まで持参または郵送してください。
：11月16日（日）～12月15日（月）消印有効
：平成27年1月18日（日）～4月19日（日）まで計7回
　※詳しくは募集要項をご覧ください。
：平成27年4月26日（日）※リハーサル4月25日（土）
：無料

【時間】12日（木）10:00開演/9:30開場
　　　　　　　13:00開演/12:30開場
　　　13日（金）10:00開演/9:30開場
　　　　　　　（全3ステージ）
【会場】大ホール（１階）　全席指定

託児友の会

先・割

劇団飛行船 マスクプレイミュージカル
「ジャックと豆の木」

PLAY

車イス

2月12日(木)
13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：439-821）
ローソンチケット（Lコード：89263）
エムアンドエム

チケット発売日
友の会　12月  4日（木）
一　般　12月11日（木）
両日とも10：00～

可愛らしいお人形の歌
にダンスに、ドキドキワク
ワクがたくさんつまった
物語を、ご家族そろって
お楽しみください！

平成27年

料金：一般 1,500円（当日同料金）
団体 （午前）1,300円/（午後）1,200円

　　　※2歳以下は膝上無料

～響け中学生サウンド～
「大野城市民吹奏楽団・中学3年生　　  
ジョイントコンサート2015」参加者募集

応募方法などの詳細は、チラシ・ホーム
ページなどをご覧いただくか、下記
お問い合わせ先までお願いいたします。

　応募締切日11月14日（金）
　　　　　 ※当日消印有効　

毎年恒例、大好評の定期演
奏会。前半はシンフォニック
ステージ、後半は企画ス
テージとして「歌劇《イーゴ
リ公》よりダッタン人の踊り」
や「軍師官兵衛～メイン・
テーマ」「映画《アナと雪の
女王》よりレット・イット・
ゴー」などをお届けします。
心に響くハーモニーをどう
ぞお楽しみください。

航空自衛隊 西部航空音楽隊
第21回ファミリーコンサート
【時間】14:30開演/13:45開場
【会場】大ホール（1階）　全席自由 　
料金：無料／要入場券（事前申し込みが必要です）
　　　※応募多数の場合は抽選となります。

本コンサートについてのお問合せ
【 平　日 】航空自衛隊春日基地広報班 TEL092-581-4031
【土・日・祝】大野城まどかぴあ総合案内 TEL092-586-4000
主催：航空自衛隊春日基地　後援：大野城市、西部航空音楽隊後援会

車イス

大野城市民吹奏楽団
第29回定期演奏会
【時間】14:00開演/13:30開場
【会場】大ホール（1階）　全席自由 　
料金：中学生以上800円（当日同料金）※小学生以下無料

車イス

まどかぴあ総合案内
大野城市民吹奏楽団団員

チケット発売中

※昨年の様子※昨年の様子※昨年の様子

※昨年の様子※昨年の様子※昨年の様子

チケット取扱い

12月7日
（日）
MUSIC 11月16日

（日）
MUSIC
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MUSIC

文化芸術振興
お問い合わせ先 TEL（092）586-4040／FAX（092）586-4021

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。

vol.218ティータイムコンサート

出演：武冨 祐子（コントラバス）
松尾 梨江（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

11月27日
（木）

今月はオーケストラの縁の下の力持
ち、コントラバスの登場です！普段ソ
ロで演奏されることが少ないコントラ
バスの胸に響く重厚な音色をどうぞお
楽しみください♪

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

「オーケストラの旅」

人々を魅了する音色を奏でる楽器をピックアップして音楽をお届けします。歴史や
仕組みなど楽器の素晴らしさを学びながら、上質な音楽をお楽しみください。

平成26年度のテーマ

MUSIC

武冨 祐子

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

大ホール（1階）全席自由 
1枚300円・4枚回数券1,000円
※ご入場の際にお一人様1枚の施設利用券が必要です。 
まどかぴあ総合案内 

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、株式会社駿河コーポレーション

監督：ポール・アンドリュー・ウィリアムズ
出演：テレンス・スタンプ、ヴァネッサ・レッドグレイヴほか

歌わにゃイカん、理由ができた
72歳のアーサーは無口で気難しい頑固者。彼が笑顔を見せる
のは最愛の妻マリオンだけ。病弱だが陽気な彼女の趣味は、
ロックやポップに挑戦する合唱団“年金ズ”で歌うこと。そんな
“年金ズ”が国際コンクールのオーディションに出場することに。
喜ぶマリオンだが、なんとガン再発の告知が。マリオンたっての
頼みで、彼女の代わりに練習に加わるアーサーだったが…。

奴隷制度がはびこっていたアメリカを舞台に、自由の身でありな
がら拉致され、南部の綿花農園で12年間も奴隷生活を強いられ
た黒人男性の実話を映画化。主人公の壮絶な人生と絶望に打ち
勝つ希望を描いた本作は、第86回米アカデミー賞作品賞に輝き
ました。出演は『ラブアクチュアリー』のキウェテル・イジョフォー
をはじめ、『SHERLOCK』のベネディクト・カンバーバッジや『ワー
ルド・ウォーZ』のブラッド・ピットなど豪華キャストが揃います。

11月8日
（土）
CINEMA

【時間】①10：00～11：34
②14：00～15：34
③18：00～19：34
（各回30分前開場）

「アンコール!!」
2012年/イギリス/94分

監督：スティーブ・マックイーン
出演：キウェテル・イジョフォー、マイケル・ファスベンダーほか

12月6日
（土）
CINEMA

【時間】①10：00～12：14
②14：00～16：14
③18：00～20：14
（各回30分前開場）

「それでも夜は明ける」
2013年/アメリカ/134分

平成27年　　　

1月17日（土）
18日（日）
PLAY

【時間】 平成27年1月17日（土）14:00開演/13:30開場
　　　　　　　　　　18日（日）14:00開演/13:30開場
【会場】 多目的ホール（1階）　全席自由

「いっすんぼうし」がダンスに
なるの！？
ダンスあり、映像あり、音楽あ
り、語りあり！わくわくの仕掛
けが盛りだくさん！
家族みんなでぜひお楽しみく
ださい。

第７回大野城まどかぴあ市民企画事業
親子で観るコンテンポラリー・ダンス 『んまつーポス～いっすんぼうし～』

まどかぴあ総合案内
MIYAZAKI　C-DANCE CENTER
　　　　　　  　チケットフォーム

託児

友の会

先・特

車イス

料金：おとな2,000円（当日2,500円）
　　　こども（小学生～大学生）1,000円（当日同料金）
　　　※3歳～小学生未満：無料（要保護者同伴）
　　　親子ペア2,500円（前売のみ）
　　　友の会会員特別料金（前売のみ）おとな1,800円 こども900円

〈企画〉　んまつーポス＋高橋 るみ子

チケット取扱い

チケット発売日
友の会　11月11日（火）
一　般　11月18日（火）
両日とも10：00～

“しんぶんしん”で、
身体と遊ぼうワークショップ

参加者募集！

日　時：①平成27年1月16日（金）16：30～18：30
　　　　②平成27年1月17日（土）10：00～12：00

※同じ内容を実施するため、ご希望の回に
　ご参加ください。

対　象：年中～小学校６年生
　　　　（※年長児以下は保護者同伴）　
参加費：無料（要鑑賞チケット購入/事前申込）

自分の身体って、どのくらい
大きいんだろう・・・。
新聞紙で、自分の分身を
作って遊んでみませんか？
できた作品は、舞台美術に
早変わり！？作品の見どころ
やヒントもご紹介します★Ayano.SoAyano.SoAyano.So
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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

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

●パソコンの基本ソフト：ウィンドウズ7 Office2010
●定　員：18名
●受付先：生涯学習センター電話・窓口（先着順）
　※2回目から1時間の自習時間付き

パ ソ コ ン 講 座11月1日（土）9：00
受付開始

パワーポイント

託児

筆文字アートの年賀状

託児

託児

日　程：12月11日（木）　　時　間：10:30～13:30
定　員：18名（先着順）　　 
受講料：1,000円　　　　 材料費：2,000円
講　師：原田 静子（Harada Shizuko Cake Lesson主宰）

生クリームをたっぷり使った
ブッシュ・ド・ノエルを作ります。
マカロンやオーナメントで飾り
付けをして、出来あがったケー
キは箱に入れてお持ち帰りでき
ます。

～お菓子の時間～ホワイトクリスマス

日　程：12月1・8・15・22日（月）
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：文字入力できる方　　
講　師：岡部 充子

表やイラスト、図形の挿入など基本操作を学びます。
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
実施と資料の作成をしてみましょう。

託児

日　程：12月26日（金）　　時　間：13:30～15:30
定　員：16名（先着順）　　
受講料：1,000円　　　　 材料費：2,000円　　
講　師：山田 美津枝（華道新池坊総華督）

お正月のフラワーアレンジメントを
作ります。素敵なお花を飾って新しい
年を迎えましょう。

お正月の
フラワーアレンジメント

※調理イメージ

干支や賀詞を個性あふれる文
字にデザインして、素敵な年賀
状を作成しましょう。知っている
ようで知らなかった年賀状のマ
メ知識もお伝えします。

※作品例

※イメージ

日　程：11月26日（水）　　時　間：13:30～15:30
定　員：16名（先着順）　　
受講料：1,000円　　　　 材料費：700円
講　師：吉垣 美奈代
　　　　（JDCA日本デザイン書道作家協会正会員）

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

託児

日　程：12月4日（木）　　時　間：10:00～12:00
定　員：16名（先着順）　　 
受講料：1,000円　　　  材料費：1,500円
講　師：小栁 美智子
　　　　（ワールドプリザーブドフラワー協会認定講師）

プリザーブドフラワー、アーティフィ
シャルフラワー、雑貨などを使ってナ
チュラルテイストなXmasリースを作り
ます。また、Xmasが終わっても飾れる
ように、小物の準備もします。

プリザーブドフラワーでXmasの
ナチュラルリース作り

日　程：12月13日（土）　　時　間：10:30～14:30
定　員：18名（先着順）　　
受講料：1,000円　　　　 材料費：2,000円　　
講　師：城戸 英子（管理栄養士）

おせち料理を作ってみませんか。
初挑戦の方でもおいしく簡単に
作る方法をお教えします。博多
雑煮や定番のおせち料理＋αを
知りたい方にお勧めです。

おせち料理

※イメージ

※調理イメージ

日　程：11月26日（水）　　時　間：10:00～11:30
定　員：15組（先着順）　　 
受講料：1,000円　　　　 材料費：200円
講　師：大塚 かずみ（スマイルベビー協会代表）

Ayano.So
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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
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

林 真理子　講演会
あなたとわたしのハートフルステージ

～私の仕事から～
あの林 真理子さんがまどかぴあ
初来館！豊かな感性と率直な描写
で数々の日本女性を多彩に描く
小説やエッセイは多くの女性の心
をつかんでいます。
あふれるユーモアとエスプリの
効いた講演をお楽しみに！

＜林 真理子プロフィール＞
山梨県出身。1976年に日本大学藝術学部を卒業。コピーライター
として活躍。1982年に出版したエッセイ集「ルンルンを買っておうち
に帰ろう」が大ヒット。1985年「最終便に間に合えば」「京都まで」
で第94回直木賞受賞。1995年には「白蓮れんれん」で第8回柴田
錬三郎賞を受賞。1998年には「みんなの秘密」で第32回吉川英治
文学賞を受賞。これまで140冊以上の作品を発表し、ベストセラー
も多数。2000年より直木賞選考委員に就任、数々の文学賞の選考委員
を務める。近年は「野心のすすめ」で新しいファン層も。現在、朝日
新聞で「マイストーリー　私の物語」を連載中。

チケット取扱いチケット発売中 まどかぴあ総合案内

託児

車イス

友の会

先・割 1月20日
（火）
TALK

平成27年【時間】 18:30開演/18:00開場
【会場】 大ホール（1階）　全席自由
料金：前売500円（当日600円）
　　　※未就学児入場不可

子どもの未来を考える講演会

：電話・FAX・総合案内およびホームページにて受付中
　※定員になり次第締め切ります。
：大野城まどかぴあ男女平等推進センター アスカーラ

申込方法

共 催

大野城まどかぴあ男女平等推進センター
市民グループ活動支援事業

専任の相談員が、あなたが抱えているさまざまな問題や悩み
についてお聴きします。電話または面接で相談できます。
（面接相談は要予約）
日　時：月～金　9:00～17:00

託児

総合相談

臨床心理士（女性）による対人関係・性格・子育て・結婚・離婚
などの心理相談です。
日　時：毎月1回 火曜日　14:00～17:00
　　　　毎月3回 木曜日　9:00～12:00
詳しい日程についてはお問い合わせください。（相談時間50分程度）

臨床心理士による相談（要予約）

弁護士（女性）による相談です。
日　時：第1～4木曜日　13:00～16:00（相談時間30分）

法律相談（要予約）

①仕事に関する問題なら何でも男女問わず、労働相談員が受けます。
②再就職を目指す子育て中の女性を対象に、必要な情報提供
　などを就業アドバイザーが行います。
日　時：毎月第2水曜日　10:00～12:00（相談時間50分）

＜ご予約・お問い合わせ先＞
まどかぴあ男女平等推進センター アスカーラ　総合相談

相談専用電話　092（586）4035

おしごと相談（2日前までに要予約）

まどかぴあ相談室のご案内

：12月13日（土）13:30～15:30
：栁 淑子（前福岡県男女共同参画審議会委員）
：306会議室（3階）
：無料　　　定　　員：40名
：大野城女性の会

日 時
講 師
会 場
受 講 料
主 催

ママパパ応援講座
～年末大掃除前に『お片付けボード』使って
　　　　　　　楽しく学ぼう！整理のキホン～

：12月14日（日）10:00～12:00
：野口 勝利（整理収納アドバイザー）
：306会議室（3階）
：無料　　　定　　員：20名
：パパママちかっぱ応援団

日 時
講 師
会 場
受 講 料
主 催

男女平等推進センターでは、各種相談を行ってい
ます。ひとりで悩まず、まずは相談してみませんか。
相談は全て無料です。

託児

※託児および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。

いま学校教育の場では、男女共同参画をどのような授業内容
で進めているのでしょうか？

カジダン（家事男子）をめざし、「お片付け」と「家事」が楽しくなる
法則を学びませんか。

～広告協賛欄～
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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/

10:30～11:30

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）

11月4日・18日
11月11日・25日

幼児対象　11月1日・15日
小学生以上対象　11月8日・22日

毎月第1～4土曜日　15：00～
場所：まどかぴあ図書館おはなしのへや

おひざでだっこ

わくわくおはなし会

（※10:00より整理券配布・定員30組）

14:00～15:00 15:30～16:30

午      前 午      後曜
日 日

※平野台公民館は工事中のため、平野台ふれあい公園に巡回します。
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。

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

東コミュニティ
センター 釜蓋公民館 中公民館

下大利団地
公民館

大野3号公園
（東大利公民館横）

山田公民館 栄町公民館

仲島公民館 畑詰公民館 巡町公園
（川久保2丁目）

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

北コミュニティ
センター 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）

10日

17日

4日
18日

11日
25日

6日
20日

13日
27日

7日
21日

14日
28日

老松神社
（下大利公民館前）

小田浦公園
（月の浦4丁目）

月

火

木

金

移動図書館「わくわく号」巡回日程表

秋晴れの空が気持ちいいですね。
楽しくなれる1冊を
図書館で見つけませんか？

地域貸出文庫図書交換のお知らせ
11月26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。

図書館を利用するすべての方にとって、図書館が心地よい場所であるために、ぜひご一読ください。

図書館の資料は「みんなのもの」です。
汚損・破損・水濡れなどが著しい場合や紛失さ
れた場合は弁償していただくことがあります。

読み切れなかった場合、次に予約がその資料
に入っていなければ、一度だけ継続貸出がで
きます。（延滞されていた場合、継続貸出はで
きません。ご注意ください。）

【延長手続き依頼方法】
カウンター受付：返却期限日までに利用者カードと貸出延長希望

資料を持って来館
館内OPAC・図書館HPから：返却期限日までに「利用照会」にログ

インし貸出中一覧から操作

図書館はおしゃべりに興じる場所
ではありません。館内では静かに
お過ごしください。携帯電話などの
音が出るものは、マナーモードにし
てから館内にお入りください。

飲み物・アメ・ガムを含む飲食は
できません。ご飲食の際は2階ラ
ウンジコーナーなどをご利用く
ださい。

居眠り・持ち込み学習は
ご遠慮ください。より多
くの方が利用できるよ
う、ご協力をお願いいた
します。

筑紫地区図書館マナーアップキャンペーン
10月27日（月）～11月9日（日）

筑紫地区4市1町による図書館マナーの向上を目的とした共同啓発
キャンペーンを実施します。
この機会に図書館の利用マナーについて考えましょう。

【本の修理は図書館員にお任せを！】
専用のテープなどで修理しますので、ページが外れた時はその
まま図書館員にお知らせください。セロテープは時間が経つと
茶色く変色し、本が傷む原因になります。

 筑紫地区図書館マナーアップキャンペーン～マナーを守って快適な読書を～

館内ではお静かに 座席には限りがあります飲食禁止

返 却 日 を
守りましょう

図書館資料
を 大 切 に



11月 まどかぴあのイベントスケジュール

まどかぴあ休館日のお知らせ　11月5日（水）、19日（水）

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。

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/

11月のチケット情報・募集申込情報

1（土）・15（土） P7わくわくおはなし会（幼児対象）

4（火）・18（火） P7おひざでだっこ　ぴよぴよのへや（0歳児対象）

7（金） P2ジャン＝マルク・ルイサダ ピアノリサイタル

7（金）～12/12（金） ワード入門

8（土）
P4シネマランド「アンコール!!」

私たちのワクワクが明日をつくる
（第7回）

8（土）・22（土） P7わくわくおはなし会（小学生以上対象）

9（日）・16（日） おさらいするパソコン

11（火）・25（火） P7おひざでだっこ よちよちのへや
（1～2歳児対象）

12（水） ボランティア研修会　語りの実践講座
（第2回）

12（水）・25(火) 秋の美容　薬膳料理

12（水）
～H27/2/13（金） 日商簿記3級（夜）

13(木)

市民グループ活動支援事業
バランスボール講座
ビーズとフリーメタリコの
アクセサリー作り

15（土）
Ｗｏｒｄ2010で年賀状作成

P3おとなの楽校　4時間目：生活

16（日）
P3大野城市民吹奏楽団　第29回定期演奏会

市民グループ活動支援事業
わらべうたとしゃべり場

18（火） 大野城市男女共生講座（第5回）

18（火）～12/9（火） 情報サポーター養成講座　
「キラリ☆私発信」

①21（金）②22（土） いつまでも輝きたい！
これが私に似合う色（基本編）　

26(水)
P5なかよし家族のベビーマッサージ

P5筆文字アートの年賀状

27(木)
火を使わずにゆず茶をつくろう

P4ティータイムコンサートVol.218

①28（金）②29（土） いつまでも輝きたい！
これが私に似合う色（応用編）

29（土） 市民グループ活動支援事業
今こそ　輝く　地域力

毎週金・土曜日 4月号
掲載パパ・ママのための読書タイム

3（月・祝） 10月号
掲載

10月号
掲載

3月号
掲載

10月号
掲載

6月号
掲載
10月号
掲載
9月号
掲載
HP
掲載
10月号
掲載
10月号
掲載

10月号
掲載
6月号
掲載
10月号
掲載

20（木）～28（金） 万能グローブ ガラパゴスダイナモス
「ボスがイエスマン」

10月号
掲載
10月号
掲載

10月号
掲載

10月号
掲載
10月号
掲載

市民グループ活動支援事業
「どうする？仕事と育児」　　

ページイベント日付

1（土） 受付開始パソコン講座 P5

6（木） 友の会チケット発売
まどかぴあ新春落語会「桂 春蝶独演会」 P3

11（火） 友の会チケット発売
市民企画「んまつーポス～いっすんぼうし～」 P4

12（水） 受付開始短期講座 P5

13（木） 一般チケット発売
まどかぴあ新春落語会「桂 春蝶独演会」 P3

16（日） 参加者募集開始
大野城市民吹奏楽団・中学3年生
ジョイントコンサート2015 P3

17（月） 参加者募集開始
俳優のための殺陣実践講座2015 P2

チケット発売
第6回九州戯曲賞 関連企画トークイベント P2

18（火） 一般チケット発売
市民企画「んまつーポス～いっすんぼうし～」 P4

ページイベント日付

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。
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●
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交通アクセス

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。
10月14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「ゼロ・グラビティ」（字幕スーパー）
●施設利用料1枚300円／6枚綴り1,500円　●①10:00～ ②14:00～

11/9
（日）

11/15
（土）

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

11/11（火）
～12/7（日）

第45回 筑紫美術協会展
●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（最終日は14:00まで）

筑紫野市文化会館 開館30周年特別記念公演
なごみーず アコースティックナイトin筑紫野
●出演：伊勢 正三、太田 裕美、大野 真澄
●指定席4,000円／自由席3,500円　●18:00

11/1
（土）

筑紫野市文化会館 開館30周年特別記念公演
第29回名曲コンサート・スペシャル「第九」演奏会
●指揮：大友 直人　管弦楽：九州交響楽団
●一般3,000円／大学生以下1,000円　●15:00

12/7
（日）

11/22
（土）

秋のゴスペルピアノ弾き語りコンサート ～教会音楽に触れるひととき～
●場所：文化ふれあい館（TEL 928-0800）
●入場無料 ●14:00～15:00

ふれあいＪＡＺＺコンサート2014 本日はリズムが主役です！
～貴方とリズムとダンシングミュージック～
●出演：岩崎 大輔（ピアノ） ほか
●一般2,000円／高校生以下1,000円　●15:00～

11/22
（土）

ふれあい音楽セミナー第8回「サロン音楽の華」
●講師：野中圀亨（音楽評論家）
●一般500円／友の会会員無料　●14:15～15:35

第22回ふくおか県民文化祭2014協賛事業
「竹の里フェスタ2014 in 那珂川」
※11/15同時開催裂田溝ライトアップ
11/16竹の里コンサート　●1,000円　●13:00～

～市になろう応援事業～コメディ「夫が多すぎて」
●出演：大地 真央、石田 純一、中村 梅雀　ほか　
●S席6,000円／A席5,500円　●14:00

11/15（土）
・16（日）

11/24
（月・振休）

ミリカシアター「最強のふたり」2011年/フランス/113分/日本語吹き替え
●施設利用料300円　●①10:00～ ②13:00～ ③16:00～

11/29
（土）
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