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・定期講座発表会を開催します！！
・水戸岡 鋭治　文化講演会を開催します！
・アスカーラまつりを開催します！
・「第9回　図書館子どもまつり」予告
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秋山 幸二
（前ソフトバンクホークス監督・野球解説者）

西表 宏
（香蘭女子短期大学教授）

垣花 真由美

高杉 紳一郎
（九州大学病院リハビリテーション部診療准教授）

JALパイロットと客室乗務員
松岡 恭子（建築家）
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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。

まどかぴあ総合案内

託児：各回の公演日
　　　一週間前が締
　　　切です

チケット取扱い

まどかぴあ市民大学 おとなの楽校、平成
27年度ラインナップが決定しました！
今年も素敵な先生方の授業を通して、楽
しい時間を過ごしましょう！皆様の登校
をお待ちしています。

【時間割】

【授業料】1回券500円（当日同料金）
5回通し券2,000円（限定40組）
※友の会割引は１回券前売のみ対象

託児友の会

先・割
チケット発売日

友の会　3月 10 日（火）
一　般　3月 17日（火）
両日とも10:00 ～

定期講座受講生による作品展示・販売・体験・ステージ発表を開催します！

華道（新池坊）、楽しい押し花、季節を楽しむフラワーア
レンジメント、はじめてのフラワーアレンジメント、水彩
画、洋画入門、やってみよう！絵画、はがきの絵と字、基
本デッサン、水墨画、写真（実践）、写真（技術）、大人の
絵画教室、やきもの、四季の陶芸、ステンドグラス、表
装、純銀粘土アクセサリー、デコパージュ、カルトナー
ジュ、初歩からのソープカービング、薬膳料理、パッチ
ワーク、パッチワークキルト、編み物、四季を詠む俳句、
親しむ書道、ペン実用書道、篆刻、写経、前結び着付け、
リラックス気功、TAOエナジー気づきの体操、子どもの
クラシックバレエ、ジュニアバレエ、こどもお習字、子供
絵画、子ども美術教室

【会場】まどかぴあ1階・2階

EVENT

3月14日(土)
15日(日)

※詳細はパンフレットまたはホームページをご覧ください。

展　示 14日（土）・15日（日）10:00～16:00

14日(土)・15日(日)10:00～
●楽しい押し花「ミニ押し花額」材料費500円
●ステンドグラス「サンキャッチャー」材料費800円
●初歩からのソープカービング「石鹸デコ」材料費500円
15日（日）
10:00～
●季節を楽しむフラワーアレンジメント
　材料費800円（先着10名程度）
12:00～12:30
●太極拳　体験
※体験は太極拳を除き、全て材料費が必要です。
　また、材料がなくなり次第終了となります。

「何かを始めたい！挑戦したい！」と思っている方。そんなあなたに
ピッタリの講座を見つけてみませんか。

体　験

オカリナ、楽しいフルート、みんなで歌おう、ギターの
ABC、太極拳、ストリートダンス、エジプシャン・ベリー
ダンス、楽しくやさしい健康フラ、はじめてのベリーダ
ンス、前結び着付け、子どものクラシックバレエ、ジュニ
アバレエ

ステージ

14日(土)10:00～
●茶道（表千家）お茶会　茶席券200円（先着50名）
●茶道（大日本茶道学会）お茶会　茶席券200円（先着50名）
14日（土）・15日（日）10:00～　数がなくなり次第終了
楽しい押し花、ステンドグラス、純銀粘土アクセサリー、
初歩からのソープカービング、パッチワーク、パッチワーク
キルト、編み物

販　売

15日（日）10:45～14:35終演予定

時　間 開校日時 教室（会場） テーマ・講師

1時間目 4月4日（土）
18:30～20:00

大ホール
（1階）

秋山 幸二さんにスポーツ精神を学ぶ授業
「野球人生、これまで、そしてこれから」
秋山 幸二（前ソフトバンクホークス監督・野球解説者）

2時間目 7月18日（土）
13:30～15:00

小ホール
（2階）

風に吹かれて、沖縄を知る授業
「うちなー（沖縄）は、やまと（日本）の合わせ鏡」
西表 宏（香蘭女子短期大学教授）
沖縄・八重山民謡演奏：垣花 真由美

3時間目
9月19日（土）
13:30～15:00

小ホール
（2階）

身も心も軽くなる授業
「ロコモの予防で健脚長寿 ～動く喜び・動ける幸せ～」
高杉 紳一郎（九州大学病院リハビリテーション部診療准教授）

4時間目 11月21日（土）
13:30～15:00

小ホール
（2階）

飛行機がもっと好きになる授業
「パイロットに学ぶ空と飛行機 CAと考えるサービスのこころ」
JALパイロットと客室乗務員

5時間目
平成28年
1月16日（土）
13:30～15:00

小ホール
（2階）

建築の美に出会う授業
「地域を魅力的にするデザインとは？」
松岡 恭子（建築家）

※日程及び講師などは変更になる可能性があります。

定 期 講 座 発 表 会定 期 講 座 発 表 会

サンキャッチャー

ミニ押し花額

石鹸デコ

講座の申し込みについてはP5をご覧ください。
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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。

筑紫地区公立文化施設研究協議会共同事業
つくし☆おとなり さ・ん・ぽ

第８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」企画募集中！
まどかぴあでは、今年も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」を実施します。文化
芸術に関する企画であればジャンルは問いません。対象となる会場は、小ホール・多目的ホール・大ホールです。詳しく
は、まどかぴあ館内ほかで配布中の応募要項をご覧ください。ホームページからもダウンロードできます。

 支援内容
対象経費に対し、小ホール・多目的ホールの場合上限50万円、
大ホールの場合上限100万円の経費負担と会場施設の提供。
広報、販売協力など。
 対象会場
小ホール（118席）・多目的ホール（最大可動席300席）
大ホール（783席/舞台上舞台の場合可動席100席程度）
 実施期間  ※但し、第1・第3水曜日は休館日となります
【小ホールの場合】※最長7日間
〈A〉8月24日（月）～30日（日）、〈B〉11月9日（月）～15日（日）
【多目的ホールの場合】※最長7日間（休館日含む）
〈C〉平成28年2月29日（月）～3月6日（日）※3月2日（水）は休館日
【大ホールの場合】※最長3日間
〈D〉平成28年2月26日（金）～2月28日（日）

≪これまでの採択事業≫
平成19年度（第1回）「歌声喫茶」（音楽／多目的ホール）
平成21年度（第2回）グレコローマンスタイル010「スピーカー」（演劇／小ホール）
　　　　　　　　　「踊る美術館」（ダンス／ギャラリーモール）
平成22年度（第3回）「シルクロード魅惑の民族舞踏」（ダンス／小ホール）
平成23年度（第4回）「北の津軽 南のシマ唄＝三味の響き＝」（音楽／小ホール）
平成24年度（第5回）「新春スペクタクル能－土蜘－」（伝統芸能／大ホール）
平成25年度（第6回）「雅楽とモンゴルの調べ」（音楽／大ホール）
平成26年度（第7回）んまつーポス「いっすんぼうし」（ダンス／多目的ホール）

 対 象 者
大野城まどかぴあ、春日市ふれあい文化センター、プラム・カルコア太宰
府、筑紫野市文化会館、ミリカローデン那珂川の筑紫地区5館のうち、3館
以上の利用者　
 スタンプ等の集め方
筑紫地区5館のうち、対象イベント期間中にいずれか1館が主催する事
業のチケット半券を貼付。さらに同期間中に異なる2館の来館スタンプ
を押印。　
 対象となるイベント期間
5月1日（金）から10月31日（土）まで　
 賞　　品
特賞1本、各館賞20本（予定）

筑紫地区の5つの文化会館が一致団結してスタンプラ
リーを開催します！この機会に、ぜひ筑紫地区の文化施設
にお越しください。

昨年10月にデビューした、九州を周回する日本初のクルー
ズトレイン「ななつ星in 九州」のデザイナーとして、注目を
浴びた水戸岡 鋭治氏による講演会を開催します。水戸岡氏
は「ななつ星in 九州」以外にもJR九州の特急車両や、「ゆふ
いんの森」「あそぼーい！」「SL人吉」といった観光列車など
のデザインを担当しました。その活動は九州に留まらず全
国のバス、駅舎、リゾート施設、商業施設、街づくりなど多岐
に及んでいます。水戸岡氏のワクワクする感動を産み出す
デザインがいかにして生まれているか、思いやこだわりを
語っていただきます。この機会をお聴きのがしなく！

筑紫地区の公共施設をまわって、
チケット半券とスタンプを集めて、
素敵な賞品をGETしよう！

3月20日
（金）
必着締切

※第1回目の練習風景

【時間】15:00開演/14:30開場
【会場】大ホール（1階）　全席自由

【時間】14:00開演/13:30開場
【会場】大ホール（1階）　全席自由

託児

～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

車イス料金：無料（要整理券）
※3月21日（土・祝）10:00より、まどかぴあ総合案内にて配布開始
　（お一人様4枚まで）

料金：一般 500円（当日同料金）
　　　友の会会員 無料（要事前申込）
　　　※友の会会員以外の方も、チケットを購入いただければ、ご覧いただけます。

いよいよ公募で集まった
39人の新中学3年生（現
在中学2年生）と市民吹
奏楽団との練習が始まり
ました。本番に向け一生
懸命練習をしていますの
で、ぜひその成果を聴き
にご来場ください♪

4月26日
（日）
MUSIC

大野城まどかぴあ友の会「まどかぴあ倶楽部」招待講演
水戸岡 鋭治 文化講演会

5月16日
（土）
TALK

まどかぴあ総合案内
ローソンチケットチケット取扱い

チケット発売日
一般　3月19日（木）

10:00 ～

新春スペクタクル能－土蜘－ 雅楽とモンゴルの調べ んまつーポス「いっすんぼうし」

託児 車イス友の会

特別
（無料）

友の会
招待について

友の会の会員は3月16日（月）までに事前申込が
必要です。詳しくは3月上旬にお送りする案内を
ご覧ください。
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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

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。

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

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、1st.hair、エーアンドエスフレーミング工房、株式会社駿河コーポレーション

英語ができないために悲しい想いばかりしてきた平凡な
主婦が“4週間で英語が話せる”という謳い文句に誘われ
て英会話教室で猛レッスンに挑む姿を描いたインド産コメ
ディ。世界中から集まった生徒たちとの交流を通して、コン
プレックスを克服し少しずつ成長する主人公の姿を描いて
います。

4月11日
（土）
CINEMA

監督：ガウリ・シンデー
出演：シュリデビ、アディル・フセイン、アミターブ・バッチャン　ほか

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

「マダム・イン・ニューヨーク」
2012年/インド/134分/字幕版

第2回は弦楽アンサンブルの登場です！ヴァイオリン、コン
トラバスの豊かな弦の音色に、煌びやかなフルートが華を添
えます。クラシックやラテン、童謡といった幅広いジャンルの
曲を素敵な男性ユニットでお贈りする、特別なコンサート。観
ても、聴いても楽しめる上質な音楽を、ごゆっくりとご堪能く
ださい。

中西 久美小野 としたか 國友 章太郎中西 弾

≪出演≫中西 弾（ヴァイオリン）
　　　　小野 としたか（コントラバス）

國友 章太郎（ピアノ）
中西 久美（フルート）

3月8日
（日）
MUSIC

【時間】14:00開演 /13:30開場
【会場】小ホール（2階）　全席自由
料金：500円（当日同料金）※未就学児入場不可

まどかぴあ総合案内
ローソンチケット
（Ｌコード：82231）

チケット取扱いチケット発売中

託児友の会

先行

ティータイム・スペシャルコンサートVol.2（ティータイムコンサートVol.222）
「昼さがりの男たち」

第3回大野城なんでもランキング 結果公開中！お知らせ

大野城まどかぴあ 検索 「新着情報」へ
まどかぴあホームページ（http://www.madokapia.or.jp/）

「大野城なんでもランキング」では、大野城市のあらゆる記録
を募集してきました。その集まった記録の中から新しい記録が
登録されました！記録保持者の一覧をまどかぴあホームペー
ジにて公開中ですので、ぜひご覧ください！

東北の寒村で大量虐殺事件が発生。唯一生
き残った少女・頼子はショックのため記憶喪失
となるが、偶然事件現場に居合わせた自衛隊
員・味沢に引き取られる。平穏な日々を過ごす
2人。しかし頼子の持つ不思議な力が2人を巨
大な陰謀へと巻き込んでいく…。

「野生の証明」
1978年/日本/143分

監督：佐藤 純彌
出演：高倉 健、中野 良子、薬師丸 ひろ子、夏八木 勲　ほか

日露戦争前夜、雪とは何かを知るため2つ
の連隊は、八甲田山を雪中行軍することに。
少数編成で自然に逆らわず行軍する弘前三
十一連隊。一方、大編成で真っ向から八甲
田山にいどむ青森五連隊は、目的地を見失
い吹雪の中、彷徨、遭難する…。

「八甲田山」
1977年/日本/169分

監督：森谷 司郎
出演：高倉 健、北大路 欣也、緒方 拳、栗原 小巻　ほか

3月7日
（土）
CINEMA

シネマモニター企画　～高倉 健 特集～
3月のシネマランドは、ボランティア“シネマモニター”の皆さんと一緒に選定
する『シネマモニター企画』を開催！
今回は2014年11月10日に亡くなった福岡出身の名優・高倉 健さんの出演
映画を上映します。205本の出演作の中から選んだ作品を是非大ホールの
スクリーンでお楽しみください。

「野生の証明」
「八甲田山」
「野生の証明」

１

２

３

10:00～12:23

14:00～16:49

18:00～20:23

時間（各回30分前開場）上映作品
■ タイムテーブル
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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

3月2日（月）9：00
受付開始

インターネット 日　程：4月20・27日（月）
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
講　師：岡部 充子

インターネットの仕組みと活用方法
を学びます。キーワードから情報の検
索をしましょう。また、気に入った
Webページの保存方法や、その他
知っておくと便利な機能も学べます。 託児

4月から始まる定期講座（1年間・6ヵ月間）受講生の二次募集が始まります。
受付は電話・窓口にて先着順です。すでに満員の講座もあります。お申し込み、お問い合わせはお早めに！

4月開講定期講座　受講生募集中！

●受付先：生涯学習センター電話・窓口（先着順）短 期 講 座3月11日（水）9：00
受付開始

託児

すっきりボディメイク
年齢とともに脂肪のつきやすくなる
お腹まわりを中心に引き締めてい
きます。やさしいヨガのポーズを取
り入れながら楽しく動いて、美しい
姿勢とボディラインを手に入れま
しょう。

日　程：4月8・22日、5月13・27日（水）
時　間：13:00～14:30
定　員：16名（先着順）　　
受講料：4,000円
講　師：山本 梓
　　　　（健康運動指導士・ヨガインストラクター）

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
（金曜コース）/（土曜コース）

日　程：（金曜コース）4月3・10日（金）
　　　　（土曜コース）4月4・11日（土）
時　間：10:00～12:30
定　員：各14名（先着順）　　 
受講料：各2,200円　　 材料費：各600円
講　師：藤末 佳美（カラースタイリスト）

●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

★講師登録★受 付 中
生涯学習センターでは、定期
講座（1年間、6ヵ月間）、短期
講座（1回～複数回）、パソコ
ン講座を実施しています。
今後さらに幅広い分野での
講座開設を目指しておりま
すので、ご希望の方はぜひ
『講師バンク』への登録をお
願いします。
詳しくは生涯学習センターに
お尋ねください。

パ ソ コ ン 講 座

茶道（表千家）
第2・4木曜日（月2回）
9:30～12:30
お茶をいただきながら日本の歴史
を確認し、おもてなしの仕方、所作
を身につけていきます。

楽しく歌おう
第2・4水曜日（月2回）
19：00～20：30
体幹を使って気持ちよく歌いましょう。ボイスト
レーニングによる腹式呼吸の有酸素運動は全
身の血液の循環を良くします。曲の情景を思
い浮かべ、リズムに乗って体を動かしましょう。

楽しいフルート
第1・3金曜日（月2回）
10：00～12：00
超初心者から中級者まで一人一人に合わせて
指導します。個人アドバイスや合奏の時間を組
み合わせて、少しずつ目標をこなしていきます。
色々な曲を楽しみながらマスターしませんか。

こどもお習字（小1～中3）
第1・3・4土曜日（月3回）
14：00～16：00
一度も筆を握ったことのないお子さんから
大歓迎です。硬筆、毛筆ともに個々に合わせ
て指導いたします。文字とゆっくり向き合い
ながら、正しく美しい文字を学びましょう。

この他にも多数開講予定です。見学ができる講座もありますので、ご希望の場合は事前にご連絡ください。

NEW
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みんな集合 ！ ！　アスカーラまつり
イベントのご案内
内容：10:00～16:00　市民団体によるバザー（ギャラリーモール 1階）
　　　　　　　　　　　※商品がなくなり次第終了。

11:00～15:00　大野城子ども劇場こども市（302、303会議室 3階）
11:00～12:00　お菓子のつかみどり（情報交流ひろば 3階）

　　　　　　　　　　　※対象は小学生まで。なくなり次第終了。
11:00～12:00　わくわく工作体験（情報交流ひろば 3階）
11:00～12:00　大野ジョーと自分カレンダーを作ろう！（アクティブルーム 3階）

◆写真でつづるアスカーラの一年（情報交流ひろば 3階）
◆壁新聞「ほっぷ」の一年（アスカーラギャラリー 3階）
◆新聞掲示物「窓」の一年（ギャラリーモール 1階）

4月4日
（土）

10：00～16：00
EVENT

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

ボランティア・市民グループ募集説明会
男女平等推進センターの主催
事業や運営のサポートしてい
ただくボランティアスタッフ・
実行委員、また、市民グループ
の募集説明会を行います。経
験・性別・お住まい関係なく、
興味のある方はどなたでもお
気軽にご参加ください。

託児サービス改定のお知らせ
平成27年4月1日より、まどかぴあ主催のイベント・講座に
ご利用いただける託児サービスの内容が一部変更となります。 大野城市では平成18年に「大野城市男女共同参画条例」が

施行され、すべての人が仕事・家庭・地域社会などあらゆる
場面において、夢や希望を実現する社会づくりをめざしてい
ます。
今回は防災・復興の中で活かされる男女共同参画の取り組
みについての講演会を開催します。
詳しくは4月号でお知らせします。

大野城をもっと住みよいまちにするために集まった仲間たちが、1年間の講座の成果を発表します。（参加無料）
どなたでも参加できますよ。さあ、寄ってらっしゃい！見てらっしゃい！

大野城市男女共生講座実行委員会

男女平等推進センターフェスティバル実行委員会

市民グループ活動支援事業

男女平等推進センターサポーター
（事業サポーター、情報サポーター、啓発サポーター）

3月16日（月）13:30～15:00

3月19日（木）13:30～15:00

3月24日（火）13:30～15:30

3月25日（水）10:30～12:00

アクティブルーム（3階）

アクティブルーム（3階）

301会議室（3階）

アクティブルーム（3階）

会　　　場 説 明 会 内 容日　　　時

託児

託児

 予告　
男女共同参画条例制定記念講演会

地域女性リーダー育成講座3/14（土）活動発表のお知らせ

日時：5月23日（土）　13:30～15:00
会場：多目的ホール（1階）

申込方法：電話・FAXおよび男女平等推進センター窓口にて受付中。詳しくは男女平等推進センターまでお問い合わせください。

詳しくは、ホームページ・館内チラシをご覧ください

  コミュニケーション麻雀 DE 脳トレにチャレンジ！
202会議室（2階）・10：30～12：00

◇オカリナ演奏　◇折り紙コーナー　◇焼き菓子販売
10：30～11：00　認知症予防ミニ講座
11：00～12：00　コミュニケーション麻雀

わくわくカフェ
情報交流ひろば/306会議室（3階）・10：00～12：00
のんびり～と、わくわくカフェでなごみませんか
＜メニュー＞無料です！参加自由です！
コーヒー・紅茶・日本茶+手作りお菓子のセット

コミュニケーション麻雀って知っていますか？
2～3人1組でチームになって行う麻雀です。
みんなでワイワイと初心者だって大丈夫！
ためしに1度やってみませんか？

春は、アスカーラでスタート！
かわいい子どもたちの笑顔がいっぱいで、
多くの市民の皆さんにご利用いただいてい
るアスカーラにあなたも遊びに来ません
か。お待ちしています！

★託児料： 改定前  1人1回600円

　　　　　 改定後  1人1回300円
※料金の変更等に伴い、おやつは廃止とさせていただきます。
　ご了承ください。

★対　象： 改定前  満1歳～就学前まで

　　　　　 改定後  10か月～就学前まで
詳細につきましては、男女平等推進センターまでお問い合わせください。

  1つ
238ｇの
牌です？！

楽しいイベントが
もりだくさん！



7 アテナ2015.3月号

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）

3月 3日・17日
3月10日・24日

幼児対象　3月7日・21日
小学生以上対象　3月14日・28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、公民館横の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。

南コミュニティセンターへの巡回が始まります。(隔週月曜)
北コミュニティセンターへの巡回は終了いたします。
東コミュニティセンターの巡回曜日は金曜日へ変更となります。

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
24日

3日
17日
31日

9日
23日

2日
16日
30日

5日
19日

12日
26日

6日
20日

13日
27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

だんだんとあたたかくなり、
春らしい季節になって
きました。
図書館では楽しいおはなし会が
みなさんをお待ちしています。

協力：おはなしの会「わくわく」
赤ちゃん向け読みきかせボランティア「おひざでだっこ」
布の絵本製作の会「ちくちく」　（順不同）

うきうきふれあいひろば
布工作やおりがみを作ろう！
布えほんにふれてあそぶコーナーもあります。
会場：303会議室（3階）

わくわくおはなしひろば
赤ちゃん向けから小学生向けまで合計4回のおはなし会
のリレーです。エプロンシアターの実演もあります。
会場：301会議室（3階）

おはなし会や布の工作など、楽しいイベントがもりだ
くさん！ぜひ、まどかぴあへ来てください！
日時：4月18日（土）10:00～15:00
会場：特設 子どもまつり会場（3階）
すべて入場無料です。

「第9回　図書館子どもまつり
　 ～子ども読書の日記念事業～」

予告

●利用期間：土・日・祝日及び大野城市立小・中学校の春休み・夏
休み・冬休み期間（休館日を除く）

●利用区分：

　
　　　　　　 ※小・中学生のみの利用の場合は9:00から17:00まで
●利用負担金：学生等100円/1区分1人、一般200円/1区分1人
※詳しくは総合案内までお問い合わせください。

午　後
13:00～17:00

午　前
9:00～12:00

夜　間
18:00～21:00

【予告】4月より巡回ステーションが変わります。

3月の巡回

空いている時に限り
一部の会議室等を有料で
学習室として開放しております。

学習室の利用に関するご案内



3月 まどかぴあのイベントスケジュール

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。

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/

3月のチケット情報・募集申込情報

1（日）
マスコットキャラクター大相撲
「おおのじょう場所’14」

3（火）・17（火） P7おひざでだっこ ぴよぴよのへや
（0歳児対象）

5(木）・12（木）
2月号
掲載

2月号
掲載

インターネットで情報検索

P4
シネマランド
シネマモニター企画 “高倉 健 特集”

大野城なんでもランキング
認定書交付式

7（土） －

1月号
掲載第19回大野城男女共生フォーラム

7（土）・21（土・祝） P7わくわくおはなし会（幼児対象）

8（日） P4ティータイム・スペシャルコンサートVol.2
「昼さがりの男たち」

10（火）・24（火） P7おひざでだっこ よちよちのへや
（1～2歳児対象）

14（土）・15（日） P2定期講座発表会（展示・ステージ・販売・体験）

14（土） P6地域女性リーダー育成講座活動発表

14（土）・28（土） P7わくわくおはなし会（小学生以上対象）

16（月）
1月号
掲載

平成27年度大野城市男女共生講座
第1回実行委員会

19（木）
1月号
掲載

平成27年度
男女平等推進センターフェスティバル
第1回実行委員会

24（火）
2月号
掲載

男女平等推進センター
市民グループ活動支援事業
平成27年度募集説明会

毎週金・土曜日
4月号
掲載パパ・ママのための読書タイム

2（月） 受付開始パソコン講座

受付開始短期講座

P5

11（水） P5

20（金） 応募締切第8回市民企画事業 P3

21（土・祝）
整理券配布開始

大野城市民吹奏楽団・中学3年生
ジョイントコンサート P3

10（火）
友の会チケット発売

まどかぴあ市民大学　おとなの楽校
P2

17（火）
一般チケット発売

まどかぴあ市民大学　おとなの楽校
P2

19（木）
一般チケット発売

水戸岡 鋭治　文化講演会
P3

ページイベント日付

ページイベント日付

つくし お隣さん情報
表記金額は前売金額です。詳しくは各会館へお問い合わせください。
2月9日現在（その後の変更につきましては、ご容赦ください）

3/6（金）
～8（日）

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

筑紫地区巡回公演　2nd stage  第一弾
市民参加型ミュージカル 「Mirage ミラージュ」　
～硝子の翼の若者たち～　出演者募集
8/22 (土)・23 (日)に開催の公演に出演する方を募集します！
募集要項など詳しくは「つくし青年会議所」ホームページをご覧ください。

募集中
～3/20（金）

国際ソロプチミスト太宰府認証20周年記念事業
櫻井よしこチャリティ講演会　テーマ『女性が輝く時代』
●一般2,000円／大学生以下 1,500円　●14：00～
問い合わせ先：国際ソロプチミスト太宰府事務局 TEL092-555-6988

4/25
（土）

開催中
～3/15（日）

第19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

4/1（水）
～25（土）

第19回　文化ふれあい館定期利用団体発表会（ふれあい文化祭）
●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

3/7（土）
8（日）

ルミナスフェスタ2015 
～ステージ発表・展示・飲食バザー・体験コーナーほか～
主催・場所：女性センタールミナス（TEL925-5404）／体育センター
●7日　10:30～
　講演「～落語で考える～老若男女のコミュニケーション」川崎亭好朝
●8日　12:00頃　演奏「サッチモファミリーバンド」
　 〃　  10:30～　フリーマーケット　会場：社会福祉協議会3F大会議室
●入場無料　●10:30～16:00（8日は15:00まで）

ふれあい文化サークル 第16回文化祭
●作品展示　10:00～17:00（8日は15:00まで）
●ステージ発表　3/8（日）10:00～　●入場無料

土曜シアター　「豆富小僧」
●施設利用料1枚300円／6枚綴り1,500円　
●①10:00～ ②14:00～ ③19:00～ ※③は3月のみ

3/21
（土）

4/26
（日）

春日市少年少女合唱団 第19回定期演奏会
●500円　●14:00～

ミリカシアター　「レ・ミゼラブル」
●300円（施設利用料）　●①10:00～ ②14:00～ ③18:00～

3/7
（土）

まどかぴあ休館日のお知らせ
3月4日（水）、18日（水）

平成26年度歴史講座　「ちくし見聞録」
「古代・中世の那珂川町」
●講師：岩滿 聡（那珂川町教育委員会）　●入場無料（要事前申し込み）　
●10:00～12:00

3/15
（日）

～東日本大震災復興支援～
「第4回　夢文化祭」
●特別出演：筑前琵琶　大師範　旭秀　東　恵美　
●入場無料（要入場整理券）　●1部10:30～12:00／2部13:00～15:30

3/8
（日）
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交通アクセス

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。
※ 改 正 平成27年4月1日より託児料および対象が変更となります。
　託児料：1人1回300円　対象：10か月～就学前まで
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