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・ 音と声の体験ワークショップ　参加者募集！
・ 短期講座＆パソコン講座　受講生募集！
・ ママの未来チャレンジ　参加者募集！
・ 読書感想画コンクール応募受付中！
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【日時】12月23日（水・祝）　14時開演／13時30分開場
【【会会場場】】大大ホホールル　全全席席自自由由

OMURA室内合奏団＆合唱コンサート
クリスマスによせて～ミサ曲“グローリア”

無料プレイベント開催

弦楽アンサンブルと
合唱曲を歌ってみよう
in 北コミュニティセンター
11/7（土）18:30～20：00

指揮・ヴァイオリン
松原 勝也

（東京藝術大学教授）

アルト
桑原 理恵

ソプラノ
中俣 明美

ソプラノ
稲森 奈津子
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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。

11月20日
（金）
MUSIC

夏川 りみコンサート
～歌さがしの旅2015～

託児友の会

先・割
車イス

【時間】19：00開演/18：30開場
【会場】大ホール（1階）　全席指定

「涙そうそう」でお馴染みの夏川 りみがまどかぴあに初登場！
その伸びやかに澄んだ歌声は、聞く人の心を揺さぶり、感動を
呼ぶことでしょう。ご期待ください。

まどかぴあ総合案内
ローソンチケット（Lコード：88221）
チケットぴあ（Pコード：273-913）
劇ナビFUKUOKA（http://gekinavi.jp/）

チケット取扱いチケット発売中

料金：4,000円（当日4,500円）

11月7日（土）
8日（日）

FESTIVAL

【日時】7日（土）10:30～16:00（終了予定）
【場所】ギャラリーモール（1階）

男のこだわりパンづくり　見学・販売

【日時】7日（土）・8日（日）10:00～17:00
【会場】展示コーナー（2階）

【日時】7日（土）
　　　〈見学〉10:00～12:00
　　　〈販売〉12:30～14:00 ※なくなり次第終了

【会場】〈見学〉調理実習室（2階）
　　　〈販売〉ギャラリーモール（1階）

展　示ステージ

まどかフェスティバル
※観覧無料です。時間や内容は変更になる場合があります。

内容時間

参加サークル
春彩会（日本画）、まどカメサークル（写真）、荒武表装教室、
やさしい水彩色鉛筆画、かな書道、ペーパースクリーン版画、
洋裁サークル、VERRE BIGARRÉ（ステンドグラス）、
陶芸サークル 秋桜

生涯学習センターの定期講座「男のこだわりパンづくり」の
受講生と講師による手作りパンの調理風景見学と販売

日頃のサークル活動の成果として、サークル生の作品を展示します。

まどかサークル発表会

あっぱれ

大野城なんでもランキング参加企画「じゃんけん大会」
大野城で一番じゃんけんが強いのは誰だ!?どなたでも参加OK。
ぜひ、挑戦してみてください。

14:20～ 15:20

10:30～ 11:30

男女共同参画読み語り劇「もしもモモタローがモモコだったら…」
誰もがご存知の昔話「桃太郎」。もし桃太郎が桃子という女の子で、鬼退治に
出かけたらどうなるでしょう。奇想天外の結末にびっくり！
どうぞご家族で「見て」「聞いて」感じてください。お楽しみに！

12:10～ 12:35

13:40～ 14:10

まどかサークル発表会
〈参加サークル〉 カプアレイまどかサークル、ドルチェの会

　　　　　　 a.Tone（ア.トーン）、大野城イキイキハーモニカサークル

大道芸人・はせがわ 天晴のパフォーマンスショー！（２回開催）
九州を拠点に活躍する大道芸人のはせがわ 天晴さんによる、楽しく
笑えるショータイム！

のびのびきりんさんをつくろう！！～たのしいストロー工作～
大型えほんなどのたのしいおはなしとストローをつかってつくるのび
たりちぢんだりするきりんさんの工作です。

①12:50～13:20
②15:30～16:00

12月23日
（水・祝）
MUSIC

OMURA室内合奏団＆合唱コンサート〈大野城公演〉
クリスマスによせて～ミサ曲“グローリア”

託児友の会

先・割
車イス

【時間】14：00開演/13：30開場
【会場】大ホール（1階）　全席自由

まどかぴあ総合案内
ローソンチケット（Lコード：88515）
チケットぴあ（Pコード：275-188）
劇ナビFUKUOKA（http://gekinavi.jp/）

チケット取扱い

チケット発売日
友の会 10月15日（木）
一　般 10月22日（木）
両日とも10:00～料金：1,000円（当日1,500円）

　　　※未就学児入場不可

【曲目】モーツァルト：交響曲 第38番 ニ長調 K.504「プラハ」
　　　ヴィヴァルディ：グローリア　ニ長調　RV.589

九州で活躍するプロオーケストラのOMURA室内合奏団と、公募
による合唱団の共演で、クリスマスにふさわしい優美で華やかな
プログラムをお届けします。年の瀬のあわただしさからちょっと離
れて、午後のひとときをクラシックで過ごしませんか？

無料プレイベント

事前申込不要
弦楽アンサンブルと
合唱曲を歌ってみよう

11月7日（土）
18:30～

OMURA室内合奏団から弦楽メンバーが登場！
大野城市北コミュニティセンターでカルテットの
調べをお届けします♬詳しくは、まどかぴあなどで
配布するチラシやホームページをご参照ください。
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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。

深夜放送同窓会Part5
～青春 ものがたり～

【時間】18：00開演/17：30開場
【会場】大ホール（１階） 全席指定

託児友の会

先行
車イス

料金：無料　※要整理券
まどかぴあ総合案内
市内各コミュニティセンター
※お一人様2枚まで（なくなり次第終了）

【時間】15:00開演/14:30開場
【会場】大ホール（1階）　全席自由

大野城まどかぴあ名誉館長
佐藤 陽子ヴァイオリンコンサート
～大野城まどかぴあへ 想いのかけ橋～

世界的に活躍したヴァイオ
リニスト・佐藤 陽子名誉館
長から、まどかぴあへの思
い出と想いを込めたコン
サートです。

10月17日
（土）
MUSIC

11月1日
（日）
PLAY

©椎原 一久©椎原 一久 ※昨年のようす※昨年のようす

託児友の会

先行
車イス

10月24日
（土）
MUSIC

配布場所整理券
配布中

ブケッティーノ公演関連企画

ともさと 衣の声のワークショップ
“毛布にくるまって、ベッドで寝ながらお話を聞く”と
いうスタイルが話題を呼び、全国各地で上演されて
いる人気作品『親指こぞう～ブケッティーノ～』。こ
のユニークなお芝居は、朗読するお姉さんが、物語
に登場する、10を超えるすべての役をたった一人
で、声だけで演じわけ語りかけます。平成28年1月の
上演に先駆け、唯一の出演者である「ともさと 衣」に
よるワークショップを開催します。

託児

講師：ともさと 衣
（俳優）

講師：ともさと 衣
（俳優）

【助成】
一般財団法人自治総合センター
平成27年度文化庁劇場・音楽堂等活性化事業

〈申込方法〉
所定の申込用紙に必要事項をご記入の上、申込みください。
その他詳細については、応募用紙にてご確認ください。
　　 【応募締切】平成27年10月12日（月・祝）必着

【時間】14：00～16：00　　　【対象】高校生以上　　
【定員】25名程度　　　　  　【参加費】500円
【会場】202会議室　　　　 　　 　　（申込多数の場合は抽選）

声の体験ワークショップ『声で遊ぼう！』 
自分の“声”を知っていますか？
高い声、低い声、面白い声…もしかしたら、まだまだ知らない
自分の“声”が沢山あるかもしれません！
“声”の持つ面白さを、『親指こぞう～ブケッティーノ～』で朗
読されるテキストを使って、声と聴覚と想像力を使って楽しむ
ワークショップです。“声”で遊んでみましょう！どなたでも参
加できます！

【時間】10：00～12：00　　　【対象】小学生とその保護者　　
【定員】親子ペア10組程度  　【参加費】親子ペア1組500円
【会場】202会議室　　　　 　　　　 （申込多数の場合は抽選）

音と声で楽しむ体験ワークショップ
『音と声で遊ぼう！』 
素敵な魔法がいっぱい詰まったお芝居の世界を、『親指こぞ
う―ブケッティーノ』で朗読されるテキストを使って、音と声、
そして想像力を使って楽しむワークショップです。 少し声をい
つもと変えてみたり、いつも聞いている音から少し楽しい連
想をしてみたりするだけで、ワクワクするような物語の世界が
広がります！ご家族でぜひご参加ください！

【日　時】11月21日（土）
　　　　13:30開演／13：00開場
【会　場】小ホール（2階）　全席自由
【授業料】500円（当日同料金）
　　　　　※友の会割引は前売のみ対象

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」

4時間目

現役パイロットによる滅多に聞けない空の話、CAが語る
おもてなしやサービスにまつわる裏話をお届けします。

託児友の会

先・割

まどかぴあ総合案内

チケット発売中

チケット取扱い

11月3日
（火・祝）
EVENT【時間】13：30開演/13：00開場

【会場】大ホール（1階）　全席自由 
料金：無料

12回目を迎える筑紫区中学校総合文化祭。大野城市や
近隣市町の中学生が日々取り組んでいる文化活動の成
果を披露します。吹奏楽、合唱、アンサンブル、邦楽等の音
楽はもとより放送、英語スピーチ、人権作文等の発表も充
実しています。お誘い合わせの上、ぜひお越しください。

筑紫区中学校総合文化祭

完売御礼！！

参加者
募集 ころも

※青春広場はチケットが無くてもお楽しみいただけます。
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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。

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

クラシカルなミシンで洋服を作る職人肌の仕立て屋と、彼
女を取り巻く人々が織りなす日々を描いた池辺 葵の同
名人気コミックを実写映画化。仕立て屋の中谷 美紀をは
じめ、『永遠の0』の三浦 貴大、第64回ベルリン国際映画
祭銀熊賞を受賞した黒木 華など実力派俳優たちが共
演。『しあわせのパン』の三島 有紀子監督による、服を通
して結びつく人々を描く心温まる物語。

11月21日
（土）

監督：三島 有紀子
出演：中谷 美紀、三浦 貴大、片桐 はいり　ほか

【時間】①10:00～11:44
②14:00～15:44
③18:00～19:44
（各回30分前開場）

「繕い裁つ人」
2015年/日本/104分

CINEMA

車椅子の天才物理学者ホーキング博士。
その知られざる愛の物語。
物理学者の天才として将来を嘱望される青年スティーブ
ン・ホーキングはケンブリッジ大学の大学院に在籍中、詩
を学ぶ女性ジェーンと出会い、2人は恋に落ちる。だが直
後にスティーブンは難病ALSを発症し、余命2年の宣告を
受ける。それでもジェーンは彼と共に生きると覚悟を決め
たジェーンは一緒に病気と闘う道を選ぶ。やがて2人は結
婚し力を合わせて難病に立ち向かっていく。

10月10日
（土）

監督：ジェームズ・マーシュ
出演：エディ・レッドメイン、ファリシティ・ジョーンズ　ほか

【時間】①10:00～12:04
②14:00～16:04
③18:00～20:04
（各回30分前開場）

「博士と彼女のセオリー」
2014/イギリス/124分

CINEMA

vol.229ティータイムコンサート

出演：福田 智恵（ピアノ）
　　　木下 圭子（クラリネット）

木下 圭子福田 智恵

【時間】12:10～12:50
【会場】ギャラリーモール（1階）　入場無料

10月22日
（木）

今月は、クラリネットとピアノのコンサートです。
クラリネットの深くて豊かな音色と、ピアノの優しくてきれい
な音色をお楽しみください♪

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

「音の言葉（ことのは）」

日本国内の作曲家から生まれた曲を含め音楽をお届けいたします。
奏で、うたい、“言葉”のように流れ伝わる音に想いを馳せながらお楽しみください。

平成27年度のテーマ

MUSIC

12月19日
（土）
MUSIC

航空自衛隊 春日基地
第22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）　
※年齢制限はございませんが、3歳未満のお子様は保護
者のおひざの上での鑑賞をお願いいたします。

：〒816-0804 春日市原町3-1-1 
　航空自衛隊春日基地広報班 ファミリーコンサート係
：11月9日（月）～11月30日（月）※当日消印有効
　※期間外に到着した往復はがきは無効となります。
：返信用はがきにて通知いたします。返信用はがきが入場券
となりますので、必ず公演当日ご持参ください。

往復はがきに必須事項をご記入のうえ、お申し込みください。往復は
がき1枚で2名分までお申し込み可能です。なお応募多数の場合は抽
選となりますので、あらかじめご了承ください。

申 込 先

申込期間

当選発表
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

車イス

《
往
復
は
が
き
の
書
き
方
》

816-0804

往信

春
日
市
原
町
3
丁
目
1
番
地
の
1

 

航
空
自
衛
隊
春
日
基
地
広
報
班

フ
ァ
ミ
リ
ー
コ
ン
サ
ー
ト
係

何も記入しないで
ください。

抽選結果を印刷し
返信いたします。

郵便番号

返信
ご
住
所
　

お
名
前

1．ご住所
2．お名前
3．年齢
4．人数1または2名
5．その他
※車椅子席をご利
用の方等は、この
欄にご記入くだ
さい。

毎年恒例、西部航空音楽隊によるファミリーコンサートを
開催！小さいお子様から大人まで気軽に楽しめるコン
サートです。是非お申し込みください。

入
場
券
申
込
方
法

下半期開催スケジュール

※3月はティータイム・スペシャルコンサートのため有料です。

10月22日
（平成28年）1月28日

11月26日
2月25日

12月24日
3月13日※
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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10月14日（水）9：00
受付開始

託児

日　程：10月27日（火）　時　間：10:00～13:00
定　員：18名（先着順）　　
受講料：1,000円　　材料費：1,000円
講　師：樋口 朋子（tonno！主宰）

自宅にある材料で、手軽にイタリア料理
を作りませんか。
＜メニュー＞
前　菜：白菜と豚ばら肉の甘酢サラダ
メイン：お魚のソテー マリナーラソース
ドルチェ：ガトーショコラ

手軽に簡単イタリア料理

●パソコンの基本ソフト：ウィンドウズ7 Office2010
●定　員：各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10月1日（木）9：00
受付開始

エクセル入門（夜）
表やグラフ作成、関数、印刷設定など便利な機能を学び、
文字入力→書式設定→関数→グラフを作成できるよう
に学びます。

日　程：11月12・19・26日、12月3・10・17日（木）
時　間：19:00～21:00　※自習時間18:00～
受講料：9,600円　　教材費：800円
対　象：文字入力ができる方
講　師：竹中 ひとみ

エクセル活用
基本的な表や関数をおさらいし、様々な関数（IF関数・
VLOOKUP関数・COUNTIF関数・SUMIF関数）とデー
タベースやテーブル機能、複合グラフ作成を学びます。

託児

日　程：11月13・20・27日、12月4・11・18日（金）
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：エクセルの操作経験がある方
講　師：有尾 美穂子

はじめてのパソコン
電源の入れ方とマウスの使い方から始めます。文字の
入力方法を学び、文字サイズや色の変更、図の挿入をし
てイラストを入れた文書を作成します。

託児

日　程：11月5・10・17・19・24日、12月1・3・8日（火・木）
時　間：10:00～12:00　※自習時間9:00～
受講料：12,800円　　教材費：1,000円
対　象：初めてパソコンを扱う方
講　師：竹中 ひとみ

エクセル入門
表やグラフ作成、関数、印刷設定など便利な機能を学び、
文字入力→書式設定→関数→グラフを作成できるよう
に学びます。

託児

日　程：11月9・16・30日、12月7・14・21日（月）
時　間：13:00～15:00　※自習時間15:00～
受講料：9,600円　　教材費：800円
対　象：文字入力ができる方
講　師：岡部 充子

※調理イメージ

託児

日　程：11月2・9日（月）　時　間：13:30～15:30
定　員：20名（先着順）　　
受講料：2,000円　　材料費：500円
講　師：髙原 久美（書道家）

美しく文字を描くコツを教わりな
がら、お好きなペンを使ってご自分
の住所や名前を練習します。オリ
ジナルの消しゴム印も作り、実際
に年賀状を作成してみませんか。

美文字ポイントレッスン

※作品例

託児

日　程：11月13日（金）　時　間：10:00～12:00
定　員：12名（先着順）　　
受講料：1,100円　　教材費：500円程度
講　師：中島 真梨
　　　　（JCLA認定コスメコンシェルジュインストラクター）

いつもメイクがワンパターン…
どんなメイクが似合うか分から
ない…。そんな悩みをコスメコ
ンシェルジュと一緒に、楽しく解
決しませんか。

コスメコンシェルジュと学ぶ　基礎メイク

※イメージ

託児

日　程：11月17日（火）　時　間：10:00～13:00
定　員：18名（先着順）　　
受講料：1,000円　　材料費：1,000円
講　師：川田 幸子

無添加の麹と大豆を使ってオリジナル味
噌を作ります。また、打ち身などに良く効
く、じゃが芋湿布などのお手当て法も学び
ます。

手作り味噌とお手当て法
～発酵食品で免疫力UP～

※イメージ
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大野城市男女共生講座大野城市男女共生講座

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

託児

子育て中のママ！少しだけ自分のために時間を使って、
私らしさを磨きませんか。親子一緒でも、託児利用でも、
参加できます。

ママのスキルアップ！
リフレッシュ！講座 

平成２７年度
アスカーラ市民グループ活動支援事業

地域のさまざまなイベントに参加したり、住民がかかえて
いる課題をどうやって解決したらよいかと考えたり…。一人
ひとりが地域と緩やかにつながっていく力を学びます。

ネットワークセミナー
地域で参画していく力を学ぶ

定　員：第１回は親子50組、第2・3回は親子25組
時　間：10：00～11：30 ※各回終了後、交流会あり（参加自由）
参加料：1回につき1家族500円
主　催：赤ちゃん集会！

日　時：10月31日（土）13：00～15：00
講　師：古賀 桃子（NPO法人ふくおかNPOセンター代表）
会　場：303会議室（3階）
定　員：50名
参加料：無料
主　催：女性ネットワーク大野城

特別技術管理士である講師から環境問題の現状と課題を学
びます。また、女性の活躍が望まれている現在、企業経営者
の立場から女性の社会参画についてお話をうかがいます。

男女共同参画と環境問題を考える
－女性経営者からみた 私たちの環境問題－

日　時：11月14日（土）13：30～15：30
講　師：下田 幸子（有限会社筑紫環境サービス 代表取締役）
会　場：306会議室（3階）
定　員：40名
参加料：無料
主　催：ふくおか県翼の会大野城

申込方法：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ご希望の講座 ②氏名 ③郵便番号
④住所 ⑤電話番号 ⑥託児の有無をご記入のう
え、お申し込みください。

ベビーと一緒にコンサートを楽しもう！
竹下 めぐみ（マリンバ奏者）

10月29日（木）
小ホール1

心理学行動療法アサーション
～自分も相手も大切に～
いけなが よしえ（赤ちゃん集会！代表）

11月2日（月）
202会議室2

話し方レッスン
～家族や友達との会話を楽しもう～
小柳 有紀（フリーアナウンサー・タレント）

11月9日（月）
202会議室3

内　　　容月日・会場回

「なりたい自分探しプラン」
大石 紀子
（株式会社キャリアプログレス 代表取締役）

11月5日（木）
10：00～12：00
303会議室

1

「笑顔のママでいるために　
　　～ココロと身体のリセットケア～」
太刀山 美樹
（株式会社MIKI・ファニット 代表取締役）

11月12日（木）
10：00～12：00
多目的ホール

2

「ママの未来チャレンジ
　　　　　～まずは小さな一歩から～」
山本 奈穂子（ELFA.studio）
渡邉 恵里香
（ベビーダンス教室 抱っこでぎゅ♪代表）
三好 真代（ままいる 代表）

11月19日（木）
10：00～12：00
303会議室

3

内　　容日時・会場回

共催・問い合わせ先：大野城まどかぴあ男女平等推進センター

毎日を明るく楽しく元気に暮らし、いつかくる最期を安心し
て過ごすために。誰もが考える相続と今後の生活につい
て、わかりやすくお話ししていただきます。

子育て・家事の毎日で自分のことは後回し
になりがちなママ。少しだけ子どもと離れ
た時間をもって、自分を見つめ直してみま
せんか。5年後、10年後の“なりたい自分”
を探って、未来への一歩を踏み出しましょ
う！講師には主婦から再出発して活躍中
の先輩ママをお招きします。お楽しみに♪

：120名（先着順）
：多目的ホール（1階）
：電話・FAX・総合案内およびホームページ
にて受付中。

定 　 員
会 場
申込方法

日　時：11月5日（木）10：00～12：00
講　師：水田 耕二（ファイナンシャルプランナー、行政書士）

＜第5回＞明るい終活に向けて！
　　　 　　知って得する相続と後見対策
　　　　　　～行政書士は見た！
　　　　　　　 もめる争族もめない後見～

託児

：30名（定員になり次第締め切ります）
：無料
：満12歳までのお子さまを子育て中の女性
　※3回の講座全てに出席する気持ちがある方
：電話・FAX・総合案内およびホームページにて受付中。

定 　 員
受 講 料
対 象

申込方法

託児

ママの未来チャレンジ
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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/

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）

10月6日・20日
10月13日・27日

幼児対象　10月3日・17日
小学生以上対象　10月10日・24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）

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。

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

南コミュニティ
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

東コミュニティ
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

6日
20日

13日
27日

5日
19日

26日

1日
15日
29日

8日
22日

2日
16日
30日

9日
23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

10月の巡回

読書感想画の応募受付は10月
15日（木）までです。詳細は館内
設置の応募チラシ、図書館HPな
どをご覧ください。たくさんのご
応募をお待ちしております。

だんだんすずしくなってきて、本を
読むのにぴったりの季節。いつも
とちがう本を探してみるのもいい
ですね。おはなし会では、いろいろ
なお話が聞けますよ。

第20回まどかぴあ
 読書感想画コンクール応募受付中！

話題の本や好きな作家の本、「こんな
本を持ってきてほしい」など、お気軽
にご要望ください。

まどかぴあ図書館で借りた本を、図書館以外で返却
できる場所として、南コミュニティセンター内に返却
ポストを設置しています。どうぞご利用ください。
◆返却できる時間…午前9時～午後9時
※南コミュニティセンターの休館日(第3火曜・年末年始)を除きます。
◆返却本回収…毎週月・木曜
※ＣＤ・他の図書館の本は返却できません。
※ポストに返却されてから図書館
に届くまでは「貸出中」の状態で
す。次の回収日までに本を借り
る予定がある方は、図書館にて
ご返却ください。

南コミュニティセンターに
返却ポストを設置しています。

  南コミュニティセンター
大野城市南ヶ丘五丁目9番1号

～広告協賛欄～



10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/

10月のチケット情報・募集申込情報

3（土） あなたとわたしのための元気塾
（第5回）

9月号
掲載

3（土）・17（土） わくわくおはなし会（幼児対象） P7

5（月） 親子と託児サポーターとの交流会 9月号
掲載

1（木） 中秋の茶懐石 8月号
掲載

6（火）・20（火） おひざでだっこ ぴよぴよのへや
（0歳児対象） P7

8（木） 大野城市男女共生講座（第4回） 8月号
掲載

9（金）・16（金） 似合う色で新しい私！
パーソナルカラー診断（午後）（夜間）

9月号
掲載

10（土） シネマランド「博士と彼女のセオリー」 P4

10（土）・24（土） わくわくおはなし会（小学生以上対象） P7

13（火）・27（火）
おひざでだっこ よちよちのへや
（1～2歳児対象） P7

15（木）
モールアートでトイプードル 9月号

掲載

やさしいバレエストレッチ 9月号
掲載

ボランティア研修会　
語りの実践講座（第2回）

6月号
掲載

17（土） 深夜放送同窓会Part5
～青春　ものがたり～ P3

22（木）
ティータイムコンサートVol.229 P4

ロザフィのチャーム 9月号
掲載

24（土） 大野城まどかぴあ名誉館長
佐藤 陽子ヴァイオリンコンサート P3

24（土）・31（土） カレンダー作成

手軽に簡単イタリア料理

9月号
掲載

29（木）

27（火）

市民グループ活動支援事業
ママのスキルアップ！リフレッシュ！講座 
ベビーコンサート

市民グループ活動支援事業
ネットワークセミナー
地域で参画していく力を学ぶ

P6

P5

31（土）

市民グループ活動支援事業
子どものふるさとをデザインしよう！

9月号
掲載

P6

31（土）～12/26（土） ワード入門 9月号
掲載

毎週金・土曜日 パパ・ママのための読書タイム HP
掲載

1（木） P5パソコン講座 受付開始

14（水） P5短期講座 受付開始

15（木） P2OMURA室内合奏団＆合唱コンサート
友の会発売

22（木） P2OMURA室内合奏団＆合唱コンサート
一般発売

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。
9月8日現在（その後の変更につきましては、ご容赦ください）

10/17
（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

入場整理券
申込期間

10/23（金）～
11/20（金）

海上自衛隊 佐世保音楽隊　ふれあいコンサートin筑紫野
12月20日（14:00開演）に開催いたしますこのコンサートは入場無料です
が入場整理券への申込が必要です。
詳しい応募方法につきましては文化会館までお問い合わせください。

土曜シアター「マダム・イン・ニューヨーク」＜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～ 

ふれあいJAZZコンサート　本日はピアノが主役です。
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～

11/21
（土）

11/14
（土）

まるごと太宰府歴史展2015
●場所：文化ふれあい館（TEL 928-0800）
●入場無料 ●9:00～17:00 ※毎週月曜休館（祝日の場合翌日）

開催中～
11/3（火・祝）

「秋うらら♪ JAZZコンサート～晩秋のひとときを音楽と共に～」
出演：イエスタデイ トレイス
●場所：文化ふれあい館（TEL 928-0800）　
●入場無料 ●14：00～15：00 
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イオン大野城店●

●
ク
ロ
ー
バ
ー
プ
ラ
ザ

筑
紫
通
り

至
福
岡
市

県
道
1
1
2
号
線（
旧
3
号
線
）

国
道
3
号
線

福
岡
都
市
高
速
道
路

高
速
九
州
自
動
車
道

至
太
宰
府
市

J
R
春
日
駅

J
R
大
野
城
駅

西
鉄
白
木
原
駅

西
鉄
春
日
原
駅

西
鉄
天
神
大
牟
田
線

J
R
鹿
児
島
本
線

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

●
MrMax

交通アクセス

※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になりました。

10/10
（土）

10/3
（土）

福岡県無形民俗文化財指定60周年記念および
珍楽社（保存会）創立135周年記念式典
●入場無料　●式典13：00～　●神楽14：00～

ミリカシアター「僕らのワンダフルデイズ」
●300円・ペア500円（施設利用料）　
●①10:00～　②14:00～　③17:00～

第4回ミリカ子育て応援フェスタ
●入場無料（一部有料）　●10：00～15：00

11/1
（日）

10/25
（日）

第11回ハーモニーフェスタinちくしの ～やさしさに包まれて～
ゲスト：九大混声合唱団（全日本合唱コンクール金賞・日本放送協会賞を受賞）
●一般300円　●13：30～　

11/21
（土）

『つくし紫』文化塾2015
連歌の世界に遊ぶ～太宰府天満宮と連歌～
講師：有川宜博（北九州市立自然史・歴史博物館名誉館員）
●一般1,000円／ペア1,500円／高校生以下無料　●14：00～　

託児 1人1回300円 定員有り（10か月～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。

まどかぴあ休館日のお知らせ
10月7日（水）、21日（水）

託児

文芸

文芸

図書

託児

託児

図書

託児

託児
（午後のみ）

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

男女

男女

男女

男女

男女

男女

文芸

文芸

文芸

生涯

生涯

男女

生涯

生涯

託児

生涯

文芸

生涯

生涯

託児

生涯

生涯

生涯
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