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※掲載記事は12月8日現在の情報です（その後の変更につきましては、ご容赦ください）

・ 大野城まどかぴあ 臨時職員登録開始！！
・ まどかぴあ市民企画事業「大野城“円”演劇祭」チケット発売!
・ 短期講座＆パソコン講座　受講生募集！
・ 今から始める男の教養セミナー
・ 「図書館へゆこう！！2016年」
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図書館へ
ゆこう！！

2016年

1/21（木）
～2/2（火）

【日時】1/31（日）14時～15時30分
【会場】多目的ホール

「作家人生を語る
～これまで、そしてこれから～」

安部龍太郎講演会

～つどい ふれあい はばたく～
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車イス

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。

★まどかぴあホール利用者募集中★

チケット
取扱い

2月21日
(日)
EVENT

マスコットキャラクター大相撲「おおのじょう場所’15」

車イス託児友の会

先・特

【会場】多目的ホール（1階）　全席自由

3月3日（木）
～6日（日）

PLAY

「まどかぴあ」の名称にちなみ、円形の舞台を使った演劇祭を開
催！地元福岡きっての実力派6団体から、1プログラムにつき2
団体が、それぞれ45分～60分の作品を上演します。プログラ
ムの1作目と2作目のあいだは、会場が「カフェタイム」に変身！

「公開記者会見＆組み合わせ抽選会」開催！
出場キャラクターたちが登場し、大相撲の
組み合わせ抽選会を行います！
【日時】1月23日（土）12：30～
【会場】ギャラリーモール（1階）

毎年恒例、可愛いキャラクターたちがまどかぴあに大集合！イベント
はすべて入場・参加無料！ぜひご家族そろってご来場ください♪

第8回大野城まどかぴあ市民企画事業『大野城円演劇祭』

まどかぴあ総合案内
ローソンチケット（Lコード：85367）
Corich! チケット
　　「大野城円フェスティバル」で検索
Vintager（TEL090-9487-6412）

〈企画〉 Vintager

まどか

11:00

14:00

15:00

19:00

3/3（木） 3/4（金） 3/5（土） 3/6（日）

料金：一般1,500円（当日1,800円）
友の会特別料金1,300円（当日1,500円）　
6演目券3,500円（前売りのみ取扱い）
※6演目券はVintagerでのみ取扱いとなります。

チケット発売日
友の会 1月15日(火)
一　般 1月12日(火)
両日とも10：00～

出場予定キャラクター（一部）

内容 時間 会場
マスコットキャラクター大相撲「おおのじょう場所’15」
お馴染みのキャラクターたちによる白熱の相撲大会！今回は
２体一組のタッグマッチ形式。お気に入りのキャラクターをみ
んなで応援しよう！

予選
10:30～12:00
準決勝・決勝
14:45～16:00

大ホール
（1階）

大野ジョーとゆかいな仲間たち ダンスパフォーマンス
大野ジョーと出場キャラクター、筑紫中央高校ダンス部による
ダンスステージ。みんなで一緒にレッツダンシング♪

14:00～14:45 大ホール
（1階）

“マスコットキャラクターと遊ぼう!!”コーナー
出場キャラクターたちとふれあえるグリーティングコーナー。
キャラクターグッズ販売や展示のブースもあり。

11:00～15:00
多目的
ホール
（1階）

お食事コーナー
大野城市自慢のB級グルメ「大野城鶏ぼっかけ」をはじめ、美味
しいお食事をご用意しています。※なくなり次第終了

11:00～15:00
北側玄関前
特設会場
（1階）

大野ジョーかるた大会
遊びながら大野城市のことを学べる「大野ジョーかるた」大会。
上位入賞者には豪華賞品プレゼント！ 
【参加資格】小学生以下
【参加方法】当日会場にて先着順で受付 ※定員に達し次第締切

12:00～14:00
（11：30受付開始）

ギャラリー
モール
（1階） 大野ジョー

まどか
ちゃん

はね丸

かわりみ
千兵衛

ふっく龍王さくら
ちゃん

聖徳
明太子

観覧
無料

大野城まどかぴあには、3つのホー
ルがあります。シートがリニューア
ルされ快適になった大ホール（約
800席）、小規模な発表会などに
最適な小ホール（118席）、また多
目的ホールは、フラットなフロアな
ので様々な用途にご利用いただけ
ます。ご予約は利用日の1年前から
7日前まで受け付けます。
詳しくはまどかぴあ総合案内にお
問い合わせください。※登録を希望される方は、所定の用紙に記入のうえ、持参または郵送。

大野城まどかぴあ 検索

職員募集ページ

お知らせ（新着情報）

または

募集要項と登録用紙は
1月5日（火）よりまどか
ぴあで配布します。
また、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。

★平成28年度 臨時職員登録開始！！★

★各イベントの詳細はチラシまたはホームページをご覧ください★ 共催：大野城いちばん隊

ほかにもたくさん
登場するじょー！

出演団体・上演作品

公演スケジュール（各回30分前開場）
（劇）池田商会企画 総合芸術舎玉屋
「青春一直線！～部活編～（仮）」

14+（フォーティーンプラス）
「絶海」

劇団go to
「劇団 go to 三人芝居（仮）」

劇団HallBrothers
「簡単な結婚」

劇団PA!ZOO!! 
「スキャット」

1/4（ヨンブンノイチ）
「スクラップ・ベイビィ！」
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友の会会員

一般の方

※◎余裕あり　▲残席わずか

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。

親指こぞう
～ブケッティーノ～ PLAY

1月22日(金)
～24日(日)

託児友の会

先・割

【時間】22日（金）①18:30開演
23日（土）②11:00開演

③14:00開演
24日（日）④11:00開演

 ⑤14:00開演
（全5ステージ）

【会場】大ホール（１階）　特設舞台　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：89025）
劇ナビFUKUOKA（http://gekinavi.jp/）

チケット
発売中

チケット
取扱い

原作：シャルル・ペロー
演出：キアラ・グイデイ　出演：ともさと 衣
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

客席の形状のため、開演後はお席にご案内できません。
開演時間の5分前までに必ずご来場ください。
開演30分前よりロビーでお待ちいただけます。

注
意
事
項

物語の中の音がほんとうに劇場に響くなど、本の中に
入ったような感覚が味わえる不思議なお芝居。途中怖い
シーンもありますが、いままでにない体験をしていただ
けることでしょう。その新鮮な面白さを、保護者の皆さま
もお子さまと一緒にお楽しみください。

劇団飛行船マスクプレイミュージカル
「赤ずきん／３びきのこぶた」

車イス

託児友の会

先・割
【時間】18日（木）10：00開演/09：30開場

13：00開演/12：30開場
19日（金）10：00開演/09：30開場

（全３ステージ）
【会場】大ホール（１階）　全席指定

まどかぴあ総合案内
チケットぴあ
（Ｐコード：447-359）
ローソンチケット
（Ｌコード：83818）
エムアンドエム

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

料金：一般2,500円（当日3,000円）
高校生以下1,000円（当日1,500円）
　※未就学児入場不可
親子ペア3,000円（前売のみ/友の会割引適用外）
　※まどかぴあ総合案内のみ取扱い

PLAY

2月18日(木)
19日(金)

やっぱり、たのしい！おもしろい！世界名作童話の２本だて。
すべての子どもたちへ贈るマスクプレイミュージカルです。
「赤ずきん」には、悪いオオカミ。そして「3びきのこぶた」
には、こぶたを食べようとする、お腹を空かせたオオカミ
が登場。この二つの物語に共通して言えるのは、「オオカ
ミなんかこわくない！」です。
子ども達の「最初の観劇」を、体験してみませんか？最高
の「思い出」になること、間違いなしです！

3月6日
（日）
EVENT

語りつぐ東日本大震災
絵本「ひまわりのおか」朗読会～音楽とともに想いをよせて
【時間】14：00開演／13：30開場
【会場】大ホール（1階）  全席自由
料金：無料（要入場券）
主催：（一社）三月のひまわり　　
共催：（公財）大野城まどかぴあ

絵本「ひまわりのおか」は、東日本大震災で発生した大
津波によって我が子を亡くしたお母さんたちの亡き子
への想いがつづられた絵本です。５年の歳月が経とう
としている今、もういちど「命の大切さ」「親の愛」「親子
の絆」について、見つめなおしてみませんか？

入場券申込み方法

大
野
城
市
曙
町
２-

３-

１

大
野
城
ま
ど
か
ぴ
あ

　
　
　

文
化
芸
術
振
興
課

「
ひ
ま
わ
り
の
お
か
」朗
読
会
係

往信
何も記入しない
でください。

抽選結果等を印
刷します。

ご
住
所

お
名
前復信

1.ご住所
2.お名前
3.人数（5 名以内）
4.その他
車いす席をご利用
の方等は、この欄
にご記入ください。

〒816-0934 〒郵便番号

1.震災直後の石巻市大川小学校の映像
2.絵本「ひまわりのおか」朗読（木村 まさ子）
3.合唱（大野城市少年少女合唱団）
4.「ふるさとはフクシマ　子どもたちの3.11」朗読
（福岡県立筑紫中央高等学校放送部）
5.特別演奏（ピアノ、ヴァイオリン他）
出演：木村 まさ子（朗読）、小松 真知子（ピアノ）、

北村 聡（バンドネオン）、小島 りち子（ヴォーカル）、
吉田 篤（ヴァイオリン）、加茂川 里美（司会）

12月下旬に、別途ご案内を送付します。詳しくは申込用紙
の記載事項をご覧ください。
往復はがきに必要事項をご記入のうえ、お申込みくださ
い。往復はがき１枚で５名までお申込み可能です。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。
未就学児入場不可（託児あり：2/26（金）午後5時までに要事前予約）

プログラム

チケット取扱い

チケット発売中

応募期間：平成28年1月12日（火）～2月10日（水）　※当日消印有効
申 込 先：〒816-0934　大野城市曙町2-3-1

大野城まどかぴあ文化芸術振興課「ひまわりのおか」朗読会係
通知方法：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、必ず公演当日にご持参ください。

車イス託児
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MUSIC

応募要項配布中！

【講師】松岡 恭子（建築家）

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。

人類よりはるか以前に誕生した謎の黄色い生物ミニオン。
その時代、その時代の最強のボスに仕えてきた彼らだった
が、何度も失敗し遂には仕えるべきボスがいなくなってしま
う。生きる目的を見失った仲間たちのため、ケビン、スチュ
アート、ボブの3人は最強最悪のボスを探す旅にでるが…。

劇作家・平田 オリザが2012年に発表した小説を、人気アイド
ルグループ「ももいろクローバーZ」主演で映画化した青春ド
ラマ。地方都市の高校弱小演劇部の女子生徒たちが、元学
生演劇の女王だった新任教師の赴任をきっかけに全国大会
を目指し奮闘する姿を描く。『踊る大捜査線』シリーズなど
の本広 克行監督。演劇部を指導する新任教師に『小さいおう
ち』などの黒木 華など多彩な俳優陣が共演。

2月13日
（土）

監督：監督：本広 克行　 原作：平田 オリザ
出演：ももいろクローバーZ、黒木 華　ほか

【時間】①10:00～11:59
②14:00～15:59
③18:00～19:59
（各回30分前開場）

「幕が上がる」
2015年/日本/119分

CINEMA

「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

出演：山崎 箜山（尺八）
　　　宮本 直美（箏）
【時間】12:10～12:50
【会場】ギャラリーモール（1階）　入場無料

1月28日
（木）

1月は、尺八と箏によるコンサートをお
届けします。尺八の魅力的な音色と箏
の優雅な音色を、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

MUSIC

山崎 箜山

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 

1月9日
（土）
CINEMA

監督：ピエール・コフィン、カイル・バルダ
声の出演：天海 祐希、笑福亭 鶴瓶　ほか

【時間】①10:00～11:31
②14:00～15:31
③17:00～18:31（各回30分前開場）

「ミニオンズ」
2015年/アメリカ/91分

スペシャルコンサートVol.4
（ティータイムコンサートVol.234）

「もっと音楽の時間を楽しみたい！」というお客様のために、半期
に1回開催するティータイム・スペシャルコンサート。
Vol.4は、バレエ音楽をお届けします！
【日時】3月13日（日）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800円）※未就学児入場不可

託児

チケット取扱い

まどかぴあ総合案内
ローソンチケット（Lコード：84846）

友の会

先行
vol.232ティータイムコンサート

キッズシネマについて
◆施設利用券は年齢に関わらず1人1枚必要です。
◆最終上映回の開始時間が通常とは異なります。

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

【日　時】1月16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

●事前エントリー●　8月1日（月）～8月23日（火）
●作 品 搬 入●　8月28日（日）・29日（月）

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？」

5時間目

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

応募資格：住所問わず。15歳以上（但し、中学生は除く）
　 賞 　 ：池田満寿夫大賞　1点（50万円）

大野城市長賞　　1点（15万円）
審査員特別賞　　2点（3万円）

他に入選若干
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
まどかぴあ館内に設置しております応募要項を
ご覧ください。

第10回 大野城まどかぴあ
版画ビエンナーレ

チケット発売中

★3歳以上から入場できますキッズシネマ
吹替版

【出演者】
岩城 朋子（朗読）、中西 久美（フルート）、
森下 香蘭（ヴィオラ）、日高 美佐（ピアノ）、
藤井 良子（コントラバス）

中西 久美
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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1月13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：各18名
●受付先：生涯学習センター 電話・窓口（先着順）

パ ソ コ ン 講 座1月5日（火）9：00
受付開始

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→
表作成→書式設定→関数→グラフ
を作成できるように学びます。

託児託児

日　程：2月2日（火）　
時　間：13:00～16:00　 定　員：16名（先着順）
受講料：1,000円　　　　 材料費：1,500円
講　師：石田 としえ

託児

日　程：2月9・23日、3月8日（火）
時　間：10：30～12：00　
定　員：16名（先着順）
受講料：3,000円
講　師：塚原 亜紀（バレエ講師）

日　程：2月18日（木）　
時　間：13：30～15：30
定　員：16名（先着順）
受講料：1,000円　 
材料費：1,550円　
講　師：中吉 典子
　　　　（グラスアート講師）

グラスアートは熱を一
切使いません。自由に
曲げられるリード線と
特殊なフィルムを使っ
て、誰でも簡単にステ
ンドグラス風の作品
が楽しめる、新しいク
ラフトです。

グラスアートのウェルカムプレート

バレエの要素を取り入れたストレッチで代謝
を上げ、姿勢を美しく整えて、しなやかな体に
なりましょう。バレエ経験は不要です。リフ
レッシュでき、肩こり、腰痛、冷えも改善でき
ますよ。

やさしいバレエストレッチ

お雛様の横に飾っても可愛い“博多さげ飾
り”を作ってみませんか？絞りの布を使って
「椿の花」を作ります。

お雛様に飾る博多さげ飾り

託児

日　程：2月1日（月）　  
時　間：10:00～12:00　 定　員：12名（先着順）
受講料：1,100円　　　　 材料費：400円
講　師：粟山 宗啓（表千家教授）

テーブルで気軽に茶道を楽しみませんか。流派は問わずご参加ください。
テーブルで気軽に茶道

託児

日　程：①フェイシャル1月29日（金） ②フット2月4日（木）
時　間：10:00～11:30　 定　員：各16名（先着順）
受講料：各1,000円
講　師：西澤 経生（nanahana～七華～代表）

経絡やリンパの流れの正しい整え方を知り、冷え、腰痛など身近
な悩みを改善しましょう。指先から生まれる健康と美の技術を気
軽に実感してみませんか。どちらかだけでも、ご受講できます。

経絡リンパ メリディアンメソッドセルフケア①・②

日　程：1月23・30日、
　　　　2月6・13・20・27日（土）
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
講　師：岡部 充子

※2回目から1時間の自習時間付き

託児 託児

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、イラストを
入れた文書を作成します。

日　程：1月25日、
　　　　2月1・8・15・22・29日、

3月7・14日（月）
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：有尾 美穂子 託児

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→
表作成→書式設定→関数→グラフ
を作成できるように学びます。

日　程：2月4・9・16・18・23日、
3月1日（火・木）

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
講　師：竹中 ひとみ

※作品例

※作品完成イメージ
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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

第20回 大野城男女共生フォーラム 男女共同参画社会への展望

「しあわせになるためにできること」

託児

託児

日　時：1月29日（金）　18：30～20：00
出　演：安武 信吾（西日本新聞社 編集委員）
　　　　林田 スマ（大野城まどかぴあ館長）
定　員：100名
参加料：無料
会　場：多目的ホール（1階）
申込方法：12月1日（火）より電話・FAX・総合案内およびホームページ

にて受付開始。
※FAXの場合、①郵便番号 ②住所 ③氏名 ④電話番号 ⑤託児の有無
をご記入のうえ「はなパパトークショー」係までお申込みください。

定　員：30名（先着順）
受講料：無料（ただし、2回目は材料費1,000円程度が

必要です。）
対　象：団塊の世代、これから定年退職を迎える男性が

対象ですが、セミナーの趣旨に関心のある方は
若干の年齢対象外の男性でも受講できます。

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。

◆講演会　3月12日(土) 13:30～15:30
　「一人ひとりの豊かな人生のために」
会　場：多目的ホール（1階）　　参加料：無料　

◆基調講演
講　師：武川 恵子（内閣府男女共同参画局長）　

◆パネルディスカッション
パ ネ リ スト：芳野 元（芳野病院院長）
　　　　　　　植野 雅子（ＴＯＴＯ株式会社）
コメンテーター：武川 恵子
コーディネーター：林田 スマ（大野城まどかぴあ館長）

男女の自立と共同参画のまちづくりを目指して開催してきた男女共生フォーラムが20回目を迎えました！次世代を担う子ど
もたちから大人まで楽しめる内容となっています。

「しあわせ」って何だろう…。「よりよく生きる」ってムズカシイ？
忙しかったり、もてあますことがあったりと過ぎていく毎日。はな
パパこと安武さんのお話を聞いて、ちょっと立ち止まって、自分の
こと、家族のこと、いろんなこと考えてみませんか。

「男性も出番ですよ！
　イマドキの孫育て・地域子育て事情」
講師：小崎 恭弘
（大阪教育大学教育学部准教授、保育士）

2月6日（土）
10：30～12：00
301会議室

1

「自分でつくる健康寿命！
　　　　　　　　＆ 夫婦で楽しむ食卓」
講師：大部 正代
（中村学園大学栄養科学部・栄養クリニック教授）

2月13日（土）
10：00～13：00
調理実習室

2

テーマ・講師日時・会場

「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5日（土）～3月13日（日）

活動団体によるバザー

パネル展示（3階アスカーラギャラリー）
学習会（3階会議室）

内　　容日　程

3月12日（土）

3月12日（土）
～19日（土）

活動団体による
ワークショップ

10:00～16:00
ギャラリーモール（1階）

【開会式・表彰式】
10：00～12：00
多目的ホール（1階）

回

2月 6日（土）
13日（土）
SEMINAR

今から始める男の教養セミナー
　 　　　～第2の人生をもっと豊かに！～

申込方法：電話・FAX・男女平等推進センター窓口にて受付中。
　　　　　※詳しくはホームページまたはチラシをご覧ください。
主　　催：大野城女性の会、第20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

託児

多様な価値観で時代を生きてきた男
性のためのセミナーを開催します。こ
れまでの人生経験を活かし、あなたな
らではのセカンドライフを楽しむヒン
トをみつけませんか？どうぞお気軽
にご参加ください。

〈安武 信吾プロフィール〉
宮若市出身。1988年、西日本新聞社入
社。久留米総局、宗像支局、運動部（いず
れも記者）、出版部次長などを歴任、
2015年8月から現職。
2012年3月、乳がんを患い余命わずか
となった妻の千恵さんが一人娘のはなさ
んへの想いを伝えたノンフィクション「は
なちゃんのみそ汁」（文芸春秋）を刊行し
た。同名の映画が2015年12月に福岡と
東京を皮切りに公開される。安武 信吾

林田 スマ
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1月の巡回

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）

1月5日・19日
1月12日

幼児対象　1月16日
小学生以上対象　1月9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

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

12日
26日

5日
19日

18日

25日

7日
21日

14日
28日

8日
22日

15日
29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

「図書館へゆこう！！ 2016年」　1月21日（木）～2月2日（火）
楽しい企画が盛りだくさん！
すべて参加無料です。ぜひお越しください。

◆安部龍太郎講演会
　「作家人生を語る ～これまで、そしてこれから～」

※1月7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。
※未就学児の入場はできません。

直木賞作家で歴史小説を多数執筆されている安部龍太郎氏をお
迎えします。作家を目指されたきっかけや地元福岡への思いなど
様々なエピソードをお話しいただきます。

日時：1月31日（日）14：00～15：30
会場：多目的ホール（1階）　　定員：250名（要申込）

◆第20回まどかぴあ読書感想画コンクール
　入賞作品展示

日時：1月23日（土）～1月29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5日（火）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。

日時：1月26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（要申込）

◆作って演奏♪リサイクル楽器でコンサート

※1月8日（金）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。

日時：1月24日（日）①10：00～11：30　②14：00～15：30
会場：301会議室（3階）　　定員：各回15名（要申込）
対象：小学生
講師：上畑 美佐江（リサイクル楽器作家）

◆布のえほん&エプロンシアター展示

日時：1月21日（木）～2月2日（火）
会場：おはなしのへや（図書館内）

◆わくわくおはなしまつり

わくわくおはなし会の拡大版！人形劇やパネルシアターなど、い
つもとはちょっとちがうスペシャルなおはなし会です。

廃材を利用してリサイクル楽器を作り、演奏会をひらこう！

私たちは人や生き物、自然、社会などとのつながりの上で生活を
しています。そんな身の回りや世の中のつながりの「輪」を感じら
れる、様々な分野の資料を集めた特集コーナーを設置します。

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。

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。

日時：1月23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。）

◆館内特集「つながる。ひろがる。輪」

日時：1月21日（木）～2月2日（火）
場所：図書館内新刊コーナー横

まだまだ寒い冬が続きますね。
図書館では楽しいおはなし会が
皆さんをお待ちしています。

託児



1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/

1月のチケット情報・募集申込情報

おひざでだっこ ぴよぴよのへや
（0歳児対象）5（火）・19（火） P7

P2第8回大野城まどかぴあ市民企画事業
「大野城円演劇祭」 友の会発売

男女共同参画カルタ絵札原画展7（木）～17（日） 12月号
掲載

P55（火） パソコン講座 受付開始

おさらいするパソコン　8（金）～29（金） 12月号
掲載

ワード入門7（木）～2/2（火） 12月号
掲載

P7あかちゃんと布のえほんで
あそぼう 受付開始

シネマランド
9（土）

P4

P77（木） 安部龍太郎講演会 受付開始

絵本「ひまわりのおか」朗読会 受付開始

わくわくおはなし会（小学生以上対象） P7

P78（金） 作って演奏♪
リサイクル楽器でコンサート 受付開始

おひざでだっこ よちよちのへや
（1～2歳児対象）12（火） P7

P2

P3
12（火）

第8回大野城まどかぴあ市民企画事業
「大野城円演劇祭」 一般発売

エクセル活用（夜）14（木）～2/25（木） 12月号
掲載

おとなの楽校　5時間目
16（土）

P4

わくわくおはなし会（幼児対象） P7

みんなで楽しくイタリアン18（月）、2/15（月） 12月号
掲載

ワード＆エクセル復習18（月）～2/15（月） 12月号
掲載

図書館へゆこう ！！ 2016年21（木）～2/2（火） P7

フェルトで小物作り22（金） 12月号
掲載

ハワイアンフラ22（金）～2/19（金） 12月号
掲載

親指こぞう～ブケッティーノ～22（金）～24（日） 12月号
掲載

市民グループ活動支援事業
「レゴブロック」を使って親子で
お片付け力を身につけよう！

23（土）
11月号
掲載

わくわくおはなしまつり P7

好みのコーヒーの探し方 12月号
掲載

マスコットキャラクター大相撲
公開記者会見 P2

作って演奏♪リサイクル楽器でコンサート24（日） P7

あかちゃんと布のえほんであそぼう26（火） P7

ティータイムコンサートVol.23228（木） P4

しあわせになるためにできること29（金） P6

市民グループ活動支援事業
子どもは未来からの留学生30（土） 11月号

掲載

安部龍太郎講演会31（日） P7

パパ・ママのための読書タイム毎週金・土曜日 HP
掲載

P513（水） 短期講座 受付開始

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。
12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）

1/16
（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

土曜シアター「アリスのままで」＜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～

伊藤京子サロンコンサート　WE LOVE CLASSIC！
出演：伊藤 京子（ピアノ）、遠藤 真理（チェロ）
●1,000円　●14:00

2/14
（日）

1/5（火）～
3/13（日）

1/9
（土）

ふれぶん音楽大学 第5回「ライフサイクルと音楽」
講師：宮本 幸（九州大学病院精神科神経科作業療法士）
●一般500円＜要事前申込み＞　●14:00～15:30

1/24
（日）

1/17
（日）

平成27年度歴史講座「ちくし見聞録』 第3回「続・霊峰　宝満山」
講師：山村 信榮さん（太宰府市教育委員会）
●入場無料（要事前申し込み）　●10:00～12:00

2/21
（日）

第17回 那珂川町音楽祭 「ピアノの祭」
●入場無料　●午前の部10：00～／午後の部13：30～

ミリカ文化講演 「姜尚中」講演会
●全席指定2,000円　●14：30

2/14
（日）

「くらしのうつりかわり展」オープニングイベント 
おやつ付き（無料）昔遊び大会
コマ回しや羽根つきなど、懐かしい昔遊びを体験しよう！
●場所：文化ふれあい館（TEL 928-0800）　
●入場無料　●13：00～15：00 

第20回 くらしのうつりかわり展
●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） 
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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。

募集中
文化会館サポーターズバンク　登録メンバー募集！
文化会館の主催事業をサポートしてくださるボランティアさんを募集中。
詳しくはお問合せ下さい。

1/17
（日）

クラシック音楽の楽しみ方講座Vol.7 
0歳からのファミリーコンサート
出演：九州管楽合奏団 パーカッション・アンサンブル
●場所：筑紫野市生涯学習センター
●一般700円／中学生以下300円／2歳以下のひざ上鑑賞無料（座席利用は有料）
●11：00～

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
1月6日（水）、20日（水）

年末年始：12月28日（月）～平成28年1月4日（月）
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