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・マスコットキャラクター大相撲「おおのじょう場所’１５」開催！
・パソコン講座・短期講座　受講生募集！
・男女平等推進センターサポーター募集！
・第20回まどかぴあ読書感想画コンクール 入賞者発表！
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※掲載記事は1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）
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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。

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。

【時間】2月18日（木）10：00開演／  9：30開場
　　　　　　　　　13：00開演／12：30開場
　　　　  19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

【時間】14：00開演／13：30開場
【会場】大ホール（1階）　全席自由

託児

友の会

先・割

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 PLAY

車イス

2月18日(木)
19日(金)

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

（1年間・6ヵ月間）受講生募集スタート！

◆ハワイアンフラ

「手」「顔の表情」「リズムとなる足の動き」から
なるフラの楽しく美しい踊りは、心身をリフ
レッシュさせてくれます。

定 期 講 座平成28年度4月開講
4月から始まる定期講座（1年間・6ヵ月間）の受講生を募集します。

第1・3金曜日（月2回）13：30～15：00
＜1年間講座＞

◆ボクササイズ

軽快な音楽に合わせてパンチ！キック！
日頃のストレスを発散して、心身ともにリ
フレッシュしませんか。

第1・2・4木曜日（月3回）19：30～20：30
◆茶道レッスン（表千家）

家にあるテーブル・お盆・ポットを使って、
お抹茶を点てます。コーヒーを勧めるよう
に、お抹茶を点ててみませんか。

第2・4月曜日（月2回）10：00～12：00
＜6ヵ月間講座＞

＜6ヵ月間講座＞

＜6ヵ月間講座＞

◆イタリア料理

イタリア料理の作る楽しさ、食べる楽しさを味わっ
てみませんか。基本のソースからアレンジメニュー
まで学べます。

第2月曜日（月1回）10：00～13：00

2月16日（火）必着
申込者が募集人数を超えた場合は抽選します。
2月24日（水）以降、定員に空きがある講座は
電話・窓口にて先着受付。

指定の申込用紙に必要事項をご記入のう
え、ハガキ・ＦＡＸ・窓口にてご提出ください。
※詳細・申込用紙は「受講生募集」・ホーム

ページに掲載中です。

注 意 事 項
申込結果は、全員に通知します。
申込者が一定数に満たない場合は、講座を
中止することがあります。

料金：入場無料

お申込み方法
お申込み期限

車イス

2月21日
(日)

EVENT

本番に向け一生懸命練習しています！ぜひその成果をお聴きください♪

～どのチームが一番！？優勝チーム予想投票～
どのチームが優勝するのか、ご来場の皆様
による予想投票を行います。優勝チームの
予想が見事的中した方の中から抽選で賞品
をプレゼント！投票方法などの詳細は、チ
ラシまたはホームページをご覧ください。

大野ジョーかるた大会
大野ジョーの可愛い絵札と大野城市にまつわる読み札で作られた「大
野ジョーかるた」。決勝進出者はキャラクターとの記念撮影、さらに上
位入賞者には豪華賞品もあり！

同時
開催

結果
発表

共催：大野城いちばん隊

料金：参加無料　※事前申込不要（当日先着順にて受付／定員になり次第締切）
参加資格：小学生以下

【時間】12:00～14:00／11:30受付開始　【会場】ギャラリーモール（1階）

New講座 受講生から要望の多かった講座が新しくスタート ！！

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～

マスコットキャラクター大相撲「おおのじょう場所’15」

チケット
取扱い

チケット
発売中

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！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！作品と
作品の間は、会場が30分間の「カフェタイム」に変身！

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「大野城円演劇祭」で検索
大野城円演劇祭事務局（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演目券は演劇祭事務局でのみ取扱いとなります。

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）」

作・演出：三原 宏史

T

T

劇団PA!ZOO!!
「スキャット」
作・演出：ぎゃお

劇団 HallBrothers
「簡単な結婚」
作・演出：幸田 真洋

「スクラップ・ベイビィ！」
作：坂本 見花
演出：四万田 晃一 1/4（ヨンブンノイチ）
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「絶海」
作：かるべ まさひろ
演出：中嶋 さと 14+（フォーティーンプラス）

「劇団 go to THE コント」
作：別役 実

（「別役 実のコント検定！」より）
演出：後藤 香 劇団go to

Y

Y
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【時間】　午前の部（予選）  10:30～12:00／10:00開場
　　　　午後の部（準決勝・決勝）　14:00～16:00／13:30開場

　　　※14：00～14：45は「大野ジョーとゆかいな仲間たちダンスパフォーマンス」を開催
【会場】大ホール（1階）　全席自由

【時間】15:00開演／14:30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2016

車イス料金：無料（要整理券・お一人様4枚まで）
※3月22日（火）10:00より、まどかぴあ総合案内にて配布開始

4月24日
（日）
MUSIC

第9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。
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、経費負担（上限50万円）と会場施設の
提供、広報、販売協力など。

　　　　 平成27年度
『大野城なんでもランキング』
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/）

大野城市のあらゆる記録を募集する『大
野城なんでもランキング』。今年度も新
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。是非ご覧ください！

料金：無料（要入場券／申込締切２月１０日（水）消印有効） 
※入場券の応募方法等、詳しくはチラシ、ホームページなどをご覧いただくか、

まどかぴあ総合案内までお問合せください。

車イス託児

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？

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）

プログラム

〈応募スケジュール〉 ※3月15日（火）必着締切
■応募要項配布開始：2月1日（月）
■事前説明会：2月14日（日）11時～（12時終了予定）
　※要申込／説明会参加希望の方は2月8日（月）17時までに電話でお申込みください。
■応募受付期間：2月1日（月）～3月15日（火）必着
　※応募にあたっては、提出前に電話または面談で必ず事前ヒアリングを受けてください。
■一次審査（書類審査）：3月下旬
■二次審査（プレゼンテーション）：4月17日（日）
■最終結果通知：4月下旬

大野ジョーをはじめ、お馴染みのキャラクターたちによる「マスコットキャ
ラクター大相撲」！今年は2体一組、計8チームによるトーナメント形式で
行います。意外なタッグの組み合わせで新たな必殺技が生まれるかも？！

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

チケット取扱い

チケット発売中

出演団体・上演作品
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お問い合わせ先 TEL（092）586-4040／FAX（092）586-4021
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友の会
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このマークのある公演は友の
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いす席ご利用の際に事前申し
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　におかけください。
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なるフラの楽しく美しい踊りは、心身をリフ
レッシュさせてくれます。

定 期 講 座平成28年度4月開講
4月から始まる定期講座（1年間・6ヵ月間）の受講生を募集します。

第1・3金曜日（月2回）13：30～15：00
＜1年間講座＞

◆ボクササイズ

軽快な音楽に合わせてパンチ！キック！
日頃のストレスを発散して、心身ともにリ
フレッシュしませんか。

第1・2・4木曜日（月3回）19：30～20：30
◆茶道レッスン（表千家）

家にあるテーブル・お盆・ポットを使って、
お抹茶を点てます。コーヒーを勧めるよう
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まで学べます。
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指定の申込用紙に必要事項をご記入のう
え、ハガキ・ＦＡＸ・窓口にてご提出ください。
※詳細・申込用紙は「受講生募集」・ホーム

ページに掲載中です。

注 意 事 項
申込結果は、全員に通知します。
申込者が一定数に満たない場合は、講座を
中止することがあります。

料金：入場無料

お申込み方法
お申込み期限

車イス

2月21日
(日)

EVENT

本番に向け一生懸命練習しています！ぜひその成果をお聴きください♪

～どのチームが一番！？優勝チーム予想投票～
どのチームが優勝するのか、ご来場の皆様
による予想投票を行います。優勝チームの
予想が見事的中した方の中から抽選で賞品
をプレゼント！投票方法などの詳細は、チ
ラシまたはホームページをご覧ください。

大野ジョーかるた大会
大野ジョーの可愛い絵札と大野城市にまつわる読み札で作られた「大
野ジョーかるた」。決勝進出者はキャラクターとの記念撮影、さらに上
位入賞者には豪華賞品もあり！

同時
開催

結果
発表

共催：大野城いちばん隊

料金：参加無料　※事前申込不要（当日先着順にて受付／定員になり次第締切）
参加資格：小学生以下

【時間】12:00～14:00／11:30受付開始　【会場】ギャラリーモール（1階）

New講座 受講生から要望の多かった講座が新しくスタート ！！

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～

マスコットキャラクター大相撲「おおのじょう場所’15」

チケット
取扱い

チケット
発売中

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！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！作品と
作品の間は、会場が30分間の「カフェタイム」に変身！

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「大野城円演劇祭」で検索
大野城円演劇祭事務局（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演目券は演劇祭事務局でのみ取扱いとなります。

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）」

作・演出：三原 宏史

T

T

劇団PA!ZOO!!
「スキャット」
作・演出：ぎゃお

劇団 HallBrothers
「簡単な結婚」
作・演出：幸田 真洋

「スクラップ・ベイビィ！」
作：坂本 見花
演出：四万田 晃一 1/4（ヨンブンノイチ）

T

G

G

G

G

P

P

F

F

P

P

F F

H

H

H

T

H

Y

Y

「絶海」
作：かるべ まさひろ
演出：中嶋 さと 14+（フォーティーンプラス）

「劇団 go to THE コント」
作：別役 実

（「別役 実のコント検定！」より）
演出：後藤 香 劇団go to

Y

Y

プログ
ラム①

プログ
ラム②

プログ
ラム③

プログ
ラム④

プログ
ラム⑥

プログ
ラム⑤

プログ
ラム⑧

プログ
ラム⑨

プログ
ラム⑦

【時間】　午前の部（予選）  10:30～12:00／10:00開場
　　　　午後の部（準決勝・決勝）　14:00～16:00／13:30開場

　　　※14：00～14：45は「大野ジョーとゆかいな仲間たちダンスパフォーマンス」を開催
【会場】大ホール（1階）　全席自由

【時間】15:00開演／14:30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2016

車イス料金：無料（要整理券・お一人様4枚まで）
※3月22日（火）10:00より、まどかぴあ総合案内にて配布開始

4月24日
（日）
MUSIC

第9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。
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、経費負担（上限50万円）と会場施設の
提供、広報、販売協力など。

　　　　 平成27年度
『大野城なんでもランキング』
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/）

大野城市のあらゆる記録を募集する『大
野城なんでもランキング』。今年度も新
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。是非ご覧ください！

料金：無料（要入場券／申込締切２月１０日（水）消印有効） 
※入場券の応募方法等、詳しくはチラシ、ホームページなどをご覧いただくか、

まどかぴあ総合案内までお問合せください。

車イス託児

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？

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）

プログラム

〈応募スケジュール〉 ※3月15日（火）必着締切
■応募要項配布開始：2月1日（月）
■事前説明会：2月14日（日）11時～（12時終了予定）
　※要申込／説明会参加希望の方は2月8日（月）17時までに電話でお申込みください。
■応募受付期間：2月1日（月）～3月15日（火）必着
　※応募にあたっては、提出前に電話または面談で必ず事前ヒアリングを受けてください。
■一次審査（書類審査）：3月下旬
■二次審査（プレゼンテーション）：4月17日（日）
■最終結果通知：4月下旬

大野ジョーをはじめ、お馴染みのキャラクターたちによる「マスコットキャ
ラクター大相撲」！今年は2体一組、計8チームによるトーナメント形式で
行います。意外なタッグの組み合わせで新たな必殺技が生まれるかも？！

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

チケット取扱い

チケット発売中

出演団体・上演作品
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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

●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）
　

パ ソ コ ン
講 座

2月1日（月）9：00
受付開始

ワード＆エクセル復習

日　程：3月3・8・15・17・22日（火・木）
時　間：10:00～12:00　※自習時間9：00～
受講料：8,000円　　　教材費：700円
対　象：ワード・エクセルの操作経験がある方
講　師：竹中 ひとみ

基本操作をしっかり復習します。イラストや表を追加し
た文書作成をしながら、ワードのポイントを押さえましょ
う。エクセルは、表作成と関数、グラフ作成のポイントを
復習します。

託児

★定期講座発表会のお知らせ★

日　時：3月19日（土）・20日（日）　10:00～16:00
会　場：大野城まどかぴあ館内
内　容：作品展示、体験、販売、（20日のみ）ステージ発表

定期講座（1年間・6ヵ月間）の発表会を開催します。
皆さまお誘い合わせのうえ、ぜひご来館ください。

まどかぴあ定期講座発表会 検　索

※昨年度の発表会の様子

　 参加予定講座
茶道、華道、絵画、写真、陶芸、俳句、書道、表装、ステンドグラス、
カルトナージュ、デコパージュ、ソープカービング、押し花、
純銀粘土アクセサリー、パッチワーク、編み物、薬膳料理、
着付け、ダンス、バレエ、ギター、フルート、オカリナ、歌　など

※2回目から1時間
　の自習時間付き

無料体験講座

●受付先：生涯学習センター
　　　　　電話・窓口（先着順）

短 期 講 座2月10日（水）9：00
受付開始

託児

日　程：2月29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）

日　程：3月19日（土）
時　間：13：30～14：30　 
定　員：10名（先着順）
講　師：小濱 邦子
　　　　（予防医学指導士）
受付先：生涯学習センター
　　　　電話・窓口

テーブルで気軽に茶道を楽しみ
ませんか。自分でお茶を点てられ
るようになって自宅でも楽しみま
しょう。流派は問わずご参加くだ
さい。

テーブルで気軽に茶道

2月10日（水）9：00より受付
いたします！

年齢を問わずに無理なくできるゆっくりとした動きです。
日頃の疲れのリセットに、心身の自己管理に、運動不足
の解消に、是非ご参加ください。

ボディワーク～男性のための体操～

※講座により、体験や販売、ステージ発表などの日時が異なる
場合があります。詳しくは、まどかぴあホームページまたは
アテナ3月号をご覧ください。

4アテナ2016.2月号

橋口 武史

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。

「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：橋口 武史（ギター）

【時間】12:10～12:50
【会場】ギャラリーモール（1階）
　　　 入場無料

2月25日
（木）

2月は、クラシックギターによるコンサートをお
届けします。橋口氏の奏でる音色を、是非お楽し
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

vol.233ティータイムコンサート

母校の中学で働く教師・神野のもとに、親友・木村
の消息を尋ねる元同級生と名乗る探偵・北沢がやっ
てきたことから始まる緻密な構成と仕掛けたっぷり
のエンターテイメントムービー！

3月はシネマランド専属のボランティア“シネ
マモニター”の皆さんと選ぶ恒例の『シネマ
モニター企画』。今回は“隠れた”傑作の中か
ら選定しました。 監督：内田 けんじ　出演：大泉 洋、佐々木 蔵之介、堺 雅人 ほか

おすすめ“隠れた”傑作映画特集 「アフタースクール」2008年/日本/104分

CINEMA

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 

私たちは、舞台の上でならどこまでも行ける。
地方都市の県立富士ケ丘高等学校2年生の高橋さおりは、部
長を務める演劇部最後の1年を迎えようとしていた。それぞ
れに個性豊かな部員たちと共に年に1度の大会、地区大会突
破を目標に稽古に励むなか、元・学生演劇の女王だという吉
岡が赴任してくる。吉岡の指導の下、全国大会出場を目指し
彼女たちの演劇に打ち込む日々が始まる。

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

3月12日
（土）

1931年、日本統治時代に台湾から甲子園に出場し、
決勝まで勝ち進んだ伝説のチーム、嘉義農林学校野
球部“KANO”の実話を基に描いた感動作。

監督：馬 志翔　出演：永瀬 正敏、大沢 たかお、坂井 真紀 ほか

「KANO 1931海の向こうの甲子園」
2015年/台湾/180分/字幕版

MUSIC

3月13日
(日)

チケット
取扱い

チケット
発売中

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

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）

Vol.4は、バレエ音楽をお届けします！
誰もが一度は聴いたことのある、チャ
イコフスキー作曲「くるみ割り人形」の
音楽に物語をのせて、皆さまにおおく
りします。

【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800円）※未就学児入場不可

託児
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

博多座「市民半額観劇会」
料　　金：Ａ席9,000円（通常18,000円）

※取扱い手数料として、1枚の場合は400円（2枚の場合は700円）と 振替手数料が
かかります。

定　　員：各回100名（応募者多数の場合は抽選）
申込方法：ハガキに希望日（1公演のみ）、参加人数（2人まで）と代表者の「郵便

番号、住所、氏名、電話番号、年齢」を明記して送付。
申込期限：2月23日（火）消印有効　※当選者のみ通知
申 込 先：〒810-8799　日本郵便㈱福岡中央郵便局留「市民半額会」宛

博多座4月公演「スーパー歌舞伎Ⅱワンピース」
が半額で観劇できます。

日時：平成28年4月2日（土）16：30～、3日（日）16：30～、
4日（月）11：00～・16：30～、
6日（水）11：00～・16：30～、
7日（木）11：00～・16：30～、
8日（金）11：00～、10日（日）16：30～

問い合わせ先：市民半額会事務局（日本演劇興行協会）TEL 092-751-8258（平日10時～18時）

出 演 者：市川 猿之助　ほか

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

シネマモニター
企画

協賛上映作品時間

10:00 「アフタースクール」

14:00 「KANO」

18:00 「アフタースクール」

上映スケジュール（各回30分前開場）

残席
わずか
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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

●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）
　

パ ソ コ ン
講 座

2月1日（月）9：00
受付開始

ワード＆エクセル復習

日　程：3月3・8・15・17・22日（火・木）
時　間：10:00～12:00　※自習時間9：00～
受講料：8,000円　　　教材費：700円
対　象：ワード・エクセルの操作経験がある方
講　師：竹中 ひとみ

基本操作をしっかり復習します。イラストや表を追加し
た文書作成をしながら、ワードのポイントを押さえましょ
う。エクセルは、表作成と関数、グラフ作成のポイントを
復習します。

託児

★定期講座発表会のお知らせ★

日　時：3月19日（土）・20日（日）　10:00～16:00
会　場：大野城まどかぴあ館内
内　容：作品展示、体験、販売、（20日のみ）ステージ発表

定期講座（1年間・6ヵ月間）の発表会を開催します。
皆さまお誘い合わせのうえ、ぜひご来館ください。

まどかぴあ定期講座発表会 検　索

※昨年度の発表会の様子

　 参加予定講座
茶道、華道、絵画、写真、陶芸、俳句、書道、表装、ステンドグラス、
カルトナージュ、デコパージュ、ソープカービング、押し花、
純銀粘土アクセサリー、パッチワーク、編み物、薬膳料理、
着付け、ダンス、バレエ、ギター、フルート、オカリナ、歌　など

※2回目から1時間
　の自習時間付き

無料体験講座

●受付先：生涯学習センター
　　　　　電話・窓口（先着順）

短 期 講 座2月10日（水）9：00
受付開始

託児

日　程：2月29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）

日　程：3月19日（土）
時　間：13：30～14：30　 
定　員：10名（先着順）
講　師：小濱 邦子
　　　　（予防医学指導士）
受付先：生涯学習センター
　　　　電話・窓口

テーブルで気軽に茶道を楽しみ
ませんか。自分でお茶を点てられ
るようになって自宅でも楽しみま
しょう。流派は問わずご参加くだ
さい。

テーブルで気軽に茶道

2月10日（水）9：00より受付
いたします！

年齢を問わずに無理なくできるゆっくりとした動きです。
日頃の疲れのリセットに、心身の自己管理に、運動不足
の解消に、是非ご参加ください。

ボディワーク～男性のための体操～

※講座により、体験や販売、ステージ発表などの日時が異なる
場合があります。詳しくは、まどかぴあホームページまたは
アテナ3月号をご覧ください。

4アテナ2016.2月号

橋口 武史

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。

「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：橋口 武史（ギター）

【時間】12:10～12:50
【会場】ギャラリーモール（1階）
　　　 入場無料

2月25日
（木）

2月は、クラシックギターによるコンサートをお
届けします。橋口氏の奏でる音色を、是非お楽し
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

vol.233ティータイムコンサート

母校の中学で働く教師・神野のもとに、親友・木村
の消息を尋ねる元同級生と名乗る探偵・北沢がやっ
てきたことから始まる緻密な構成と仕掛けたっぷり
のエンターテイメントムービー！

3月はシネマランド専属のボランティア“シネ
マモニター”の皆さんと選ぶ恒例の『シネマ
モニター企画』。今回は“隠れた”傑作の中か
ら選定しました。 監督：内田 けんじ　出演：大泉 洋、佐々木 蔵之介、堺 雅人 ほか

おすすめ“隠れた”傑作映画特集 「アフタースクール」2008年/日本/104分

CINEMA

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 

私たちは、舞台の上でならどこまでも行ける。
地方都市の県立富士ケ丘高等学校2年生の高橋さおりは、部
長を務める演劇部最後の1年を迎えようとしていた。それぞ
れに個性豊かな部員たちと共に年に1度の大会、地区大会突
破を目標に稽古に励むなか、元・学生演劇の女王だという吉
岡が赴任してくる。吉岡の指導の下、全国大会出場を目指し
彼女たちの演劇に打ち込む日々が始まる。

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

3月12日
（土）

1931年、日本統治時代に台湾から甲子園に出場し、
決勝まで勝ち進んだ伝説のチーム、嘉義農林学校野
球部“KANO”の実話を基に描いた感動作。

監督：馬 志翔　出演：永瀬 正敏、大沢 たかお、坂井 真紀 ほか

「KANO 1931海の向こうの甲子園」
2015年/台湾/180分/字幕版

MUSIC

3月13日
(日)

チケット
取扱い

チケット
発売中

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

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）

Vol.4は、バレエ音楽をお届けします！
誰もが一度は聴いたことのある、チャ
イコフスキー作曲「くるみ割り人形」の
音楽に物語をのせて、皆さまにおおく
りします。

【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800円）※未就学児入場不可

託児
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

博多座「市民半額観劇会」
料　　金：Ａ席9,000円（通常18,000円）

※取扱い手数料として、1枚の場合は400円（2枚の場合は700円）と 振替手数料が
かかります。

定　　員：各回100名（応募者多数の場合は抽選）
申込方法：ハガキに希望日（1公演のみ）、参加人数（2人まで）と代表者の「郵便

番号、住所、氏名、電話番号、年齢」を明記して送付。
申込期限：2月23日（火）消印有効　※当選者のみ通知
申 込 先：〒810-8799　日本郵便㈱福岡中央郵便局留「市民半額会」宛

博多座4月公演「スーパー歌舞伎Ⅱワンピース」
が半額で観劇できます。

日時：平成28年4月2日（土）16：30～、3日（日）16：30～、
4日（月）11：00～・16：30～、
6日（水）11：00～・16：30～、
7日（木）11：00～・16：30～、
8日（金）11：00～、10日（日）16：30～

問い合わせ先：市民半額会事務局（日本演劇興行協会）TEL 092-751-8258（平日10時～18時）

出 演 者：市川 猿之助　ほか

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

シネマモニター
企画

協賛上映作品時間

10:00 「アフタースクール」

14:00 「KANO」

18:00 「アフタースクール」

上映スケジュール（各回30分前開場）

残席
わずか
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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

わくわくカフェ　「さわって遊べる　木のおもちゃ展」
毎月第４水曜日の１１時から１５時まで中央コミュニティセンターで開かれているわくわくカフェ！
３月のカフェは「木のおもちゃ『工房あおむし』」の「あおむしさん」こと湯元桂二さんがワゴン車におもちゃを
いっぱい積みこんで北九州からやってきます。
木のぬくもりに不思議で愉快な仕掛けがいっぱい！お楽しみに！（申し込みは不要です）

ヘルシーエクササイズ講座再就職チャレンジ講座
～本気でパソコン！本気で就職～ 託児

託児

男女平等推進センターサポーター募集
平成28年度

大野城市男女共生講座実行委員募集

第20回

入賞者発表！
本を読んで心に浮かんだ風景や感情を1枚の絵に表現
する読書感想画。903点におよぶ応募作品の中から、昨
年11月に行われた津田 三朗氏（彫刻家）と安河内 俊明
氏（画家）による審査の結果、最優秀賞には尼﨑 歩さん
の『じごくのそうべえ』が選ばれました。入賞者は下記の
みなさんです。おめでとうございます！　（順不同・敬称略)

●最優秀賞 尼﨑 歩（大野北保育所）
『じごくのそうべえ』

●優秀賞
　［幼児の部］
　

　［低学年の部］

　［高学年の部］

●優良賞
　［幼児の部］
　

　［低学年の部］

　［高学年の部］

岡松 龍斗（大野南保育所）
山内 敢太（二日市保育所）
福山 詢悟（南ヶ丘第二幼稚園）［にじいろ絵画教室］
小山田 奨矢（大野南小学校2年）
大石 愛莉（筑紫東小学校2年）
海老澤 裕樹（大野小学校1年）［画塾］
島崎 真衣（大城小学校5年）
鈴木 莉央（御笠の森小学校5年）
柳田 栞奈（大野小学校4年）［画塾］
田崎 舞佳（筒井保育所）
蓑田 留菜（南ヶ丘保育園）
宮崎 真莉菜（大野東幼稚園）
内山 陽路（水城保育園）
古川 裕太（下見保育所）
大洞 麻衣（大野小学校2年）
古賀 楓苗（大野北小学校2年）
伊東 謙太郎（平野小学校1年）
中尾 洸太（大野小学校2年）［まどかぴあ子ども美術教室］
藤田 優花（天神山小学校1年）
舩越 友也（大野東小学校6年）
髙橋 咲良（春日野小学校4年）
江夏 希海（太宰府西小学校5年）
渡辺 ゆきな（筑紫東小学校5年）［画塾］
古藤 瑞規（大利小学校6年）［まどかぴあ子ども美術教室］

ま ど か ぴ あ
読 書 感 想 画 コ ン ク ー ル

期　間：全期間　4月19日（火）～7月8日（金）※全24回
　　　　　　　　主に火・木・金曜日
　　　　＜パソコン実技＞4月19日（火）～6月28日（火)
　　　　＜検定日＞6月29日（水）・30日（木）・7月5日（火）
　　　　＜再就職準備講座＞7月7日（木）・8日（金）
時　間：9:30～12:00
講　師：竹中 ひとみ（有限会社アキラ企画）他
対　象：結婚・育児を理由に退職し、再就職を希望する女性
会　場：202会議室（2階）、306会議室（3階）
定　員：20名（申し込み多数の場合は抽選）
受講料：11,000円（テキスト代含む）

※講座開始後の返金は致しません。
※大野城市内在住・在勤で、生活保護・児童扶養手当等を受

給している方を対象に、受講料減額制度があります。
　詳しくはお問い合わせください。

申込方法：2月1日（月）10:00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「チャレンジパ
ソコン」係までお申し込みください。

申込期限：3月22日（火）必着
決定通知：申込者全員に文書でお知らせします。

※女性の就業支援のため託児は無料です。受講決定後4月
12日（火）までにお申し込みください。

再就職を本気でめざす女性のためのスキルアップ講座です！
受講を終えるころにはきっと不安が自信に変わりますよ。
まずは、チャレンジです。

対　　象：18歳以上（高校生不可）の方であれば、住所、性別問
わずどなたでも

活動期間：4月4日（月）～平成29年3月（予定）
活動内容：講師の人選や準備、講座の企画・運営など

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。
　　　　　お気軽にお問い合わせください。

8月から12月にかけて、月1回開講予定の「男女共生講座」を
企画・運営する実行委員会です。

説明会＆交流会
3月23日（水）13：30～（30分程度）
会　　場：アクティブルーム

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。

男女平等推進センターの主催事業や運営をサポートしていた
だくボランティアスタッフを募集します！
男女共同参画について学びたい方はもちろん、広報活動やイ
ベント等に興味のある方、経験や性別は問いません。どなたで
もお気軽にご参加ください。

期　間：＜前期 ヘルシーエクササイズ10回＋健康支援講座1回＞
4/7～6/23

　　　　＜後期 ヘルシーエクササイズ14回＋健康支援講座5回＞
11/10～平成29年3/30　

時　間：＜昼の部＞13：30～15：00　　＜夜の部＞19：00～20：30
講　師：＜昼の部＞藤 像救子、船越 光子（日本健康体操連盟）

＜夜の部＞土井 孝子（日本健康体操連盟）
＜健康支援講座＞鮎原 ちえ（ソフィアステップアップスタジオ
代表）、西澤 経生（nanahana～七華～代表）、森 彬（メン
タルヘルスアドバイザー）、土井 孝子（日本健康体操連盟）、
宇津原 知世美（国際中医薬膳師資格保有）　

内　容：ソフトジム（ゴムボール）を使った運動、ソフトエアロビクス、
　　　　ヨガなど
会　場：多目的ホール（１階）、大ホール（1階）、303会議室（3階）
定　員：昼の部・夜の部ともに70名（申し込み多数の場合は抽選）
受講料：7,500円 ※講座開始後の返金はいたしません。

※ゴムボールをお持ちでない方は、別途ソフトジム（ゴム
ボール）代金1,200円が必要。

申込方法：2月1日（月）10:00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昼夜の希望 ⑥受講経験の有無 ⑦ソフト
ジム購入希望の有無 ⑧託児の有無（昼の部の
み）をご記入のうえ「ヘルシーエクササイズ」係ま
でお申し込みください。

申込期限：3月10日（木）必着
※事前に体験・見学をしたい方はお申し出ください。
　（27年度後期講座期間中の2/4に体験・見学可能）
決定通知：申込者全員に3月下旬ごろ、ハガキでお知らせします。

※年間一括募集となります。
自分のペースで楽しく体を動かしてリフレッシュしましょう！

3月30日
(水)

EVENT

2月の巡回

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）

2月2日 ・16日
2月9日 ・23日

幼児対象　2月6日・20日
小学生以上対象　2月13日 ・27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

9日
23日

2日
16日

1日
15日
29日

8日
22日

4日
18日

25日

5日
19日

12日
26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

まどかぴあ図書館では、平成28年4月より雑誌スポンサー制度を導入予定です。
これに伴い、スポンサーになっていただける、企業・団体・事業主の方を募集しています。
社会貢献活動の一環や広告媒体として、ぜひご活用ください。
募集要項などの詳細は図書館HPに掲載中です。

＜会場＞中央コミュニティセンター　＜時間＞11：00～15：00　＜参加料＞無料
※わくわくカフェは、アスカーラ主催講座平成26年度地域リーダー育成講座修了生が企画運営をしています。

説 明 会：4月4日（月）
　　　　　13：30～15：00（予定）
　　　　　アクティブルーム（3階）

●「雑誌スポンサー」を募集しています。
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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

わくわくカフェ　「さわって遊べる　木のおもちゃ展」
毎月第４水曜日の１１時から１５時まで中央コミュニティセンターで開かれているわくわくカフェ！
３月のカフェは「木のおもちゃ『工房あおむし』」の「あおむしさん」こと湯元桂二さんがワゴン車におもちゃを
いっぱい積みこんで北九州からやってきます。
木のぬくもりに不思議で愉快な仕掛けがいっぱい！お楽しみに！（申し込みは不要です）

ヘルシーエクササイズ講座再就職チャレンジ講座
～本気でパソコン！本気で就職～ 託児

託児

男女平等推進センターサポーター募集
平成28年度

大野城市男女共生講座実行委員募集

第20回

入賞者発表！
本を読んで心に浮かんだ風景や感情を1枚の絵に表現
する読書感想画。903点におよぶ応募作品の中から、昨
年11月に行われた津田 三朗氏（彫刻家）と安河内 俊明
氏（画家）による審査の結果、最優秀賞には尼﨑 歩さん
の『じごくのそうべえ』が選ばれました。入賞者は下記の
みなさんです。おめでとうございます！　（順不同・敬称略)

●最優秀賞 尼﨑 歩（大野北保育所）
『じごくのそうべえ』

●優秀賞
　［幼児の部］
　

　［低学年の部］

　［高学年の部］

●優良賞
　［幼児の部］
　

　［低学年の部］

　［高学年の部］

岡松 龍斗（大野南保育所）
山内 敢太（二日市保育所）
福山 詢悟（南ヶ丘第二幼稚園）［にじいろ絵画教室］
小山田 奨矢（大野南小学校2年）
大石 愛莉（筑紫東小学校2年）
海老澤 裕樹（大野小学校1年）［画塾］
島崎 真衣（大城小学校5年）
鈴木 莉央（御笠の森小学校5年）
柳田 栞奈（大野小学校4年）［画塾］
田崎 舞佳（筒井保育所）
蓑田 留菜（南ヶ丘保育園）
宮崎 真莉菜（大野東幼稚園）
内山 陽路（水城保育園）
古川 裕太（下見保育所）
大洞 麻衣（大野小学校2年）
古賀 楓苗（大野北小学校2年）
伊東 謙太郎（平野小学校1年）
中尾 洸太（大野小学校2年）［まどかぴあ子ども美術教室］
藤田 優花（天神山小学校1年）
舩越 友也（大野東小学校6年）
髙橋 咲良（春日野小学校4年）
江夏 希海（太宰府西小学校5年）
渡辺 ゆきな（筑紫東小学校5年）［画塾］
古藤 瑞規（大利小学校6年）［まどかぴあ子ども美術教室］

ま ど か ぴ あ
読 書 感 想 画 コ ン ク ー ル

期　間：全期間　4月19日（火）～7月8日（金）※全24回
　　　　　　　　主に火・木・金曜日
　　　　＜パソコン実技＞4月19日（火）～6月28日（火)
　　　　＜検定日＞6月29日（水）・30日（木）・7月5日（火）
　　　　＜再就職準備講座＞7月7日（木）・8日（金）
時　間：9:30～12:00
講　師：竹中 ひとみ（有限会社アキラ企画）他
対　象：結婚・育児を理由に退職し、再就職を希望する女性
会　場：202会議室（2階）、306会議室（3階）
定　員：20名（申し込み多数の場合は抽選）
受講料：11,000円（テキスト代含む）

※講座開始後の返金は致しません。
※大野城市内在住・在勤で、生活保護・児童扶養手当等を受

給している方を対象に、受講料減額制度があります。
　詳しくはお問い合わせください。

申込方法：2月1日（月）10:00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「チャレンジパ
ソコン」係までお申し込みください。

申込期限：3月22日（火）必着
決定通知：申込者全員に文書でお知らせします。

※女性の就業支援のため託児は無料です。受講決定後4月
12日（火）までにお申し込みください。

再就職を本気でめざす女性のためのスキルアップ講座です！
受講を終えるころにはきっと不安が自信に変わりますよ。
まずは、チャレンジです。

対　　象：18歳以上（高校生不可）の方であれば、住所、性別問
わずどなたでも

活動期間：4月4日（月）～平成29年3月（予定）
活動内容：講師の人選や準備、講座の企画・運営など

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。
　　　　　お気軽にお問い合わせください。

8月から12月にかけて、月1回開講予定の「男女共生講座」を
企画・運営する実行委員会です。

説明会＆交流会
3月23日（水）13：30～（30分程度）
会　　場：アクティブルーム

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。

男女平等推進センターの主催事業や運営をサポートしていた
だくボランティアスタッフを募集します！
男女共同参画について学びたい方はもちろん、広報活動やイ
ベント等に興味のある方、経験や性別は問いません。どなたで
もお気軽にご参加ください。

期　間：＜前期 ヘルシーエクササイズ10回＋健康支援講座1回＞
4/7～6/23

　　　　＜後期 ヘルシーエクササイズ14回＋健康支援講座5回＞
11/10～平成29年3/30　

時　間：＜昼の部＞13：30～15：00　　＜夜の部＞19：00～20：30
講　師：＜昼の部＞藤 像救子、船越 光子（日本健康体操連盟）

＜夜の部＞土井 孝子（日本健康体操連盟）
＜健康支援講座＞鮎原 ちえ（ソフィアステップアップスタジオ
代表）、西澤 経生（nanahana～七華～代表）、森 彬（メン
タルヘルスアドバイザー）、土井 孝子（日本健康体操連盟）、
宇津原 知世美（国際中医薬膳師資格保有）　

内　容：ソフトジム（ゴムボール）を使った運動、ソフトエアロビクス、
　　　　ヨガなど
会　場：多目的ホール（１階）、大ホール（1階）、303会議室（3階）
定　員：昼の部・夜の部ともに70名（申し込み多数の場合は抽選）
受講料：7,500円 ※講座開始後の返金はいたしません。

※ゴムボールをお持ちでない方は、別途ソフトジム（ゴム
ボール）代金1,200円が必要。

申込方法：2月1日（月）10:00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昼夜の希望 ⑥受講経験の有無 ⑦ソフト
ジム購入希望の有無 ⑧託児の有無（昼の部の
み）をご記入のうえ「ヘルシーエクササイズ」係ま
でお申し込みください。

申込期限：3月10日（木）必着
※事前に体験・見学をしたい方はお申し出ください。
　（27年度後期講座期間中の2/4に体験・見学可能）
決定通知：申込者全員に3月下旬ごろ、ハガキでお知らせします。

※年間一括募集となります。
自分のペースで楽しく体を動かしてリフレッシュしましょう！

3月30日
(水)

EVENT

2月の巡回

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）

2月2日 ・16日
2月9日 ・23日

幼児対象　2月6日・20日
小学生以上対象　2月13日 ・27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

9日
23日

2日
16日

1日
15日
29日

8日
22日

4日
18日

25日

5日
19日

12日
26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

まどかぴあ図書館では、平成28年4月より雑誌スポンサー制度を導入予定です。
これに伴い、スポンサーになっていただける、企業・団体・事業主の方を募集しています。
社会貢献活動の一環や広告媒体として、ぜひご活用ください。
募集要項などの詳細は図書館HPに掲載中です。

＜会場＞中央コミュニティセンター　＜時間＞11：00～15：00　＜参加料＞無料
※わくわくカフェは、アスカーラ主催講座平成26年度地域リーダー育成講座修了生が企画運営をしています。

説 明 会：4月4日（月）
　　　　　13：30～15：00（予定）
　　　　　アクティブルーム（3階）

●「雑誌スポンサー」を募集しています。



2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。

2月のチケット情報・募集申込情報

1（月） 1月号
掲載テーブルで気軽に茶道

2（火） 1月号
掲載お雛様に飾る博多さげ飾り

2（火）・16（火） P7おひざでだっこ ぴよぴよのへや
（0歳児対象）

4（木） 1月号
掲載

経絡リンパ
メリディアンメソッドセルフケア

1月号
掲載

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！～

4（木）～3/1（木） 1月号
掲載エクセル入門

6（土）・20（土）

6（土）・13（土）

P7わくわくおはなし会（幼児対象）

9（火）～3/8（火） 1月号
掲載やさしいバレエストレッチ

12月号
掲載育休カフェ＆トーク

9（火）・ 23（火） P7おひざでだっこ よちよちのへや
（1～2歳児対象）

13（土） P4シネマランド

13（土）・27（土） P7わくわくおはなし会
（小学生以上対象）

18（木）

1月号
掲載

グラスアートの
ウェルカムプレート

6月号
掲載

ボランティア研修会
語りの実践講座（第3回）

18（木）～19（金） P3劇団飛行船
マスクプレイミュージカル

21（日） P2マスコットキャラクター大相撲
「おおのじょう場所’１５」

25（木） P4ティータイムコンサートVol.233

毎週金・土曜日 HP
掲載パパ・ママのための読書タイム

1（月）

受付開始パソコン講座 P5

受付開始再就職チャレンジ講座 P6

10（水）
募集締切

絵本「ひまわりのおか」朗読会 P3

受付開始
ヘルシーエクササイズ講座 P6

～16（火） 申込必着4月開講　定期講座 P2

受付開始短期講座 P5

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。
1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）

2/14
（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

筑紫野市文化協会　第6回文化祭2016
18日～21日／美術文芸部門展示ほか　
21日のみ／芸能パフォーマンス部門、茶席（300円）
問合せ先 ： 筑紫野市文化協会090-3666-1286（田中）
●入場無料（茶席は有料）　●10：00～17：00（最終日16：00）

2/18（木）
～21（日）

「夢野久作と杉山３代研究会」第４回研究大会
12日／基調講演、「夢野久作が写る動画上映」など　13日／研究発表
●場所 ： 筑紫野市生涯学習センター
●各日500円　●12日13：00～／13日10：00～

3/12（土）
13（日）

開催中
～3/13（日）

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）

3/12（土）
13（日）

ルミナスフェスタ2016 
～ステージ発表・展示・飲食バザー・フリーマーケット・体験コーナー～
●場所 ： 女性センタールミナス（TEL925-5404）／体育センター
●入場無料　●10:30～16:00（13日は15:00まで）

市民企画公募事業「ちくしの朗読コンテスト」観覧のお知らせ
ご応募いただいた方々による文芸作品を音声で表現する“朗読”をお楽しみください
●入場無料　●10：00～

3/21
（月・振休）

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

15ｔｈ春日ジュニアドラマセミナー発表公演「不思議な筆」
脚本・演出 ： 後藤 香
●300円　●20日19:00／21日14:00

2/20（土）
21（日）

2/27
（土）

土曜シアター「シェフ 三ツ星フードトラック始めました」
＜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

ミリカ文化講演 「姜尚中」講演会
●全席指定2,000円　●14：30～

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～

2/21
(日)

2/14
(日)

第17回　那珂川町音楽祭 「吹奏楽の祭」
●入場無料　●13：30～

2/7
(日)

まどかぴあ休館日のお知らせ
2月3日（水）、17日（水）

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/
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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。

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。
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生涯
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生涯
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男女
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男女

男女

男女

8アテナ2016.2月号

大野城まどかぴあ 情報誌

～つどい ふれあい はばたく～

※
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・マスコットキャラクター大相撲「おおのじょう場所’１５」開催！
・パソコン講座・短期講座　受講生募集！
・男女平等推進センターサポーター募集！
・第20回まどかぴあ読書感想画コンクール 入賞者発表！

P2
P5

P6

20162
VOL.

236Athena  
～つどい ふれあい はばたく～

P7
※掲載記事は1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）

ボクササイズ

イタリア料理 ペン実用書道（水・土） ビーズとフリーメタリコのアクセサリービーズとフリーメタリコのアクセサリー

ハワイアンフラ

基礎から始める陶芸 茶道レッスン（表千家）
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