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1時間目

4時間目　11月19日（土）
島谷 弘幸
（九州国立博物館長）

5時間目　2017年1月14日（土）
重岡 典彰
（北九州フィルム・コミッション事務局長）

3時間目　9月17日（土）
藤木 富士夫
（原三信病院 脳神経内科部長）

2時間目　7月16日（土）
小林 哲夫
（鹿児島大学名誉教授）

※

ア
テ目 11月19日

・定期講座発表会　開催！
・平成28年度まどかぴあ市民大学「おとなの楽校」チケット発売！
・アスカーラまつりを開催します！
・雑誌スポンサー募集中！

P2
P2

P6

20163
VOL.

237Athh
～つどい ふれあい はばたく～

P7
※掲載記事は2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
開館20周年事業

講師　安田 祥子（声楽家）
「残したい　伝えたい　日本の歌」
5月1日（日）　14：00～15：30
大ホール　全席自由

日本のこころにふれる授業

月14日（土）

（土）（土
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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
　　　8日前17：00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
28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】

【時　間】
【授業料】

14：00開演/13：30開場
1時間目 1,000円（当日1,500円）
2～5時間目 500円（当日同料金）

託児友の会

先・割
チケット発売日

友の会　3月10 日（木）
一　般　3月 17日（木）
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・フラワーアレンジメント）、楽しい押し花、
季節を楽しむ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、基本デッサン、はがきの絵と字、
水墨画、写真（実践）、写真（技術）、大人の絵画、やきも
の、四季の陶芸、はじめての陶芸、表装、純銀粘土アク
セサリー、デコパージュ、ステンドグラス、ソープカービ
ング、カルトナージュ、薬膳料理、パッチワーク、パッチ
ワークキルト、編み物、着物リメイク、ビーズとフリーメ
タリコのアクセサリー、四季を詠む俳句、親しむ書道、
ペン実用書道、篆刻、前結び着付け、写経、ＴＡＯエナ
ジー気づきの体操、子どものクラシックバレエ、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19日(土)
20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 19日（土）・20日（日）10:00～16:00 19日（土）
10:00～
●茶道（大日本茶道学会）　お茶会　茶席券200円
13：30～14：30
●ボディワーク～男性のための体操～ 無料（要事前申込）
20日（日）
10:00～
●季節を楽しむフラワーアレンジメント
　「ミニブーケ」 材料費：800円
12：00～12：30
●太極拳　無料
19日（土）・20日（日）10：00～
●楽しい押し花「ネームプレート」 材料費：500円
●ステンドグラス「カゴに入ったヒヨコのオブジェ」 材料費：800円
●ソープカービング「石鹸デコ」 材料費：500円
●カルトナージュ「猫足つき筆立てorカードケース」 材料費：各500円
●デコパージュ「貝殻を使った置物・ペンダント」 材料費：各500円
●ビーズとフリーメタリコのアクセサリー「ネックレス」 材料費：500円

体　験

始めてみよう英会話、前結び着付け、太極拳、楽しくや
さしい健康フラ、優雅にベリーダンス、エジプシャンベ
リーダンス、ギターのＡＢＣ、楽しいオカリナ、楽しいフ
ルート、みんなで歌いましょう！！、楽しく歌おう、子どもの
クラシックバレエ、ストリートダンス

ステージ

19日（土）・20日（日）10:00～
楽しい押し花、ステンドグラス、純銀粘土アクセサリー、
ソープカービング、カルトナージュ、パッチワークキルト、
パッチワーク、ビーズとフリーメタリコのアクセサリー、
編み物

販　売

20日（日）10:45～14:52（予定）

1時
間目

5月1日（日）
大ホール（1階）

日本のこころにふれる授業
「残したい　伝えたい　日本の歌」

2時
間目

7月16日（土）
小ホール（2階）

火山の恵みを知る授業
「火山がもたらす豊かな自然と災害」

3時
間目

9月17日（土）
小ホール（2階）

頭はっきり、心すっきりする授業
「認知症を正しく学ぶ（仮）」

4時
間目

11月19日（土）
小ホール（2階）

気楽に楽しむ書の授業
「書の魅力-読めなくても楽しい-」

5時
間目

1月14日（土）
小ホール（2階）

ロケの誘致活動最前線から学ぶ授業
「不可能を可能に!!
映画の街づくりへの挑戦」

※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

フラワーアレンジメント

楽しい押し花

カルトナージュ

ステンドグラス

デコパージュ

ソープカービング※なくなり次第終了

※材料がなくなり次第終了

ビーズとフリーメタリコ
のアクセサリー

車イス

小林 哲夫
（鹿児島大学名誉教授）

島谷 弘幸
（九州国立博物館長）

藤木 富士夫
（原三信病院 
脳神経内科部長）

重岡 典彰
（北九州フィルム・
コミッション事務局長）

安田 祥子
（声楽家）
※トーク主体です

日にち・会場 講師 テーマ
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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。

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。

チケット取扱い

チケット発売日
友の会　3月23日（水）
一　般　3月30日（水）
両日とも10：00～

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！

対象経費に対し、上限50万円の経費負担と会場施設の提
供、広報、販売協力など。

小ホール（118席）・多目的ホール（最大可動席300席）

※但し、第1・3水曜日は休館日となります。
【小ホールの場合】
〈A〉11月21日（月）～27日（日）※23日(水)休館日
〈B〉平成29年1月16日（月）～22日（日）※18日(水)休館日
【多目的ホールの場合】
〈C〉平成29年1月23日（月）～29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）
平成27年度（第8回）大野城円演劇祭（演劇/多目的ホール）

3月15日
（火）
必着締切

※昨年の公演の様子

【時間】15:00開演/14:30開場
【会場】大ホール（1階）　全席自由

【会場】多目的ホール（1階）
特設円形舞台　全席自由

託児 車イス料金：無料（要整理券）
※3月22日（火）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演目券は大野城円演劇祭事務局でのみ取扱いとなります。

公募で集まった43名の中学生たちと大野城市民吹奏楽団による
この日だけの特別なメンバーでおくるジョイントコンサート♪
本番に向けて一生懸命練習しています！中学生のフレッシュな
サウンドをぜひお聴きください。

「まどかぴあ」の名称にちなみ、円形の舞台を使って演劇
祭を開催。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分のカ
フェタイムに変身。
公演日時・出演団体についてはチラシ、ホームページ等を
ご覧ください。

4月24日
（日）
MUSIC

支援内容

対象会場

実施期間

3月3日（木）
～6日（日）

PLAY

第8回大野城まどかぴあ
市民企画事業

『大野城円演劇祭』
〈企画〉 Vintager

まどか

車イス託児友の会

先・特

踊る美術館 北の津軽 んまつーポスいっすんぼうし

～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

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:85367）
Corich! チケット「大野城円フェスティバル」で検索
大野城円演劇祭事務局（TEL 090-9487-6412）

深夜放送同窓会
Part6

まどかぴあ総合案内
チケットぴあ（Pコード：290-305）
ローソンチケット（Lコード：81648）
劇ナビFUKUOKA（http://gekinavi.jp/）

託児友の会

先・割
車イス

料金：前売4,000円（当日4,500円）

【時間】18:00開演/17:30開場
【会場】大ホール（1階）　全席指定

深夜放送同窓会Part6の詳細が決定いたしました。出演
は南 こうせつ、佐田 玲子、そして落語家の立川 生志。
パーソナリティは井上 悟と林田 スマ。今回も懐かしい歌
と楽しいトークをお届けします。

5月29日
（日）
MUSIC
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6月に、ティータイム・スペシャルコンサート
Vol.5の開催が決定しました。Vol.5は、金管ア
ンサンブルを皆様にお届けします！
詳しい情報は、次号アテナでご紹介します。

スペシャルコンサートVol.5
（ティータイムコンサートVol.237）

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。

母校の中学で働く教師、神野のもとに、か
つての同級生と名乗る探偵が訪ねてくる。
探偵は、神野の幼馴染で今は一流企業に
勤める木村の行方を追っていた。心ならず
も木村探しに巻き込まれるうちに、事態は
だれもが予想しない展開に向かっていく。

今回は「おすすめ“隠れた”傑作映画特集」と題し、隠れた秀作を上映します。今
年の大河ドラマに出演中の大泉 洋と堺 雅人が共演した作品と、1月末に出場
校が決定した甲子園にまつわる作品をお届けします。

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 

3月12日
（土）

1929年、日本統治下にあった台湾で、近藤
は弱小チーム嘉義農林野球部の新監督に
就任する。日本人、台湾育ちの漢人、台湾
原住民の混成チームは新監督の猛特訓に
も必死で食らいつき、部員たちは少しずつ
成長を遂げ甲子園を夢みるようになる。

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

シネマモニター企画 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）

【会場】小ホール（2階）　全席自由
【時間】14:00開演/13:30開場

会議室が空いている時に限り有料で学習室として開放しています。

●利 用 期 間：土・日・祝日（休館日を除く）及び大野城市立小・中
学校の春休み・夏休み・冬休み期間

●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。

学習室の利用に関するご案内

午　前
9:00～12:00

午　後
13:00～17:00

夜　間
18:00～21:00

ジェールズは、ファッションサイトを経営・管理する会社の
CEOとして充実した日々を過ごしていた。仕事と家庭を両
立するパーフェクトな女性像そのものの彼女は、まさに勝
ち組だったが、ある日、試練が訪れる。同じころ、シニアイン
ターンとして、40歳も年上のベンがジュールズの会社に来
ることになり・・・

4月9日
（土）

監督：ナンシー・マイヤーズ
出演：ロバート・デ・ニーロ、アン・ハサウェイ  ほか

【時間】①10:00～12:01
②14:00～16:01
③18:00～20:01
（各回30分前開場）

「マイ・インターン」
2015年/アメリカ/121分/字幕版

CINEMA

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

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

託児友の会

先行

3月13日
（日）
MUSIC

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）
音楽に物語をのせて「くるみ割り人形」

開催
決定!

完売
御礼

中西 久美岩城 朋子

森下 香蘭 藤井 良子 日高 美佐

(c)2015 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. 
AND RATPAC-DUNE ENTERTAINMENT LLC ALL RIGHTS RESERVED

※当日券につきましては、お問い合わせください。
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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3月9日（水）9：00
受付開始

託児

日　程：4月21日（木）
時　間：10:00～11:30　定　員：15組（先着順）
受講料：1,000円/組　　 材料費：200円/組
対　象：2～9ヵ月の赤ちゃん1名と保護者1名
講　師：大塚 かずみ（スマイルベビー協会代表）

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。パパとの参加も出来ます。

なかよし家族のベビーマッサージ

託児

日　程：4月21・28日（木）
時　間：10:00～12:00　定　員：20名（先着順）
受講料：1,000円　　　  教材費：400円
講　師：髙原 久美（書道講師）

筆ペンを使って、日々のくらしの中で使う字の
練習をしましょう。のし袋の上書き、名前の書
き方も練習します。行書で書けるようになって
みませんか。

くらしの書～行書編～

日　程：4月14日（木）
時　間：10:30～14:00
定　員：18名（先着順）
受講料：1,000円　材料費：1,600円
講　師：村上 二三（料理研究家）

旬の食材を使って日本料理の伝統、そして
茶の心とおもてなしの心を学びます。

春萌のころの茶懐石

2月24日（水）より、4月から開講される定期講座（1年間・6ヵ月間）受講生の二次募集が始まっております。
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！

茶道レッスン（表千家）
第2・4月曜日（月2回）
10：00～12：00
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。

洋菓子レッスン

基礎から始める陶芸

ビーズとフリーメタリコのアクセサリー
第3火曜日（月1回） 10：00～12：00
ビーズと、フリーメタリコというイ
タリア製の銅のリボン等を使って、
簡単で華やかなアクセサリーを作
ります。

この他にも多数開講予定です。

NEW

【献　立】※材料の都合により変更することがあります
向　付　帆立貝柱 黄身酢かけ
椀盛り　よもぎ真薯 清し汁仕立て
焼き物　生椎茸二身焼き 蕗のとう味噌
預け鉢　新たけのこ 博多高野 つわ蕗 絹さや
強　肴　あさりむき身 菜の花 からし和え
　飯　　筍ごはん

※作品例

第4木曜日（月1回） 10：30～13：00
レッスンはデモンストレーションと実習を
おりまぜ、一人一台仕上げます。ティータ
イムも楽しみましょう。

※調理イメージ

第1・3火曜日（月2回）
13：30～16：30
手びねりを中心に、技法・釉
薬・装飾などの基礎を、講話を
交えて実践的に学びます。

季節を楽しむフラワーアレンジメント
第2水曜日（月1回） 19：00～20：30
季節の花を使って、アレンジメントや花
束、ブーケを作成します。花をもっと素敵
に飾れるようになりましょう。

ソープカービング
第2・4木曜日（月2回） 10：00～12：00
ソープカービングはタイの伝統工芸
です。専用のナイフ1本で石鹸にバ
ラや桜などを彫り込んで、香りのあ
る花に変身させていきます。
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みんな集合 ！ ！　アスカーラまつり

地域女性リーダー育成講座（第2期）

5月21日
（土）
EVENT

 予告　男女共同参画条例制定記念講演会

4月2日
（土）

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

今年も恒例のアスカーラまつりを開催します！
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。
いろんな世代の方に楽しんでいただける内容
でお待ちしています！

みなさん
　お気軽に
ご参加ください！

託児

パパ・ママのための読書タイム
子育て中は、ゆっくりと本を選んだり、読書をする
時間がとれなかったり…そんなパパとママのため
にお子さんをお預かりし、まどかぴあ図書館で自
分時間を楽しんでいただくためのご提案です。
育自のための素敵な時間をつくりませんか？

：まどかぴあ図書館（1階）
お子さまは託児ルーム（2階）

：各回親子7組（定員になり次第締切）
：託児料としてお子様1人300円
：満10ヶ月～就学前のお子様とその保護者
：電話・FAX・総合案内および男女平等推進センター窓口にて受付中
※FAXの場合①郵便番号 ②住所 ③氏名 ④電話番号を
記入のうえ「読書タイム」係までお申し込みください。

：各回1週間前（本についての質問がある場合も1週間前ま
でにお知らせください。）

会 場
　
定 員
受 講 料
対 象
申込方法

　
申込締切

◆毎週金・土曜日　10:00～11:30

案内に託児マークがある講座・イベントに参加される際
には、託児をご利用できます。託児サポーター“ママ・ポ
ケット”がお子様を大切にお預かりします。

まどかぴあ託児のご案内

対象年齢：満10ヶ月～小学校就学前
料　　金：お子様1人1回につき300円
場　　所：託児ルーム（2階）

大野城市は、平成18年3月に「大野城市男女共同参画条例」を制定しました。
男女共同参画社会は、男女が、互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性
別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮することができる社会のことです。
今年も、「ひとりひとりが幸せな社会」に向けて、記念講演会を開催します。
詳しくは４月号でお知らせします。

私たちのまち大野城をもっと住みよいまちにしたいなぁと思っているあなた。
この講座で、コミュニケーション力や心の整理術、上手な話し合いの進め方など
を学んで、「わたしが地域で出来ること」探しをしませんか？あなたの「？」や「！」が
行動に変わるとき、一歩前に踏み出した新しい『わたし』に出会えますよ。講座生
募集の詳しいお知らせは4月号で。（写真は第1期修了生の活動の様子）

時　間：10:00～12:00　　　会　場：多目的ホール（1階）

＜託児利用の手順＞
①まどかぴあの各窓口に設置している託児申込書にご記入のうえ、ご
利用日の1週間前までに各イベント・講座担当へ提出してください。
託児申込書は、ホームページからダウンロードすることもできます。
②ご利用当日、お子様を託児ルームに預けるときに託児利用券をお渡
しください。託児利用券は、各窓口で販売しています。

☆ご注意ください☆
・お子様の体調のすぐれない場合は、事故防止・他のお子様への
感染防止のため、お預かりできないことがあります。
・お子様の人数に合わせて託児サポーターの人数を決めていま
す。お申し込み後のキャンセルは必ずご連絡ください。

託児

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。

10:00～14:00　大野城子ども劇場こども市（多目的ホール 1階）
11:00～12:00　わくわく工作体験（302会議室 3階）
11:00～13:00　わくわくカフェ（情報交流ひろば 3階）
11:00～13:00　みんなＤＥ遊ぼう！脳トレブロック（アクティブルーム 3階）
11:00～15:00　みんな来て来て！ステキなマルシェ（301会議室 3階）

◆写真でつづるアスカーラの一年（ギャラリーモール 1階、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）

わくわくカフェの様子 脳トレブロックゲームの様子

託児

託児
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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）

3月1日・15日
3月8日・22日

幼児対象　3月5日・19日
小学生以上対象　3月12日・26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

（平野台公民館横）

8日
22日

1日
15日
29日

7日

14日
28日

3日
17日
31日

10日
24日

4日
18日

11日
25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

3月の巡回

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します。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。

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。図書館の
おはなし会にもぜひ来てくださいね。

「雑誌スポンサー」を
募集しています。

協力：おはなしの会「わくわく」
おはなしの会「おひざでだっこ」
布の絵本製作の会「ちくちく」　（順不同）

うきうきこうさくひろば
フェルトや紙コップなどを使った工作が楽しめます。
作ってあそぼう！
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、まどかぴあへあそびにきてく
ださい。
日時：4月23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10回　図書館子どもまつり
～子ども読書の日記念事業～」

予告

～広告協賛欄～



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。

3月のチケット情報・募集申込情報

1（火）・15（火） P7おひざでだっこ ぴよぴよのへや
（0歳児対象）

３（木）～6（日） P3第８回大野城まどかぴあ市民企画事業
「大野城円演劇祭」

3（木）～22（火）
2月号
掲載

2月号
掲載

ワード＆エクセル復習

5（土）・19（土） P7わくわくおはなし会（幼児対象）

6（日） 絵本「ひまわりのおか」朗読会

8（火）・22（火） P7おひざでだっこ よちよちのへや
（1～2歳児対象）

12（土）・26（土） P7わくわくおはなし会
（小学生以上対象）

P4シネマランド

1月号
掲載

2月号
掲載

HP
掲載

第20回
大野城男女共生フォーラム

13（日） P4ティータイム
スペシャルコンサートVol.4

19（土）・20（日） P2定期講座発表会

23（水） 男女平等推進センターサポーター募集
説明会＆交流会

毎週金・土曜日 パパ・ママのための読書タイム

12（土）

9（水） 受付開始短期講座 P5

10（木） 友の会発売おとなの楽校1時間目 P2

17（木） 一般発売おとなの楽校1時間目 P2

22（火）
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2016 P3

23（水） 友の会発売深夜放送同窓会Part6 P3

30（水） 一般発売深夜放送同窓会Part6 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8日現在（その後の変更につきましては、ご容赦ください）

3/21
（月・振休）

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

「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 ※研究会員募集中　●12日13：40～／13日10：00～
＜同時開催決定＞新作長編映画「ナゴシノハラエ」特別上映会
夢野久作の「瓶詰の地獄」に着想を得た映画で大原とき緒監督も出席予定。
●施設利用料各日1,000円　●12日10：00～/13日14：30～

3/12（土）
13（日）

「ちくしの朗読コンテスト」観覧のお知らせ
●入場無料　●10：00～

3/21
（月・振休）

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
[講演会]12日(土)10:30～12:00「太宰府市民の九国博～10年のあゆみと今後の展望～」
講師 ： 楠井 隆志（九州国立博物館展示課長）
●入場無料　●10:30～16:00（13日は15:00まで）

音楽の玉手箱プレミアムライブ　「髙﨑裕士コンサート 伝統×革新」
出演 ： 髙﨑 裕士（津軽三味線）
●1,000円　●13:00～14:00

3/20
（日）

ふれぶん音楽大学 第6回　「音楽の不思議」
講師 ： 古賀 幹敏（活水女子大学音楽学部准教授）
●一般500円＜要事前申込み＞　●14:00～15:30

3/19
（土）

土曜シアター「マジック・ツリーハウス」
●施設利用料1枚 300円／6枚綴り1,500円　
●①10：00 ②14：00

那珂川町少年少女合唱団第3回定期演奏会
●入場無料（要入場整理券）　●14：00

ミリカシアター「奇跡」
●お1人様300円、ペアチケット500円　●①10：00～ ②14：00～

3/26
(土)

3/20
(日)

平成27年度歴史講座「ちくし見聞録」第5回 
「裂田溝を考える～総合調査の成果から～」
講師 ： 佐藤 昭則氏（那珂川町教育委員会）
●入場無料　●10：00～12：00

3/13
(日)

まどかぴあ休館日のお知らせ
3月2日（水）、16日（水）

平成27年度　協賛ありがとうございました。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/

大野城
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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。

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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