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※掲載記事は6月9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）

・まどかぴあ開館20周年イベント開催！
・池田満寿夫デッサン展開催！
・短期講座＆パソコン講座　受講生募集！
・大野城市男女共生講座　受講生募集！　
・夏休みスペシャルおはなし会「夜ばなし」
  

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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大野城まどかぴあ
開館20周年記念

アテナアテナ
20周年特別号

【日程】７月9日（土）～７月31日（日）
【会場】多目的ホール（1階）

全作品
初公開

池田満寿夫デッサン展　
Ikeda Masuo’s dessin
池田満寿夫デッサン展　
Ikeda Masuo’s dessin
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7月31日
（日）

CEREMONY

2アテナ　2016年 7月号　

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。

託児 車イス

【時間】10:00開演 /9:30開場
【会場】大ホール（1階） 全席自由　【料金】無料（要整理券）
【プログラム】
第1部（10:00～10:30）記念式典
第2部（10:40～12:30）記念イベント
※9:45よりオープニングイベントを行います。

まどかぴあ総合案内
※お一人様2枚まで（なくなり次第終了）

大野城まどかぴあ開館20周年記念式典・記念イベント
～ようこそ! 20歳のまどかぴあへ 感謝の心とともに～

“お誕生日”朗読会
「まどかぴあ図書館の蔵書から選定した1冊」をRKBアナウンサーが朗読します。
出演 /壽老 麻衣、田中 友英（RKB毎日放送株式会社アナウンサー）

ひとりひとりが輝く講演会
『女性の品格』『錆びない生き方』の著者であり、内閣府男女共同参画局長を務められた
坂東 眞理子さんをお迎えします。
テーマ /女性活躍時代の生き方～誰もがこのまちで活き活きと～（仮）    
講師 /坂東 眞理子（昭和女子大学理事長）

アンサンブルコンサート
創団41周年を迎える大野城市民吹奏楽団による、アンサンブルコンサートです。
すてきな芸術の時間をお楽しみください。　　出演 /大野城市民吹奏楽団

　4 月に発生しました熊本地震で被災されました
皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。
　文化芸術の活動拠点として誕生しました「大野城
まどかぴあ」は、この7月末に開館20周年を迎え
ます。平成8年、世界的に有名な版画家であり、小
説家、陶芸家、そして映画監督でもあった故池田 満
寿夫氏を初代館長に迎え、まどかぴあはスタートし
ました。今や、大野城市における複合文化施設とし
て世代や地域を超え、毎年50万人を超える皆様に
ご利用いただいています。
　また、今年度は大野城市より 3 回目の指定管理
者としての指定を受けました。大野城まどかぴあは
多くの皆さまに愛され続け、公立文化施設としてこ
れからもさらなる歩みを進めて参ります。
　これからのまどかぴあにどうぞご期待ください。

　大野城まどかぴあ20周年、おめでとうございます。
　この20年間は、私にとって長かったような、とても短かっ
たような、不思議な時の流れでした。というのも初代館長で
あった池田 満寿夫が急逝してから、私にとってある意味で
時が止まってしまったのです。ただ、まどかぴあにおける思
い出だけが鮮明に、そして温かく心に残っています。
　10年前には池田 満寿夫展、この度は池田 満寿夫デッサン
展を、安河内理事長のご好意と熱意によって開催させていた
だけるのは大きな喜びです。このデッサン展で、また新たな
池田 満寿夫をきっと発見できるでしょう。
　ロシア語で言う、「チョールナヤ・ラボータ（黒い仕事）」つ
まり彼の下仕事を垣間みることが出来るでしょう。
　ひょっとして、満寿夫も会場をのぞき見に来るかもしれま
せん。ふと、そんな気になってしまうような展覧会です。少な
くとも、今から彼も楽しみにしているに違いありません。
　どうぞ、こぞってお出かけ下さいませ。

公益財団法人 大野城まどかぴあ 
理事長　　
安河内 俊明

公益財団法人 大野城まどかぴあ 
名誉館長　　
佐藤 陽子

開館20周年の感謝をこめて、まどかぴあの歩みと未来へのメッセージをお届けするステージです。

整理券配布開始
7月2日（土）10:00～ 配布場所

田中 友英壽老 麻衣

坂東 眞理子

開館20周年を迎えて

大野城市民吹奏楽団主催・共催：大野城市、公益財団法人 大野城まどかぴあ





EVENT

EVENT

【日程】夏の樹 7月 21日（木）
         秋の樹 10月 8日（土）
            ※両日とも12:00～開催予定。

【会場】ギャラリーモール（1階） 

季節の樹をテーマに、ギャラリー
モールのガラス面にアート作品を作
ります。当日は開催中であれば自由
に参加できます。

制作
ワークショップ

開催 !

参加
無料

【会場】渡り廊下（2階）付近 ほか

【会場】展示コーナー（2階 小ホール前）

【時間】①10:00～　②14:00～
【会場】まどかぴあ館内

春の樹

4アテナ　2016年 7月号　

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。

7月7日（木）
～31日（日）

7月21日
（木）

ピアノと歌に乗せて、その場で、その瞬間に絵ができ
ていく、そんな耳で聞いて目で楽しむ音楽会です。
きっとたくさんの動物たちに出会えますよ！

常夏のハワイの雰囲気を存分に楽しめる、ウクレレとフラ
のステージです。爽やかなハワイの風を感じて、すてきな
ひとときを過ごしませんか。

生涯学習センター受講生による、“20”をテーマにした絵画や
書の作品を展示。その他、装飾ボランティア「飾り隊」による
“20”をモチーフにした装飾が館内各所に彩りを添えます。

まどかぴあの20年のあゆみをつ
くりました。
「大野城まどかぴあ開館 20 周年
記念式典」などで配布いたします
ので、ぜひお手にとってご覧くだ
さい。

【会場】ギャラリーモール（1階）

【出演】
アートムジカ
田中 美江（ピアノ）
小野 弥生（ソプラノ）
保坂 真紀（画家） 【出演】

【曲目】

おかはち（ウクレレラジオDJ）
マリナラニ 井上（マリナラニ 井上スタジオ 主宰）
田中 裕子（マリナラニ井上スタジオ 講師） ほか
『月の夜は』『ＣＭソングメドレー』『エ・ピリマイ』
『虹を～映画“フラガール”より』など

31日 11:00～　
どうぶつたちのおしゃべり＆
アニマルワールド

16:30～　
ハワイの風を感じて

ウクレレソロ　おかはちフラダンスイメージ

ポスターで見るまどかぴあの20年

“20”プロジェクト

（日）

すべて
観覧無料

ポエムファンタジー 

企  画  展  示

開館20周年記念
リーフレット配布

受付終了いたしました

まどかぴあが開館して20年、これまでに行
われてきた様々なイベントのポスターや過

去の出演者によって書かれた貴重なサイン色紙を一挙公開！



友の会

先・割
車イス

EVENT

EVENT
バースデー♪ステージ

Naeema＆Maya

5 アテナ　2016年 7月号　　

イチオシ情報 総合案内　 TEL （092）586-4000 / FAX (092)586-4001
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。

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。

このマークがある公演は
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

7月7日（木）～31日（日）
7月29日（金）
～31日（日）

三線の音色と独特な歌いまわしが魅力的な八重山古典
民謡の生演奏と、太鼓を打ち鳴らしながら踊る勇壮なエ
イサーで、明るく陽気な沖縄の空間を演出します。最後
は皆さんも一緒にカチャーシーを踊りましょう！

絵本を読むときに音楽が流れたら、絵本の世界がもっと広がって楽し
そう！そんな思いで“絵本を聴こう”クオリアの会が誕生しました。
川のせせらぎや茜色の夕焼け、青い空…心に浮かび上がってくる感覚
を大事に、さあ、絵本の世界を楽しみましょう。

25年間アメリカで暮らしたピアニスト・トミーKが、会場でお配
りするリストの中から皆さまのリクエストにお応えします。アレ
ンジが光る、トミーKの歌声をお楽しみください。
音楽で癒された後は、アラブの踊り・ベリーダンスをご覧くださ
い。ベールなどの小物を用いて、少しだけ大人の夜を演出します。

オリジナルダンスとギター演奏そしてダンスとギター
のコラボレーション。
異国の風を感じながらお楽しみください。

誕生祭クライマックスの3日間、子どもから大人まで楽しめる多彩なジャンルのステージをお届けします♪

【出演】垣花 真由美（八重山古典民謡奏者） 
笑 isa sinca（エイサー）ほか

【出演】
“絵本を聴こう”
～朗読と音楽～クオリアの会
松田 ゆう子（朗読：元RKBアナウンサー）
梯 美砂子
（演奏：元ヤマハ音楽教室エレクトーン講師）

【出演】
応募してくださった皆さま

 

【出演】Tommy Toshiaki KAWADA （Singer Pianist）
Naeema＆Maya （Naeema Oriental dance）

公募した皆さんが、ステキな手づくり
のものを身につけてモデルデビュー！
そばで観覧するだけで、作ってくれた
方の心の温かさが感じられますよ。ご
家族皆さんやお友達を誘って、来て！
見て！ほっこり笑顔に )^o^(　　

【出演】巽 慎之介（シン・ダンシング・ブリーズ代表）
マグノ（ギタリスト） ほか

29日

30日

12:00～　
沖縄の音色

11:00～　
おはなしなあに

13:30～

18:00～　
ベリーダンスと音楽の夕べ

18:00～　
ダンス＆ギター 異国の風

垣花 真由美 笑 isa sinca（エイサー） 巽 慎之介 マグノ

Tommy 
Toshiaki KAWADA 

（金）

（土）

クオリアの会

出演者
追加募集中！



託児友の会

先・割
車イス

広告協賛欄

U-25割について
●鑑賞時25歳以下対象、前売のみ　●まどかぴあ友の会会員割引対象外
●年齢が確認できる身分証の提示をお願いする場合がございます。

協賛：株式会社ふくや　　助成：一般財団法人地域創造

6アテナ　2016年 7月号　

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。

舞台創造プログラム プロデュース公演9月10日（土）
11日（日）
PLAY

【日時】9月 10日（土）14:00開演 (13:30開場 )
                              19:00開演 (18:30開場 )
　　　　　 11日（日）14:00開演 (13:30開場）
【会場】大ホール（１階）　全席指定
【料金】一      般 3,000円（当日3,500円）
         U 25割1,500円 ※未就学児入場不可

【日　　時】8月 20日（土）10:00～ 12:00
【対　　象】中学生以上、経験は問いません。
【参 加 料】500円
【募集人数】20名程度。 ※申込多数の場合は抽選。
【募集期間】7月 1日（金）～7月31日（日）必着
　　　　　その他詳細はホームページをご覧ください。

「浮足町アンダーグラウンド」
うき　　あし　ちょう

チケット
取扱い　

チケット発売日
友の会　発売中
一般7月7日（木）
          10:00～

●まどかぴあ総合案内
●チケットぴあ（Pコード：450-725）
●ローソンチケット（Lコード :82871）
●劇ナビ FUKUOKA(http://gekinavi.jp/)

学習室の利用に関するご案内

大野城まどかぴあが一から作り上げる演劇公演が、いよ
いよチケット発売開始です。大野城市出身で数々の舞台
で活躍する池田 成志と九州の役者 14 人の熱い熱い舞台
をぜひご覧ください！

本公演演出の内藤 裕敬によるワークショップを開
催。想像することを楽しんでみませんか！？

まどかぴあ 20周年おめでとうございま
す。この夏、それを記念して「浮足町アン
ダーグラウンド」というお芝居をやりま
す。私以外は福岡と熊本の役者さん達っ
て事ですから、初めての経験でドキドキ
です！しかし、こうなったら、市民の皆
様にもドキドキときめいて頂きたく、今
年の夏は、故郷大野城で大いに稽古する
所存でございます。どうぞごひいきに！

出演 池田 成志 メッセージ

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
　夏休み・冬休み・春休み期間

●利用負担金：学生等　100円 /1区分1人
　　　　　　　一　般　200円 /1区分1人

●利用区分

※詳しくは総合案内までお問い合わせください。

午前

9:00～12:00

午後

13:00～17:00

夜間

18:00～21:00
※小・中学生のみの利用の場合は9:00から17:00まで

浮足町は炭鉱の町。
長年、石炭を掘り起こすことで栄えてきた。

だがこの街には地の底に隠した大きな秘密があった。

それは人造採掘人間ホランド̶̶̶。

町の危機に、立ち上がったり座り込んだり地に潜ったり、

住民たちは大騒ぎ。

果たして浮足町の存亡は !?

うき  あし ちょう ヤ　マ

関連ワークショップ企画
「想像の世界で遊ぼう」参加者募集！



友の会

先・割
車イス

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

【時間】13:00開演 /12:30開場
【会場】大ホール（1階）全席自由
【料金】500円（当日800円）※小学生以下無料 【会場】大ホール（1階） 参加無料

8月開催（詳細は次号のアテナでお知らせします）

【時　間】14:00開演 /13:30開場　
【会　場】小ホール（2階） 全席自由
【授業料】500円（当日同料金） ※友の会割引は前売のみ対象

チケット発売中　 チケット取扱い　      まどかぴあ総合案内
講師：小林 哲夫 （鹿児島大学名誉教授）

講師：藤木富士夫（原三信病院 脳神経内科部長）

2時間目
火山の恵みを知る授業

3時間目 心と身体について正しく学ぶ授業

「火山がもたらす豊かな自然と災害」

「明日は我が身の“認知症”」

託児友の会

先・割7月16日
（土）
TALK

7月24日
（日）
MUSIC

共催：一般財団法人福岡県退職教職員協会

●まどかぴあ総合案内
●大文字大鼓団員

【日時】9月 17日（土） 14:00開演

まもなく、事前エントリー開始！

託児 車イス
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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
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。

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。

このマークがある公演は
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

チケット
取扱い　チケット発売日

大文字大鼓定期演奏会
「大野城和太鼓
フェスティバル2016」

日本の優れた自然の多くは火山地
域に広がっています。火山の周り
には池や湖が形成され、なだらか
な高原が広がり、美しい景色と豊
かな天然資源を与えてくれます。
地震などの災害への備えととも
に、私たちの営みに欠かせない火
山の恵みについて、見つめ直して
みませんか？

「大野城なんでもランキング」では、市民や市内の企
業活動で生まれた記録を募集中です。“自分が大野城
市で1番” と思う記録なら、なんでも構いません。認
定された記録には認定証を交付します。
※所定の応募用紙にてご応募ください。
　その他応募に関する詳細はチラシ・ホームページにて
　ご確認ください。

今年も「紙ひこーき大会」を開催！
子どもから大人までどなたでも参
加できます。記録更新者は“なんで
もランキング” の記録に認定しま
す。奮ってご参加ください。

今年は、“大野城和太鼓フェスティバル”とタイトルを改
め、大野城を中心とした和太鼓集団が熱い演奏をお届
けします。魅せる、響く、感動の瞬間をご一緒にいかが
ですか？

出品には、事前エントリー期間内に
出品申込書の提出が必要です。

作品募集第10回大野城まどかぴあ版画ビエンナーレ

大野城なんでもランキング

紙ひこーき大会

記録
大募集

関連企画

正しく知ることが初めの一歩！楽しく学びましょう。

※詳しい申込方法や応募規定等は、まどかぴあ館内等に設置の応募要項、またはホームページをご覧ください。

※昨年の様子



7月28日
（木）

9月4日
（日）
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シネマランド

CINEMA

8月20日
（土）

ティータイムコンサート 
　　　　　　　　vol.238
ティータイムコンサート 
　　　　　　　　vol.238

アテナ　2016年 7月号　

文化芸術振興お問い合わせ先   TEL （092）586-4040 / FAX (092)586-4021

【出演】時津 りか（コントラバス）、水﨑 玄（ピアノ）
【時間】12:15～12:45
【会場】ギャラリーモール（1階） 入場無料

【時間】14:00開演 /13:30開場
【会場】筑紫野市文化会館 大ホール 全席自由
【料金】500円 ( 当日 700円）※3歳以上有料

まどかぴあで行う公演やイベントのサポートをしてく
ださるボランティアスタッフを随時募集しています。
私たちと一緒に、まどかぴあを盛り上げていきましょ
う！

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

※9月は第４木曜日が祝日のため、第5木曜日に開催いたします。
※12月は有料コンサートのため、通常のコンサートは開催いたしません。

10:00～
14:00～
の上映が
対象です

真っ赤な帽子を被った小さな熊が、ペ
ルーのジャングルからはるばるイギリ
スのロンドンへやってきた。家を探し求
める彼は、親切なブラウンさん一家と出
会い、「パディントン」と名前をもらい、屋
根裏に泊めてもらうことに。初めての都
会暮らしは毎日がドタバタの連続で…。

2015年 /イギリス /95分 /吹替版
「パディントン」

①10:00～11:35
②14:00～15:35
③17:00～18:35
（各回30分前開場）

監督
ポール・キング
声
松坂桃李、木村佳乃、
古田新太　ほか 

7 月は、コントラバスとピアノによるコンサートです。低音
で音楽を支える重要な役割を担うコントラバスの音色を、ぜ
ひお楽しみください。

MUSIC

MUSIC

【時間】CINEMA

7月16日
（土）

フランスの田舎町に暮らすベリエ家
は、長女ポーラ以外全員が聴覚障害者
だったが、明るく幸せな毎日を送って
いた。ある日、ポーラは音楽教師からパ
リの音楽学校への進学を勧められる
が、家族の猛反対を受け夢を諦める決
意をする･･･

今年もちくし地区 4 市
1 町の少年少女合唱団
が元気な歌声を披露し
ます！

2014年 /フランス /105分 /字幕版
「エール！」

①10:00～11:45
②14:00～15:45
③18:00～19:45
（各回30分前開場）

監督
エリック・ラルティゴ
出演
ルアンヌ・エメラ、
カリン・ビアール
ほか

【時間】

託児車イス

友の会

先・割
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。

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。

このマークがある公演は
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

ボランティアスタッフ
サポーターバンクぐるぐる
登録メンバー募集中！

ちくし地区の少年少女合唱団による
「第13回少年少女合唱団
 ジョイントコンサート」

チケット発売日
7月2日 ( 土 )

チケット
取扱い　

出演者の思い入れのある曲や大切な曲を含め、音楽を皆さまにお届けいた
します。どのような“たからもの”と出会うのか、どうぞお楽しみください♪

平成28年度のテーマ「たからもの」

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

【会         場】大ホール（1階） 全席自由
【施設利用券】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。
【取　扱　い】まどかぴあ総合案内

●まどかぴあ総合案内
●筑紫野市文化会館
●春日市ふれあい文化センター
●プラム・カルコア太宰府
●ミリカローデン那珂川

●応募資格
18歳以上（高校生不可）、経験などは一切問いません。
●申込方法
所定の申込用紙にてお申し込みください。
詳しくは、まどかぴあ文化芸術振興課まで。

主な活動内容
まどかぴあ文化芸術振興課の自主事業公演のチケットもぎりや
場内スタッフ、ティータイムコンサートのMC、公演終了後の
後片付けなどのお手伝いをお願いいたします。

♪今後の開催予定♪
NO. 開催日

Vol.239

Vol.240

Vol.241

Vol.242

Vol.243

 8 月 25日（木）

 9月 29日（木）

10月27日（木）

11月24日（木）

12月18日（日）

♪
♪

♬ ♬

※

※

キッズシネマ



短期講座

パソコン講座 7月1日（金）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：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
 

エクセル活用
基本的な表や関数をおさらいし、さら
に様々な関数（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。

【日　程】8月 25日、
　　　　9月1・8・15・22・29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】Excel の操作経験のある方
【講　師】竹中 ひとみ 
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【日　程】7月 22日（金）
【時　間】10:00～12:00
【定　員】16名（先着順）
【受講料】800円　　　　　【材料費】500円
【対　象】小学生
【講　師】紫村 保子（ワールドプレスフラワー協会講師）

【日　程】7月 23日（土）
【時　間】10:00～12:00
【定　員】16名（先着順）
【受講料】800円　　　　　【材料費】800円
【対　象】小学生　
【講　師】川野 正（画家）

生涯学習センター お問い合わせ先  TEL （092）586-4020 / FAX (092)586-4021
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）

小さなキャンバスに絵を描こう絵を描いて押し花で飾ろう
自分で描いた絵をお花
で飾ってみませんか？
講座では絵を描くとこ
ろから始めます。お花
で飾ると絵の雰囲気も
変わりますよ。

小さなかわいいキャンバスに
絵を描いてみませんか。いつも
とは違ったお絵かきで、楽しい
時間を過ごしましょう。

7月7日（木）9:00
受付開始

託児 託児

※作品例

※作品例 ※作品例

※作品例

夏休み 子ども講座

【日　程】7月 25日（月）
【時　間】10:00～11:30
【定　員】12組（先着順）
【受講料】1,000円 /組　　【材料費】900円 /組
【対　象】年中以上の子どもと保護者2人1組　
　　　　※ハサミの使える子ども

【講　師】Sachi Terrace（キャンドルマイスター）

【日　程】8月 1日（月）
【時　間】10:00～12:00
【定　員】16名（先着順）
【受講料】800円　　　　　【材料費】700円
【対　象】小学4年生以上 ※1～3年生は要保護者同伴

【講　師】有馬 裕子（HOLON art 主宰）

トランスパレントでランタン作り親子でキャンドル作り
親子でかわいいキャンド
ルを作ってみませんか。
好みの色で簡単に、世界
で一つのステキなキャン
ドルが作れます。　　

いろいろな色のトランスパレント
（ヨーロッパの半透明の折紙）を好
きな形に切り貼りして、ランタン
を作ります。キャンドルライトを
ともして、きれいな明かりを楽し
みませんか。

※1回のお電話で複数のお申し込みはご遠慮ください。



大野城市男女共生講座 回       日　程           内容・講師

1

2

3

4

5

8月 12日（金）
10:00～12:00

介護者の心のケアについて
大谷 るみ子

（グループホームふぁみりえ 所長）

子育て・孫育て・自分育て
林田 スマ

（大野城まどかぴあ 館長）

地域での男女共同参画について
松田 美幸

（福岡県男女共同参画センター 館長）

安川電機での女性活躍推進の取組み
名村 知美

（株式会社安川電機 人材多様性推進室）

館外研修
（マイクロバス使用）

北九州方面／ロボット工場見学

9月 2日（金）
10:00～12:00

10月 4日（火）
10:00～12:00

11月 10日（木）
10:00～12:00

①12月 6日（火）
②12月9日（金）
9:00～15:00（予定）

10

あなたとわたしのための元気塾子育てを楽しもう!パパ応援講座

アテナ　2016年 7月号　　

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
 

中小企業向けの財務会計ソフト「会計王」の講習会です。会
計王は日常の財務管理から貸借対照表の作成まで、計算や
書類作成が簡単にできます。簿記の知識がない方でも、フォ
ロー体制がありますので安心して受講していただけます。

託児

託児

受講生大募集！

再就職応援講座 会計王17

【定　　員】100名（館外研修は各回50名程度）
【時　　間】10:00～12:00（第5回のみ9:00～16:00）
【受 講 料】無料（館外研修のみ別途）
【会　　場】第1・4回：多目的ホール（1階）
　　　　   第 2・3回：小ホール（2階）
【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

   　　「絵本ライブ！
～親子のステキ時間をつくろう！～」

「自分らしく生きるために
　　　　メディアを読み解く力をつけよう」第3回

第3回

【日　時】8月 20日（土）10:00～12:00
【講　師】杉山 拓人、森島 孝
　　　　（NPO法人ファザーリング・
            ジャパン九州理事）
【会　場】301会議室（3階）
【受講料】無料
【定　員】親子20組

【申込方法】電話・FAXにて受付中
　　　　　①郵便番号②住所③氏名④電話番号
               ⑤パソコン・簿記経験の有無をご記入の上、
               下記「会計王」係までお申し込みください。
【申 込 先】大野城市商工会
　　　　　電話：092-581-3412　
               FAX：092-581-3703
　　　　　住所：大野城市瓦田2-6-12

【日　時】8月 6日（土）10:00～12:00
【講　師】髙﨑 恵
         （オフィスピュア、男女共同参画政策アドバイザー）
【会　場】303会議室（3階）　　【受講料】無料
【定　員】40名

「もっと子育てのこと知りた
い！」というパパ、ぜひご参
加ください。パパ同士、楽し
く学びませんか！

メディアが発信する「男らしさ」、「女ら
しさ」のイメージが私たちに影響を与
えていることは多いのではないでしょ
うか。しかし、今メディアの表現は変化
しつつあります。その表現の変化に気
付き、私たちの中にあるイメージも一
緒に変えていきましょう！

【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
　　　　　　

毎年大好評の男女共生講座が8月からスタート！
今年も素敵な講師をお迎えして、様々な分野からみなさんの
好奇心を刺激します。お気軽にご参加ください！

主催：大野城市商工会
共催：大野城まどかぴあ男女平等推進センター

【期　間】8月 4日（木）・5日（金）・8日（月）（全3回）
【時　間】18:30～21:30
【講　師】竹中 ひとみ（有限会社アキラ企画）
【会　場】202会議室（2階）　　【受講料】1,000円     
【定　員】20名 ( 先着順 )

髙﨑 恵

※注意事項：第5回の館外研修の申し込みは第3回の講座終了後に受け付けます。
　なお、館外研修のみの参加はできませんので、ご了承ください。 

※会計王17は、ソリマチ（株）が市販している会計ソフトです。



ぴよぴよのへや（0歳児・妊婦対象）
7月5日・19日
よちよちのへや（1～2歳児対象）
7月12日・26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。

曜日 日

月

火

木

金

中央
コミュニティ
センター

南
コミュニティ
センター

下大利団地
公民館

仲島公民館

大野3号公園
（東大利公民館横）

牛頸公民館

東
コミュニティ
センター
平野台

ふれあい公園
（平野台公民館横）

石坂公園
（月の浦幼稚園横）

釡蓋公民館

山田公民館

畑詰公民館

若草
ふれあい公園
（若草2丁目）

上大利公民館

乙金東公民館

老松神社
（下大利公民館前）

南ヶ丘2区
公民館

中公民館

栄町公民館

巡町公園
（川久保2丁目）

南ヶ丘1区
公民館

つつじヶ丘
公民館

乙金台公民館

小田浦公園
（月の浦4丁目）

10:30～11:30 14:00～15:00 15:30～16:30
午前 午後

7日
21日

5日
19日

12日
26日

8日
22日

11日
25日

1日
15日
29日

4日

14日
28日

【日時】7月 23日（土） 19:00～20:00
【会場】303会議室（3階）
【対象】小学生から大人まで（未就学児入場不可）
※当日は19:00開始となりますので、小学生については保護者
　同伴または会場までの送迎を原則とします。

【日　　時】8月 21日（日） 9:15～12:00
【申込方法】7月 25日（月）10:00より図書館窓口・
　　　　　電話にて受付開始
※子どもだけでの参加はできません。

【日　　程】8月 6日（土）
【時　　間】①10:00～12:30 ②14:00～16:30
【会　　場】多目的ホール (1階 )
【対　　象】5歳以上
　　　　　（小学校1年生以下は要保護者同伴）
【講　　師】津田 三朗 （造形作家・彫刻家）
【定　　員】各回30名（要申込・先着順）
【申込方法】7月 11日（月）10:00より図書館窓口・
　　　　　電話にて受付開始

イベント
POP作成講座
一箱古本市

おはなし会～語りの世界へようこそ～
ぬいぐるみおとまりかい
本のハッピーバッグ

日程
10月30日 ( 日 )
10月 30日 ( 日 )
11月 19日 ( 土 )

12月 23日 ( 金・祝 )
12月 23日 ( 金・祝 ) ～

備考
※要事前申込
※要事前申込

　
※要事前申込

内容（部門）

あんどん作り ～あかりをつけよう！～

万華鏡 ～見えるよ、見えるよ、わたしの宇宙～

中央ロケット ～輪ゴムでとばそう子ども達の未来へ～

みんなでたたこう！どうぶつカスタネット

定員

20組

10組

35組

15組

会場

301会議室

302会議室

303会議室

304会議室

気温も高くなり、いよいよ夏本番です！
外でたくさん遊んだら、次は図書館に
来てゆっくり本を読んでみませんか？
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まどかぴあ図書館 お問い合わせ先   TEL （092）586-4010 / FAX （092）586-4011
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/

暑い夏の夜、ちょっぴりこわいおはなしを聞きに来ま
せんか？いつもとちがうスペシャルな夜のおはなし
会。申し込みは不要です。ご家族おそろいでどうぞ。

大人と子どもが一緒に楽しめる親子読書会を開催します。
親子で協力して、身近な材料で工作をしてみませんか？

大野城まどかぴあ 20 周年を迎え、図書館では様々な
イベントを開催します。各イベントの詳細や申込方法は
アテナや別途チラシ・図書館HPにてお知らせします。

としょかんのおはなし会

おひざでだっこ

わくわくおはなし会

移動図書館「わくわく号」巡回日程表

毎月第1～4火曜日 10:30～ 
【場所】3階キッズルーム
10:00より整理券配布・定員30組
（妊娠中の方もぜひどうぞ！）

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
幼児対象　    
7 月 2日・16日　　
小学生以上対象　
7月9日　

7月の巡回

わくわくおはなし会 夏休みスペシャル
「夜ばなし」

ダンボールなどを使って、
みんなで大きな町をつくろう!

ダンボールであそぼう
－みんながつくるものがたり－　

第 38回親子読書会
～親子で心ゆたかな時間をすごそう～

　　図書館へゆこう !!
～まどかぴあ20周年スペシャル～
予告

共催 : 大野城市地域貸出文庫連絡協議会



春日市ふれあい文化センター 春日市大谷6丁目24番地 ☎092-584-3366

（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

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
6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）

ふれぶん音楽大学 第２回 「拍手の起源を探る」
●講師：矢向正人（九州大学大学院芸術工学研究院教授）
●一般500円、友の会会員無料　●14:00

太宰府市文化ふれあい館 開館20周年記念企画展示
「歴史の散歩道」展　
●場所：文化ふれあい館（電話：928-0800）
※毎週月曜休館（祝日の場合翌日）　●入場無料　●9:00～17:00

史跡のまちの音楽隊 vol.1  0歳から聴く本格クラシック
●出演：森岡有裕子（フルート）、前田哲太（パーカッション）
●会場：プラム・カルコア太宰府 市民ホール
●一般1,000円、小学生以下500円※膝上鑑賞無料　●16:00～

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

らくご組曲 西村由紀江×桂春蝶
ピアノと落語のコラボレーション
●一般2,000円、高校生以下1,500円　●15:00

ベルリン・フィルハーモニー弦楽五重奏団 春日公演
巨匠バレンボイムも賛辞を惜しまない究極の弦楽アンサンブル
●一般3,500円、高校生以下1,500円　●14:00

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

ミリカシアター「なつやすみの巨匠」
●一般300円、ペア500円　●①10:00 ②14:00

日付 イベント

7（木）

13（水）

12（火）・26（火）

4（月）

5（火）・19（火）

7/24
（日）

8/28
（日）

9/19
（月・祝）

宝くじ おしゃべり音楽館
～想い出のスクリーンミュージック～
●出演：清水ミチコ（司会・ピアノ）、小原孝（ピアノ）、島田歌穂（歌）、
　　　　おしゃべり音楽館ポップスオーケストラ（指揮・藤野浩一）
●一般2,500円、高校生以下1,500円   ●14:00

7/18
（月・祝）

7/17
( 日 )

7/23
（土）

夏休みミリカシアター
「ジュラシック・ワールド」（日本語吹替版）
●一般300円、ペア500円　●①10:00 ②13:00 ③16:00

7/24
( 日 )

7/16
（土）

開催中
～7/18

（月・祝）

2（土）
～8/6（土）

9（土）
～31（日）

29（金）
～31（日）

31（日）

2（土）・16（土）

9（土）

16（土）

21（木）

23（土）

7（木）

11（月）

25（月）

22（金）

1（金）

25（月）

28（木）

ベビーダンス教室　抱っこでぎゅ♪

おとなの楽校　2時間目　

シネマランド「エール！」

小さなキャンバスに絵を描こう　　

親子でキャンドル作り　　

ティータイムコンサート vol.238

まどかぴあ誕生祭 バースデーステージ

大野城まどかぴあ開館20周年記念式典
記念イベント

パパ・ママのための読書タイム

わくわくおはなし会夏休みスペシャル
「夜ばなし」　

グラスアートのフレームミラー

パソコン講座　受付開始　

短期講座　受付開始　

ダンボールであそぼう
－みんながつくるものがたり－　受付開始　

第38回親子読書会　受付開始　

大野城市男女共生講座　受付開始　

まどかぴあ舞台創造プログラムプロデュース公演
「浮足町アンダーグラウンド」　一般発売　

お芝居×ナゾ解き×バックステージツアー
「大野ジョー☆一座　危機一髪 !?
～ハッピーエンドを取り戻せ～」

P11

P11

P11

P2

P7

P3

P9

P9

P11

P11

P8

P8

P9

P3

P4～５

P9

P9

P10

P6

P11

P11

ページ

日付 イベント ページ

つくし お隣さん情報 7月まどかぴあのイベントスケジュール

7月のチケット情報・募集申込情報

公益財団法人大野城まどかぴあ
〒816-0934 福岡県大野城市曙町ニ丁目3番1号
総合案内：TEL O92 (586) 4OOO/ FAX O92 (586) 4001
開館時間：9:0O～22:OO
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)
　まどかぴあホームぺージの卜ップにつながるQRコードです
　http://www.madokapia.or.jp/

■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台、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.Oキロ
■無料駐車場：平面 166台（うち、市役所北・東駐車場55台分のスペースは、平日の昼間は短時間
   駐車スペースです）、立体 316台

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

まどかぴあ休館日のお知らせ
7月6日（水）、20日（水）

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。　　

1人1回3OO円 定員有り
（10か月～就学前まで）

託児 要連絡

文芸

文芸

文芸

文芸

文芸

図書

図書

図書

生涯

生涯

生涯

絵を描いて押し花で飾ろう　　生涯

生涯

パネルシアター講座④

毎週金・土曜日

あなたとわたしのための元気塾　 6月号
掲載

6月号
掲載

6月号
掲載

6月号
掲載

5月号
掲載

HP
掲載

男女

男女

男女

※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大野城まどかぴあは大野城市民以外の方でも自由にご参加・ご利用いただけます。

生涯

託児

託児

託児

託児

託児

託児

託児

託児

託児

生涯

池田満寿夫デッサン展
～ Ikeda Masuo's dessin ～　

託児

12アテナ　2016年 7月号　
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交通アクセス

20年

20年

20年

27（水） 20歳のバースデーケーキを
スィーツデコで作ろう！20年

 2（土） 大野城まどかぴあ開館20周年記念式典
整理券配付開始 P220年

わくわくおはなし会（幼児対象）

図書 わくわくおはなし会（小学生以上対象）

おひざでだっこ ぴよぴよのへや
（0歳児対象）

図書

図書

図書

図書

おひざでだっこ よちよちのへや　
（1～2歳児対象）

那珂川町制施行60周年記念 山本譲二コンサート　
●全席指定4,500円　●15:00

9/11
（日）

DA･N･KA･I ミュージックフェスタ10th.
ゲストは、NYカーネギーホールで大絶賛された
ザ・フライング・エレファンツ（ビートルズ）
●一般１,300円、中・高校生500円　小学生以下無料　●12:00

池田満寿夫デッサン展　
Ikeda Masuo’s dessin
池田満寿夫デッサン展　
Ikeda Masuo’s dessin
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