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イチオシ情報

下半期事業ラインナップ

【会場】ギャラリーモール（1階）

定期講座（前期6ヵ月間）発表会 開催
定期講座（前期6ヵ月間）受講生による作品展示・販売・体験イベントを開催します。

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。

季節を楽しむフラワーアレンジメント、
大人の絵画教室、ソープカービング、カルトナージュ、
ビーズとフリーメタリコのアクセサリー、
ペン実用書道（土）、写経、みんなで歌いましょう!!

文化芸術振興
期　日 イベント

期　日 イベント

期　日 イベント

期　日 イベント

生涯学習センター

男女平等推進センター

図書館

16日（金） 10:00～
　季節を楽しむフラワーアレンジメント　
　ブーケ（材料費600円）
両日 10:00～
　ソープカービング　
　石鹸の花かご（材料費500円）
　カルトナージュ　
　ふくさ（材料費1,000円～）
　ビーズとフリーメタリコのアクセサリー　
　ブローチ（材料費500円）

10/1（土）～16（日）

10/30（日）

11/13（日）

11/19（土）

12/3（土）

12/10（土）・11（日）

12/18（日）

1/28（土）

2/5（日）

2/16（木）・17（金）

3/12（日）

毎月1回

毎月1回
（12月・3月を除く）

11/19（土）

12/23（金・祝）

12/23（金・祝）～

平成29年1/19（木）～1/31（火）

毎月第1～4火曜日

毎月第1～4土曜日

11/7（月）～12/12（月）

11/11（金）～12/16（金）

11/15（火）～12/20（火）

11/19・26（土）

平成29年1/10（火）～2/14（火）

1/13（金）～2/17（金）

2/6（月）～3/13（月）

2/24（金）～3/17（金）

エクセル入門

エクセル入門

ワード入門

年賀状作成

エクセル入門

エクセル活用

エクセル活用

おさらいするパソコン

10/20（木）

11/14（月）～28（月）

平成29年1/21（土）

1月予定

2月予定

情報サポーター養成講座（特別公開講座）

ママの未来チャレンジ

男女共同参画カルタ大会

育休中ママ対象講座

起業支援セミナー

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

図書館へゆこう !!2017年

おひざでだっこ（赤ちゃん向けおはなし会）

わくわくおはなし会（幼児・小学生向けおはなし会）

大野城市民劇団迷子座定期公演
「庄屋に化けた狸」

第45回福岡アンサンブルコンテスト

航空自衛隊春日基地 
第 23回ファミリーコンサート

第9回大野城まどかぴあ市民企画事業
「まどかぴあこどもアートフェスティバル（仮）」

子ども劇場50周年記念鑑賞会
創作歌舞伎公演「牛若丸／併演 歌舞伎の楽しさ」

劇団飛行船マスクプレイミュージカル
「シンドバットの大冒険」

シネマランド

ティータイムコンサート

ティータイム・スペシャルコンサート
Vol.7

ティータイム・スペシャルコンサート
Vol.6

ブローチ

ブーケ

石鹸の花かごふくさ

9月16日（金）
17日（土）

両日10:00～16:00展示　
体験　

ソープカービング　
受講生作品各種（300～ 2,000円）
カルトナージュ　
ふくさ（1,000円～）
ビーズとフリーメタリコのアクセサリー　
アクセサリー（500円～）

両日10:00～ ※なくなり次第終了販売　

 ※材料がなくなり次第終了

第10回大野城まどかぴあ
版画ビエンナーレ 入賞・入選作品展覧会

まどかぴあ市民大学「おとなの楽校」 
4時間目

まどかぴあ市民大学「おとなの楽校」 
5時間目

「すべての子どもや女性に対する暴力と
いう名の支配について考える」講座11/11（金）

※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。

平成29年
1/14（土）

EVENT

大野城市民吹奏楽団 第 31回定期演奏会



友の会

先・割
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

PLAY

9月10日（土）
11日（日）

第10回大野城まどかぴあ版画ビエンナーレ 入賞・入選作品展覧会

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」
うき　　あし　ちょう

U25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。

≪大野城公演≫
【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

チケット
取扱い　

チケット
発売中

●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：8287）
●劇ナビ FUKUOKA(http://gekinavi.jp/)

協賛：㈱ふくや、南国フルーツ㈱、（公財）太宰府メモリアルパーク、
　　　相撲鳥、㈱筑紫商会、西松建設㈱、㈲下河商会、㈱南福岡自動車学校、
　　　㈱積文館書店、㈲共働タクシー、宮崎板金店　
助成：（一財）地域創造

【日程】10月 1日（土）～10月16日（日）　
【時間】10:00～ 18:00（最終日のみ17:00まで）　
　　　※休館日／10月5日（水）
【会場】多目的ホール（1階）

  表彰式
【時　間】14:00～15:00　【会　場】小ホール（2階）

『もしも自分や家族が認知症になったら・・』そんな不
安を抱いたことはありませんか？そもそも認知症と
は？症状が出たら家族や周囲はどう接したらいいの？
など、知っておきたい認知症のキホンを学びましょう。

この秋、だれでも楽しめる演劇体験
ワークショップ開催します！
「演劇にちょっと興味がある！」「お芝居を体験してみ
たい！」という方はもちろん、子どもも大人も、演劇の
経験がない方も、どんな方でも気軽にご参加いただけ
ます。珍しい民族楽器を使うので音楽好きの方も楽し
めます♪みんなでワイワイ騒ぎながら物語の中で遊ん
でみませんか？
  ※詳しい申込方法などは次号をご覧ください。

託児 車イス

【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：藤木 富士夫（原三信病院 脳神経内科部長）

3時間目
心と身体について正しく学ぶ授業
「明日は我が身の“認知症”」

友の会

先・割

託児 車イス友の会

先・割

9月17日
（土）
TALK PLAY

みんなで楽しむ演劇体験ワークショップ

『おはなしのヒミツ』
～地域の物語をいろんな音色で彩ろう～

【時　間】18:00～20:00 ※両日とも
【会　場】多目的ホール（1階）
【参加料】無料 ※要事前申込み

関連企画 フロアレクチャー「楽しむ版画」
※参加無料、事前申込不要
【日時】10月 8日（土）14:00～　
【会場】多目的ホール（1階）

11月8日（火）
9日（水）

猛稽古真っ最中のプロデュース
公演『浮足町アンダーグラウン
ド』がいよいよ本番を迎えます！
浮足町の危機に大騒ぎする住
民たち、果たして町の存亡はい
かに？
地元大野城市出身の池田成志
をはじめとした出演者達の白
熱の演技にご期待ください。

  ギャラリートーク
【時　間】15:00～16:00　【会　場】多目的ホール（1階）
【話し手】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） 「展覧会の様子」

講師：ごまのはえ

展覧会にご来場のお客様に、版画により親しんでいた
だくため、展示されている作品を鑑賞しながら、技法
や表現について解説するレクチャーを開催します！

10月1日（土）は、
表彰式＆審査員によるギャラリートークを開催！

入場
無料

残席わずか　





短期講座

パソコン講座 9月1日（木）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
 

おさらいするパソコン
ワードとエクセル、インターネットの基本操作をお
さらいする講座です。表の作成や図の挿入、グラフ作
成のポイントを復習します。

【日　程】10月 6・13・20・27日（木）
【時　間】19:00～21:00  ※自習時間18:00～
【受講料】6,400円　　【教材費】600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
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【日　程】10月 7・28日（金）
【時　間】10:00～12:00　【定　員】16名
【受講料】2,000円　    【材料費】1,000円程度
【対　象】くさり編み、細編み、長編みのできる方
【講　師】松原 由美
            （公益財団法人日本手芸普及協会手編講師）

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）

初心者さんの簡単マフラー
やさしい編み方だけでオシャ
レなマフラーを編んでみま
しょう。手編みは難しそうだと
思っている方、初心者の方にも
丁寧にお教えします。

【日　程】10月 17・24日（月）
【時　間】13:30～ 15:00   【定　員】16名
【受講料】2,000円　          【教材費】300円
【講　師】髙原 久美（書道講師）

くらしの書
今回は水性ボールペンを使って、日
常よく使われる文字や言葉を練習し
ます。最後に一筆箋に書いてみま
しょう。文字で気持ちを添えてみま
せんか。

【日　程】10月11・25日、11月 8・22・29日（火）
【時　間】10:00～12:00    【定　員】12名
【受講料】5,500円　          【材料費】500円
【講　師】悠杏 （JDCA日本デザイン書道作家協会正会員）

アート書道
文字を自由に表現する「アート書
道」。アートなものへと創り上げ
ていくためのデザイン書道のコ
ツや表現方法の基礎を学びます。

9月14日（水）9:00
受付開始

託児託児

託児

託児
託児

託児

【日　程】10月 12日（水）
【時　間】10:00～12:00   【定　員】25名
【受講料】700円　            【材料費】300円
【講　師】宇津原 知世美（国際中医薬膳師資格保有）

元気になる薬膳
若々しく、元気に美しく暮らすための薬膳・養生を
学びます。潤いと美白のもととなる美味しい薬膳茶
も召し上がれますよ。 ※講義のみの講座です。

【日　程】10月 29日（土）
【時　間】10:00～13:00    【定　員】16名
【受講料】1,000円　          【材料費】1,000円
【講　師】西原 礼二（燻製工房 燻香代表）

フライパンで作れる！本格ソーセージ
本格手作りソーセージに挑戦！ご家
庭でできる無添加ソーセージ。おいし
いホットドッグの試食つき！

【日　程】10月 25日、11月 8・22日（火）
【時　間】10:30～12:00   【定　員】16名
【受講料】3,000円　
【講　師】塚原 亜紀（バレエ講師）

やさしいバレエストレッチ
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。

※作品例

※作品例

※作品例



フェスティバル・フォーラム合同事業準備委員会の委員を募集します ！  

パパ・ママのための
読書タイム

情報サポーター養成講座（特別公開講座）　
「あなたにも作れる！行列ができる
講座のチラシづくりの法則を学ぶ」講座

DV防止キャンペーン企画
「すべての子どもや女性に対する暴力
という名の支配について考える」講座

大野城市男女共生講座
《第3回》 超高齢社会を明るく生きる
              ～国際比較から見た日本～

《第4回》 多様性推進への取組み
　　　　　～安川電機の事例～
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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
 

託児

託児

託児 託児

老若男女すべての人が互いに尊重しあい、役割をもって輝
いて生きていける…そんな地域を実現するためにはどのよ
うなことが大切なのでしょうか。国際的な広い視野と経験
を持つ講師に学びます。

これまで「大野城男女共生フォーラム」や「男女平等
推進センターフェスティバル」などの事業を支援、実
施してきましたが、今回、事業の見直しを行い平成
29年度に2つの事業を統合して、「フェスティバル・
フォーラム合同事業」を開催することになりました。
そのための実施内容や名称などを検討していただく
準備委員会を行いますので、ご興味がある方はご参
加ください！

理系の中でも工学系はまだまだ男性が多い分野。安川電
機では、女性が働きやすい環境づくりや年齢を超えた活
躍の場づくりに取り組んでいます。社長が室長を務める
「人材多様性推進室」についてもご紹介いただきます。

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。

【受講料】無料　【定員】100名（先着順）　【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。

【日時】10月4日（火） 10:00～12:00
【講師】松田 美幸（福岡県男女共同参画センターあすばる館長）
【会場】小ホール（2階）

チラシの工夫ひとつで集客力に差が出る！数々の講座
を定員オーバーにしてきたカリスマプランナー直伝の
テクニックを公開します。

【日   時】10月 20日（木） 10:00～12:00
【講   師】坂田 静香（NPO法人男女共同参画おおた理事長）
【会   場】303会議室（3階）  【受講料】無料 
【定   員】70名（先着順）
【申込方法】9月 1日（木）より電話・FAX・総合案内
　　　　およびホームページにて受付開始

『暴力』による支配は、人権を脅かす、決して許されない
行為です。まずは「知る」こと、そして私たちはどうした
らよいかみんなで考えましょう。

【日   時】11月 11日（金） 19:00～20:30
【講   師】本夛 須美子（NPO法人アジア女性センター相談員）
【会   場】301会議室（3階）  【受講料】無料 
【定   員】40名（先着順）
【申込方法】9月 15日（木）より電話・FAX・総合案内
　　　　およびホームページにて受付開始

第1回準備委員会
【日　　　　　時】9月 14日（水） 13:30～15:30（予定）
【会　　　　　場】アクティブルーム（3階）
【準備委員会 活動期間】9月 14日～12月（予定）
【申　込　方　法】電話・FAX・男女平等推進センター窓口
　　　　　　　　にて受付中。
※事業を運営・企画するための実行委員会ではありません。

【日　　時】毎週金・土曜日 10:00～11:30
【会　　場】まどかぴあ図書館（1 階）子どもは託児ルーム（2 階）
【対　　象】満10ヵ月～小学校就学前の子どもとその保護者
【定　　員】毎回親子7組（先着順）
【費　　用】託児料として子ども
　　　　　1 人につき 300 円
【申込方法】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
【申込締切】各回 1 週間前

【日時】11月10日（木） 10:00～12:00
【講師】名村 知美（株式会社安川電機 人材多様性推進室副室長）
【会場】多目的ホール（1階）  



ぴよぴよのへや
（0歳児・妊婦対象）
9月6日・20日

よちよちのへや
（1～2歳児対象）
9月13日・27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

月

火

木

金

日

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）

10:30～11:3014:00～15:0015:30～16:30
午前 午後

6日
20日

5日

13日

9日

12日

2日
16日
30日

1日
15日
29日

8日
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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/

図書特別整理のため、図書館と移動図書館車わくわく号は休館します。休館中の本の返却はブック
ポスト（①）をご利用ください。ポストは県道（旧3号線）側入口横にあります。なお、ＣＤはブック
ポストに投函すると壊れることがありますので、総合案内（②）か警備員室（③）へご返却ください。
※休館に伴い、9月8日 ( 木 ) ～ 20日 ( 火 ) は貸出期間が3週間となります。

大野城まどかぴあ開館 20 周年を迎え、図書館ではさ
まざまなイベントを開催します。第1弾は一箱古本市と
POP 作成講座！各イベントの詳細は館内設置チラシ
や図書館HPをご覧ください。

読み聞かせの基本から、赤ちゃん・小学生それぞれのお
はなし会について学べる講座です。初心者から活動中の
方まで、どうぞご参加ください。

「一箱古本市」出店者募集！
持ち寄った本を箱1つ分につめ
て販売するフリーマーケット形
式のイベントです。1 日限りの
古本屋店主を楽しんでみません
か？ 

POP作成講座
お気に入りの本の手書き POP を
作ってみませんか？初心者向け講
座なのでお気軽にどうぞ。

移動図書館「わくわく号」巡回日程表

図書館へゆこう!! ～20周年スペシャル～

長期休館のお知らせ   期間：9月21日（水）～28日（水）

読み聞かせボランティア講座
「声」が育てる「ことば」と「こころ」
～わらべうた・絵本の読み聞かせ・おはなし～

9月の巡回

【時　　間】10:00～12:00（全3回）
【対　　象】読み聞かせに携わる地域の方で、①の講座に
　　　　　必ず出席できる方。(②③はどちらかの受講でも可。)
【定　　員】①40名 ②30名 ③30名
【申込方法】9月 5日（月）10:00より図書館窓口・
　　　　　電話にて受付開始。

【日　　時】10 月 30 日（日）11:00～15:00
【会　　場】ギャラリーモール（1 階）
【申込方法】9 月 1 日（木）より図書館窓口・FAX・
　　　　　郵送にて「店主申込書」( 館内設置チラシ・
　　　　　HP からのダウンロード可 ) を提出。

【日　　程】10 月 30 日（日）
【時　　間】①10:00～12:00 
　　　　　②13:00～15:00
【会　　場】301 会議室（3 階）
【定　　員】各回 10 組
【申込方法】9 月 12 日（月）10:00 より
　　　　　図書館窓口・電話にて受付開始

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
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　    

9 月 3日・17日　　
小学生以上対象　
9月10日　

おひざで
だっこ

わくわく
おはなし
会

10月 6日（木）
301会議室（3階）

～赤ちゃん向けわらべうた～
石川 文代

～小学生向けおはなし会～
上村 篤子

徳永 明子

10月 13日（木）
和会議室（2階）

10月 20日（木）
301会議室（3階）

日程・会場

①

②

③

出店例

POPイメージ

講師



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
8月4日現在（その後の変更につきましては、ご容赦ください）

土曜シアター「ヴェルサイユの宮廷庭師」＜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

「第11回 古都の光」関連事業 光のオブジェ (灯りの作品 )展
●場所：文化ふれあい館 電話：928-0800
※毎週月曜休館（祝日の場合翌平日） ●入場無料 ●9:00～17:00
●9/25（日） ピアノの夕べ～ピアノ伴奏で共に歌う～ 19:00～20:00
※最終日は21:00まで営業 

まるごと太宰府歴史展2016
●場所：文化ふれあい館 電話：928-0800
※毎週月曜休館（祝日の場合翌平日） ●入場無料 ●9:00～17:00

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

ふれぶん音楽大学 第３回 「弦楽器とその世界」
講師：吉川 茂（元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 ●14:00～15:30

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
那珂川町制６０周年記念
第５回ミリカ子育て応援フェスタ
●入場無料 ●10:00～15:00

日付 イベント

2（金）

6（火）・20（火）

3（土）・17（土）

13（火）・27（火）

10（土）
～11（日）

9/17
（土）

9/18
（日）

9/19
（月・祝）

あなたもピアニスト！ 参加者募集
●実施日：10月3日（月）、10日（月・祝） ●対象：中学生以上のピアノ経験者
●大ホール500円、多目的ホール200円
●11:00～12:00、13:00～19:00

9/19
（月・祝）

9/22
（木・祝）

那珂川杜の美術展シリーズ2016秋「森の美術展」
●会場：中ノ島公園 四季彩館
●入場無料 ●10:00～17:00 ※最終日は16:00まで

9/28（水）
～10/2（日）

開催中
～11/3
（木・祝）

9/3
（土）～

9/6（火）
～25（日）

25（日）

15（木）
～11/17（木）

2（金）
～10/7（金）

1（木）

15（木）

14（水）

12（月）

5（月）

一箱古本市　受付開始　

ＰＯＰ作成講座　受付開始　

P7

P7

P3

P7

P3

P2

P4

P4

P6

P7

P7

P7

P6

P6

P5

P5

ページ

日付 イベント ページ

つくし お隣さん情報 9月まどかぴあのイベントスケジュール

9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
9月7日（水）、21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

シネマランド
「ハッピーエンドの選び方」文芸

文芸

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」文芸

おとなの楽校３時間目

前期６ヵ月間定期講座発表会　開催

文芸

読み聞かせボランティア講座　受付開始

大野城市男女共生講座（第2回） 8月号
掲載

8月号
掲載

8月号
掲載

8月号
掲載

8月号
掲載

スキルアップのための資格取得講座
福祉住環境コーディネーター2級講座男女

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。

託児

託児

毎週金・土曜日 パパ・ママのための読書タイム男女

「すべての子どもや女性に対する暴力という
名の支配について考える」講座　受付開始男女

「あなたにも作れる！行列ができる講座の
チラシづくりの法則を学ぶ」講座　受付開始男女

託児

託児

託児

託児

託児

託児

託児
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大野城
出入口

イオン大野城店●

り
通
紫
筑

市
岡
福
至

）
線
号
3
旧
（線
号
2
1
1
道
県

線
号
3
道
国

路
道
速
高
市
都
岡
福

道
車
動
自
州
九
速
高

市
府
宰
太
至

駅
日
春

ク
ロ
ー
バ
ー
プ
ラ
ザ

駅
城
野
大

駅
原
木
白

駅
原
日
春

線
田
牟
大
神
天
鉄
西J

R

線
本
島
児
鹿

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

図書 わくわくおはなし会（幼児対象）

17（土）

16（金）、17（土）

P7図書 わくわくおはなし会（小学生以上対象）10（土）

図書

図書

図書

図書

おひざでだっこ ぴよぴよのへや
（0歳児対象）

図書 おひざでだっこ よちよちのへや　（1～2歳児対象）

8（木） なかよし家族のベビーマッサージ

那珂川町制60周年記念 
バスの日記念イベント～いつでも、どこへでも、バスに乗ってでかけよう～　
●入場無料（一部有料） ●10:00～15:00

第12回 ハーモニーフェスタ in ちくしの　
ゲスト：福岡工業高校グリークラブ（男声） ●一般300円 ●13:30

9/11
（日）

10/23
（日）

DA･N･KA･I  ミュージックフェスタ10th
アマチュアバンド10団体とゲストの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）が出演
●一般１,300円、中・高校生500円、小学生以下無料 ●12:00

募集開始

生涯

短期講座受付開始生涯

パソコン講座受付開始生涯

ワード入門　生涯

5（月）
～10/24（月）

8月号
掲載託児

ワード入門　生涯

ベビーダンス教室　
抱っこでぎゅ♪①・②　

①14（水）
②28（水） 生涯

生涯

29（木） ティータイムコンサート vol.240
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