
・まどかぴあこどもアートフェスティバルチケット発売！
・短期講座＆パソコン講座　 受講生募集！
・育休カフェ＆トーク　受講生募集！
・図書館マナーアップキャンペーン

【日時】 平成29 年 1 月 28 日（土） 10:00～16:00
【会場】 多目的ホール（1 階）

P6

P5

P2

P7

※

※掲載記事は10月11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 情報誌

～つどい ふれあい はばたく～

大野城まどかぴあ
開館20周年記念

VOL.245
201611アテナアテナ

第9回大野城まどかぴあ市民企画事業第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まどかぴあこどもアートフェスティバル

みみんんななででああそそぼぼ



車イス

先行
友の会
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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。

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
～みんなであそぼ

多目的ホールが、この日だけこどもたちの特別な空間に！
朝10時に扉が開くと「たいようとつきのおはなし」という絵本
から物語が始まります。絵本の中から色んな人たちが登場して
楽しいパフォーマンスを繰り広げます。身体と心でアートを感
じる1日をぜひお楽しみください。

※件名を『ワークショップ申込』とし、本文に『①氏名 ②参加人数（大人・
　子ども） ③お子様の年齢 ④参加希望の時間 ⑤電話番号 ⑥メールアド
　レス』を記入の上お送りください。折返しをもって申込完了となります。

EVENT

1月28 日（土）

【時　間】10:00開場・開演 /16:00終演
　　　　　※開演中は随時入退場自由

【会　場】多目的ホール（1階）　全席自由
【料　金】パスポートチケット500円（３歳以下無料）
　　　　※パスポートチケットは１人１枚必要　

【時　　間】平成29年1月26日（木） 
　　　　　①11:00/②14:00 ※各回約1時間
【会　　場】多目的ホール 【定員】30名※定員に達し次第終了  
【材 料 費】1人500円（3歳以下無料）※本公演前売券購入者は無料
【申込方法】メールにてお申し込み［madokadeasobo@gmail.com］

平成29年

チケット
取扱い　

チケット発売日
友の会11月４日（金）
一般11月11日（金）
両日とも10:00～

●まどかぴあ総合案内
●メール予約
［madokadeasobo@gmail.com］
※件名を『チケット予約』とし、本文に
　『①氏名②予定枚数（大人・子ども）
　③電話番号④メールアドレス』を記入
　の上、上記宛先までお送りください。
　折返しをもって予約完了となります。

西本美恵子

11月12日（土）
～25日（金）

CAMPAIGN

空間づくりワークショップ

ベビードラマのじかん　10:30開演　約45分

おんがくのじかん

えほんとほしのじかん 15:15頃～終演まで　約40分

おひるのじかん 12:30～14:30　約120分

①11:30開演・②14:30開演 各回約30分

「女性に対する暴力撤廃国際日」の11月25日までの2
週間は、「女性に対する暴力をなくす運動」の実施期間で
す。女性への配偶者等（夫婦・親子・友人・知人・・・）
からの暴力、性犯罪、売買春、セクシャル・ハラスメント、
ストーカー行為や人身取引等、女性に対する暴力は、女性
の人権を侵害するものであり、決して許される行為では
ありません。そして、それは性別や年齢などに関係なく、

ひとりひとりが個性を活かし前向きに生きることのでき
る男女共同参画社会の実現のためには克服すべき重要な
課題といえます。大野城まどかぴあ男女平等推進センタ
ーでは、啓発周知のための講座を開催するとともに、パー
プルリボン運動、パネル展示、各種相談
機関の紹介等を行ない、女性や子ども
に対する暴力の問題に関する意識啓発
を一層強化し、充実を図る機会ととらえ
ています。皆さんのご協力・ご理解を
よろしくお願いします。 女性に対する暴力根絶の

ためのシンボルマーク

3 階アスカーラ
ギャラリーに
は、DV に関す
るいろんな掲示
を行います。

福岡県内の男
女共同参画を
進める18セン
ター共同で行
う恒例の街頭
キャンペーン。

各階に設置し
たツリーには、
来館者の皆さ
んに結んでい
ただいたパー
プルリボンが。

1階ギャラリーモールには、シンボ
ルとしての大きなパープルリボン。

DV防止キャンペーン　
女性に対する暴力を
なくす運動

〈企画〉みんなであそぼ実行委員会

注意事項と
お願い

＜公演について＞
★本公演は0歳から入場可としております。
★会場の状況により各演目の開始時間が遅れる場合があります。
★授乳スペースや休憩スペースは別途ご用意しております。

＜飲食について＞
★飲食は出来るだけ「おひるのじかん」内におすませください。
★「おひるのじかん」以外の飲食は休憩スペース等会場外でお願い致します。
★離乳食やアレルギーをお持ちのお子様などの持込はOKです。

参加者
募集
会場に飾り付ける作品をつくります。つくった作品は公演当日、
会場に展示されます。

ザ・キャビン
カンパニーによる

GEKIDAN☆AFRICA による 0
歳から観劇できるベビードラマ
「ハッピーバース」を上演。大人が
何気なく耳にする音の数々は、こ
どもにとって音のオーケストラ。
その世界をアフリカの伝統楽器を交えて繰り広げます。

ママに大人気キラキラカフェ“とねりこ”
の出張ドリンク＆フード。お昼の時間は
大人気の大野ジョーが登場！また西本
美恵子さん他による絵本の読み聞かせ
など楽しい仕掛けがいっぱい！お昼ご
はんを食べながら自由にお過ごしください。

新井 武人のアコーディオンと新井 理恵
子のパーカションによる楽しく優しいコ
ンサート。1回目は“太陽”、2回目は“月”
をイメージした音楽をお届けします。

アコ―ディンの音にのせて贈
る人気急上昇中の絵本作家ザ・
キャビンカンパニーの絵本「よ
るです」の読み聞かせ。フィ
ナーレは、出演者全員が登場。
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3 アテナ　2016年 11月号　　

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

読もうとして読めなくて、書の鑑賞をあきらめていま
せんか？信仰と書、文学と書、茶の湯と書など「書」は
私たちの生活に密接に関わってきました。書が持つ美
を知ると、読めなくても楽しむことができます。味わ
いのある人間に好感をもつように、書の魅力を味わっ
てみませんか？

毎年恒例の、大野城市民吹奏楽団・中学3年生ジョイン
トコンサートの時期がやって来ました。普段の練習や合
奏では演奏することのない曲や耳に馴染みのある曲な
ど、いろんな曲に触れることの出来る機会です。他校の仲
間や大野城市民吹奏楽団と一緒に演奏することは、自分
自身にとってとてもよい経験になり、そして中学生活の
素敵な思い出になることでしょう。来年度、中学 3 年生
になる皆さん！たくさんのご参加、お待ちしています♪

【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

【時間】14:00開演 /13:30開場
【会場】大ホール（１階） 全席自由
【料金】中学生以上800円（当日同料金）
         ※小学生以下無料

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： 島谷 弘幸
（九州国立博物館長）

４時間目 5時間目

気楽に楽しむ書の授業
「書の魅力 ―読めなくても楽しい―」

11月19日
（土）
TALK

大野城市民吹奏楽団 
第31回定期演奏会

大野城市民吹奏楽団・中学3年生ジョイントコンサート 2017
【応募資格】
①大野城市在住または在校の平成29年度新中学3年生。
②まどかぴあでの練習（全日程）と公演に参加できること。
③吹奏楽器の演奏経験があること（経験年数問わず）
④楽器を持参できること（打楽器を除く）

毎年恒例、市民吹奏楽団ステージが今年も大ホールで開
催されます。
前半は、シンフォニックステージとして「中国の不思議
な役人（Ｂ．バルトーク）」「交響的序曲（Ｊ．バーンズ）」、
後半は企画ステージとしておなじみの大野城劇場をお
届けします。
心に響くハーモニーをどうぞお楽しみください！

MUSIC

11月20日
（日）

チケット
取扱い

チケット
発売中

●まどかぴあ総合案内
●大野城市民吹奏楽団団員

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」

【講師】重岡 典彰
（北九州フィルム・コミッション事務局長）
【日時】平成29年1月14日（土）
　　　14:00開演
【会場】小ホール（２階）

【申込方法】所定の申込用紙（11月20日より、まどかぴあ
　　　　   ホームページからもダウンロード可）に、必要事
              項を記入の上「ジョイントコンサート」係まで持
              参または郵送してください。
【申込期間】11月 20日（日）～12月20日（火）消印有効
【練習日程】平成29年1月29日（日）～4月16日（日）
　　　　　まで計8回を予定しています。
　　　　　　※詳しくは募集要項をご覧ください。
【公演日程】平成29年4月23日（日）
　　　　　※リハーサル4月22日（土）
【参 加 費】無料   

託児 車イス

『図書館戦争』や『MOZU』、『相棒』な
ど 200 以上もの作品のロケ地誘致
に成功している「北九州フィルム・
コミッション」。
今回は、これまでの
取り組みや撮影秘
話など、その舞台裏
に迫ります！

出演者募集

※昨年の様子※昨年の様子
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CINEMA

12月17日
（土）

アテナ　2016年 11月号　

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

【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

10:00～,
14:00～
の上映が
対象です

犬小屋の上で様々な空想をするのが好
きなスヌーピーは、パイロットになっ
て大空を飛び回り大活躍。一方、スヌー
ピーの飼い主チャーリーは、転校生の
女の子に一目惚れするが、話しかける
勇気がなく…

2015年 /アメリカ /88分 /吹替版

「I LOVE スヌーピー 
THE PEANUTS MOVIE」 

①10:00～11:28
②14:00～15:28
③17:00～18:28　
（各回30分前開場）

【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

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

CINEMA

11月12日
（土）

7年もの間、施錠された狭い部屋に暮ら
す5歳のジャックと母親のジョイ。
ジャックにとって、小さな部屋が世界
の全てだった。ある日ジョイは、息子に
外の世界を教えるため、そして自分の
奪われた人生を取り戻すため、部屋か
らの脱出を決心する…。

毎年恒例のマスクプレイミュージカル。今回はハラハラドキド
キの冒険をお届けします。家族そろってお楽しみください！

2015年 /アイルランド・カナダ合作 /118分 /字幕版
「ルーム」 

①10:00～11:58
②14:00～15:58
③18:00～19:58
（各回30分前開場）

監督
レニー・アブラハムソン
出演
ブリー・ラーソン、
ジェイコブ・トレンブレイ
ほか
 

監督
スティーブ・マーティノ
声の出演

小林 星蘭　ほか

【時間】

11月24日
（木）

ティータイム
コンサート vol.242
ティータイム
コンサート vol.242

【出　演】小田 美代子（クラリネット）
　　　　山田 陽子（クラリネット）
【時　間】12:15～12:45
【会　場】ギャラリーモール（1階） 入場無料

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

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

楽しみください♪

平成28年度のテーマ「たからもの」

♪

午前①のステージは、３歳から楽しめるリズム遊びや
合唱ありのクリスマスコンサート。午後②のステージ
はスタンダードなジャズを中心にお届けします。

今月は、クラリネットによるコンサートをお届け。音域が広
く、変幻自在なクラリネットの音色をぜひお楽しみください。

託児友の会

先 行
車イス

託児友の会

先・割

スペシャルコンサートvol.6
（ティータイムコンサートvol.243）
スペシャルコンサートvol.6
（ティータイムコンサートvol.243）
【日　時】12月 18日（日）
　　　　①11:00～ ②15:00～（各回30分前開場）
【会　場】小ホール（2階）全席自由
【料　金】各回800円（当日1,000円）
【出　演】Visions [ 間村 清（ベース）・塚本 美樹（ピアノ）]、
　　　　北原和夫（ドラム）、大原和磨（V.J.）

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：81728）

博多座 市民半額鑑賞会 

【日時】16日（木）10:00開演 /9:30開場
         　　　　　13:00開演 /12:30開場
　　　17日（金）10:00開演 /9:30開場
【会場】大ホール（1階）　全席指定
【料金】一般1,500円（当日同料金）
　　　団体（午前）1,300円／（午後）1,200円
※3歳以上有料。ただし2歳以下でも座席利用の場合はチケット要。

博多座1月公演 ミュージカル「天使にラブ・ソングを」が半額
で観劇できます。
【出 演 者】森 公美子、蘭寿 とむ（交互出演） ほか
【日　　時】平成29年1月7日（土）13:00～、
　　　　　8日（日）17:00～、
　　　　　12日（木）13:00～・18:00～、
　　　　　13日（金）13:00～、14日（土）17:00～
【料　　金】A席 7,250円（通常14,500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「希望公演日時（1公演のみ）、参加人数
　　　　　（2人まで）、郵便番号、住所、氏名、年齢、電話番号」を
　　　　　明記して送付。
【申込期限】11月 24日（木）消印有効
　　　　　  ※当選者のみ通知、11月29日頃発送予定。
【申 込 先】〒810-8799 日本郵便㈱福岡中央郵便局留
　　　　　「市民半額会」宛
【問合せ先】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）

「シンドバッドの大冒険」PLAY

2月16日（木）
平成29年

チケット
取扱い　

チケット発売日
友の会12月8日（木）
一般12月15日（木）
両日とも10：00～

●まどかぴあ総合案内
●ローソンチケット（Lコード：83929）
●チケットぴあ（Pコード：454-833）
●エムアンドエム

17日（金）
劇団飛行船
マスクプレイミュージカル

①３歳未満入場不可
②未就学児入場不可

キッズシネマ

◆キッズシネマは3歳以上から入場可能
◆施設利用券は年齢にかかわらず一人１枚必要
◆最終回のみ通常と上映開始時間が異なります項

事
意
注



短期講座

パソコン講座 11月1日（火）9:00
受付開始

年賀状作成
好きな写真やイラストを入れた
オリジナル年賀状を作成します。

【日　程】11月 19・26日（土）
【時　間】13:00～15:00
　　　   ※自習時間15:00～

【受講料】3,200円      【教材費】400円
【対　象】文字入力できる方
【講　師】藤田 志保

5 アテナ　2016年 11月号　

【日　程】12月 1日（木）
【時　間】10:30～13:30  【定　員】15名
【受講料】1,100円　　　  【材料費】1,500円
【講　師】クルリ マイコ（飾り巻き寿司インストラクター）

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）

クリスマスの飾り巻き寿司

なかよし家族のベビーマッサージ

【日　程】①12月3日（土） ②12月 8日（木）
【時　間】10:30～14:30 【定　員】各18名
【受講料】各1,000円　　【材料費】各2,000円
【講　師】 （tonno!! 主宰）

イタリアンでおせち①・②

11月9日（水）9:00
受付開始

託児

託児

託児

※イメージ

※イメージ

※イメージ

※調理例

【日　程】12月 2日（金）
【時　間】10:30～12:00　【定　員】16名
【受講料】1,000円　　　　【材料費】2,500円
【講　師】椿 信光（草月流師範）

クリスマスの
フラワーアレンジ

【日　程】11月 28日（月）
【時　間】10:30～12:00　【定員】15組
【受講料】1,000円 /組 ※妊娠中はご参加いただけません
【対　象】健康な首が座った生後4ヵ月～2歳頃
　　　　の赤ちゃんと保護者2人1組
【講　師】渡邉 恵里香（日本ベビーダンス協会認定講師）

ベビーダンス教室 抱っこでぎゅ♪

今年のクリスマスはサンタの飾
り巻き寿司を作りませんか？か
わいい飾り巻きはお子様に大人
気でパーティにもぴったり。細巻
から出来るお花も巻きますよ。

草月流のフラワーアレンジで
す。花をいけるだけでなく、赤と
緑のラッピングで華やかに仕上
げます。

【日　程】12月 23日（金・祝）
【時　間】10:30～12:00　　【定　員】16名
【受講料】1,000円　　　      【材料費】3,000円
【講　師】椿 信光（草月流師範）

お正月の
生け花（草月流）
草月流は、いつでも どこでも 誰に
でも…そしてどんな材料を使って
もいけられるのが特色です。 剣山
や水盤を使った本格的な生け花に
挑戦します。

託児

託児

※調理例

●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
 

イタリアンで、気軽におしゃれに作ってみませんか。
〈メニュー〉
・枝豆のペペロンチーノ
・かぼちゃとクリームチーズのディップ

・きびなごのエスカベッシュ
・いちじくと豚肉の重ね焼き
・カポナータ  他 全8品

【日　程】11月 26日（土）
【時　間】10:00～11:30  【定　員】15組
【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（スマイルベビーケア協会代表）

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。

赤ちゃんと一緒に楽しみませ
んか。産後の運動不足解消にも
ぴったりです。

託児

※イメージ



男女共同参画カルタをパネル展示します！

主催：公益財団法人大野城まどかぴあ男女平等推進センター
後援：大野城市、大野城市教育委員会
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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

平成 26 年度に読み札を全国公募し、平成 27 年度は大野城市立中学校美術部の生徒さんに
絵札を制作していただいて「男女共同参画カルタ」が完成しました。みなさんのご協力により完
成した「カルタ」を多くの方に見ていただくために、パネル展示をします。ぜひご覧ください！

次代を担う小中学生に、男女共同参画に関する図画ポス
ターと標語を募集します。自信がある人も、そうでない
人も、チャレンジしてみよう！

育児休業を取得し仕事を継続する女性が増えています。
不安を少しでも解消し、前向きな気持ちで「働くママ」に
なるための、サポートをする講座です。講話の後にはネッ
トワークづくり交流会があります。

男女共同参画カルタを使
用してカルタ大会を開催
します。詳しくは12月号
に掲載予定です。【展示期間・場所】

情報交流ひろば（3階） 11月 1日（火）から展示
アスカーラギャラリー（3階） 12月1日（木）～1月31日（火）
ギャラリーモール（1階） 1月 5日（木）～1月21日（土）
※情報交流ひろばのカルタ展示は1月以降も展示します。

【日時】
平成29年1月21日（土）
13:30～16:00
【会場】多目的ホール（1階）

広告協賛欄

男女共同参画
カルタ大会 開催!!

予告

アスカーラ「男女共同参画」
小中学生図画ポスター・
標語コンクール

育休カフェ＆トーク

【対 象 者】大野城市在住の小・中学生
【応募点数】図画ポスター、標語のどちらか1人１点
【応募期間】12月12日（月）～平成29年1月13日（金）
【提 出 先】在学の公立小中学校、または、男女平等推進
　　　　　センター（大野城まどかぴあ3階）
【表　　彰】大野城市長賞（各1）、大野城市教育委員会
　　　　　教育長賞（各1）、男女平等推進センター所
　　　　　長賞（各1）、アスカーラ賞（各5）、佳作（各
　　　　　15）、学校賞（全体で1）
【表 彰 式】平成29年2月25日（土）13時30分開始
【展示期間】平成29年2月18日（土）～3月5日（日）
※入賞作品の著作権は主催者に帰属します。
※詳しくは、ホームページか男女平等推進センターまで
　お問い合わせください。

【会　　場】306会議室（3階）　【受講料】無料
【定　　員】30名（先着順）
【対　　象】育児休業に関心のある方
【申込方法】電話・FAX・総合案内・ホームページ
　　　　　および男女平等推進センター窓口にて
　　　　　受付中。

日時回

１

２

平成 29 年
1 月 14 日（土）
13:30～15:30

平成 29 年
1 月 28 日（土）
13:30～15:30

「子育てしながら
働くということ」

講師 田中 彩
(NPO 法人ママワーク研究所 理事長）

「先輩育休ママからの
メッセージ」
講師 中山 淳子

(NPO 法人ママワーク研究所 理事）

テーマ・講師

体験談パネリスト２名



筑紫地区図書館マナーアップキャンペーン
10月 27日 ( 木 )～11月 9日 ( 水 )
筑紫地区4市1町による図書館マナーの向上を目的
とした共同啓発キャンペーンを実施します。
この機会に図書館の利用マナーについて考えましょう。
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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/

筑紫地区マナーアップキャンペーン ～マナーを守って快適な読書を～

【日時】11 月 19 日（土）18:00 ～
【会場】303 会議室 (3 階 )
【対象】小学生～大人

まどかぴあで語りの研修を続けられているボランティ
アによる、語りのおはなし会を開催します。
日本の昔話や外国の楽しいお話を語ります。子どもから
大人まで楽しめます。どうぞおいでください。

おはなし会
～語りの世界へようこそ～（申込不要）

○飲食禁止
飲み物・アメ・ガムを含む飲食はできません。ご飲食の
際は2階ラウンドコーナーなどをご利用ください。
○館内ではお静かに
図書館はおしゃべりに興じる場所で
はありません。館内では静かにお過
ごしください。携帯電話などの音が
出るものは、マナーモードにしてか
ら館内にお入りください。
○座席には限りがあります
居眠り・持ち込み学習はご遠慮ください。
より多くの方が利用できるよう、ご協力
をお願いいたします。

図書館を利用するすべての方にとって、図書館が心地よ
い場所であるために、ぜひご一読ください。
○図書館資料を大切に
図書館の資料は「みんなのもの」です。
汚損・破損・水濡れなどが著しい場合や紛失された場
合は弁償していただくことがあります。
＜本の修理は図書館員にお任せを！＞
専用のテープなどで修理しますので、ページが外れた時
はそのまま図書館員にお知らせください。セロテープは
時間が経つと茶色く変色し、本が傷む原因になります。
○返却日を守りましょう
読み切れなかった場合、次に予約がその資料に入ってい
なければ、一度だけ継続貸出ができます。（延滞されてい
た場合、継続貸出はできません。ご注意ください。）
＜延長手続き方法＞
カウンター受付：返却期限日までに利用者カードと延
長希望資料を持って来館
館内 OPAC・図書館 HP から：返却期限日までに「利
用照会」にログインし貸出中一覧から操作

ぴよぴよのへや
（0歳児・妊婦対象）
11月1日・15日

よちよちのへや
（1～2歳児対象）
11月8日・22日

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

小学生以上対象　
11月12日・26日

幼児対象　    

11 月 5日・19日　

おひざでだっこ

わくわくおはなし会

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

8日
22日

17日

14日
28日

4日
18日

1日
15日
29日

10日
24日

11日
25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。

移動図書館「わくわく号」巡回日程表
11月の巡回

臨時休館のお知らせ
11月 30日（水）は地域貸出文庫の図書交換
のため、まどかぴあ図書館は休館します。



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
10月11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 「エベレスト」　＜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

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

ふれあい JAZZコンサート2016
想い出のあの名曲を貴方に
出演：岩崎 大輔（ピアノ /プロデュース）ほか
●一般2,000円、高校生以下1,000円 ●15:00～

春日交響楽団2016クリスマスコンサート
●1,200円 ※3歳以上有料 ●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
平成28年度ふくおか地域貢献活動サポート事業協働助成事業
第6回裂田溝ライトアップ ～灯りでつなぐアート～
●無料 ●17:00～21:00、点灯式17:00

日付 イベント

5（土）・19（土）

11/26
（土）

11/23
（水・祝）

12/11
（日）

アコーディオンとギターの演奏会～音楽で楽しむ海外旅行～
●場所：文化ふれあい館　電話：928-0800 
●無料 ●14:00～15:00

11/19
（土）

11/27
（日）

11/20
（日）

那珂川町制60周年記念 
那珂川吹奏楽団 第20回定期演奏会
●500円（４歳以上有料） ●14:00

史跡のまちの音楽隊Vol.2
オータムコンサート♪～秋の太宰府で本格クラシック～
演奏：奥田なな子（チェロ）・瀧村依里（ヴァイオリン）・入江一雄（ピアノ）
●場所：プラム・カルコア太宰府 市民ホール
●一般1,000円、高校生以下500円  ●14:00

11/19
（土）

11/12
（土）

P7

P7

P7

P5

P5

P2

P2

P3

ページ

日付 イベント ページ

つくし お隣さん情報 11月まどかぴあのイベントスケジュール

11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11月2日（水）、16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

10月号
掲載

10月号
掲載
10月号
掲載

10月号
掲載

10月号
掲載

10月号
掲載

10月号
掲載

10月号
掲載
10月号
掲載

10月号
掲載

10月号
掲載

9月号
掲載

9月号
掲載

※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。

10（木） 大野城市男女共生講座（第4回）男女

1（火）～15（火）
情報サポーター養成講座
「アスカーラ専属記者をめざせ！」
　

男女

託児

託児

託児

託児

託児

託児

託児

託児

託児

託児

託児

託児

託児

託児

託児

託児

託児

14（月）～28（月）

15（火）
～12/20（火）

ママの未来チャレンジ男女

11（金） 「全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」講座男女

託児
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大野城
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木
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原
日
春
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牟
大
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天
鉄
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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

図書

わくわくおはなし会（幼児対象）

1（火）

4（金）

P7

P4

P3

P3

P4

P7

P5

P5

図書 わくわくおはなし会（小学生以上対象）

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～

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～

12（土）・26（土）

12（土）

図書 おはなし会　～語りの世界へようこそ～19（土）

19（土）

1（火）・15（火）図書 おひざでだっこ ぴよぴよのへや（0歳児対象）

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60周年記念 
第 24回ふくおか県民文化祭2016協賛事業 
第 11回竹の里フェスタ2016 in 那珂川「竹の里コンサート」
●1,000円 /セット券1,500円（コンサート入場券と那珂川清滝入浴券）
●13:00

第31回名曲コンサート ミュージカルとオペラの祭典　
出演：大倉 安幸（指揮）、吉原 圭子（ソプラノ・オペラ）、林 麻耶（ソプラノ・
　　　ミュージカル）、青栁 素晴（テノール）、アンサンブル福岡ほか
●一般2,000円、大学生以下1,000円 ●15:00

筑紫野市吹奏楽団 第 37回定期演奏会
演奏予定：エル カミーノ レアル、キャンディード序曲など
●一般500円、ペア800円、小学生以下無料 ●14:00

12/4
（日）

12/11
（日）

パソコン講座　受付開始生涯

9（水） 短期講座　受付開始

大野城市民吹奏楽団・中学3年生ジョイント
コンサート2017出演者募集開始

生涯

ポリマークレイでカレンダー作り　生涯7（月）・21（月）

エクセル入門生涯7（月）
～12/12（月）

毎週金・土曜日 パパ・ママのための読書タイム男女 9月号
掲載

24（木）
～平成29年
2/20（月）

24（木）

スキルアップのための資格取得講座
簿記2級講座男女

エクセル入門

シネマランド「ルーム」

生涯11（金）
～12/16（金）

親子でリトミック～音であそぼう生涯10（木）～24（木）

年賀状作成生涯

ワード入門生涯

19（土）・26（土）

味噌と甘酒作り生涯29（火）

なかよし家族のベビーマッサージ生涯26（土）

P5ベビーダンス教室　抱っこでぎゅ♪生涯28（月）

8（火）・22（火）

8（火） 文芸

9（水） 文芸

文芸

おとなの楽校　4時間目文芸

20（日）

20（日）

大野城市民吹奏楽団 
第 31回定期演奏会文芸

ティータイムコンサート vol.242文芸

第9回大野城まどかぴあ市民企画
「まどかぴあこどもアートフェスティバル
～みんなであそぼ」　友の会発売

文芸

11（金）
第9回大野城まどかぴあ市民企画
「まどかぴあこどもアートフェスティバル
～みんなであそぼ」　一般発売

文芸

文芸
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