
・大野城まどかぴあ 臨時職員登録開始 !!
・第 10回 大野城まどかぴあ市民企画事業 企画募集 !!
・短期講座＆パソコン講座　受講生募集！
・アスカーラ市民グループ活動支援事業開催！
・図書館へゆこう !! 2017年
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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
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高畠 純講演会「絵本をおもしろく、絵本のなぞをみてみよう」
【日時】1月29日（日）13時30分～15時
【会場】小ホール（2階）

1/19（木）～ 1/31（火）

『十二支のことわざえほん』(教育画劇 )



友の会

先 行
車イス

０歳から楽しめる音楽、劇、読み聞かせなど、アートな１日をお楽しみください。
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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10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」

EVENT

平成29年度 臨時職員登録開始 !!
大野城まどかぴあ

職員募集 お知らせ（新着情報）または

検　索

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〈企画〉みんなであそぼ実行委員会

文化芸術に関する企画の実施・運営をサポートする“市民企画事業
「あなたがプロデューサー」”を募集します。文化芸術に関する企画
であればジャンル（音楽・美術・演劇など）・形態（公演・展示・ワ
ークショップなど）ともに問いません。申請書は1月16日（月）よ
り配布開始（まどかぴあホームページにも同日より掲載します。）
※詳細は必ず応募要項にてご確認ください。

【時間】10:00開場・開演／16:00終演
　　　　※開演中は随時出入自由

【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　

チケット
取扱い

チケット
発売中

●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、上記アドレスまでお
　送りください。折返しを持って予約完了となります。

まどかぴあホームページ
http://www.madokapia.or.jp/

募集要項と登録用紙は1月5日（木）よりまどかぴあで配布します。
また、まどかぴあホームページからもダウンロードすることができます。
※登録を希望される方は、所定の用紙に記入のうえ、まどかぴあへ持参または
　郵送してください。

お問い合わせ・申込先　  

遊んで楽しく学ぼう♪男女共同参画カルタ大会

 公益財団法人大野城まどかぴあ　管理課　TEL：092-586-4006（平日9:00～17:00）

3階のアスカーラギャラリーや
1階のギャラリーモールに展示
しています。2年がかりで作成した
貴重な作品！どうぞ、ご覧ください。

男女共同参画カルタ
パネル展示 開催中！

 支援内容　
対象経費に対し上限50万円の助成金、会場
施設の提供、広報・販売協力、制作補助など。
 対象会場・期間  ※〈A〉〈B〉のいずれか
〈A〉【会場】小ホール（固定席118席）
　  【期間】9月18日（月・祝）～9月24日（日）
              ※9月 20日（水）休館日は除く
〈B〉【会場】多目的ホール（可動席最大300席）
     【期間】7月10日（月）～7月16日（日）
 募集期間
1月 16日（月）～2月24日（金）締切必着

《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／ギャラリーモール他）
　　　　　　　　　　※平成21年度（第2回）は2事業採択
平成22年度（第3回）「シルクロード魅惑の民族舞踊」（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）親子で観るコンテンポラリー・ダンス
　　　　　　　　　　「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）
平成28年度（第9回）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
　　　　　　　　　　（読み聞かせ・音楽など／多目的ホール）

お正月といえばカルタ！おお
人数での勝負は一味違います。
みんなでわいわいにぎやかな
時間を過ごしましょう。子ども
も大人もどなたでも、お友達や
家族を誘ってぜひご参加
ください！

企画
募集

【日　　時】1月21日（土）13:30～16:00
【会　　場】多目的ホール（1階）
【参 加 料】無料
【定　　員】100名
【申込方法】個人・団体申込み可能　
　　　　　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

1月28日
（土）

残席わずか



友の会

先・割
車イス

託児友の会

先・割
車イス

託児友の会

特別
車イス

友の会に入会すると、主催事業のチケット先行発売や割
引（最大20％まで）、更新された方には500円の鑑賞券
プレゼントなど…魅力満載の友の会に入会しませんか？ 
※詳細はお問い合わせください。

★大野城まどかぴあ友の会「まどかぴあ倶楽部」会員募集中★

年会費1,500円　　随時入会OK

特
典
内
容

先行発売
チケット会員割引
更新特典

チケット送料無料

情報送付
会員プレゼント
喫茶割引

協力店サービス
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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

全国各地で歌舞伎、現代劇、子どものためのミュージ
カル公演など、幅広いジャンルの作品を上演する劇
団「前進座」による「子どものための歌舞伎」公演！
ぜひご家族そろってご観劇ください♪

【時間】①15:00開演 /14:30開場 
　　　②18:30開演 /18:00開場
【会場】大ホール（1階） 当日指定席 
　　　 ※当日ご入場順に座席をご指定いただけます
【料金】一般5,000円（当日同料金）
　　　友の会会員特別料金4,500円（前売のみ）
　　　※4歳未満入場不可 ※子ども劇場会員は無料

子ども劇場50周年記念公演
創作歌舞伎「牛若丸」 併演 「歌舞伎の楽しさ」

PLAY

チケット
取扱い

●まどかぴあ総合案内
●春日・大野城子ども劇場
　（TEL 092-572-0544）

劇団飛行船マスクプレイミュージカル

「シンドバッドの大冒険」PLAY

【時間】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（全3ステージ）
【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。
　　　　※団体料金は、保育園、幼稚園、育児サークルなど団体での来場対象。
　　　　　詳しくはお問合せください。

2月16日（木）
17日（金）

シンドバッドは大きな船に乗って航海へとでかけますが、そこに魔王が現れ仲間たちを連れ去ってしまいました。
シンドバッドは、仲間たちを魔王から取り戻すため、立ち向かいます。今回のマスクプレイミュージカルは、
ワクワクドキドキの冒険物語。ぜひご家族みなさまでお楽しみください。

チケット
取扱い

チケット
発売中

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：83929）
●チケットぴあ（Pコード：454-833）
●エムアンドエム

15:00開演
の回のみ
対象

2月5日
（日）

主催者からのメッセージ

子ども時代にこそ、世界文化遺産
 「歌舞伎」との出会いを！
　豊かな色彩と様式美、歌舞伎は舞台
芸術のおもしろさが詰め込まれた日
本の宝です。
　子ども時代に歌舞伎に触れること
によって日本の伝統文化や歴史への
目が開かれます。
　子どもたちはたくましい想像力と
感性でおおいに歌舞伎を楽しむことでしょう。
　たくさんの子どもたちが歌舞伎に出会える機会になることを
願っています。
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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

【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

2月11日
（土）

北海道の空知地方で、ワイナリーを営
むアオと、小麦を栽培するロクの兄弟。
理想のワインづくりに悪戦苦闘するア
オとそれを見守るロクは、ある日、キャ
ンピングカーに乗って旅をしているエ
リカと出会い…。

2014年 /日本 /117分 
「ぶどうのなみだ 」

①10:00～11:57
②14:00～15:57
③18:00～19:57
（各回30分前開場）

監督
三島 有紀子
出演
大泉 洋、染谷 将太、
安藤 裕子　
ほか

【時間】

1月26日
（木）

1月26日
（木）

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

MUSIC

託児友の会

先 行
車イス

「深夜放送同窓会Part７」
事業の企画・運営をしていただける方募集 !!

※詳細は必ず応募用紙にてご確認ください。

CINEMA

1月14日
（土）

かつてロックスターになる夢を追って
夫と娘を捨てたリッキー。現在は小さ
なライブハウスで活動する日々を過ご
していた。ある日、娘のジュリーと再び
会う機会が訪れ、疎遠になっていた娘
との絆を取り戻そうとするが…。

 2015年 /アメリカ /101分 /字幕版
「幸せをつかむ歌」

①10:00～11:41
②14:00～15:41
③18:00～19:41
（各回30分前開場）

監督
ジョナサン・デミ
出演
メリル・ストリープ、
ケビン・クライン、
メイミー・ガマー　
ほか

【時間】

【出　演】田中 麻衣子（サックス）、広沢 愛弓（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

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

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」

♪

津軽三味線＆ヴァイオリン＆ピアノによる異色のコラ
ボ。「津軽じょんがら節」から「愛の讃歌」まで、聴き応え
満点のステージをお楽しみください！

変幻自在なサックスの音色とピアノによるオシャレな音楽の
ひとときをお届けします。

託児友の会

先 行
車イス

スペシャルコンサートvol.7
（ティータイムコンサートvol.246）
スペシャルコンサートvol.7
（ティータイムコンサートvol.246）

【日　程】3月 11日（土）
　　　　14:00開演（13:30開場）15:30終演
【会　場】小ホール（2階） 全席自由
【料　金】前売800円（当日1,000円）

チケット
取扱い　

チケット発売日
友の会1月12日（木）
一　般1月19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：82428）

【応募資格】18歳以上であればどなたでも
【活動内容】①事業内容のアイディアを
　　　　　　考える
　　　　　②事業の企画・運営
　　　　　③実行委員会の運営
【申込方法】所定の応募用紙にてお申込ください
【申込期間】1月11日（水）～2月10日（金）
　　　　　必着
※第1回実行委員会を2月19日（日）
　10:30よりまどかぴあにて開催予定

託児友の会

先・割
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  重岡 典彰（北九州フィルム・コミッション事務局長）

5時間目

ロケの誘致活動最前線から学ぶ授業

TALK

「不可能を可能に!! 映画の街づくりへの挑戦」

※未就学児入場不可

募集概要

ティータイム
コンサート vol.244
ティータイム
コンサート vol.244

1月14日
（土）

映画『図書館戦争』撮影風景
（北九州市立中央図書館）

「95Strings　春のおとずれ～和と洋の調べ」

実行委員募集

業界人も一目おく北九州フィルム・
コミッションとは。200 以上の映画
やドラマのロケ地誘致に成功してい
る舞台裏に迫ります！



短期講座

パソコン講座 1月9日（月・祝）
受付開始

“絵は描きたいけど描けない”と思っている人でも、型
シートを使い順番どおり色をのせて
いくだけで素敵な作品を仕上げるこ
とができます。ぜひ体験してワクワク
感を味わってみてください。

生涯学習センター 開館時間／（月～土）9:00～ 20:00

5

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

受付先：生涯学習センター電話・窓口（先着順）

シェイプアップ・ピラティス

1月 11日（水）9:00
受付開始

託児

おうちで簡単エスニック料理

簡単で楽しいパステルアート

やさしいバレエストレッチ

託児

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
 

【日　程】1月 27日（金） 【時　間】14:00～15:30
【定　員】16名　　　　  【受講料】1,000円
【講　師】中上 純子（ピラティスインストラクター）

【日　程】1月 28日、2月25日（土）
【時　間】10:00～13:00  【定　員】18名
【受講料】2,000円　  　　【材料費】1,000円 /回
【講　師】イチダ マミコ

インナーマッスルを鍛えて美しい姿勢を作ることで、
シェイプアップ効果が期待できるエクササイズです。
初めての方も無理なく参加できます。

材料さえ揃えば、簡単に自宅で本格的な
エスニック料理が楽しめます。

託児

エクセル活用

【日　程】2月 6・13・20・27日、3月6・13日（月）
【時　間】13:00～15:00 ※自習時間15:00～   
【受講料】9,600円　  【教材費】800円
【対　象】エクセルの操作経験がある方
【講　師】岡部 充子

基本的な表や関数をおさらいし、様々な関数（IF関数など）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。

託児
おさらいするパソコン

【日　程】2月 24日、3月3・10・17日（金）
【時　間】10:00～12:00　※自習時間9:00～
【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】有尾 美穂子

ワードとエクセル、インターネットの基本操作をおさ
らいします。表やグラフの作成、図の挿入を学びます。

アテナ　2017年 1月号　

＜メニュー＞※内容は変更になる場合があります。
ベトナム料理：フォー、生春巻き、バインセオ、
                     デザート
タイ料理：ガパオライス、トムヤムクン、
　　　　　スパイシーサラダ、デザート

貯まる人の貯蓄術！
他では聞けないナイショの話

【日　程】2月 6日（月）   【時　間】10:00～12:00 
【定　員】20名              【受講料】900円
【講　師】安西 範芳（ファイナンシャルプランナー）

お金を貯めるのって難しいと思っていませんか？お
金は少しの工夫で、簡単に貯まるようになります。他
では聞けない裏話も満載でお待ちしています。

バレエの要素を取り入れたストレッチです。リフレッ
シュでき、肩こり、腰痛、冷えも改善できます。

託児

初心者さんでも作れるアイシングクッキー

【日　程】2月 9日（木）   【時　間】10:00～12:00 
【定　員】12名              
【受講料】1,100円        【材料費】1,000円
【講　師】Maiko（JSAアイシングクッキー認定講師）

【日　程】2月 14日（火）  【時　間】13:30～15:30     
【定　員】16名               【受講料】1,000円　
【材料費】1,000円（画材貸出費込み）
【講　師】牟田 智子（パステルアート講師）

【日　程】2月 14・28日、3月14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）

着色した砂糖や卵白でデコレーションしたクッキー
です。着色料は食物由来成分な
ので安心。すぐに作れてかわい
く、バレンタインのプレゼント
にもおススメです。

託児

託児

託児

※印刷の具合により実物と色味が少々異なる場合があります

※調理例

※今回のモチーフ「雲海」



2月はワクワク♥ アスカーラへ行こう！

アスカーラ「男女共同参画」 小中学生図画ポスター・標語コンクール入賞作品を展示します！

地域女性リーダー育成講座 2期生 活動発表のお知らせ2月11日
（土・祝）

6アテナ　2017年 1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
 

【期日】2月 18日（土）～3月5日（日）               【会場】ギャラリーモール（1階）

大野城市をもっと住みよいまちにするために集まった仲間たちが、4 つのグループに分かれて一年間の講
座の成果を発表します。どの発表講座も参加無料です。どなたでも参加できます。さあ、寄ってらっしゃい！
見てらっしゃい！大野城市の「元気」を感じてください。詳しくは館内チラシ・HPをご覧ください。

平成28年度アスカーラ市民グループ活動支援事業を今年も開催します。
2月は自分磨きのためにアスカーラに来ませんか。お気軽にご参加ください。

＜O-NOJOマルシェ＞
☆情報交流ひろば／304会議室（3階）
のんびりとマルシェを楽しみませんか？カフェコーナーも
ありますよ。新しい出会いも楽しみましょう。

＜エンジョイシアター＞
☆202会議室（2階）
ゆっくりほっこり、昔懐かしいシネマを楽しみませんか？
ご近所さんも誘ってお出でください。お茶付きです。

＜「いつか来る！大地震」 避難所運営ゲームHUGを体験しよう＞
☆多目的ホール（1階）
 避難所の運営体験をゲームでシュミレーションすることに
より、「その時、どう動くか」を学びましょう！

＜おいしく学ぶ～防災あれこれ～＞
☆303会議室（3階）
ポリ袋で作る非常食のデモンストレーションを行います。
日頃の備えについての講話もあります。試食もお楽しみに！ 

※は、子どもさんの同伴については、お問い合わせください。 【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 会場事業名・講師形　式 主催 料金

2月4日（土）
10:30～12:00

2月 18日（土）
10:00～12:00

2月 18日（土）
13:30～15:30

2月 25日（土）
13:00～15:00

2月 27日（月）
10:00～12:00

2月 19日（日）
10:00～12:00

2月 19日（日）
13:30～15:00

2月 23日（木）
13:30～15:30

2月 5日（日）
10:00～12:00

301
会議室

303
会議室

301
会議室

301
会議室

小ホール

303
会議室

303
会議室

303
会議室

303
会議室

講座

講演会
※

講演会

講演会

ワーク
ショップ

講演会
ワーク

講演会
対談

講演会
交流

講演会
交流

400円

学生無料
大人

500円

200円

無料

無料

無料

無料

無料

無料

福岡友の会
筑紫方面 南ヶ丘最寄

きてみん！大野城

大野城女性の会

男女平等社会の実現を
推進する「チーム F」

パパママちかっぱ応援団

ままいる

ふくおか県翼の会大野城

大野城共生ネットワーク

l女性会議大野城支部

家族みんなで家事！楽々セミナー
～バタバタしない食事の準備・家族みんなでお金の話～
　福岡友の会会員

不登校の子どもたちに寄り添う
～わたしたちにもできること～
　長阿彌 幹生（教育文化研究所代表）

こころとからだに傷をつけるデートDVについて
　髙木 里美（NPO法人福岡ジェンダー研究所理事）

くらしの中の憲法を知る その2（条例）
　横田 耕一（九州大学名誉教授）

ママパパ応援講座
～子どもが自主的に動きたくなる言葉の掛け方～
　吉村 伊織（WACS代表）
男女共同参画社会の実現に向けて
　梶原 日出男
　（保健医療経営大学非常勤講師）、他

コミュニケーションを高め効果的な会議を行う力を学ぶ
　松木 治子（福岡県男女共同参画センター情報支援課職員）

クオータ制って何 ?～女性の政治参画をすすめるために～
　大谷 史子（NPO法人ジェンダー平等福岡市民の会理事）

転んでも立ち上がる！骨太な子どものココロの育て方
　太刀山 美樹（㈱MIKI・ファニット代表取締役）

10:00～12:00

託児



7 アテナ　2017年 1月号　

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/

図書館へゆこう!! 2017年

ぴよぴよのへや
（0歳児・妊婦対象）
1月17日

よちよちのへや
（1～2歳児対象）
1月10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　
1月14日

幼児対象　    

1 月 7日・21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）

小田浦公園
（月の浦４丁目）

 

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

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

16日
30日

17日
31日

23日

5日
19日

10日
24日

6日
20日

13日
27日

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。

移動図書館「わくわく号」巡回日程表
1月の巡回

1月 19日 ( 木 )～31日 ( 火 )

◆高畠 純講演会
「絵本をおもしろく、絵本のなぞをみてみよう」
動物たちのユーモアあふれる姿を数多く描かれている絵本作
家・高畠 純氏による講演会です。
 【日時】1月 29日（日）13:30～ 15:00
 【会場】小ホール（2階）   【定員】100名（要申込）
 【対象】小学生以上 ※未就学児の入場はできません。
 ※1月6日（金）10:00より図書館カウンター・電話にて受付開始。

◆高畠 純ワークショップ
「ぼくの、わたしのどうぶつえんづくり」
動物の絵を描いて、どうぶつえんをつくろう！
 【日時】1月 29日（日）10:00～ 12:00
 【会場】303会議室（3階）  【定員】20組 40名（要申込）
 【対象】5歳以上の子どもと保護者
　　　（小学生以上は1人参加も可能）
 ※1月 6日（金）10:00より図書館カウンター・電話にて受付開始。

◆豆本作りワークショップ「本格製本・豆ノート作り」
 【日時】1月22日（日）①10:00～12:00 ②14:00～16:00
 【会場】303会議室（3階）  【定員】各回10名（要申込）
 【対象】中学生以上
 【講師】かわばた たつや（豆えほん作家・イラストレーター）
 ※1月5日（木）10:00より図書館カウンター・電話にて受付開始。

◆赤ちゃんと布のえほんであそぼう
わらべうたや布のえほんを使った、赤ちゃん（0・1・2歳児）
向けのおはなし会です。
 【日時】1月 24日（火）①10:00～10:45 ②11:00～11:45
 【会場】和会議室（2階）
 【定員】各回20組40名（要申込）
 ※1月6日（金）10:00より図書館カウンター・電話にて受付開始。
 
◆わくわくおはなしまつり
わくわくおはなし会の拡大版！人形劇やパネルシアターな
ど、いつもとはちょっとちがうスペシャルなおはなし会です。
 【日時】1月 28日（土）15:00～16:00
 【会場】303会議室（3階）　
 【対象】3歳以上

◆第21回まどかぴあ読書感想画コンクール入賞作品展示
応募作品の中から選ばれた力作を、ぜひご覧ください。
 【日程】1月 21日（土）～27日（金）
 【会場】ギャラリーモール（1階）

◆布のえほん&エプロンシアター展示
ボランティアのみなさんが作った、布のえほんやエプロンシ
アターを展示します。実際にさわって遊んでみてください。
 【日程】1月 19日（木）～31日（火）
 【会場】おはなしのへや（図書館内）

◆館内特集「宝さがしの旅にでよう」
 【日程】1月 19日（木）～31日（火） 
 【場所】図書館内新刊コーナー横

図書館・市内小学校・文庫などで子どもと本に関わるボランティアをしている
方や児童書に興味のある方を対象とした講演会です。ぜひご参加ください。

すべて入場無料

「子どもと読書」講演会
「絵本の扉の向こう側 そしてまど・みちおさんのこと」

まだまだ寒い冬が続きますね。
図書館では楽しいおはなし会が
皆さんをお待ちしています。

講師 : 松田 素子（編集者・作家）

【日時】2月 18日（土）13:30～15:30　
【会場】小ホール（2階）
【定員】100名（要申込）
※1月10日（火）10:00より図書館カウンター・
　電話・FAXにて受付開始。



日付 イベント ページ

1月のチケット情報・募集申込情報

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
12月6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 「Dear ダニー 君へのうた」＜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

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５回 「音・音楽の活用法」
講師：宮本 幸（精華女子短期大学 幼児保育学科 講師）
●一般500円、スプリングメイト会員無料 ●14:00

伊藤京子ピアノコンサート
モーツァルトとベートーヴェン～神童と楽聖の人生が語るもの～
●1,000円、高校生以下無料、スプリングメイト会員無料（要申込）
※未就学児入場不可 ●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

日付 イベント

1/14
（土）

1/22
（日）

2/5
（日）

第21回 くらしのうつりかわり展
●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 )
※1/9( 月・祝 )13:00～15:00 おやつ付き (無料 ) 昔遊び大会 開催
●入場無料●9:00～ 17:00

史跡のまちの“生”歴史ドラマ  演劇公演 「岩屋城の戦い」
1586年、現在の太宰府四王寺山中腹で行われた西国一の玉砕戦を演劇で
再現します。●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 ●13:00

2/12
（日）

3/20
（月・祝）

1/15
（日）

第18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
※出場受付は終了しました。

ミリカシアター 「海よりもまだ深く」
2016年 /117分 /日本
●施設利用料：前売ペア500円、一般300円 ●①10:00②14:00

史跡のまちの音楽隊Vol.3 ウィンターコンサート♪
演奏：浜 まゆみ ( マリンバ )・高見 信行 ( トランペット )・新居 由佳梨（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

「つくし紫」文化塾2016
柳原白蓮の〈戦後〉～九州再訪と平和運動～
講師：井上 洋子（福岡県人権啓発情報センター館長・文学者）
●一般1,000円、ペア1,500円、高校生以下無料（要入場券） ●14:00

1/21
（土）

2/5
（日）

1/5（木）～
3/12（日）

P2

P2

P5

P4

P4

ページ

つくし お隣さん情報 1月まどかぴあのイベントスケジュール

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

年末年始：12月28日（水）～平成29年1月4日（水）
まどかぴあ休館日 :1月 18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。（10か月～就学前まで）　　

1人1回3OO円 定員有り

託児 要連絡

※参加日の1週間前まで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。

育休カフェ＆トーク男女

託児
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交通アクセス

7（土）・21（土）

14（土）、28（土）

28（土）

28（土）
2/25（土）

P7図書 わくわくおはなし会（幼児対象）

P7図書 わくわくおはなし会（小学生以上対象）

P7図書 豆本作りワークショップ 「本格製本・豆ノート作り」

P7

P7

図書 おひざでだっこ ぴよぴよのへや（0歳児対象）

図書 図書館へゆこう !! 2017年

P7

P7

P5

P5

P2

P7

P7

P7

P7

P7

P7

図書 赤ちゃんと布のえほんであそぼう

図書 わくわくおはなしまつり

図書 高畠 純講演会

図書 豆本作りワークショップ「本格製本・豆ノート作り」　受付開始

図書 高畠 純講演会　受付開始

図書 高畠 純ワークショップ　受付開始

図書 赤ちゃんと布のえほんであそぼう　受付開始

図書 高畠 純ワークショップ

平成28年度歴史講座「ちくし見聞録」
「山岳信仰と経塚」
講師：山村 信榮（太宰府市教育委員会） ●入場無料（要事前申込） ●10:00

音楽の楽しみ方講座
Enjoy!! 和楽器 新春を寿ぐ 邦楽のひびき
東京を中心に活躍する女流演奏家七人が演奏し楽器や楽曲の解説をします
●会場：筑紫野市生涯学習センター
●一般1,000円、大学生以下500円 ●13:30

1/22
（日）

2/11
（土・祝）

10（火）
～2/14（火） エクセル入門 生涯

13（金）
～2/17（金） エクセル活用

シネマランド「幸せをつかむ歌」

生涯

親子で毛糸のポシェットを作ろう生涯

11（水）

12（木）

19（木）

16（月）

9（月・祝）

深夜放送同窓会Part７　実行委員募集開始

P5短期講座　受付開始生涯

パソコン講座　受付開始生涯

毎週金・土曜日 パパ・ママのための読書タイム男女

5（木）

6（金）

P7

P4

P4

P4

図書 おひざでだっこ よちよちのへや　（1～2歳児対象）10（火）

17（火）

19（木）
～31（火）

14（土）

24（火）

27（金）

26（木）

25（水）
2/22（水）

21（土）

文芸

おとなの楽校5時間目文芸

ティータイムコンサート　Vol.244文芸

ティータイムスペシャルコンサート VOL.7
友の会発売

ティータイムスペシャルコンサート VOL.7
一般発売

文芸
第10回大野城まどかぴあ市民企画事業
企画募集開始文芸

文芸

文芸

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」文芸

22（日）

29（日）

12月号
掲載託児

12月号
掲載

12月号
掲載

男女共同参画カルタ大会　　男女 12月号
掲載

12月号
掲載

託児

託児

託児

託児

託児

くらしの書　生涯

中国茶を楽しみましょう生涯
12月号
掲載託児

12月号
掲載託児

初めてさんも挑戦！
ステキなアクセサリー　生涯 12月号

掲載

9月号
掲載

託児

シェイプアップ・ピラティス生涯

おうちで簡単エスニック料理生涯

託児

託児

託児
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