
・ティータイムスペシャルコンサートVol.7　チケット発売中！
・短期講座　受講生募集！ 
・今から始める男の教養セミナー　受講生募集！
・第21回まどかぴあ読書感想画コンクール 入賞者発表！
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大野城まどかぴあ 情報誌
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大野城まどかぴあ
開館20周年記念
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くらしの書

おてがるクッキング

０から始める英会話

基礎から始める陶芸

リトミック～音であそぼう

親子のハンドワーク
（3歳～就学前）

NEW!

NEW!

NEW! NEW!

平成29年度定期講座（1年間・6ヵ月間） 
受講生募集 !! 



託児友の会

先行
車イス

ティータイムスペシャルコンサートVol.7（vol.246）
「95strings 春のおとずれ～和と洋の調べ～」
  

      

0から始める英会話
第2・4木曜日（月2回） 10:30～12:00
 

親子のハンドワーク（3歳～就学前）
第2・4土曜日（月2回） 10:00～12:00

くらしの書
第2・4火曜日（月2回）
10:00～11:30

リトミック～音であそぼう
第2・4木曜日（月2回） （0～1歳）10:00～10:40
　　　　　　　　　　　  （2歳～）  11:00～11:40

2アテナ　2017年 2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。

チケット
取扱い

●まどかぴあ総合案内
●ローソンチケット（Ｌコード：82428）

チケット
発売中

平成29年度4月開講 定期講座（1年間・6ヵ月間）受講生募集スタート！
4月から始まる定期講座（1年間・6ヵ月間）の受講生を募集します。

【時　　間】14:00開演 /13:30開場
【会　　場】小ホール（2階）全席自由　
【料　　金】 一般 800円（当日1,000円）※未就学児入場不可
【出　　演】95strings
　　　　　　安田 勝竜（津軽三味線）
　　　　　　藤松 純子（ヴァイオリン）
　　　　　　夏川 由紀乃（ピアノ）
【予定曲目】津軽じょんがら節、黒田節、愛の讃歌、
　　　　　チャルダッシュ  ほか
 

MUSIC

3月11日
（土）

申込結果は、全員に通知します。
申込者が一定数に満たない場合は、
講座を中止することがあります。
詳しくは「受講生募集」または
ホームページをご覧ください。

申込方法 注意事項

指定の申込用紙に必要事項をご記入
のうえ、ハガキ・ＦＡＸ・窓口にてご
提出ください。
※申込用紙は「受講生募集」・ホームペー
　ジに掲載中です。

2月14日（火）必着　　
申込者が募集人数を超えた場合は抽選
します。2月22日（水）以降、定員に空
きがある講座は電話・窓口にて先着順
受付となります。

受講生から要望の多かった講座が新しくスタート！！

＜1年間講座＞

基礎の基礎から始めます。発音やアクセントを丁寧に
練習して、通じやすい英語を身につけましょう。
英語を使う機会をちりば
めた、英語のゲームや歌な
ども交えながらの楽しい
レッスンです。

日々の慌ただしい時間の中、少しだけ子どもと一緒に
ゆったりとした気持ちで、モノ
づくりをしてみませんか。季節
を感じながら、絵や小物づくり
を楽しみ、たくさんの親子の宝
物を生みだしてください。

手書き文字には活字では伝え
きれない温かみがあります。
美しい文字を書くコツを覚
え、日常のくらしの中で、ペン
や筆ペンを気軽に使えるよう
になりましょう。

津軽三味線の重厚で迫力ある音色と洋楽器のヴァイオ
リンとピアノによる軽やかな音色が合わさり、地方民
謡から耳馴染みのポピュラー曲まで、聴き応え満点の
ステージをお届けします！

感性豊かな乳幼児期に、
音のシャワーをたくさん
浴びて、豊かな心の素地
を作りましょう。
リトミックは、すべての
芸術のための準備です。

安田 勝竜 藤松 純子 夏川 由紀乃

NEW!講座

申込期限

※平成29年４月１日時点

※平成29年４月１日時点



友の会
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託児友の会

先・割
車イス 託児友の会

特別
車イス

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」企画募集

〈応募スケジュール〉
■応募締切：2月24日（金）締切必着
■一次審査（書類審査）結果通知：3月上旬
■二次審査（面接・プレゼンテーション）：3月25日（土）
■最終結果通知：3月末頃

3 アテナ　2017年 2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

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」”の企画を現在募
集中です。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。詳細は応募要項をご覧くだ
さい。（まどかぴあホームページにも掲載しています。）

ジョイントコンサート本番に向けて、先月から大野城市民吹奏
楽団と参加中学生による合同練習が始まりました。中学校や年
齢の垣根を越え結成された、『特別メンバー』によるジョイント
コンサート。ぜひ、ご期待ください♪

【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

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1会場
〈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（最大可動席300席）
     【期間】7月10日（月）～7月16日（日）

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」

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が必要です。
　　　　※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）

チケット
取扱い

チケット
発売中 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）

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

PLAY

2月5日
（日）

〈主催〉ちくし朝倉子ども劇場連絡会

1月26日
（木）
MUSIC

～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2017

【時間】14:30開演／14:00開場
【会場】大ホール（1階） 全席自由
【料金】無料／要整理券（お一人様４枚まで）
※３月18日（土）10:00より、まどかぴあ総合案内にて配布開始
※予定枚数になり次第終了

MUSIC

4月23日
（日）

 

「北の津軽 南のシマ唄
＝三味の響き＝」

第４回採択事業 第7回採択事業 第8回採択事業

 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～」

「大野城円演劇祭」

託児 車イス

博多座 市民半額観劇会 
博多座４月公演「細雪」が半額で観劇できます。
【出 演 者】賀来 千香子、水野 真紀、紫吹 淳ほか
【日　　時】4/12（水）11:00、4/13（木）16:00、
　　　　　4/14（金）11:00、4/15（土）16:00、
　　　　　4/16（日）16:00、4/18（火）16:00 
【料　　金】7,000円（通常14,000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】2月 23日（木）消印有効
　　　　　 ※当選者のみ通知（2月28日発送予定）
【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）
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シネマランド
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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

CINEMA

3 月11日
（土）

2月23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

繁華街の路地裏でマスターが営む小さな食堂。クセありワケあ
りの人たちがマスターの作る料理に舌鼓をうちながら、涙と笑
いに満ちたドラマを繰り広げていく…

2014年 /日本 /119分
「深夜食堂」

【出　演】岩松 知宏（ギター）、高橋 俊伎（サクソフォン）
【時　間】12:15～12:45
【会　場】ギャラリーモール（1階） 入場無料

◯愛のテーマ ～初恋
  ～ニューシネマ・
　  パラダイス

◯アヴェ・マリア

◯リベル・タンゴ 他

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

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」

ティータイムコンサート vol.245ティータイムコンサート vol.245 ♪♪ ♬
♬

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！
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。
演劇や音楽、映画などがお好きな方、何かチャレンジし
てみたい方、新しいことを始めたい方など理由や経験は
問いません。ぜひ私たちと一緒に、まどかぴあを盛り上
げてください。

まどかぴあ文化芸術振興課の自主事業をお手伝いしていただくボランティアメンバーのことです。
ホールでの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、公演終了後の片付けなどの
お手伝いをお願いします。

サポーターバンク
ぐるぐるとは？

♦応募資格
　18歳以上（高校生不可）
♦申込方法
　所定の申込用紙にてお申し込みください。館内に設置、もしく
　はホームページからもダウンロードできます。
　お申込・お問合わせは、まどかぴあ文化芸術振興課まで。

シネマランドのボランティア“シ
ネマモニター”の皆さんと選ぶ
『シネマモニター企画』。今回は料
理を通して人との絆を描いた心
あたたまる映画を選びました。

「美味しいものを食べたくなる映画」

シネマモニター企画

監督：松岡 錠司　出演：小林 薫 ほか

夫の愛情を取り戻すために腕をふるった弁当が、違う男性に誤
配達されていた。空っぽの弁当箱を見て喜ぶイラだったが、夫
の反応がないことを不審に思い、翌日弁当に手紙を忍ばせる…

2013年 /インド・フランス・ドイツ合作 /104分 /字幕版

「めぐり逢わせのお弁当」

監督：リテーシュ・バトラ　出演：イルファン・カーン ほか

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
エリカと出会う。何とも言えぬ不思議な魅力を持つ彼女との交
流が、兄弟の穏やかな生活変化をもたらしていく…
「しあわせのパン」の三島 有紀子監督が、北海道を舞台に描いた
ヒューマンドラマ。

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）

【時間】

監督：三島 有紀子　出演：大泉 洋、染谷 将太 ほか

時間 上映作品　

深夜食堂

深夜食堂
めぐり逢わせのお弁当

10:00
14:00
18:00

上映スケジュール（各回30分前開場）

岩松 知宏　　　　　　高橋 俊伎

※3月はティータイムスペシャルコンサート（有料）を開催するため、通常のコンサート（第４木曜日）はございません。

© 2015安倍夜郎･小学館／映画「深夜食堂」製作委員会

© AKFPL, ARTE France Cinema, ASAP Films, Dar Motion Pictures, NFDC, Rohfilm-2013

演奏曲目（予定）



短期講座

★定期講座発表会のお知らせ★

※イメージ

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

味噌と甘酒づくり
託児

【日　程】2月 23日（木） 
【時　間】10:00～13:00
【定　員】18名　

【受講料】1,000円
【材料費】1,300円
【講　師】川田 幸子

無添加の麹と大豆を使って味噌を作ります。また、米
麹で甘酒を作り、発酵食品の特性を学びます。やさし
い食べ物で内側からきれいになりましょう。

定期講座（1年間・6か月間）の発表会を開催します。
皆さまお誘い合わせのうえ、ぜひご来館ください。
【日時】 3 月 18日（土）、19日（日）10:00～ 16:00
【会場】大野城まどかぴあ館内
【内容】展示、体験、販売、（19日のみ）ステージ発表
〈参加予定講座〉
茶道、華道、絵画、写真、陶芸、俳句、書道、表装、ステンドグラス、
カルトナージュ、デコパージュ、ソープカービング、押し花、純
銀粘土アクセサリー、パッチワーク、編み物、薬膳料理、前結び
着付け、ダンス、バレエ、ギター、フルート、オカリナ、歌 など

【日　程】3月 18日（土）  
【時　間】13:00～14:00
【定　員】10名
【講　師】藤井 淑恵、Naeema
             （ベリーダンスインストラクター）

ベリーダンス

アテナ　2017年 2月号　

茶懐石―雛のころの点心膳

【日　程】3月 2日（木）  
【時　間】10:30～14:00 
【定　員】18名              

【受講料】1,000円        
【材料費】1,600円
【講　師】村上 二三
           （料理研究家）              

好みのコーヒーの探し方（午前／午後）
託児

【日　程】3月 7日（火）
【時　間】（午前）10:00～12:00 
　　　　  （午後）14:00～16:00
【講　師】後藤 直紀（豆香洞コーヒーオーナー）

【定　員】各16名　　　
【受講料】各1,000円　　　
【材料費】各500円

8種類以上のコーヒーを飲み比べて、好みの味とお口
に合ったコーヒーを探しましょう。いずれかの時間帯
をお選びください。

向　付　さよりと独活の桜花あえ 土佐酢
椀盛り　菱形しんじょ 清し汁仕立て
預け鉢　大根信田巻煮 梅生麩 菊菜 炊き合わせ
進　肴　芹とのし梅の胡麻和え
　飯　　手まりずし ふくさずし
香のもの    　　　　　
※材料の都合で、内容は変更になる場合があります。

＜献立＞

広告協賛欄

旬の食材を使って、おもてなしの
心を学びます。

無料体験講座
ボディワーク～男性のための体操～

【日　程】3月 18日（土）   【時間】14:00～15:00 
【定　員】8名
【講　師】小濱 邦子（予防医学指導士）

年齢を問わずに無理なくできる
ゆっくりとした動きです。日頃の
疲れのリセット、心身の自己管理、
運動不足の解消に。

アラブの独特なリズムや曲に合わせて楽しく踊ってみ
ませんか？ダンス経験、年齢問わず楽しめますので、お
気軽にご参加ください。

※昨年度の発表会の様子

　

2月 8 日（水）9:00受付開始
受付先：生涯学習センター電話・窓口（先着順）



あなたとわたしのための元気塾 特別講座
これからの人生デザインを考えるトークショー

今から始める男の教養セミナー 
　～第2の人生を
　　ステキに！豊かに！～

ヘルシーエクササイズ講座 再就職チャレンジ講座
～なりたい自分をめざして 本気でパソコン！本気で就職！～

1

2

3

4

日時回 会場 内容

3月12日（日）
10:00~11:30

303会議室
（3階）

男性復権 !
　男性ホルモンのヒ・ミ・ツ
　柳瀬 敏彦
　（福岡大学内分泌・糖尿病内科教授）

3月 18日（土）
13:30~15:00

301会議室
（3階）

306会議室
（3階）

自分と家族のしあわせのために
　男性介護者100万人へのエール
　津止 正敏（立命館大学産業社会学部教授）

男の洋食
　デザートまで作ってみよう！
　熊丸 杏美（料理研究家）

今から準備！
　家族にやさしい介護のキホン
　田上 美里
　（麻生医療福祉専門学校福岡校非常勤講師）

調理実習室
（2階）

3月25日（土）
10:00~13:00

3月 29日（水）
10:00～12:00

 「私らしく生きるために」
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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
 

【定　　員】30名
【受 講 料】無料（ただし、3回目は材料費
               1,000円程度が必要です）
【対　　象】概ね50歳以上の男性
【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

※年間一括募集となります　
【期　間】4月13日（木）～平成30年2月22日（木）全20回
【時　間】<昼の部>13:30～15:00
　　　　<夜の部>19:00～20:30
【講　師】<昼の部>藤 像救子、船越 光子
　　　　　　　　　　 （日本健康体操連盟）
　　　　<夜の部>土井 孝子（日本健康体操連盟）
【内　容】ソフトジム（ゴムボール）を使った運動、
　　　　ソフトエアロビクス、ヨガなど
【定　員】昼の部・夜の部ともに70名
　　　　（申し込み多数の場合は抽選）
【受講料】5,000円 ※講座開始後の返金はいたしません。
　　　　※ソフトジム（ゴムボール）をお持ちでない方は、
　　　　　  別途代金1,200円が必要。

【会　場】多目的ホール（１階）

【期　間】全期間4月17日（月）～7月13日（木）
　　　　 ※全25回　主に火・金曜日
　　　　   〈パソコン実技〉4月18日（火）～7月3日（月）
　　　　   〈検定日〉7月4日（火）・6日（木）・7日（金）
　　　　   〈再就職準備講話〉4月17日（月）・
                                       7月11日（火）・13日（木）【時　間】9:30～12:00
【講　師】竹中 ひとみ（有限会社アキラ企画）、他
【対　象】結婚・育児を理由に退職し、再就職を希望する女性
【会　場】202会議室（2階）、306会議室（3階）
【定　員】20名（申し込み多数の場合は抽選）
【受講料】11,000円（テキスト代含む）
　　　　※講座開始後の返金は致しません。
　　　　※大野城市内在住・在勤で、生活保護・児童扶養手当
　　　　　等を受給している方を対象に、受講料免除制度が
　　　　　あります。詳しくはお問い合わせください。

【日　　時】2月 21日（火）13:30～ 15:30
【会　　場】多目的ホール（1階）      【受講料】無料
【定　　員】100名（先着順）
コーディネーター：和栗 百恵（福岡女子大学 国際文理学部 准教授）
ロールモデル：竹下 真由（竹下製菓株式会社　代表取締役社長）
　　　　　　　高山 博子（太宰府天満宮 権禰宜（ごんねぎ））
【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

セカンドライフをもっと楽しく、元気で、充実させる
ためのヒントを学ぶセミナーです。
どうぞお気軽にご参加ください。

楽しく体を動かしてリフレッシュしましょう！
再就職を本気でめざす女性のためのスキルアップ講座です！
なりたい自分をめざして、まずは資格取得にチャレンジしま
しょう。

誰もが伸びやかに暮らす社会
をめざして、これからの人生の
デザインについて考えてみま
せんか。女性が活き活きと活躍
するための秘訣を、道を拓き未
来を創っている 3名の女性に
お話していただきます。

託児

託児

託児
託児

【申込方法】
2月 2日（木）10:00より電話・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
受付開始。
【申込期限】
3月 10日（金）必着
※体験・見学を2/23、3/2、3/9に実施します。
ご希望の方はお申し出ください。

【決定通知】
申込者全員に3月下旬ごろ、ハガキでお知らせします。

【申込方法】
2月2日（木）10:00より電話・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
受付開始
【申込期限】3月 22日（水）必着
【決定通知】申込者全員に文書でお知らせします。

※女性の就業支援のため託児は無料です。
　受講決定後4月10日（月）までにお申し込みください。
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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/

第21回まどかぴあ読書感想画
コンクール入賞者発表！

「子どもと読書」講演会

ぴよぴよのへや
（0歳児・妊婦対象）
2月7日・21日

よちよちのへや
（1～2歳児対象）
2月14日 ・28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　
2月 11日 ・25日

幼児対象　    

2 月 4 日・18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

13日
27日

6日
20日

14日
28日

2日
16日

7日
21日

3日
17日

10日
24日

9日
23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
2月の巡回

【日　　時】2月 18日（土）13:30～15:30　
【会　　場】小ホール（2階）
【定　　員】100名
【申込方法】図書館カウンター・電話にて受付中

本を読んで心に浮かんだ風景や感情を 1 枚の絵に表現
する読書感想画。772点におよぶ応募作品の中から、昨
年11月に行われた津田 三朗氏（彫刻家）と安河内 俊
明氏（画家）による審査の結果、最優秀賞には山口 沙織
さんの『どしゃぶりのひに』が選ばれました。入賞者は下
記のみなさんです。おめでとうございます！
（順不同・敬称略）

子どもと読書に関心のある方を対象とした講演会で
す。詩人まど・みちおさんについてや人気絵本が生ま
れるまでのエピソードをお話しいただきます。

●最優秀賞
山口 沙織
（月の浦小学校4年）
『どしゃぶりのひに』

●優秀賞
［幼児の部］
池浦 壮宥（大野南保育所）『こんた、バスでおつかい』
土性 奈央（筒井保育所）『うみにぽっかりくじらじま』
西堀 友彩（南ヶ丘保育園）『三びきのやぎのがらがらどん』

［低学年の部］
楠原 蓮仁（大野小学校2年）『スイミー』
田中 秀磨（大野北小学校2年）『海底二万マイル』
鹿子木 葵（阿志岐小学校2年）［画塾］『はなさかじいさん』

［高学年の部］
川上 流音（大野北小学校4年）『かぐやひめ』
山下 亜咲（春日小学校4年）[画塾 ]『ガリバー旅行記』
中村 莉子（のぞみが丘小学校5年）［画塾］『にげだしたひげ』

●優良賞
［幼児の部］
山﨑 亮（大野北保育所）『とうさんはタツノオトシゴ』
星野 颯（平野保育園）『11ぴきのねこ』
柳池 雄介（大野東幼稚園）『じぶんだけのいろ』
岡本 立喜（大野幼稚園）『恐竜たちの大脱出』
樋口 碧杜（水城保育園）『としょかんライオン』

［低学年の部］
福川 もも香（大野南小学校1年）『メイシーちゃんのバス』
松永 怜旺（大利小学校1年）『ライオンとネズミ』
衛藤 日和（平野小学校1年）
『かえってきたまほうのじどうはんばいき』

山口 智輝（月の浦小学校2年）『わたし、くわがた』
中尾 洸太 (大野小学校3年 )［まどかぴあ子ども美術教室］
『ちか100かいだてのいえ』

［高学年の部］
古賀 優美子（大野北小学校4年）『かぐやひめ』
吉良 玲那（大利小学校4年）『注文の多い料理店』
戸髙 里彩（二日市小学校4年）『泣き虫な妹』
林 柊耶（春日小学校5年）『エルマーと16ぴきのりゅう』
雪竹 悠希（大野南小学校4年）[画塾 ]『うしとトッケビ』

講師：松田 素子（編集者・作家）

「絵本の扉の向こう側 
そしてまど・みちおさんのこと ～編集の現場から～」



日付 イベント ページ

2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
1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）

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

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

16th 春日ジュニアドラマセミナー発表公演「花とヴァンパイア」
●作・演出：後藤香 ●300円 ※3歳以上有料 ●18日 19:00、19日 14:00

ふれぶん音楽大学 第６回 「音楽家の不思議」
講師：古賀 幹敏（活水女子大学音楽学部准教授）
●一般500円、スプリングメイト会員無料 ●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

日付 イベント

2/5
（日）

3/19
（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 )
●入場無料●9:00～ 17:00

ルミナスフェスタ2017
～ステージ発表・フリーマーケットほか～
10:00～男女共同参画講演会「変わってしまった女と変わりたくない男」
●主催・場所：男女共同参画推進センタールミナス（TEL 925-5404）/
体育センター ●入場無料 ●10:00～16:00

2/5
（日）

3/20
（月・祝）

第18回　那珂川町音楽祭「吹奏楽の祭」
●入場無料 ●14:00

3/19
（日）

那珂川町少年少女合唱団第4回定期演奏会
●500円　全席自由 ●14:00

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：一般300円 、前売ペア500円 ●①10:00②14:00

筑紫野市文化協会　第32回文化祭2017
作品展示／2～5日 10:00～17:00 ※5日は16:00まで
舞台発表・お茶席／5日9:30～16:00
●入場無料（茶席は300円）

「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

3/12
（日）

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

2/5
（日）

開催中～
3/12（日）

P2

P3

P6

P6

P5

ページ

つくし お隣さん情報 2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

まどかぴあ休館日のお知らせ 2月 1日（水）、15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。

地域女性リーダー育成講座
2期生活動発表男女

託児
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原
日
春

線
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大
神
天
鉄
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線
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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

4（土）

11（土）
25（土）

4（土）
18（土）

11（土）

25（土）

わくわくおはなし会（幼児対象）

わくわくおはなし会（小学生以上対象）

P7

P7

図書 おひざでだっこ ぴよぴよのへや　（0歳児対象）

P4

P3

P6

P5

P4

味噌と甘酒づくり

2/11
（土・祝）

3/2（木）
～5（日）

2/18（土）
19（日）

やさしいバレエストレッチ生涯

8（水）

2（木）

24（金）

10（金）

～14（火）

再就職チャレンジ講座　受付開始

深夜放送同窓会Part７ 実行委員募集締切

ヘルシーエクササイズ講座　受付開始

毎週金・土曜日 パパ・ママのための読書タイム男女

転んでも立ち上がる！
骨太な子どものココロの育て方男女

男女

男女

クオータ制って何？
～女性の政治参画をすすめるために～男女

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男女

男女共同参画社会の実現に向けて

こころとからだに傷をつける
デートDVについて

くらしの中の憲法を知る その２（条例）

男女

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～男女

アスカーラ「男女共同参画」　　    
小中学生図画ポスター・標語コンクール展示男女

男女

男女

アスカーラ「男女共同参画」小中学生
図画ポスター・標語コンクール表彰式男女

P7

P3

図書

図書

P7

P7

図書 おひざでだっこ よちよちのへや　（1～2歳児対象）

図書「子どもと読書」講演会

14（火）
 28（火）

7（火）
 21（火）

14（火）
～3/14（火）

14（火）

16（木）
17（金）

24（金）
～3/17（金）

21（火）

27（月）

18（土）
～3/5（日）

18（土）

23（木）

9（木）

シネマランド「ぶどうのなみだ」文芸

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～男女

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～男女

創作歌舞伎「牛若丸」
併演「歌舞伎の楽しさ」文芸

ティータイムコンサート　Vol.245文芸

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」文芸

短期講座・発表会無料体験講座　受付開始

第10回大野城まどかぴあ市民企画事業
企画募集締切

文芸

4月開講　定期講座　申込必着

文芸

19（日）

5（日） 1月号
掲載
1月号
掲載

1月号
掲載

あなたとわたしのための元気塾 特別講座男女

9月号
掲載

1月号
掲載

1月号
掲載

1月号
掲載

1月号
掲載

1月号
掲載

1月号
掲載

1月号
掲載

1月号
掲載

1月号
掲載

1月号
掲載

簡単で楽しいパステルアート生涯

初心者さんでも作れる
アイシングクッキー生涯

1月号
掲載

1月号
掲載

1月号
掲載

1月号
掲載
11月号
掲載

おさらいするパソコン生涯

生涯

生涯

生涯

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

6（月）
～3/13（月）

6（月）

エクセル活用生涯

貯まる人の貯蓄術！
他では聞けないナイショの話生涯

1月号
掲載託児

託児

託児

託児

託児

託児

託児
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