
世代を超えた名曲の数々に、あの頃の記憶がよみがえる。
世代を超えた名曲の数々に、あの頃の記憶がよみがえる。もう一度、聴

きたかったあの曲がきっとあるはず…もう一度、聴
きたかったあの曲がきっとあるはず…

坂田おさむ＆めぐみ 井上あずみ＆ゆーゆ

＜日時＞平成 29年6月17日（土）14時開演
＜会場＞大ホール [全席指定 ]

おしりかじり虫
にも会えるよ！

◯C  NHK
◯C  NHK/うるまでるび

～親・子・孫、3世代におくる、歌のきずな～

・定期講座発表会　開催！
・「みんなのうたコンサート」開催決定！
・アスカーラまつりを開催します！
・雑誌スポンサー募集中！　

※

ア
テ
ナ
と
は
、ギ
リ
シ
ャ
神
話
の
知
恵
と
芸
術
と
戦
術
の
女
神※掲載記事は2月7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
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定期講座発表会
定期講座受講生による作品展示・販売・体験・ステージ発表を開催します。
【会場】まどかぴあ1階・２階

展　示 18日（土）・19日（日） 10:00～16:00
華道（新池坊・フラワーアレンジメント）、楽しい押し花、はじめてのフ
ラワーアレンジメント、季節を楽しむフラワーアレンジメント、水彩
画、洋画入門、やってみよう！絵画、基本デッサン、はがきの絵と字、水墨
画、写真（実践）、写真（技術）、大人の絵画教室、やきもの、基礎から始める
陶芸、表装、純銀粘土アクセサリー、デコパージュ、ステンドグラス、やさ
しいソープカービング、カルトナージュ、薬膳料理、パッチワーク、パッ
チワークキルト、編み物、着物リメイク、ビーズとフリーメタリコのア
クセサリー、四季を詠む俳句、親しむ書道、ペン実用書道、初歩からの前
結び着付け、写経、ＴＡＯエナジー 気づきの体操、子どものクラシック
バレエ、子どもお習字、子ども美術教室

ステージ 19日（日） 10:30～15:05（終演予定）
始めてみよう英会話、初歩からの前結び着付け、太極拳、楽しくやさし
い健康フラ、ハワイアンフラ、優雅にベリーダンス、エジプシャンベ
リーダンス、ギターのＡＢＣ、楽しいオカリナ、楽しいフルート、沖縄
の音色～やさしい三線～、みんなで歌いましょう！！、楽しく歌おう、
子どものクラシックバレエ、ジュニアバレエ、ストリートダンス

販　売
18日（土） 10:00～
茶道（大日本茶道学会）お茶会 茶席券：200円

19日（日） 10:00～ 季節を楽しむフラワーアレンジメント
　　　　　　11:00～ 茶道（裏千家）お茶会 茶席券：200円  
18日（土）・19日（日） 10:00～
楽しい押し花、ステンドグラス、純銀粘土アクセサリー、やさしいソー
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、パッチワーク、パッチワークキルト、編み物

※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。

※なくなり次第終了

体　験
18日（土）13:00～14:00
   　　　　　　ベリーダンス 無料（要事前申込）
　　　　　 14:00～15:00
　　　　　　  ボディワーク～男性のための体操～ 無料（要事前申込）

19日（日）10:00～
　　　　　　  季節を楽しむフラワーアレンジメント
                    「ミニブーケ」材料費：600円

                11:40～12:10
                    太極拳 無料（先着6名）

18日（土）・19日（日） 10:00～
楽しい押し花「ミニ額作品」材料費：200円
やさしいソープカービング「石鹸デコ」材料費：500円
カルトナージュ「A5サイズのバインダー」材料費：600円～
ステンドグラス「サンキャッチャー」材料費：500円
デコパージュ「マグネット」材料費：500円
ビーズとフリーメタリコのアクセサリー「ネックレス」材料費：600円

※材料がなくなり次第終了

お問い合わせ・申込先　   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）

【申込方法】所定の申込書に必要事項をご記入のうえ、提出してください。
　　　　　申込書、募集要項は3月1日からまどかぴあ総合案内で配布
　　　　　します。また、ホームページからのダウンロードもできます。
【受付期間】3月1日（水）～21日（火）
　　　　　※直接持参の場合は平日9:00～17:00のみ受付
　　　　　※郵送の場合は21日必着

季節を楽しむフラワー
アレンジメント

楽しい押し花 やさしいソープカービング カルトナージュ

ステンドグラス デコパージュ ビーズとフリーメタリコのアクセサリー

大野城まどかぴあ第三者事業評価委員会委員を募集します

2アテナ　2017年 3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。

EVENT

3月18日（土）
19日（日）

大野城まどかぴあが実施する各種事業を第三
者による公正な評価を行うことによって、事
業内容の改善等を図り、効率性及び市民ニー
ズに沿った事業展開をすることを目的とした
「大野城まどかぴあ第三者事業評価委員会」を
設置します。これに伴い、その委員を募集しま
す。詳しい内容は募集要項をご覧ください。

学習室の利用に関するご案内 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・祝日及び大野城市立
　小・中学校の春休み・夏休み・
　冬休み期間（休館日を除く）
●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



友の会

先・割
車イス

みんなのうたコンサート
託児友の会

先・割
車イス

共催：一般社団法人福岡県退職教職員協会

◯C  NHK/うるまでるび

3 アテナ　2017年 3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

1961 年に放送スタートした「ＮＨＫみんなのうた」。これまでに放送したおよそ 1,400 曲の中か
ら、『日本の名曲100選』に選ばれた名曲や番組のホームページリクエスト上位曲などから厳選して
お届けします。懐かしいうたと映像、心温まるトークを、3世代そろってどうぞお楽しみください。

公募で集まった 74 名の中学生たちと大野城市民吹奏楽団による、ジョ
イントコンサート♪この日だけの特別メンバーで、サウンドをお届けい
たします。来月の本番に向けて、一生懸命練習しています！中学生の元気
でフレッシュなサウンドを、ぜひお聴きください。

チケット
取扱い

チケット発売日
  友の会 4月   3 日（月）
一　般 4月 10日（月）
両日とも10:00～

●まどかぴあ総合案内
●ローソンチケット
●チケットぴあ

MUSIC

6月17日
（土）

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配布を終了いたします。

MUSIC

4月23日
（日）

開催決定！

【時間】14:00開演 /13:30開場
【会場】大ホール（1階） 全席指定
【料金】一般 2,300円 　中学生以下 1,000円（当日は各500円UP）
      　親子ペア 3,000円（前売のみ /友の会割引適用外）

坂田おさむ＆めぐみ

※去年の様子

井上あずみ＆ゆーゆ おしりかじり虫

託児友の会

先・割
車イス

託児 車イス

【時　間】14:00開演／13:30開場
【会　場】小ホール
【授業料】各回500円（当日800円）

託児：各回の公演日
　　　8日前17:00が
　　　締切です

チケット
取扱い

チケット発売日
友の会4月13日（木）
一　般4月20日（木）
両日とも10:00～

●まどかぴあ
　総合案内

まどかぴあ市民大学　おとなの楽校の平成 29 年度ラインナップが決定し
ました！
「海と水族館のひみつ」、「口腔ケアについて」、「知ると役立つ消費者とお店の
関係」、「日本を代表する新旧文学者の作品について」など、今回も幅広い分野
から楽しい授業をお届けします。毎年、「前売完売」続出の好評企画ですので、
ぜひ全時間まとめ買いをオススメします！どうぞご期待ください。　

※日程及び講師などは変更になる可能性があります。

１時間目

２時間目

３時間目

４時間目

7月15日（土） 中村 雅之
（マリンワールド海の中道館長）

海と水族館のひみつに迫る授業
「水族館の舞台裏～不思議な海の世界～」

消費者目線を磨く授業「マーケティングって何だろう？
～企業の戦略を知ってみよう～」

習慣づけたい口腔ケアの授業
「口から始める健康づくり」

文学から時代の動きを知る授業
「夏目漱石と村上春樹」

内藤 徹
（福岡歯科大学教授）

佐藤 正弘
（西南学院大学商学部准教授）

生野 文治
（NHK「ためしてがってん」元ナレーター）

岡野 進
（元九州大学言語文化研究院教授）

9月 16日（土）

11月18日（土）

1月20日（土）

講　師日　程 テーマ

※まどかぴあ総合案内のみ取扱い
※3歳以上有料。但し3歳未満でも座席利用の場合はチケット要。

平成30年
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シネマランド

アテナ　2017年 3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）

3月11日
（土）

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。マスターの料理
に舌鼓をうちながら、クセありワケありの人たちが繰り広げる
人情ドラマ。

2014年 /日本 /119分
「深夜食堂」

【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1000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

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

♪

♬

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』
今回は食べものを通して交流を描
いた、心温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、高岡 早紀 ほか

インドで広く利用されている実在の弁当配達システムを題材
に、弁当の誤配達がもたらした男女の出会いと心のふれあいを
描いたヒューマンドラマ。

大野城市のいろいろな記録を募集する『大野城
なんでもランキング』。今年度の新しい記録が登
録されました。これまでの記録保持者の一覧を
ホームページに公開中です。是非ご覧ください。

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

4月8日
（土）

梅が岡高校に赴任してきたばかりの高校教師・千鶴。学生時代から
オーケストラでバイオリンを弾いていた彼女は、地元の文化会館で
聴いたアマチュアオーケストラの演奏に感銘を受け入団を決意す
る。しかし、この町には２つのアマチュアオーケストラがあり、彼女
は文化会館で聴いた楽団ではなく、老人ばかりの素人楽団へ入団し
てしまう。若者の入団を喜ぶメンバーを前に、勘違いで入団したこと
を言えなかった彼女は、成りゆきから指揮者を務めることになり…。

 2016年 /119分 /日本
「オケ老人！」

①10:00～11:59
②14:00～15:59
③18:00～19:59
（各回30分前開場）

【時間】

監督：細川 徹　出演：杏、笹野 高史、坂口 健太郎 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）

© 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

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

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！

平成28年度「大野城なんでもランキング」結果発表 平成28年度「大野城なんでもランキング」結果発表 お知らせ　

大野城まどかぴあ へお知らせ（新着情報）検　索

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

安田 勝竜 藤松 純子 夏川 由紀乃

託児友の会

先・割
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～」
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～」

完売御礼
※当日券については、
　お問合わせください。 



短期講座

※イメージ

※イメージ

※調理例

＜献立＞※材料の都合で内容を変更する場合があります。
・三つ葉入りだし巻き卵

・えび団子のぶぶあられ揚げ

・鶏肉とパプリカの黒酢照り煮

※イメージ

・春キャベツのコールスロー

・いんげんのおかか和え

・黒米ごはん

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

託児

託児

託児

手軽に誰でも使えるスマートフォンで
撮るいつもの写真を、人に見せたくなっ
ちゃうようなワンランク上の可愛くて
オシャレな写真にするコツ教えます！

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。 

テーブルで気軽に茶道を楽しみませんか。自分でお
茶を点てられるようになって、自宅でも楽しみま
しょう。流派は問わずご参加ください。

アテナ　2017年 3月号　

なかよし家族のベビーマッサージ

【日　程】4月 8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（スマイルベビー協会代表）

テーブルで気軽に茶道

【日　程】4月 17日（月） 【時　間】10:00～12:00
【定　員】12名
【受講料】1,100円　　  【材料費】400円
【講　師】粟山 啓子

楽しく顔を動かし、たるみ、ほうれい線
にアプローチ。お顔の血行が良くなり艶
やかなお肌に導きます。表情豊かになっ
て若々しい笑顔になりましょう。

顔ヨガ

【日　程】4月 26日（水） 【時　間】10:30～12:00
【定　員】18名
【受講料】1,000円
【講　師】陣内 ちはる（フェイスエクササイズ講師）

託児

託児

キッチンでベーコンを作ろう

【日　程】4月 22日（土） 【時　間】10:00～13:00
【定　員】18名
【受講料】1,000円　　  【材料費】1,200円
【講　師】西原 礼二（燻製工房　燻香代表）

春の行楽弁当を作ろう！

【日　程】4月 25日（火）  【時　間】10:00~13:30
【定　員】16名
【受講料】1,000円         【材料費】1,500円
【講　師】松尾 麻衣子（旬菜料理教室　La Felice 主宰）

素敵なスマートフォン写真の撮り方

【日　程】4月14日（金） 【時　間】10:00～12:00
【定　員】12名　　　　  【受講料】1,100円
【講　師】長野 由里江（Piece Photo Design 代表）

3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）

最初は誰でも初心者 !!
一緒に楽しく踊ろう。

Shiny ★KIDSダンス

【日　程】4月13日（木）     【時間】17:30～18:30　
【定　員】16名  　
【受講料】1,000円　　　   【対象】小学生 　
【講　師】瀬戸嶋 里美 (Shiny☆Girl 主宰）

手軽にできる本格的でおい
しいベーコンの作り方を教
えます！このベーコンを
使った、パスタやシチュー
などに幅広く利用できる本
格トマトソースも作り、手作
りピザにして試食しましょう。 

GW のお出かけや
お子さんの運動会
に美味しい行楽弁
当を作りませんか。
味・見た目・栄養
バランスのポイン
トや下準備の仕方、
美味しそうに見える詰め方のコツなども
丁寧にお伝えします。



みんな集合！！ アスカーラまつり

市民グループ活動支援事業
平成29年度募集説明会を開催します！

男女共同参画条例制定記念講演会
仕事も！家庭も！活き活きと　
～ワーク・ライフ・バランスの
　　　　　　　取組みについて～（仮題）

あなたとわたしのための元気塾

4月8日
（土）
EVENT

平成29年度ボランティア・実行委員説明会

【日時】4月 12日（水）13:30～ 15:30
【会場】306会議室（3階）
【内容】平成29年度募集要項の説明、平成28年度に実施した
　　　グループ・団体のノウハウや成果の発表、交流会。

【日時】4月 29日（土）13:30～15:30
【会場】多目的ホール（1階）
【講師】遠藤 雄二（九州大学大学院准教授）、他
【定員】100名　　【受講料】無料

毎年恒例の元気塾を開催します！詳細は4月号に掲載します。

第1回

5月20日（土）

第2回

6月3日（土）

第3回

7月1日（土）

6アテナ　2017年 3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
 

10:00～　　　 　ドキドキつかみどり（情報交流ひろば3階）※なくなり次第終了

10:00～14:00　大野城子ども劇場こども市（302、303、304会議室）

10:30～11:30　うきうき工作体験（情報交流ひろば3階）

10:30～15:30　アスカーラマルシェ（301会議室）

10:00～16:00　市民団体によるバザー（ギャラリーモール1階）
　　　　　　　　 ※商品がなくなり次第終了。

11:00～13:00　みんなDE遊ぼう（アクティブルーム3階）

11:30～15:00　わくわくカフェ（情報交流ひろば3階）

◇写真でつづるアスカーラの一年（ギャラリーモール１階、情報交流ひろば3階）

◇壁新聞「ほっぷ」の一年（アスカーラギャラリー3階）

◇新聞掲示物「窓」の一年（ギャラリーモール1階）

今年も恒例のアスカーラまつりを
開催します！
かわいい子どもたちの笑顔がいっ
ぱいで、多くの市民の皆さんにご利
用いただいているアスカーラにあ
なたも遊びに来ませんか。いろんな
世代の方に楽しんでいただける内
容でお待ちしています！

地域で活動する市民グループ・団体が、企画・運営・実施する男
女共同参画社会に関する事業（講演会、講座、ワークショップ、展
示会）を今年も募集します。説明会に参加して、アイデアやひらめ
きをカタチにしませんか。まどかぴあがみなさんの舞台です！ 女性が出産をしても働き続けられる会社とは？

男性が家事や育児にも積極的に参画できる会社
とは？ワーク・ライフ・バランスの取組みに力
を入れている企業の方に、誰もが活き活きと働
くことができる社会をめざして取り組んできた
ことをお話していただきます。

男女平等推進センターの事業や運営のサポートをしていただく実行委員・ボランティアスタッフの募集説明会を行い
ます。経験・性別・お住まい関係なく、興味のある方はどなたでもお気軽にご参加ください。

イベントのご案内

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

日　時 会　場 説明会内容

4月10日（月）13:30～

託児

託児

託児

託児

事前申込不要

3月 22日（水）11:00～

アクティブルーム（3階）

アクティブルーム（3階）

大野城市男女共生講座実行委員会

男女平等推進センターサポーター
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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11回 図書館子どもまつり

ぴよぴよのへや（0歳児・妊婦対象）
3月7日・21日

よちよちのへや（1～2歳児対象）
3月14日 ・28日

としょかんのおはなし会

「雑誌スポンサー」を
募集しています。

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　
3月 11日 ・25日

幼児対象　    

3 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

14日
28日

2日
16日
30日

7日
21日

3日
17日
31日

10日
24日

9日
23日

※大雨などの悪天候の際には運休・もしくは公用車で運行をする
　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

３月の巡回

【日時】4月22日（土）10:00～ 15:00
【会場】 特設  子どもまつり会場（3階）

うきうきこうさくひろば
布工作や紙工作が楽しめます。
【会場】303会議室（3階）

わくわくおはなしひろば
赤ちゃん向けから小学生向けまで合計4回のおはな
し会のリレーです。エプロンシアターの実演もありま
す。
【会場】301会議室（3階）

まどかぴあ図書館では、平成 28 年 4 月より雑誌スポ
ンサー制度を導入しています。社会貢献活動の一環や広
告媒体として雑誌スポンサーを活用してみませんか？
募集要項などの詳細は図書館 HP に掲載しております
ので、ぜひご覧ください。

おはなし会や工作など、楽しい
イベントがもりだくさん！
すべて入場無料です。
ぜひ、まどかぴあへあそびにきてください。

だんだんとあたたかくなり、
春らしい季節になってきました。
図書館のおはなし会にも
ぜひ来てくださいね。

話題の本や好きな作家の本、
「こんな本を持ってきて欲しい」
など、お気軽にご要望ください。

予告
～子ども読書の日記念事業～

協力：おはなしの会「わくわく」
　　　おはなしの会「おひざでだっこ」
　　　布の絵本製作の会「ちくちく」　（順不同）



日付 イベント ページ

3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
2月7日現在（その後の変更につきましては、ご容赦ください）

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

土曜シアター 「ペット」 ＜日本語吹替版＞
●施設利用料1枚300円、6枚綴り1,500円 ●①10:00②14:00

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

3/25
（土）

春日市少年少女合唱団 第 21回定期演奏会
4/1（土）よりチケット発売 ●500円※３歳以上有料 ●14:00

4/30
（日）

3/5
（日）

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

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

夢野久作と杉山３代研究会 第 5回研究大会
二日間の研究発表のほか11日は江戸川乱歩賞受賞・佐藤究氏による
基調講演も。　●場所：筑紫野市生涯学習センター ●各日500円 
●11日 13:40/12日 10:00

ルミナスフェスタ2017 
～ステージ発表・展示・飲食バザー・フリーマーケット・体験コーナー～
主催・場所：男女共同参画推進センタールミナス（TEL925-5404）／
体育センター ●入場無料 ●10:00～16:00 
●10:00 講演会「変わってしまった女と変わりたくない男」 
　　　　  講師：三浦清一郎 
 

平成28年度那珂川町まちの底力応援補助金事業
～想いをつむぐ～第6回「夢文化祭」
～子どもの村東北支援・熊本城復興支援～
●入場無料 ●12:30～16:10

3/19
（日）

平成28年度ミリカ文化・健康サークル受講生文化祭
●入場無料 ●作品展9:00～17:00、
舞台発表11（土）・12（日）13:00～16:00（予定）

那珂川町少年少女合唱団 第 4回定期演奏会
第一部 合唱ステージ、第二部 ミュージカル「アニー」
●全席自由500円 ●14:00

筑紫野市文化協会 第 32回文化祭2017
2日～4日：絵画・書道・華道などの作品展示10:00～17:00
5日：舞台発表とお茶席（300円）9:30～16:00、
　　　作品展示10:00～16:00
お問合せ先：090-3666-1286（田中） ●入場無料（茶席は有料）

3/12
（日）

開催中～
3/12（日）

P3

P5

ページ

つくし お隣さん情報 3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 
3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。

託児
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大野城
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駅
原
木
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日
春
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大
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鉄
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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

11（土）
25（土）

18（土）
19（日）

毎週金・土曜日

18（土）
25（土）

4（土）
18（土）

11（土）

18（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

P4

3/2（木）
～5（日）

3/11（土）
12（日）

3/8（水）
～12（日）

8（水）

P7図書

図書

P7

P2

図書 おひざでだっこ よちよちのへや　（1～2歳児対象）
14（火）
 28（火）

7（火）
 21（火）

7（火）

2（木）

まどかぴあシネマランド
①深夜食堂
②めぐり逢わせのお弁当

文芸

ティータイムスペシャルコンサート
Vol.7文芸

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　整理券配布開始文芸

女性のための起業支援セミナー男女

パパ・ママのための読書タイム男女

2月号
掲載茶懐石―雛のころの点心膳生涯

生涯

2月号
掲載

12月号
掲載

9月号
掲載

好みのコーヒーの探し方（午前／午後）生涯

平成28年度定期講座発表会生涯

託児

託児

託児

託児

12（日）
～29（水） 今から始める男の教養セミナー男女 2月号

掲載
託児

託児

   

-

今なら初期費用無料キャ
ンペーン中！

今なら初期費用無料キャ
ンペーン中！

青い看板が目印！↑青い看板が目印！↑

住所：大野城市白木原 2-8-3 白木原交番横！
↑

白木原交番横！月額
3,000 円～

白木原交番横！月額
3,000 円～
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