
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
4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） 日付 イベント

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

ふれぶん音楽大学
第１回 「ベートーヴェンの『第九』をどう聴くか」
●一般500円、スプリングメイト会員無料 ●14:00

5/28
（日）

5/28
（日）

笑門来福ふれあい寄席 ～社会人落語家共演会～
全国で活躍する社会人落語家が持ち前の話芸を存分に披露！
抱腹絶倒、間違いなし！笑う門には福来る！
●500円 ●15:00

土曜シアター 「ブリッジ・オブ・スパイ」＜字幕版＞
●施設利用料1枚300円、2枚セット500円 ●①10:00 ②14:00

5/20
（土）

ページ

つくし お隣さん情報 5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 
5月 8日（月）
　  17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

2（火）
16（火）

9（火）
23（火）

9（火）
～6/27（火）

10（水）
24（水）
31（水）

11（木）
25（木）

おひざでだっこ ぴよぴよのへや　
（0歳児対象）

P7

P7

図書

図書

わくわくおはなし会（幼児対象）

P4

（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

古代大宰府と管内諸国展
国府、戸籍、税などを通して、その管内支配の実像に迫ります。
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

開催中
～7/17( 月・祝 )

第２１回 ふれあい文化祭（後期） 
定期利用している団体の活動成果作品展です。
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

5/2（火）
～26（金）

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

野田愛子＆イグナツ･リシェツキ　デュオリサイタル　
シカゴ交響楽団ヴァイオリニスト野田愛子とポーランド出身ピアニスト
のイグナツ･リシェツキによる珠玉のハーモニー
●一般 1,000円、ペア1,500円、大学生以下500円 ※5/8一般発売
●14:00

「プロデューサーズ2017」企画募集！
企画を実現するチャンスです ! 応募方法など、お気軽にお問合せください。
応募資格：筑紫野市に在住、在学、在勤の方を１人以上含む団体または個人

募集期間
5/8（月）

～6/30（金）

7/9
（日）

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

6/18
（日）

7/29
（土）

「夏川りみと京フィルコンサート」
●4,000円 ※5/6 一般発売 ●18:30

平成29年度ミリカ文化講演
茂木健一郎講演会「脳と挑戦～人生が輝く脳力の磨き方～」
●2,000円 ●14:00

ご存知 ! ど素人田舎芝居
劇団「やまもも」第30回記念公演～乱れ星 荒神山～
●1,000円  ●13:00

6/4
（日）

P7図書

お裁縫の基本～小さな刺しゅう編～

P7

P4

図書 わくわくおはなし会（小学生以上対象）

22（月）
～6/26（月）

13（土）
27（土）

6（土）
20（土）

13（土）

16（火）
～7/18（火）

18（木）
～6/22（木）

25（木）

おひざでだっこ よちよちのへや　
（1～2歳児対象）

シネマランド
「シェフ　三ツ星フードトラック始めました」

4月号
掲載

4月号
掲載

4月号
掲載

4月号
掲載

4月号
掲載

アート書道生涯

エクセル実践・初級（夜）生涯

20（土）

文芸

4月号
掲載

4月号
掲載

HP
掲載

あなたとわたしのための元気塾
第1回

やさしいバレエストレッチ生涯

小さな水彩画生涯

生涯

託児

託児

託児

託児

託児

託児

ティータイムコンサート Vol.248

毎週金 ·土曜日 パパ · ママのための読書タイム男女

男女

託児

託児

19（金）
～6/23（金）

4月号
掲載ワード初級生涯

ワード初級生涯

託児

日付 イベント ページ

5月のチケット情報・募集申込情報

P5

1（月）

10（水） 短期講座　受付開始生涯

パソコン講座　受付開始生涯 P5

文芸

大野城まどかぴあ 情報誌

～つどい ふれあい はばたく～

VOL.251
20175アテナアテナ

＜演出・脚色＞

宮本 亜門

※

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4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）

・深夜放送同窓会Part7　開催決定！
・短期講座＆パソコン講座　受講生募集！
・ご確認ください　託児のご案内
・ご存知ですか？移動図書館車わくわく号

P2

P5

P6

P7

親子のためのファミリー・ミュージカル

【日時】　8月20日（日）14時開演（13時30分開場）
【会場】　大ホール　全席指定

「ピノキオ または、白雪姫の悲劇」



友の会

先・割
車イス

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

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。

23 アテナ　2017年 5月号　　 アテナ　2017年 5月号　

文化芸術振興

1961年の放送スタートから５０年以上も愛され続けている「NHKみんなのうた」のコンサート。これまでに放送され
てきた、およそ1,400曲から“手のひらを太陽に”や“山口さんちのツトム君”、そして“コンピューターおばあちゃん”な
ど世代を超えた名曲の数々に、あの頃の記憶がよみがえります。思わず口ずさみたくなる名曲をステージと一緒に、ご家
族そろってどうぞお楽しみください。

MUSIC

6月17日
（土）

坂田おさむ＆めぐみ 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

【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　3,500円
　　　子ども（4歳以上高校生以下）　1,500円
　　　※3歳以下入場不可

勉強と努力が嫌いなピノキオは、丸太からピノキオを作った
ジェペット爺さんのもとを抜け出してしまいます。いたずら大
好きのピノキオに、まわりの人はてんてこまい。ピノキオは本
当の子どもになれるのでしょうか・・・？

1時間目

筑紫地区公立文化施設研究協議会共同事業

つくし☆おとなり さ・ん・ぽ

【参 加 館】 ●筑紫野市文化会館
●春日市ふれあい文化センター
●大野城まどかぴあ
●プラム・カルコア太宰府
●ミリカローデン那珂川

【対象事業】●シネマランド／5～11月
●おとなの楽校／1～3時間目
●みんなのうたコンサート／6月17日（土）
●ピノキオ～または白雪姫の悲劇／8月20日（日）
●深夜放送同窓会Part7／9月10日（日）　等

※応募に関する詳細は応募用紙をご覧ください。　※半券は文化芸術振興担当が主催するイベントが対象となります。
※他館の対象イベントについては、各施設にお問い合わせください。

募集期間
5月1日（月）

～
11月30日（木）

締切

スタンプラリー

託児友の会

先・割
車イス

共催：一般財団法人福岡県退職教職員協会　後援：NHK福岡放送局

◯C  NHK/うるまでるび

●まどかぴあ総合案内
●ローソンチケット（Lコード：83347）
●チケットぴあ（Ｐコード：458-730）
●劇ナビ FUKUOKA（http://gekinavi.jp/）

チケット
取扱い

チケット発売日
友の会6月   8 日（木）
一　般6月15日（木）
両日とも10:00～

「ピノキオ または、白雪姫の悲劇」
世界中で愛されるお馴染みの「ピノキオ」をもとに作られた宮本亜門版ピノキオは、あらゆるおとぎ話のキャラクターが
次々と現れるとっても不思議なワンダーランド。色とりどりのオリジナル楽曲にのせて物語が綴られていく、ファンタ
ジックなミュージカルです。
子どもたち、また子どもの心を持った大人のみなさんもぜひ一緒にお楽しみください！

演出・脚本：宮本 亜門
出演：小此木 まり、池田 有希子、石鍋 多加史、
　　　治田 敦、西原 淳、岡田 誠　ほか

関連ワークショップを開催！

共催：一般財団法人福岡県退職教職員協会　　　助成：平成29年度文化庁劇場・音楽堂等活性化事業

親しみやすいテーマソングなどの曲を、舞台や
ミュージカルヴォイストレーナーなど第一線で
活躍するキャストの岡田誠と一緒に、発声方法
から学び歌います。ミュージカル歌唱のコツを
つかんで、公演で歌って盛り上げよう！

所定の用紙でまどかぴあ総合案内、もしくは郵送
でお申し込みください。
ワークショップ当日、チケットの確認をいたしま
す。忘れずにお持ちください。

ミュージカル・ワークショップ

「ピノキオを一緒に歌おう！」

★あらすじ★

深夜放送同窓会Part7

【時間】17:00開演（16:30開場）
【会場】大ホール
【料金】一般3,500円※未就学児入場不可

託児友の会

先・割
車イス

出演者等、詳しくは次号にて！どうぞご期待ください。

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：82456）
●チケットぴあ（Ｐコード：325‐887）
●劇ナビ FUKUOKA（http://gekinavi.jp/）

【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）
※3歳以上有料、ただし3歳未満でも座席利用の場合はチケット要。

親子のためのファミリー・ミュージカル

【日　　時】8月 19日（土）　13:00～ 15:00 予定
【講　　師】岡田 誠（キャスト）
【定　　員】20名程度　※応募者多数の場合は抽選となります。
【参加資格】小学生以上
　　　　　※公演チケットご購入の上、お申込みください。
【申込方法】

【申込期間】6月 8日（木）～7月31日（月）必着。
　　　　　※詳細はホームページ、またはチラシをご覧ください。

協賛企業：マックスバリュ九州㈱、会員制和食処「花のれん 別邸」、㈱GROW、㈱如水庵、㈱福岡中央銀行、ペリカン薬局 ファミリーガーデン大野城店

開催
決定

PLAY

8月20日
（日）

“楽しい”がいっぱいのミュージカル！
世界中から愛されているピノキオがまどかぴあに登場！

●まどかぴあ総合案内
●ローソンチケット
●チケットぴあ
●劇ナビ FUKUOKA

チケット
取扱い

チケット発売日
友の会6月12日（月）
一　般6月19日（月）
両日とも10:00～

MUSIC

9月10日
（日）

宮本 亜門

【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）

※未就学児入場不可

託児友の会

先・割
車イス

託児：各回の公演日
　　　8日前17:00が
　　　締切です

いよいよリニューアルオープンした「マリンワールド海の中道」のヒミツに迫
ります！水族館で働く飼育職員ならではのうれしい思いや苦労話。展示する生
物たちの収集や、そこで出会った生きものたち。おとなが聞いてもわくわくす
るような水族館の裏側をちょっとのぞいてみませんか？

1 時
間 目

海と水族館のひみつに迫る授業
「水族館の舞台裏～不思議な訪問者～」

中村 雅之
（マリンワールド海の中道館長）

チケット
取扱いチケット発売中 ●まどかぴあ

　総合案内

9月16日（土） 習慣づけたい口腔ケアの授業「口から始める健康づくり」
講師 内藤 徹 （福岡歯科大学・高齢者歯科学分野教授）

11月18日（土）
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～」
講師 佐藤 正弘 （西南学院大学商学部准教授）

平成30年
1月20日（土）

文学から時代の動きをみる授業「夏目漱石と村上春樹」
講師 岡野 進 （九州大学言語文化研究院元教授）
　　 生野 文治 （NHK「ためしてガッテン」ナレーター）

２
時
間
目
以
降
の
ラ
イ
ン
ナ
ッ
プ

TALK

7月15日
（土）

「つくし☆おとなり さ・ん・ぽ」スタンプラリーを開催します。
この機会に、ぜひ筑紫地区の公立文化施設をまわってみてください。 ～あなたと私・青春のかがやき～

講 

師

参加者募集



友の会

先・割
車イス

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

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。

23 アテナ　2017年 5月号　　 アテナ　2017年 5月号　

文化芸術振興

1961年の放送スタートから５０年以上も愛され続けている「NHKみんなのうた」のコンサート。これまでに放送され
てきた、およそ1,400曲から“手のひらを太陽に”や“山口さんちのツトム君”、そして“コンピューターおばあちゃん”な
ど世代を超えた名曲の数々に、あの頃の記憶がよみがえります。思わず口ずさみたくなる名曲をステージと一緒に、ご家
族そろってどうぞお楽しみください。

MUSIC

6月17日
（土）

坂田おさむ＆めぐみ 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

【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　3,500円
　　　子ども（4歳以上高校生以下）　1,500円
　　　※3歳以下入場不可

勉強と努力が嫌いなピノキオは、丸太からピノキオを作った
ジェペット爺さんのもとを抜け出してしまいます。いたずら大
好きのピノキオに、まわりの人はてんてこまい。ピノキオは本
当の子どもになれるのでしょうか・・・？

1時間目

筑紫地区公立文化施設研究協議会共同事業

つくし☆おとなり さ・ん・ぽ

【参 加 館】 ●筑紫野市文化会館
●春日市ふれあい文化センター
●大野城まどかぴあ
●プラム・カルコア太宰府
●ミリカローデン那珂川

【対象事業】●シネマランド／5～11月
●おとなの楽校／1～3時間目
●みんなのうたコンサート／6月17日（土）
●ピノキオ～または白雪姫の悲劇／8月20日（日）
●深夜放送同窓会Part7／9月10日（日）　等

※応募に関する詳細は応募用紙をご覧ください。　※半券は文化芸術振興担当が主催するイベントが対象となります。
※他館の対象イベントについては、各施設にお問い合わせください。

募集期間
5月1日（月）

～
11月30日（木）

締切

スタンプラリー

託児友の会

先・割
車イス

共催：一般財団法人福岡県退職教職員協会　後援：NHK福岡放送局

◯C  NHK/うるまでるび

●まどかぴあ総合案内
●ローソンチケット（Lコード：83347）
●チケットぴあ（Ｐコード：458-730）
●劇ナビ FUKUOKA（http://gekinavi.jp/）

チケット
取扱い

チケット発売日
友の会6月   8 日（木）
一　般6月15日（木）
両日とも10:00～

「ピノキオ または、白雪姫の悲劇」
世界中で愛されるお馴染みの「ピノキオ」をもとに作られた宮本亜門版ピノキオは、あらゆるおとぎ話のキャラクターが
次々と現れるとっても不思議なワンダーランド。色とりどりのオリジナル楽曲にのせて物語が綴られていく、ファンタ
ジックなミュージカルです。
子どもたち、また子どもの心を持った大人のみなさんもぜひ一緒にお楽しみください！

演出・脚本：宮本 亜門
出演：小此木 まり、池田 有希子、石鍋 多加史、
　　　治田 敦、西原 淳、岡田 誠　ほか

関連ワークショップを開催！

共催：一般財団法人福岡県退職教職員協会　　　助成：平成29年度文化庁劇場・音楽堂等活性化事業

親しみやすいテーマソングなどの曲を、舞台や
ミュージカルヴォイストレーナーなど第一線で
活躍するキャストの岡田誠と一緒に、発声方法
から学び歌います。ミュージカル歌唱のコツを
つかんで、公演で歌って盛り上げよう！

所定の用紙でまどかぴあ総合案内、もしくは郵送
でお申し込みください。
ワークショップ当日、チケットの確認をいたしま
す。忘れずにお持ちください。

ミュージカル・ワークショップ

「ピノキオを一緒に歌おう！」

★あらすじ★

深夜放送同窓会Part7

【時間】17:00開演（16:30開場）
【会場】大ホール
【料金】一般3,500円※未就学児入場不可

託児友の会

先・割
車イス

出演者等、詳しくは次号にて！どうぞご期待ください。

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：82456）
●チケットぴあ（Ｐコード：325‐887）
●劇ナビ FUKUOKA（http://gekinavi.jp/）

【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）
※3歳以上有料、ただし3歳未満でも座席利用の場合はチケット要。

親子のためのファミリー・ミュージカル

【日　　時】8月 19日（土）　13:00～ 15:00 予定
【講　　師】岡田 誠（キャスト）
【定　　員】20名程度　※応募者多数の場合は抽選となります。
【参加資格】小学生以上
　　　　　※公演チケットご購入の上、お申込みください。
【申込方法】

【申込期間】6月 8日（木）～7月31日（月）必着。
　　　　　※詳細はホームページ、またはチラシをご覧ください。

協賛企業：マックスバリュ九州㈱、会員制和食処「花のれん 別邸」、㈱GROW、㈱如水庵、㈱福岡中央銀行、ペリカン薬局 ファミリーガーデン大野城店

開催
決定

PLAY

8月20日
（日）

“楽しい”がいっぱいのミュージカル！
世界中から愛されているピノキオがまどかぴあに登場！

●まどかぴあ総合案内
●ローソンチケット
●チケットぴあ
●劇ナビ FUKUOKA

チケット
取扱い

チケット発売日
友の会6月12日（月）
一　般6月19日（月）
両日とも10:00～

MUSIC

9月10日
（日）

宮本 亜門

【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）

※未就学児入場不可

託児友の会

先・割
車イス

託児：各回の公演日
　　　8日前17:00が
　　　締切です

いよいよリニューアルオープンした「マリンワールド海の中道」のヒミツに迫
ります！水族館で働く飼育職員ならではのうれしい思いや苦労話。展示する生
物たちの収集や、そこで出会った生きものたち。おとなが聞いてもわくわくす
るような水族館の裏側をちょっとのぞいてみませんか？

1 時
間 目

海と水族館のひみつに迫る授業
「水族館の舞台裏～不思議な訪問者～」

中村 雅之
（マリンワールド海の中道館長）

チケット
取扱いチケット発売中 ●まどかぴあ

　総合案内

9月16日（土） 習慣づけたい口腔ケアの授業「口から始める健康づくり」
講師 内藤 徹 （福岡歯科大学・高齢者歯科学分野教授）

11月18日（土）
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～」
講師 佐藤 正弘 （西南学院大学商学部准教授）

平成30年
1月20日（土）

文学から時代の動きをみる授業「夏目漱石と村上春樹」
講師 岡野 進 （九州大学言語文化研究院元教授）
　　 生野 文治 （NHK「ためしてガッテン」ナレーター）

２
時
間
目
以
降
の
ラ
イ
ン
ナ
ッ
プ

TALK

7月15日
（土）

「つくし☆おとなり さ・ん・ぽ」スタンプラリーを開催します。
この機会に、ぜひ筑紫地区の公立文化施設をまわってみてください。 ～あなたと私・青春のかがやき～

講 

師

参加者募集



短期講座

　

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

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

生涯学習センター 開館時間／（月～土）9:00～ 20:00

お問い合わせ先  TEL （092）586-4020 / FAX (092)586-4021

45 アテナ　2017年 5月号　

生涯学習センター

  

託児

託児

クエン酸が豊富で夏バテに
効果があり、殺菌作用もあ
る梅干しの作り方を学びま
す。また、かき氷などに大活
躍の梅シロップも作りま
す。梅のパワーで暑い夏を
元気に過ごしましょう。

今年の旅行の計画はお済みでしょうか。講座では初めての方でも楽しめ
る、日本船で行くクルーズの旅の魅力をお話します。クルーズ船以外の旅
も提案させていただきますので、今後の参考にぜひどうぞ。

アテナ　2017年 5月号　

旅行への勧め

【日　程】6月 3日（土）
【時　間】10:00～11:30 【受講料】500円
【定　員】35名  【講　師】西鉄旅行㈱ みちくさセンター

梅しごと ～梅漬け・梅シロップ作り～

【日　程】6月 6日（火） 
【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

5月 10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）

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！
理由や経験は特に必要ありません。演劇や音楽、美術、映画などがお好きな方、ご登録をお待ちしています。

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!

【出　演】浦野 さやか（ファゴット）、越智 可奈子（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

5月25日
（木）
MUSIC

パソコン講座 5月1日（月）
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

エクセル短期集中①

【日　程】6月 3・17日（土）
【時　間】10:00～12:00 
　　　　  ※自習時間9:00～   
【受講料】3,200円
【教材費】400円
【対　象】エクセルの操作経験が

ある方
【講　師】藤田 志保

短期間で集中してエクセルのポイン
ト（関数・データベース・テーブル
機能・グラフ作成）を学びます。

エクセル短期集中②

【日　程】6月 10・24日（土）
【時　間】10:00～12:00 
　　　　  ※自習時間9:00～   
【受講料】3,200円
【教材費】400円
【対　象】エクセルの操作経験が

ある方
【講　師】藤田 志保

短期間で集中してエクセルのポイン
ト（関数・データベース・テーブル
機能・グラフ作成）を学びます。

エクセル実践・中級（夜）

【日　程】6月 29日、
7月6・13・20・27日、
8月3日（木）

【時　間】19:00～21:00 
　　　　  ※自習時間18:00～   
【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】竹中 ひとみ

基本的な表や関数をおさらいし、さらに
様々な関数（IF関数・VLOOKUP関数・
COUNTIF関数・SUMIF関数）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。仕事で役に立つ裏ワザな
ど、実践的なスキルを身につけましょう。

託児託児

※イメージ

託児

生年月日や名前の刻印を施し
た、本革のベビーシューズです。
誰でも作れる手軽さで、普段履
きに使えます。一生の記念に残
るプレゼントに、お手製のベ
ビーシューズはいかがでしょう
か。色はお選びいただけます。

ベビーシューズをつくろう

【日　程】6月12日（月）
【時　間】10:00～12:30    【定　員】6名
【受講料】2,000円             【材料費】6,000円
【講　師】阿久津 周平（靴のつくり手）

※作品見本

５月は、ファゴットとピアノによるコンサートをお届けします。
木管楽器の中では最低音を担当する、柔らかくて魅力的な
ファゴットの音色をお楽しみください。

●応募資格
18歳以上（高校生不可）、経験は問いません。
●申込方法
所定の申込用紙でお申し込みください。申込用紙は、館内設置もしくはホー
ムページからダウンロードできます。
詳しくは、まどかぴあ文化芸術振興課（TEL 092-586-4040／平日
9:00～17:00）までお問い合わせください。

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
ぎりや場内案内スタッフ、ティータイムコ
ンサートのＭＣ、公演終了後の後片付けな
どをお手伝いしていただきます。

ティータイムコンサート 
　　　　　　　　vol.248
ティータイムコンサート 
　　　　　　　　vol.248

♪♪
♬ ♬

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

※イメージ

サポーターバンクぐるぐるとは？

音楽を構成する３要素「メロディ」「リズム」「和声」のうち、「リズム」に
焦点を当てています。2拍子の行進曲や3拍子のワルツなど、リズム
が創り出すそれぞれの楽曲の雰囲気を、どうぞお楽しみください。

平成29年度のテーマ「リズム」

浦野 さやか
ファゴット ピアノ

越智 可奈子

演奏曲目（予定）

シネマランド
【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

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

6月10日
（土）

2013年／フランス／97分／字幕版

「最高の花婿」

①10:00～ 11:37
②14:00～ 15:37
③18:00～ 19:37
（各回30分前開場）

【時間】

監督：フィリップ ·ドゥ·ショーブロン
出演；クリスチャン ·クラビエ、シャンタル ·ロビー　ほか

ヴェルヌイユ夫妻には4人の娘がいたが、娘たちはアラブ人、ユダ
ヤ人、中国人と結婚し、様々な宗教儀式から食事のルールまで違
う異文化への驚きと気遣いに疲れていた。せめて末娘だけはフラ
ンス人と結婚してほしいと願っていたが、彼女が恋人として連れて
きたのはコートジボアール出身の黒人青年。一家は結婚に大反
対、そしてフランス人嫌いな彼の父も結婚に異を唱え始め…。

CINEMA

5月13日
（土） 2014年／115分／アメリカ／字幕版

「シェフ
三ツ星フードトラック始めました」

①10:00～ 11:55
②14:00～ 15:55
③18:00～ 19:55
（各回30分前開場）

【時間】

監督：ジョン ·ファヴロー
出演：ジョン ·ファヴロー、ソフィア · ベルガラ　ほか

ロサンゼルスの一流レストランで総料理長を務めるカールは、
口うるさいオーナーや自分の料理を酷評する評論家とケンカ
し、店を辞めてしまう。元妻の勧めで息子と故郷のマイアミを訪
れたカールは、キューバサンドイッチの美味しさを知り、これを
フードトラックで移動販売することを思いつく。

●荒城の月（滝 廉太郎）
※他数曲、日本の曲を演奏予定。
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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！
理由や経験は特に必要ありません。演劇や音楽、美術、映画などがお好きな方、ご登録をお待ちしています。

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!

【出　演】浦野 さやか（ファゴット）、越智 可奈子（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

5月25日
（木）
MUSIC

パソコン講座 5月1日（月）
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

エクセル短期集中①

【日　程】6月 3・17日（土）
【時　間】10:00～12:00 
　　　　  ※自習時間9:00～   
【受講料】3,200円
【教材費】400円
【対　象】エクセルの操作経験が

ある方
【講　師】藤田 志保

短期間で集中してエクセルのポイン
ト（関数・データベース・テーブル
機能・グラフ作成）を学びます。

エクセル短期集中②

【日　程】6月 10・24日（土）
【時　間】10:00～12:00 
　　　　  ※自習時間9:00～   
【受講料】3,200円
【教材費】400円
【対　象】エクセルの操作経験が

ある方
【講　師】藤田 志保

短期間で集中してエクセルのポイン
ト（関数・データベース・テーブル
機能・グラフ作成）を学びます。

エクセル実践・中級（夜）

【日　程】6月 29日、
7月6・13・20・27日、
8月3日（木）

【時　間】19:00～21:00 
　　　　  ※自習時間18:00～   
【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】竹中 ひとみ

基本的な表や関数をおさらいし、さらに
様々な関数（IF関数・VLOOKUP関数・
COUNTIF関数・SUMIF関数）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。仕事で役に立つ裏ワザな
ど、実践的なスキルを身につけましょう。

託児託児

※イメージ

託児

生年月日や名前の刻印を施し
た、本革のベビーシューズです。
誰でも作れる手軽さで、普段履
きに使えます。一生の記念に残
るプレゼントに、お手製のベ
ビーシューズはいかがでしょう
か。色はお選びいただけます。

ベビーシューズをつくろう

【日　程】6月12日（月）
【時　間】10:00～12:30    【定　員】6名
【受講料】2,000円             【材料費】6,000円
【講　師】阿久津 周平（靴のつくり手）

※作品見本

５月は、ファゴットとピアノによるコンサートをお届けします。
木管楽器の中では最低音を担当する、柔らかくて魅力的な
ファゴットの音色をお楽しみください。

●応募資格
18歳以上（高校生不可）、経験は問いません。
●申込方法
所定の申込用紙でお申し込みください。申込用紙は、館内設置もしくはホー
ムページからダウンロードできます。
詳しくは、まどかぴあ文化芸術振興課（TEL 092-586-4040／平日
9:00～17:00）までお問い合わせください。

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
ぎりや場内案内スタッフ、ティータイムコ
ンサートのＭＣ、公演終了後の後片付けな
どをお手伝いしていただきます。

ティータイムコンサート 
　　　　　　　　vol.248
ティータイムコンサート 
　　　　　　　　vol.248

♪♪
♬ ♬

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

※イメージ

サポーターバンクぐるぐるとは？

音楽を構成する３要素「メロディ」「リズム」「和声」のうち、「リズム」に
焦点を当てています。2拍子の行進曲や3拍子のワルツなど、リズム
が創り出すそれぞれの楽曲の雰囲気を、どうぞお楽しみください。

平成29年度のテーマ「リズム」

浦野 さやか
ファゴット ピアノ

越智 可奈子

演奏曲目（予定）

シネマランド
【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

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

6月10日
（土）

2013年／フランス／97分／字幕版

「最高の花婿」

①10:00～ 11:37
②14:00～ 15:37
③18:00～ 19:37
（各回30分前開場）

【時間】

監督：フィリップ ·ドゥ·ショーブロン
出演；クリスチャン ·クラビエ、シャンタル ·ロビー　ほか

ヴェルヌイユ夫妻には4人の娘がいたが、娘たちはアラブ人、ユダ
ヤ人、中国人と結婚し、様々な宗教儀式から食事のルールまで違
う異文化への驚きと気遣いに疲れていた。せめて末娘だけはフラ
ンス人と結婚してほしいと願っていたが、彼女が恋人として連れて
きたのはコートジボアール出身の黒人青年。一家は結婚に大反
対、そしてフランス人嫌いな彼の父も結婚に異を唱え始め…。

CINEMA

5月13日
（土） 2014年／115分／アメリカ／字幕版

「シェフ
三ツ星フードトラック始めました」

①10:00～ 11:55
②14:00～ 15:55
③18:00～ 19:55
（各回30分前開場）

【時間】

監督：ジョン ·ファヴロー
出演：ジョン ·ファヴロー、ソフィア · ベルガラ　ほか

ロサンゼルスの一流レストランで総料理長を務めるカールは、
口うるさいオーナーや自分の料理を酷評する評論家とケンカ
し、店を辞めてしまう。元妻の勧めで息子と故郷のマイアミを訪
れたカールは、キューバサンドイッチの美味しさを知り、これを
フードトラックで移動販売することを思いつく。

●荒城の月（滝 廉太郎）
※他数曲、日本の曲を演奏予定。



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

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/
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読み聞かせ
ボランティア入門講座

性別や年齢に関係なく、女性も男性も伸びやかに暮らす社会づくりに向けて学ぶ講座です。
受講料は無料です。ぜひご参加ください。

男女平等推進センターでは、毎月第 2・4 土曜日も総合
相談を受付けています。専任の女性相談員があなたの抱
えている問題や悩みについてお聴きし、問題解決に向けて
お手伝いします。電話または面接でご相談できます。
ぜひご活用ください。

誰もが過ごしやすい地域をつくるためには、性別にとらわれない“私らしい視点”が大切です。
自分らしい地域とのかかわり方について、考えてみましょう。
第３回目は、ワークショップ形式で講座をすすめます。

小学生向けの読み聞かせに興味をお持ちの方を対象と
した講座です。

託児

託児

広告協賛欄

  お知らせ  平成29年4月より、金曜日の巡回場所の一部を変更しております。
【東コミュニティセンター ⇒ 乙金公民館】

「男女の壁を越えて　～自分らしく過ごせる地域づくり～」

あなたとわたしのための元気塾

【日時】7月 1日（土） 10:00～12:00
【会場】301会議室（3階）　　　　【定員】40名
【講師】吉田 まりえ （九州の暮らし創造研究所　代表）

第３回

【相談専用電話】092-586-4035
【相談日時】月～金曜日　毎月第2・4土曜日

9時～17時
（年末年始・祝日・休館日はお休みです。）

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

・働く女性のマネープラン
・子どもが笑顔になる素敵なことば
・パパも活躍！男性の家事育児
・シニアライフを楽しもう！
・ワークライフバランスでいきいき社員　　など
※その他、開催テーマについてはご相談ください。

こんなテーマなどで開催できます！

アスカーラおでかけ教室を利用してみませんか？
地域や学校、グループ・サークル、職場の、男女共同参
画について「知りたい」、「学びたい」を応援します！

【対象】大野城市内在住か勤務・通学している5名以
　　　上のグループ・企業など
【講師】内容に応じて一緒に考えていきます。講師料               
　　　は無料です。材料費等は実施団体負担となり
　　　ます。
【会場】実施団体にて手配してください。
【申込】開催希望日1ヵ月前までに要申込。
※詳細についてはチラシ・ホームページをご覧ください。

アスカーラおでかけ教室 土曜日の総合相談のお知らせ

まどかぴあ託児のご案内

託児
【対象年齢】満10ヵ月～小学校就学前　　　　【料　　金】お子様1人1回につき300円
【場　　所】託児ルーム (2階 )

案内に託児マークがある講座・イベントに参加される際には、託児をご利用できます。
託児サポーター “ママ・ポケット” がお子様を大切にお預かりします。

～ご存知ですか？～　
移動図書館車『わくわく号』

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。

5月の巡回

※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。

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

乙金公民館

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

12日
26日

11日
25日

2日
16日
30日

9日
23日

1日
15日
29日

 22日

19日

18日

「わくわく号」は、約3,700冊を載せて、市内24カ所
のステーションを巡回している移動図書館車です。

●図書館の利用者カードで本を借りることができます。
●氏名・現住所・生年月日を確認できる証明書類
（免許証・保険証・学生証・名札など）があれ
ば、利用者カードを発行できます。
●わくわく号にない本もリクエストできます。
（※CD・コミックスはわくわく号での貸出不可）

ぴよぴよのへや
（0歳児・妊婦対象）
5月2日・16日

よちよちのへや
（1～2歳児対象）
5月9日・ 23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　
5月13日・27日

幼児対象　    

5 月 6日・20日

おひざでだっこ

わくわくおはなし会

新緑まぶしい季節です。
すがすがしい初夏の空気を楽しみつつ、
図書館まで遊びに来ませんか？

【時間】10:00～ 12:00（全4回）　
【講師】上村 篤子（やかまし文庫主宰）

永吉 由美子（おひさまおはなし会代表）※第2回のみ
【対象】小学生向け読み聞かせボランティアを始めて

3年以内であり、4回の講座全てに出席できる方。
【定員】30名　　　【受講料】無料
【申込方法】5月 1日（月）10:00より図書館カウンター・

電話・FAXにて受付開始。

内　　容日　程回

1

2

3

4

学校でのおはなし会の基本について

本の読み方(実習)
デモンストレーション
プログラムの立て方について
受講生によるプログラム作り

プログラム発表・講評

6月1日(木)

6月8日(木)

6月22日(木)

7月6日(木)

＜託児利用の手順＞
①まどかぴあの各窓口に設置している託児申込書にご記入のうえ、ご利用日の1週間前までに各イベント・講座担当へ提出してくださ
い。託児申込書は、ホームページからダウンロードすることもできます。
②ご利用当日、お子様を託児ルームに預けるときに託児利用券をお渡しください。託児利用券は、各窓口で販売しています。

☆おねがい☆
・お子様の体調のすぐれない場合は、事故防止・他のお子様への感染防止のため、お預かりできないことがあります。
・お子様の人数に合わせて託児サポーターの人数を決めています。お申し込み後のキャンセルは必ずご連絡ください。

吉田 まりえ

［講師プロフィール］
1997年より、市民参加型のまちづくりに関わる。
2004年から2009年まで福岡市ＮＰＯ・ボランティ
ア交流センター「あすみん」センター長を務める。
ファシリテーターとしてワークショップ等の企画・運
営を行い各種行政計画策定、公共施設・公園づくり、
地域活動団体の育成、イベント実施までを行う。
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　　　上のグループ・企業など
【講師】内容に応じて一緒に考えていきます。講師料               
　　　は無料です。材料費等は実施団体負担となり
　　　ます。
【会場】実施団体にて手配してください。
【申込】開催希望日1ヵ月前までに要申込。
※詳細についてはチラシ・ホームページをご覧ください。

アスカーラおでかけ教室 土曜日の総合相談のお知らせ

まどかぴあ託児のご案内

託児
【対象年齢】満10ヵ月～小学校就学前　　　　【料　　金】お子様1人1回につき300円
【場　　所】託児ルーム (2階 )

案内に託児マークがある講座・イベントに参加される際には、託児をご利用できます。
託児サポーター “ママ・ポケット” がお子様を大切にお預かりします。

～ご存知ですか？～　
移動図書館車『わくわく号』

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。

5月の巡回

※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。

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

乙金公民館

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

12日
26日

11日
25日

2日
16日
30日

9日
23日

1日
15日
29日

 22日

19日

18日

「わくわく号」は、約3,700冊を載せて、市内24カ所
のステーションを巡回している移動図書館車です。

●図書館の利用者カードで本を借りることができます。
●氏名・現住所・生年月日を確認できる証明書類
（免許証・保険証・学生証・名札など）があれ
ば、利用者カードを発行できます。
●わくわく号にない本もリクエストできます。
（※CD・コミックスはわくわく号での貸出不可）

ぴよぴよのへや
（0歳児・妊婦対象）
5月2日・16日

よちよちのへや
（1～2歳児対象）
5月9日・ 23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　
5月13日・27日

幼児対象　    

5 月 6日・20日

おひざでだっこ

わくわくおはなし会

新緑まぶしい季節です。
すがすがしい初夏の空気を楽しみつつ、
図書館まで遊びに来ませんか？

【時間】10:00～ 12:00（全4回）　
【講師】上村 篤子（やかまし文庫主宰）

永吉 由美子（おひさまおはなし会代表）※第2回のみ
【対象】小学生向け読み聞かせボランティアを始めて

3年以内であり、4回の講座全てに出席できる方。
【定員】30名　　　【受講料】無料
【申込方法】5月 1日（月）10:00より図書館カウンター・

電話・FAXにて受付開始。

内　　容日　程回

1

2

3

4

学校でのおはなし会の基本について

本の読み方(実習)
デモンストレーション
プログラムの立て方について
受講生によるプログラム作り

プログラム発表・講評

6月1日(木)

6月8日(木)

6月22日(木)

7月6日(木)

＜託児利用の手順＞
①まどかぴあの各窓口に設置している託児申込書にご記入のうえ、ご利用日の1週間前までに各イベント・講座担当へ提出してくださ
い。託児申込書は、ホームページからダウンロードすることもできます。
②ご利用当日、お子様を託児ルームに預けるときに託児利用券をお渡しください。託児利用券は、各窓口で販売しています。

☆おねがい☆
・お子様の体調のすぐれない場合は、事故防止・他のお子様への感染防止のため、お預かりできないことがあります。
・お子様の人数に合わせて託児サポーターの人数を決めています。お申し込み後のキャンセルは必ずご連絡ください。

吉田 まりえ

［講師プロフィール］
1997年より、市民参加型のまちづくりに関わる。
2004年から2009年まで福岡市ＮＰＯ・ボランティ
ア交流センター「あすみん」センター長を務める。
ファシリテーターとしてワークショップ等の企画・運
営を行い各種行政計画策定、公共施設・公園づくり、
地域活動団体の育成、イベント実施までを行う。



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
4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） 日付 イベント

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

ふれぶん音楽大学
第１回 「ベートーヴェンの『第九』をどう聴くか」
●一般500円、スプリングメイト会員無料 ●14:00

5/28
（日）

5/28
（日）

笑門来福ふれあい寄席 ～社会人落語家共演会～
全国で活躍する社会人落語家が持ち前の話芸を存分に披露！
抱腹絶倒、間違いなし！笑う門には福来る！
●500円 ●15:00

土曜シアター 「ブリッジ・オブ・スパイ」＜字幕版＞
●施設利用料1枚300円、2枚セット500円 ●①10:00 ②14:00

5/20
（土）

ページ

つくし お隣さん情報 5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 
5月 8日（月）
　  17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

8アテナ　2017年 5月号　
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大野城市役所●
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立体駐車場
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出入口

太宰府
インター

●
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交通アクセス

2（火）
16（火）

9（火）
23（火）

9（火）
～6/27（火）

10（水）
24（水）
31（水）

11（木）
25（木）

おひざでだっこ ぴよぴよのへや　
（0歳児対象）

P7

P7

図書

図書

わくわくおはなし会（幼児対象）

P4

（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

古代大宰府と管内諸国展
国府、戸籍、税などを通して、その管内支配の実像に迫ります。
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

開催中
～7/17( 月・祝 )

第２１回 ふれあい文化祭（後期） 
定期利用している団体の活動成果作品展です。
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

5/2（火）
～26（金）

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

野田愛子＆イグナツ･リシェツキ　デュオリサイタル　
シカゴ交響楽団ヴァイオリニスト野田愛子とポーランド出身ピアニスト
のイグナツ･リシェツキによる珠玉のハーモニー
●一般 1,000円、ペア1,500円、大学生以下500円 ※5/8一般発売
●14:00

「プロデューサーズ2017」企画募集！
企画を実現するチャンスです ! 応募方法など、お気軽にお問合せください。
応募資格：筑紫野市に在住、在学、在勤の方を１人以上含む団体または個人

募集期間
5/8（月）

～6/30（金）

7/9
（日）

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

6/18
（日）

7/29
（土）

「夏川りみと京フィルコンサート」
●4,000円 ※5/6 一般発売 ●18:30

平成29年度ミリカ文化講演
茂木健一郎講演会「脳と挑戦～人生が輝く脳力の磨き方～」
●2,000円 ●14:00

ご存知 ! ど素人田舎芝居
劇団「やまもも」第30回記念公演～乱れ星 荒神山～
●1,000円  ●13:00

6/4
（日）

P7図書

お裁縫の基本～小さな刺しゅう編～

P7

P4

図書 わくわくおはなし会（小学生以上対象）

22（月）
～6/26（月）

13（土）
27（土）

6（土）
20（土）

13（土）

16（火）
～7/18（火）

18（木）
～6/22（木）

25（木）

おひざでだっこ よちよちのへや　
（1～2歳児対象）

シネマランド
「シェフ　三ツ星フードトラック始めました」

4月号
掲載

4月号
掲載

4月号
掲載

4月号
掲載

4月号
掲載

アート書道生涯

エクセル実践・初級（夜）生涯

20（土）

文芸

4月号
掲載

4月号
掲載

HP
掲載

あなたとわたしのための元気塾
第1回

やさしいバレエストレッチ生涯

小さな水彩画生涯

生涯

託児

託児

託児

託児

託児

託児

ティータイムコンサート Vol.248

毎週金 ·土曜日 パパ · ママのための読書タイム男女

男女

託児

託児

19（金）
～6/23（金）

4月号
掲載ワード初級生涯

ワード初級生涯

託児

日付 イベント ページ

5月のチケット情報・募集申込情報

P5

1（月）

10（水） 短期講座　受付開始生涯

パソコン講座　受付開始生涯 P5

文芸

大野城まどかぴあ 情報誌

～つどい ふれあい はばたく～

VOL.251
20175アテナアテナ

＜演出・脚色＞

宮本 亜門

※

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4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）

・深夜放送同窓会Part7　開催決定！
・短期講座＆パソコン講座　受講生募集！
・ご確認ください　託児のご案内
・ご存知ですか？移動図書館車わくわく号

P2

P5

P6

P7

親子のためのファミリー・ミュージカル

【日時】　8月20日（日）14時開演（13時30分開場）
【会場】　大ホール　全席指定

「ピノキオ または、白雪姫の悲劇」


