
日付 イベント ページ

日付 イベント ページ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。
6月9日現在（その後の変更につきましては、ご容赦ください）

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2回 「音環境デザイン ～ふれぶん音マップを作ろう～」
●一般500円、スプリングメイト会員無料 ●14:00

7/23
（日）

8/11
（金・祝）

学べるクラシックコンサート ! はじめてさんのきほんの「き」
●一般1,000円、中学生以下500円※未就学児入場不可 ●14:00

土曜シアター 「リトル・マエストラ」
●施設利用料：1枚300円 ●①10:00 ②14:00

7/15
（土）

つくし お隣さん情報 7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 7月5日（水）、19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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4（火）
18（火）

4（火）

11（火）
25（火）

13（木）

15（土）

おひざでだっこ ぴよぴよのへや
（0歳児対象）

P7図書

図書

図書

シネマランド
「湯を沸かすほどの熱い愛」

P5

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

ちくしのミュージックフェスタwith DA･N･KA･I Vol.1
●一般1,000円、高校生以下無料 ●12:00

第十一回ちくしの寄席
立川生志“ふるさと応援”落語会　
場所：筑紫野市生涯学習センター
●一般2,000円、中学・高校生1,000円※小学生以下入場不可 ●14:00

8/5
（土）

9/10
（日）

音楽の楽しみ方講座スペシャルライブ
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と世界で活躍する気鋭のポーランド人ピアニスト
●一般1,000円、ペア1,500円、大学生以下500円 ●14:00

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

7/30
（日）

8/3
（木）

上方落語福岡県人隊　ミリカローデン那珂川寄席
●一般1,500円、前売限定学生1,000円 ●18:30

ミリカシアター「この世界の片隅に」
●施設利用料：一般300円、前売限定ペア500円
●①10:00 ②13:00 ③16:00

夏休みミリカシアター「ミニオンズ」
●施設利用料：一般300円、前売限定ペア500円（各上映時間枚数制限有）
●①10:00 ②13:00 ③16:00

7/2
（日）

P7

1（土）
15（土） わくわくおはなし会（幼児対象）図書 P7

P4

マシュマロフォンダントで作る
カップケーキ

P5

P3

図書

図書

パパとクッキング～ピザを作ろう！～

29（土）

8（土）

22（土）

23（日）

31（月）

わくわくおはなし会（小学生以上対象）

おとなの楽校　1時間目

P7

6月号
掲載

P7

P4

P5

P4

わくわくおはなし会夏休みスペシャル
「夜ばなし」

生涯

P7

P4

P5

P7

生涯

大野城和太鼓フェスティバル2017

27（木） 文芸

文芸

P7

4月号
掲載

ティータイムコンサート Vol.250

生涯

おひざでだっこ よちよちのへや
（1～2歳児対象）

おうちで簡単エスニック料理 6月号
掲載生涯

託児

6（木） 顔ヨガ 6月号
掲載生涯

託児

託児

3（月） 簡単で楽しいパステルアート 6月号
掲載生涯

託児

新しい自分と出会う
カラーアートセラピー

6月号
掲載生涯

託児1（土）
あなたとわたしのための元気塾
第3回

5月号
掲載託児

託児

託児

貼り絵でアート

毎週金 ·土曜日 パパ · ママのための読書タイム男女

男女

男女

託児

6月号
掲載“パパ時間”充実セミナー　第2回男女

託児

6月号
掲載“パパ時間”充実セミナー　第1回男女

託児

託児

24（月） キャンドルホルダーを作ろう

紙のどうぶつえん夏休み教室

28（金） P5

24（月） 第39回親子読書会　受付開始

生涯

バスボムパフェ生涯

生涯

7月のチケット情報・募集申込情報

文芸

文芸

12（水） 短期講座　受付開始

文芸 P2

P413（木）

11（火） 舞台創造プログラム 演劇映像上映会×パネルトーク
一般発売

文芸 ティータイムスペシャルコンサート Vol.8一般発売

6（木） ティータイムスペシャルコンサート Vol.8
友の会発売文芸

P24（火） 舞台創造プログラム 演劇映像上映会×パネルトーク
友の会発売文芸

3（月） 紙のどうぶつえん夏休み教室
受付開始

図書

図書

P61（土） 大野城市男女共生講座
受付開始

（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
B.J BAND～なつかしのサウンドを奏でる～
アコースティックギターとキーボードで、昭和の頃のフォークソングから
歌謡曲＆ポップスを歌います。
場所：文化ふれあい館　電話：928-0800
●入場無料 ●14:00

7/8
( 土 )

夏休み講座　受講生募集！ 
いきいき情報センターでは、親子（小学生）で体験できる「夏休み講座」を企画しています。
思い出と作品作りに参加しませんか？
講座内容や日時・受講料など詳細はお問い合わせください。
場所：いきいき情報センター 電話：928-5000（9:00～ 21:30） 毎月最終水曜休館

大野城まどかぴあ 情報誌

～つどい ふれあい はばたく～

※
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と
芸
術
と
戦
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女
神※掲載記事は6月9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）

・演劇映像上映会×パネルトーク　開催決定！
・短期講座 受講生募集！
・大野城市男女共生講座　受講生募集！
・夏休みスペシャルおはなし会「夜ばなし」

P2

P5

P6

P7

【日時】 9月23日（土）　①15:30開演　②19:00開演
24日（日）　①11:00開演　②14:30開演

【会場】 小ホール（全席自由）

VOL.253
20177アテナアテナ

第 10回大野城まどかぴあ市民企画事業

劇団goto with まどかぴあ 特別公演



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 7月号 アテナ　2017年 7月号　

文化芸術振興

チケット
取扱いチケット発売中 ●まどかぴあ

　総合案内

●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中

「ピノキオ または白雪姫の悲劇」
おとぎ話のキャラクターが続々と登場するなど、アイディアがいっぱい詰まった宮本亜門版「ピノキオ」。
子どもたち、また子どもの心を持った大人の皆さんもぜひお楽しみください！

演出・脚色：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 純、岡田 誠　ほか

関連ワークショップ開催！

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

この公演のテーマソングを、発声練習から学び歌います。このワークショップに参加して「ピノキオ」をもっと楽しみましょう！

ミュージカル・ワークショップ「ピノキオを一緒に歌おう！」

託児友の会

先・割
車イス

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）　ほか1名
【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。

所定の用紙でまどかぴあ総合案内に直接持参、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、公演チケットの確認をいたします。
忘れずに必ずお持ちください。

【申込方法】

【申込締切】7月 31日（月）必着。
　　　　　ワークショップの詳細（抽選結果含む）は別途郵送いたします。

※詳細はホームページ、またはワークショップ参加者募集チラシをご覧ください。

PLAY

8月20日
（日）

参加者募集

【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（当日4,000円）
高校生以下：1,500円（当日2,000円）　※3歳以下入場不可

「懐かしい」「楽しかった」「またね！」・・・そんな声に支えられて、この同窓会はもう７年目になりました。「楽しみながら活動！」とい
う実行委員会の皆さんも今回は68人に膨らみました。９月１０日のまどかぴあは昼間から大賑わいです。お出かけ下さい！

深夜放送同窓会Part7

【時間】17:00開演 /16:30開場
【会場】大ホール（1階）全席指定
【料金】一般3,500円（当日4,000円）

※未就学児入場不可

託児友の会

先・割
車イス

●まどかぴあ総合案内
●ローソンチケット（Lコード：81631）
●チケットぴあ（Ｐコード：331‐730）
●劇ナビ FUKUOKA（http://gekinavi.jp/）

チケット
取扱い

チケット
発売中

MUSIC

9月10日
（日）

～あなたと私・青春のかがやき～

トワ・エ・モワ 佐田 玲子立川 生志後援：大野城市

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
【授業料】各回500円（当日800円）　※未就学児入場不可

託児：各回の公演日
　　　8日前17:00が
　　　締切です

私たちの知らない不思議な水族館の世界を一緒にのぞいてみませんか？

1時間目 7月15日（土）
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～」

講師 中村 雅之 （マリンワールド海の中道館長）

お口の中は細菌の塊 !? きちんとした口腔ケアでお口の健康を見直してみませんか？

2時間目 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）

育休カフェ＆トーク育児休業から職場復帰をすることへの不安を解消するヒントとなる講座です。

テーマ・講師 内　　容日時・会場回

1

2

家庭も職場もうまくいく！
アンガーマネジメント

礒田 香織（やさいのおうち 代表）

子育て夫婦のためのタイムマネジメント
高見 真智子

（有限会社サイズ・コミュニケーションズ代表取締役）

8月 26日（土）
13:30～15:00
306会議室（3階）

9月 16日（土）
13:30～15:00
301会議室（3階）

託児

【定　員】30名（先着順）　　【対　象】育児休業取得前後の方、関心のある方　　【受講料】無料

頑張っているのにうまくいかなかったり、追い込まれてついイライラ
してしまったり…。自分の感情をコントロールする「アンガーマネジ
メント」で、毎日を爽やかに過ごすコツを学んでみませんか。

子育て期は育児や仕事に大忙しで、自分のための時間が持てない
ことも多いのではないでしょうか。時間に追われる生活を見直
し、時間を管理する方法を学んで効率アップをめざしましょう！

学習室の利用に関するご案内
【利 用 期 間】土・日曜、祝日及び大野城市立小・中学校の夏休み・冬休み・春休み期間

【時間】14:00開演／13:30開場
【会場】小ホール（2階）全席自由
【料金】各公演1,500円　※未就学児入場不可

まどかぴあ舞台創造プログラム

演劇映像上映会×パネルトーク 託児友の会

先・割
車イス

演劇作品の映像を上映し、終了後にゲストのトークが楽しめると、以前好評をいただいていた「リンクシアター」が
6年ぶりに復活します！今回、福岡近郊で上演されていない2作品を上映。この貴重な機会をお見逃しなく！

3年間活動休止していた「ゴジゲン」。その3年間に
あったことをメンバーがそれぞれ語り出す。ドキュメ
ンタリータッチの物語。

昭和の終わりの熊本の田舎町を舞台に、小学・中学時
代と思春期を生きる少年少女の内面を、自身の体験
を基に描いた作品。全編熊本弁で織りなす回想劇。

PLAY×TALK

9月17日
（日）

ゴジゲン
「ごきげんさ

マイポレンド」

トークゲスト：松居 大悟、目次 立樹（以上ゴジゲン）
椎木 樹人（万能グローブガラパゴスダイナモス）

PLAY×TALK

10月14日
（土）

田上パル
「合唱曲第58番」

トークゲスト：田上 豊（田上パル）、
山下 晶（グレコローマンスタイル）、松岡 優子（ゼロソ―）

●まどかぴあ総合案内
●ローソンチケット（Lコード：83739）
●チケットぴあ（P コード：459-833）
●劇ナビ FUKUOKA（http://gekinavi.jp/）

チケット
取扱い

チケット発売日
友の会7月　4日（火）
一　般7月11日（火）
両日とも10:00～

中村 雅之 内藤 徹

【利 用 区 分】 午前 午後 夜間

9:00～12:00 13:00～17:00 18:00～21:00

※事情により、第2回の日程・講師がアテナ6月号掲載情報から変更となりました。

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。

※小・中学生のみの利用の場合は
9:00から17:00まで

【利用負担金】学生等：100円 /1区分1人　　一般：200円 /1区分1人　※詳しくは総合案内までお問い合わせください。

【日時】9月23日（土）①15:30 ②19:00
24日（日）①11:00 ②14:30

【会場】大野城まどかぴあ　小ホール
【料金】一般：2,000円（当日2,500円）

高校生以下：1,000円（当日1,500円）
※3歳以上有料
親子ペア：2,500円（前売のみ）
※この公演は、まどかぴあ友の会の割引設定はありません。

第10回大野城まどかぴあ市民企画事業

「花とヴァンパイア」
劇団 go to with まどかぴあ 特別公演

9月23日（土）
24日（日）
PLAY

後藤 香（劇団go to）作・演出により、公募で集まった14人の
出演者とともに渾身の舞台をお届けします。不可能に挑戦す
る子どもたちの、眩しく優しい冒険物語。ぜひご観劇ください！ 劇団 go toが夏休み1日限りのワークショップを開催します。

お芝居っておもしろそう、体験してみたい、と思った皆さん！
奮ってご参加ください。

劇団go to、こりっち、まどかぴあ総合案内チケット取扱いチケット発売中 主催：レイズ、公益財団法人大野城まどかぴあ

えんげきワークショップ

託児 車イス

※19:00の公演は
託児の対象外です

【日　時】8月23日（水）16:00～18:00
【参加費】500円　　【対　象】小学生～一般　※経験不問
【会　場】福岡市民会館
【申　込】7/15（土）よりメールにて受付開始

※その他、詳しくは下記ホームページをご覧ください。
【問い合わせ先】劇団 go to 内特別公演「花とヴァンパイア」事務局

劇団 go to URL http://lets-goto.com/
E-mail gototamb@gmail.com



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。
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文化芸術振興

チケット
取扱いチケット発売中 ●まどかぴあ

　総合案内

●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中

「ピノキオ または白雪姫の悲劇」
おとぎ話のキャラクターが続々と登場するなど、アイディアがいっぱい詰まった宮本亜門版「ピノキオ」。
子どもたち、また子どもの心を持った大人の皆さんもぜひお楽しみください！

演出・脚色：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 純、岡田 誠　ほか

関連ワークショップ開催！

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

この公演のテーマソングを、発声練習から学び歌います。このワークショップに参加して「ピノキオ」をもっと楽しみましょう！

ミュージカル・ワークショップ「ピノキオを一緒に歌おう！」

託児友の会

先・割
車イス

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）　ほか1名
【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。

所定の用紙でまどかぴあ総合案内に直接持参、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、公演チケットの確認をいたします。
忘れずに必ずお持ちください。

【申込方法】

【申込締切】7月 31日（月）必着。
　　　　　ワークショップの詳細（抽選結果含む）は別途郵送いたします。

※詳細はホームページ、またはワークショップ参加者募集チラシをご覧ください。

PLAY

8月20日
（日）

参加者募集

【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（当日4,000円）
高校生以下：1,500円（当日2,000円）　※3歳以下入場不可

「懐かしい」「楽しかった」「またね！」・・・そんな声に支えられて、この同窓会はもう７年目になりました。「楽しみながら活動！」とい
う実行委員会の皆さんも今回は68人に膨らみました。９月１０日のまどかぴあは昼間から大賑わいです。お出かけ下さい！

深夜放送同窓会Part7

【時間】17:00開演 /16:30開場
【会場】大ホール（1階）全席指定
【料金】一般3,500円（当日4,000円）

※未就学児入場不可

託児友の会

先・割
車イス

●まどかぴあ総合案内
●ローソンチケット（Lコード：81631）
●チケットぴあ（Ｐコード：331‐730）
●劇ナビ FUKUOKA（http://gekinavi.jp/）

チケット
取扱い

チケット
発売中

MUSIC

9月10日
（日）

～あなたと私・青春のかがやき～

トワ・エ・モワ 佐田 玲子立川 生志後援：大野城市

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
【授業料】各回500円（当日800円）　※未就学児入場不可

託児：各回の公演日
　　　8日前17:00が
　　　締切です

私たちの知らない不思議な水族館の世界を一緒にのぞいてみませんか？

1時間目 7月15日（土）
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～」

講師 中村 雅之 （マリンワールド海の中道館長）

お口の中は細菌の塊 !? きちんとした口腔ケアでお口の健康を見直してみませんか？

2時間目 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）

育休カフェ＆トーク育児休業から職場復帰をすることへの不安を解消するヒントとなる講座です。

テーマ・講師 内　　容日時・会場回

1

2

家庭も職場もうまくいく！
アンガーマネジメント

礒田 香織（やさいのおうち 代表）

子育て夫婦のためのタイムマネジメント
高見 真智子

（有限会社サイズ・コミュニケーションズ代表取締役）

8月 26日（土）
13:30～15:00
306会議室（3階）

9月 16日（土）
13:30～15:00
301会議室（3階）

託児

【定　員】30名（先着順）　　【対　象】育児休業取得前後の方、関心のある方　　【受講料】無料

頑張っているのにうまくいかなかったり、追い込まれてついイライラ
してしまったり…。自分の感情をコントロールする「アンガーマネジ
メント」で、毎日を爽やかに過ごすコツを学んでみませんか。

子育て期は育児や仕事に大忙しで、自分のための時間が持てない
ことも多いのではないでしょうか。時間に追われる生活を見直
し、時間を管理する方法を学んで効率アップをめざしましょう！

学習室の利用に関するご案内
【利 用 期 間】土・日曜、祝日及び大野城市立小・中学校の夏休み・冬休み・春休み期間

【時間】14:00開演／13:30開場
【会場】小ホール（2階）全席自由
【料金】各公演1,500円　※未就学児入場不可

まどかぴあ舞台創造プログラム

演劇映像上映会×パネルトーク 託児友の会

先・割
車イス

演劇作品の映像を上映し、終了後にゲストのトークが楽しめると、以前好評をいただいていた「リンクシアター」が
6年ぶりに復活します！今回、福岡近郊で上演されていない2作品を上映。この貴重な機会をお見逃しなく！

3年間活動休止していた「ゴジゲン」。その3年間に
あったことをメンバーがそれぞれ語り出す。ドキュメ
ンタリータッチの物語。

昭和の終わりの熊本の田舎町を舞台に、小学・中学時
代と思春期を生きる少年少女の内面を、自身の体験
を基に描いた作品。全編熊本弁で織りなす回想劇。

PLAY×TALK

9月17日
（日）

ゴジゲン
「ごきげんさ

マイポレンド」

トークゲスト：松居 大悟、目次 立樹（以上ゴジゲン）
椎木 樹人（万能グローブガラパゴスダイナモス）

PLAY×TALK

10月14日
（土）

田上パル
「合唱曲第58番」

トークゲスト：田上 豊（田上パル）、
山下 晶（グレコローマンスタイル）、松岡 優子（ゼロソ―）

●まどかぴあ総合案内
●ローソンチケット（Lコード：83739）
●チケットぴあ（P コード：459-833）
●劇ナビ FUKUOKA（http://gekinavi.jp/）

チケット
取扱い

チケット発売日
友の会7月　4日（火）
一　般7月11日（火）
両日とも10:00～

中村 雅之 内藤 徹

【利 用 区 分】 午前 午後 夜間

9:00～12:00 13:00～17:00 18:00～21:00

※事情により、第2回の日程・講師がアテナ6月号掲載情報から変更となりました。

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。

※小・中学生のみの利用の場合は
9:00から17:00まで

【利用負担金】学生等：100円 /1区分1人　　一般：200円 /1区分1人　※詳しくは総合案内までお問い合わせください。

【日時】9月23日（土）①15:30 ②19:00
24日（日）①11:00 ②14:30

【会場】大野城まどかぴあ　小ホール
【料金】一般：2,000円（当日2,500円）

高校生以下：1,000円（当日1,500円）
※3歳以上有料
親子ペア：2,500円（前売のみ）
※この公演は、まどかぴあ友の会の割引設定はありません。

第10回大野城まどかぴあ市民企画事業

「花とヴァンパイア」
劇団 go to with まどかぴあ 特別公演

9月23日（土）
24日（日）
PLAY

後藤 香（劇団go to）作・演出により、公募で集まった14人の
出演者とともに渾身の舞台をお届けします。不可能に挑戦す
る子どもたちの、眩しく優しい冒険物語。ぜひご観劇ください！ 劇団 go toが夏休み1日限りのワークショップを開催します。

お芝居っておもしろそう、体験してみたい、と思った皆さん！
奮ってご参加ください。

劇団go to、こりっち、まどかぴあ総合案内チケット取扱いチケット発売中 主催：レイズ、公益財団法人大野城まどかぴあ

えんげきワークショップ

託児 車イス

※19:00の公演は
託児の対象外です

【日　時】8月23日（水）16:00～18:00
【参加費】500円　　【対　象】小学生～一般　※経験不問
【会　場】福岡市民会館
【申　込】7/15（土）よりメールにて受付開始

※その他、詳しくは下記ホームページをご覧ください。
【問い合わせ先】劇団 go to 内特別公演「花とヴァンパイア」事務局

劇団 go to URL http://lets-goto.com/
E-mail gototamb@gmail.com



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 7月号

生涯学習センター

  

アテナ　2017年 7月号

7月 12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）

託児車イス

作：エリック＝エマニュエル・シュミット　演出：森 新太郎　翻訳：岩切 正一郎

真っ白の粘土を使っ
て、色作りから始め
て、かわいい動物を
作りましょう。２つ
選んで作れます。
作った動物は、鉛筆
キャップとしても使
うことができますよ。

ねんどで動物をつくろう

【日　程】8月1日（火）
【時　間】10:00～11:30
【定　員】16名　　　　 【受講料】800円
【材料費】500円　　　【対　象】小学生
【講　師】大住 佐知（Sachi Terrace 主宰）

虹色のトランスパレントを
使って、五角形を貼り合わせ
て多面体のキャンドルホル
ダーを作ります。中にキャン
ドルを灯して、星型のきれい
な光を楽しみましょう。

キャンドルホルダーを作ろう

【日　程】7月 24日（月） 
【時　間】13:30～15:30
【定　員】16名　　　【受講料】800円
【材料費】500円　　【対　象】小学3～6年生
【講　師】有馬 裕子（HOLON art 主宰）

※作品例

ピザソース作りを体験しませんか。 フライパン１つで炒めて作る簡単ピザソー
スだから、お料理初心者のパパでも大丈夫！手作りピザソースを使って、好きな
具材をトッピングして美味しいピザを作りましょう。ミニデザート付き！

パパとクッキング ～ピザを作ろう！～

【日　程】7月 22日（土）
【時　間】10:00～13:00　【定　員】12組
【受講料】1,000円／組　　【材料費】1,000円／組
【対　象】小学3～6年生1名と男性保護者1名
【講　師】奈木野 亜紀（ハーブのゆりかご代表）

※調理例

新聞紙・チラシ・包装
紙を使って貼り絵に挑
戦しましょう。昆虫や
海の中の生き物・動
物などをモチーフにし
て、自由な発想で広告
の中の色探しをしてみ
ませんか。意外な発見
ができますよ。

貼り絵でアート

【日　程】7月31日（月）
【時　間】13:00～15:00
【定　員】16名　　　　　【受講料】800円
【対　象】小学生　　　　　【講　師】平位 章子

※作品例

4色の中からバスボムを
選びカップに入れて、好
きなバスグッズでデコ
レーション！アロマの香り
とともに楽しいバスタイ
ムになりますよ。自分だ
けのオリジナルのバス
ボムを作りましょう。

バスボムパフェ

【日　程】7月28日（金）
【時　間】10:00～11:30 
【定　員】16名　　　　　【受講料】800円
【材料費】500円　　　　 【対　象】小学生
【講　師】奈木野 亜紀（ハーブのゆりかご代表）

※作品例

※1回のお電話で複数のお申し込みはご遠慮ください。

7月23日
（日）
MUSIC

【日時】10月 7日（土）17:30開演 /17:00開場
　　　10月8日（日）13:00開演 /12:30開場
【会場】大ホール（1階） 全席指定
【料金】一般8,800円 ※未就学児入場不可

【時間】13:00開演／12:30開場
【会場】大ホール（1階）全席自由
【料金】500円（当日800円） ※小学生以下無料

主催：ピクニック　製作：テレビ朝日　企画制作：インプレッション

大野城和太鼓
フェスティバル2017

スペシャルコンサートvol.8
（ティータイムコンサートvol.252）
スペシャルコンサートvol.8
（ティータイムコンサートvol.252）

【出演】松隈 聡子（ヴィオラ）、藤田 道久（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

【日時】9月 30日（土）14:00開演／13:30開場
【会場】小ホール（２階）
【料金】800円（当日1,000円）
【出演】山本 庸子（チェンバロ）

廣末 真也（ヴァイオリン） 
7月は、ヴィオラとピアノによるコンサートを、皆さまに
お届けいたします。

絢爛豪華なバロック時代を華やかに彩ったチェンバロ。
ソロやヴァイオリンとのデュオを通して、チェンバロの魅力を
存分にお楽しみください。どうぞご期待ください！

MUSIC
託児友の会

先 行
車イス

7月27日
（木）

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」

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

ティータイム
コンサート 
　     vol.250

ティータイム
コンサート 
　     vol.250

大野城を中心とした和
太鼓集団が熱い演奏を
お届け致します。和太
鼓の力強い響きを感じ
ながら、迫力ある演奏
にご注目ください！

●まどかぴあ総合案内
●大文字大鼓団員

チケット
取扱いチケット発売中

●まどかぴあ総合案内
●ピクニックチケットセンター
●ローソンチケット（Lコード：81800）
●チケットぴあ（Pコード：458-537）
●e＋（イープラス）

チケット
取扱いチケット発売中

謎の
変奏曲

橋爪 功×井上 芳雄
フランス発 傑作二人芝居！心理ゲームの最高峰！！

車イス友の会

先 行

※作品見本

「チェンバロの魅力～その美しく優美な音色に寄せて～」

チケット
取扱い

チケット発売日
友の会7月　6日（木）
一　般7月13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：81692）

10月7日（土）
8日（日）

PLAY
〈共催事業〉

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

8月5日
（土） 2016年／アメリカ／97分／吹替版

「アングリーバード」
キッズシネマ

①10:00～ 11:37
②14:00～ 15:37
③17:00～ 18:37
（各回30分前開場）

【時間】 監督： ファーガル・ライリー、クレイ・ケイティス
声の出演：坂上 忍、勝 杏里、乃村 健次　ほか

飛べない鳥たちが暮らす平和な島バードアイランドを舞台に、怒
りんぼうレッド、お調子者のチャック、身体は大きいが小心者の
ボムの3羽が、盗まれた大切なタマゴを取り戻すため、伝説の
ヒーロー「マイティーイーグル」を探す旅にでる。

CINEMA

7月8日
（土）

2016年／125分／日本
「湯を沸かすほどの熱い愛」

①10:00～ 12:05
②14:00～ 16:05
③18:00～ 20:05
（各回30分前開場）

【時間】

娘と二人で暮らしていた双葉は、ある日パート先で倒れ、精密検査の
結果末期がんを告知される。現実を受け入れた彼女は、残された時
間を使い、一年前に家出した夫を連れ戻し銭湯「幸の湯」を再開させ
ること、気優しい娘に独り立ちさせることなど、4つの生きているうち
にやっておくべきことを実行していこうとする。

監督：中野 量太
出演：宮沢 りえ、杉咲 花、オダギリ ジョー　ほか

注
意
事
項

◆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

こどものくに

昨年の様子



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
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生涯学習センター

  

アテナ　2017年 7月号

7月 12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）

託児車イス

作：エリック＝エマニュエル・シュミット　演出：森 新太郎　翻訳：岩切 正一郎

真っ白の粘土を使っ
て、色作りから始め
て、かわいい動物を
作りましょう。２つ
選んで作れます。
作った動物は、鉛筆
キャップとしても使
うことができますよ。

ねんどで動物をつくろう

【日　程】8月1日（火）
【時　間】10:00～11:30
【定　員】16名　　　　 【受講料】800円
【材料費】500円　　　【対　象】小学生
【講　師】大住 佐知（Sachi Terrace 主宰）

虹色のトランスパレントを
使って、五角形を貼り合わせ
て多面体のキャンドルホル
ダーを作ります。中にキャン
ドルを灯して、星型のきれい
な光を楽しみましょう。

キャンドルホルダーを作ろう

【日　程】7月 24日（月） 
【時　間】13:30～15:30
【定　員】16名　　　【受講料】800円
【材料費】500円　　【対　象】小学3～6年生
【講　師】有馬 裕子（HOLON art 主宰）

※作品例

ピザソース作りを体験しませんか。 フライパン１つで炒めて作る簡単ピザソー
スだから、お料理初心者のパパでも大丈夫！手作りピザソースを使って、好きな
具材をトッピングして美味しいピザを作りましょう。ミニデザート付き！

パパとクッキング ～ピザを作ろう！～

【日　程】7月 22日（土）
【時　間】10:00～13:00　【定　員】12組
【受講料】1,000円／組　　【材料費】1,000円／組
【対　象】小学3～6年生1名と男性保護者1名
【講　師】奈木野 亜紀（ハーブのゆりかご代表）

※調理例

新聞紙・チラシ・包装
紙を使って貼り絵に挑
戦しましょう。昆虫や
海の中の生き物・動
物などをモチーフにし
て、自由な発想で広告
の中の色探しをしてみ
ませんか。意外な発見
ができますよ。

貼り絵でアート

【日　程】7月31日（月）
【時　間】13:00～15:00
【定　員】16名　　　　　【受講料】800円
【対　象】小学生　　　　　【講　師】平位 章子

※作品例

4色の中からバスボムを
選びカップに入れて、好
きなバスグッズでデコ
レーション！アロマの香り
とともに楽しいバスタイ
ムになりますよ。自分だ
けのオリジナルのバス
ボムを作りましょう。

バスボムパフェ

【日　程】7月28日（金）
【時　間】10:00～11:30 
【定　員】16名　　　　　【受講料】800円
【材料費】500円　　　　 【対　象】小学生
【講　師】奈木野 亜紀（ハーブのゆりかご代表）

※作品例

※1回のお電話で複数のお申し込みはご遠慮ください。

7月23日
（日）
MUSIC

【日時】10月 7日（土）17:30開演 /17:00開場
　　　10月8日（日）13:00開演 /12:30開場
【会場】大ホール（1階） 全席指定
【料金】一般8,800円 ※未就学児入場不可

【日時】13:00開演／12:30開場
【会場】大ホール（1階）全席自由
【料金】500円（当日800円） ※小学生以下無料

主催：ピクニック　製作：テレビ朝日　企画制作：インプレッション

大野城和太鼓
フェスティバル2017

スペシャルコンサートvol.8
（ティータイムコンサートvol.252）
スペシャルコンサートvol.8
（ティータイムコンサートvol.252）

【出演】松隈 聡子（ヴィオラ）、藤田 道久（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

【日時】9月 30日（土）14:00開演／13:30開場
【会場】小ホール（２階）
【料金】800円（当日1,000円）
【出演】山本 庸子（チェンバロ）

廣末 真也（ヴァイオリン） 
7月は、ヴィオラとピアノによるコンサートを、皆さまに
お届けいたします。

絢爛豪華なバロック時代を華やかに彩ったチェンバロ。
ソロやヴァイオリンとのデュオを通して、チェンバロの魅力を
存分にお楽しみください。どうぞご期待ください！

MUSIC
託児友の会

先 行
車イス

7月27日
（木）

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」

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

ティータイム
コンサート 
　     vol.250

ティータイム
コンサート 
　     vol.250

大野城を中心とした和
太鼓集団が熱い演奏を
お届け致します。和太
鼓の力強い響きを感じ
ながら、迫力ある演奏
にご注目ください！

●まどかぴあ総合案内
●大文字大鼓団員

チケット
取扱いチケット発売中

●まどかぴあ総合案内
●ピクニックチケットセンター
●ローソンチケット（Lコード：81800）
●チケットぴあ（Pコード：458-537）
●e＋（イープラス）

チケット
取扱いチケット発売中

謎の
変奏曲

橋爪 功×井上 芳雄
フランス発 傑作二人芝居！心理ゲームの最高峰！！

車イス友の会

先 行

※作品見本

「チェンバロの魅力～その美しく優美な音色に寄せて～」

チケット
取扱い

チケット発売日
友の会7月　6日（木）
一　般7月13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：81692）

10月7日（土）
8日（日）

PLAY
〈共催事業〉

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

8月5日
（土） 2016年／アメリカ／97分／吹替版

「アングリーバード」
キッズシネマ

①10:00～ 11:37
②14:00～ 15:37
③17:00～ 18:37
（各回30分前開場）

【時間】 監督： ファーガル・ライリー、クレイ・ケイティス
声の出演：坂上 忍、勝 杏里、乃村 健次　ほか

飛べない鳥たちが暮らす平和な島バードアイランドを舞台に、怒
りんぼうレッド、お調子者のチャック、身体は大きいが小心者の
ボムの3羽が、盗まれた大切なタマゴを取り戻すため、伝説の
ヒーロー「マイティーイーグル」を探す旅にでる。

CINEMA

7月8日
（土）

2016年／125分／日本
「湯を沸かすほどの熱い愛」

①10:00～ 12:05
②14:00～ 16:05
③18:00～ 20:05
（各回30分前開場）

【時間】

娘と二人で暮らしていた双葉は、ある日パート先で倒れ、精密検査の
結果末期がんを告知される。現実を受け入れた彼女は、残された時
間を使い、一年前に家出した夫を連れ戻し銭湯「幸の湯」を再開させ
ること、気優しい娘に独り立ちさせることなど、4つの生きているうち
にやっておくべきことを実行していこうとする。

監督：中野 量太
出演：宮沢 りえ、杉咲 花、オダギリ ジョー　ほか

注
意
事
項

◆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

こどものくに

昨年の様子



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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移動図書館「わくわく号」巡回日程表

7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

7日
21日

6日
20日

11日
25日

4日
18日

10日
24日

3日
31日

14日
28日

13日
27日

ぴよぴよのへや
（0歳児・妊婦対象）
7月4日・18日

よちよちのへや
（1～2歳児対象）
7月11日・25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
7月8日

幼児対象   
7 月 1日・15日

おひざでだっこ

わくわくおはなし会

気温も高くなり、いよいよ夏本番です！
外でたくさん遊んだら、次は図書館に
来てゆっくり本を読んでみませんか？

大野城市男女共生講座 回 テーマ・講師日　程

1

2

3

4

5

8月25日
（金）

9月7日
（木）

10月5日
（木）

11月7日
（火）

託児

【定　員】120名（第5回のみ100名）
【時　間】10:00～12:00

（第5回のみ9:30～14:00を予定）
【受講料】無料（第5回のみ別途）　【会　場】多目的ホール（1階）
【申　込】7月1日より電話・FAX・ホームページおよび窓口にて

毎年大好評の男女共生講座が8月からスタート！
今年も素敵な講師をお迎えして、様々な分野からみなさんの
好奇心を刺激します。お気軽にご参加ください！

実践！JW-CAD初級講座

簿記３級講座

スキルアップのための資格取得講座

【期　間】8月 18日（金）～11月8日（水）
（全28回　月・水・金曜日）

【時　間】18:30～21:00
【講　師】高島 喜代美（福岡地区職業訓練会講師）
【会　場】304会議室（まどかぴあ3階）
【定　員】30名（先着順）
【受講料】23,000円（テキスト代・資料代含む）
【申込方法】電話にて受付
【申込期間】7月 25日（火）まで
【申 込 先】筑紫地区商工会職業訓練会

電話：092-581-3412
FAX：092-581-3703
住所：大野城市瓦田2-6-12

【期　間】8月 28日（月）～9月11日（月）
（全5回　月・金曜日）

【時　間】18:30～21:30
【講　師】竹中 ひとみ（有限会社アキラ企画 代表取締役）
【会　場】202会議室（まどかぴあ2階）
【定　員】20名（先着順）
【受講料】8,000円（テキスト代・資料代含む）

※商工会員の場合は5,000円
【申込方法】郵送または FAXにて受付

①郵便番号 ②住所 ③氏名 ④電話番号
⑤PCでの文章入力経験の有無をご記入のうえ
「JW-CAD初級講座」係までお申し込みください。

【申込期間】7月 18日（火）から8月4日（金）まで
【申 込 先】大野城市商工会

電話：092-581-3412
FAX：092-581-3703
住所：大野城市瓦田2-6-12

経理事務に欠かせない会計知識を学びましょう。
簿記初心者の方でも大丈夫です。

結婚・育児などの理由で退職し再就職をめざす方
や、仕事能力のスキルアップをして再就職や転職を
有利にしたい方のための講座です。

※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人を対象に受講料一部補助制度があります。
　詳しくは男女平等推進センター（092-586-4030）へお問い合わせください。

コンピューターを使って製図を行う CAD ソフト「JW-CAD」
の講習会です。土木・建築・機械の設計製図だけでなく、看板・
チラシ広告・衣服デザイン・名刺などの作成にも活用できます。

主催：筑紫地区商工会職業訓練会
共催：男女平等推進センター アスカーラ

主催：大野城市商工会
共催：男女平等推進センター アスカーラ

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。

※性別・年齢・住所は問いません。

広告協賛欄

【日　　時】8月 20日（日）9:15～ 12:00
【申込方法】7月 24日（月）10:00より図書館窓口・
　　　　　電話にて受付開始
※子どもだけでの参加はできません。

内容（部門） 定員 会場

親子でまわそう夏の風「ヨーヨー風車」

フェルトで作る桃もびっくり「桃太郎パペット」

楽しい水族館～ギョギョギョ～

本物の紙漉きをしよう

20組

10組

35組

15組

301
会議室

302
会議室

303
会議室

304
会議室

大人と子どもが一緒に楽しめる親子読書会を開催します。
親子で協力して、身近な材料で工作をしてみませんか？

第39回親子読書会

主催 : 大野城市地域貸出文庫連絡協議会

す

～親子で心ゆたかな時間をすごそう～

【日　時】7月 22日（土）19:00～ 20:00
【会　場】303会議室（3階）
【対　象】小学生以上（未就学児は入場できません）
※当日は19:00開始となりますので、小学生については保護者
　同伴または会場までの送迎をお願いします。

暑い夏の夜、ちょっぴりこわいおはなしを聞きに来ま
せんか？いつもとちがうスペシャルな夜のおはなし
会。申し込みは不要です。ご家族おそろいでどうぞ。

「夜ばなし」

わくわくおはなし会
夏休みスペシャル

【日　　程】7月 29日（土）
【時　　間】①10:00～11:30

②14:00～15:30
【会　　場】多目的ホール（1階）
【対　　象】5歳以上

（小学校1年生以下は要保護者同伴）
【講　　師】津田 三朗 （造形作家・彫刻家）
【定　　員】各回30名（要申込・先着順）
【申込方法】7月 3日（月）10:00より

図書館窓口・電話にて受付開始

ダンボールでいろいろな動物を
作ってみよう！

紙のどうぶつえん
夏休み教室

少子超高齢社会とこれからの子育て
中島 宏昭、坂本 梨沙、若山 純哉、

中山 泰彰、林田 スマ
いつか来る介護に備えて～男性介護者の実態～

津止 正敏
（立命館大学産業社会学部教授）

法律にからむ男女平等
岩城 和代

（岩城法律事務所 弁護士）

いきいきと働ける職場づくり
～トヨタ自動車九州～

トヨタ自動車九州（株）　社員

館外研修
（マイクロバス使用）

トヨタ自動車九州生産工場見学

12月中旬
予定

※第5回の館外研修の申し込みは第3回の講座終了後に受け付けます。
　なお、館外研修のみの参加はできませんので、ご了承ください。

こどものくに



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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移動図書館「わくわく号」巡回日程表

7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

7日
21日

6日
20日

11日
25日

4日
18日

10日
24日

3日
31日

14日
28日

13日
27日

ぴよぴよのへや
（0歳児・妊婦対象）
7月4日・18日

よちよちのへや
（1～2歳児対象）
7月11日・25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
7月8日

幼児対象   
7 月 1日・15日

おひざでだっこ

わくわくおはなし会

気温も高くなり、いよいよ夏本番です！
外でたくさん遊んだら、次は図書館に
来てゆっくり本を読んでみませんか？

大野城市男女共生講座 回 テーマ・講師日　程

1

2

3

4

5

8月25日
（金）

9月7日
（木）

10月5日
（木）

11月7日
（火）

託児

【定　員】120名（第5回のみ100名）
【時　間】10:00～12:00

（第5回のみ9:30～14:00を予定）
【受講料】無料（第5回のみ別途）　【会　場】多目的ホール（1階）
【申　込】7月1日より電話・FAX・ホームページおよび窓口にて
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スキルアップのための資格取得講座

【期　間】8月 18日（金）～11月8日（水）
（全28回　月・水・金曜日）

【時　間】18:30～21:00
【講　師】高島 喜代美（福岡地区職業訓練会講師）
【会　場】304会議室（まどかぴあ3階）
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【受講料】23,000円（テキスト代・資料代含む）
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（全5回　月・金曜日）
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【講　師】竹中 ひとみ（有限会社アキラ企画 代表取締役）
【会　場】202会議室（まどかぴあ2階）
【定　員】20名（先着順）
【受講料】8,000円（テキスト代・資料代含む）

※商工会員の場合は5,000円
【申込方法】郵送または FAXにて受付

①郵便番号 ②住所 ③氏名 ④電話番号
⑤PCでの文章入力経験の有無をご記入のうえ
「JW-CAD初級講座」係までお申し込みください。
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※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人を対象に受講料一部補助制度があります。
　詳しくは男女平等推進センター（092-586-4030）へお問い合わせください。

コンピューターを使って製図を行う CAD ソフト「JW-CAD」
の講習会です。土木・建築・機械の設計製図だけでなく、看板・
チラシ広告・衣服デザイン・名刺などの作成にも活用できます。

主催：筑紫地区商工会職業訓練会
共催：男女平等推進センター アスカーラ

主催：大野城市商工会
共催：男女平等推進センター アスカーラ

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。

※性別・年齢・住所は問いません。
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【日　　時】8月 20日（日）9:15～ 12:00
【申込方法】7月 24日（月）10:00より図書館窓口・
　　　　　電話にて受付開始
※子どもだけでの参加はできません。

内容（部門） 定員 会場

親子でまわそう夏の風「ヨーヨー風車」

フェルトで作る桃もびっくり「桃太郎パペット」

楽しい水族館～ギョギョギョ～

本物の紙漉きをしよう
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大人と子どもが一緒に楽しめる親子読書会を開催します。
親子で協力して、身近な材料で工作をしてみませんか？

第39回親子読書会

主催 : 大野城市地域貸出文庫連絡協議会

す

～親子で心ゆたかな時間をすごそう～

【日　時】7月 22日（土）19:00～ 20:00
【会　場】303会議室（3階）
【対　象】小学生以上（未就学児は入場できません）
※当日は19:00開始となりますので、小学生については保護者
　同伴または会場までの送迎をお願いします。

暑い夏の夜、ちょっぴりこわいおはなしを聞きに来ま
せんか？いつもとちがうスペシャルな夜のおはなし
会。申し込みは不要です。ご家族おそろいでどうぞ。

「夜ばなし」

わくわくおはなし会
夏休みスペシャル

【日　　程】7月 29日（土）
【時　　間】①10:00～11:30

②14:00～15:30
【会　　場】多目的ホール（1階）
【対　　象】5歳以上

（小学校1年生以下は要保護者同伴）
【講　　師】津田 三朗 （造形作家・彫刻家）
【定　　員】各回30名（要申込・先着順）
【申込方法】7月 3日（月）10:00より

図書館窓口・電話にて受付開始

ダンボールでいろいろな動物を
作ってみよう！

紙のどうぶつえん
夏休み教室

少子超高齢社会とこれからの子育て
中島 宏昭、坂本 梨沙、若山 純哉、

中山 泰彰、林田 スマ
いつか来る介護に備えて～男性介護者の実態～

津止 正敏
（立命館大学産業社会学部教授）

法律にからむ男女平等
岩城 和代

（岩城法律事務所 弁護士）

いきいきと働ける職場づくり
～トヨタ自動車九州～

トヨタ自動車九州（株）　社員

館外研修
（マイクロバス使用）

トヨタ自動車九州生産工場見学

12月中旬
予定

※第5回の館外研修の申し込みは第3回の講座終了後に受け付けます。
　なお、館外研修のみの参加はできませんので、ご了承ください。

こどものくに



日付 イベント ページ

日付 イベント ページ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。
6月9日現在（その後の変更につきましては、ご容赦ください）

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2回 「音環境デザイン ～ふれぶん音マップを作ろう～」
●一般500円、スプリングメイト会員無料 ●14:00

7/23
（日）

8/11
（金・祝）

学べるクラシックコンサート ! はじめてさんのきほんの「き」
●一般1,000円、中学生以下500円※未就学児入場不可 ●14:00

土曜シアター 「リトル・マエストラ」
●施設利用料：1枚300円 ●①10:00 ②14:00

7/15
（土）

つくし お隣さん情報 7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 7月5日（水）、19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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MrMax

交通アクセス

4（火）
18（火）

4（火）

11（火）
25（火）

13（木）

15（土）

おひざでだっこ ぴよぴよのへや
（0歳児対象）

P7図書

図書

図書

シネマランド
「湯を沸かすほどの熱い愛」

P5

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

ちくしのミュージックフェスタwith DA･N･KA･I Vol.1
●一般1,000円、高校生以下無料 ●12:00

第十一回ちくしの寄席
立川生志“ふるさと応援”落語会　
場所：筑紫野市生涯学習センター
●一般2,000円、中学・高校生1,000円※小学生以下入場不可 ●14:00

8/5
（土）

9/10
（日）

音楽の楽しみ方講座スペシャルライブ
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と世界で活躍する気鋭のポーランド人ピアニスト
●一般1,000円、ペア1,500円、大学生以下500円 ●14:00

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

7/30
（日）

8/3
（木）

上方落語福岡県人隊　ミリカローデン那珂川寄席
●一般1,500円、前売限定学生1,000円 ●18:30

ミリカシアター「この世界の片隅に」
●施設利用料：一般300円、前売限定ペア500円
●①10:00 ②13:00 ③16:00

夏休みミリカシアター「ミニオンズ」
●施設利用料：一般300円、前売限定ペア500円（各上映時間枚数制限有）
●①10:00 ②13:00 ③16:00

7/2
（日）

P7

1（土）
15（土） わくわくおはなし会（幼児対象）図書 P7

P4

マシュマロフォンダントで作る
カップケーキ

P5

P3

図書

図書

パパとクッキング～ピザを作ろう！～

29（土）

8（土）

22（土）

23（日）

31（月）

わくわくおはなし会（小学生以上対象）

おとなの楽校　1時間目

P7

6月号
掲載

P7

P4

P5

P4

わくわくおはなし会夏休みスペシャル
「夜ばなし」

生涯

P7

P4

P5

P7

生涯

大野城和太鼓フェスティバル2017

27（木） 文芸

文芸

P7

4月号
掲載

ティータイムコンサート Vol.250

生涯

おひざでだっこ よちよちのへや
（1～2歳児対象）

おうちで簡単エスニック料理 6月号
掲載生涯

託児

6（木） 顔ヨガ 6月号
掲載生涯

託児

託児

3（月） 簡単で楽しいパステルアート 6月号
掲載生涯

託児

新しい自分と出会う
カラーアートセラピー

6月号
掲載生涯

託児1（土）
あなたとわたしのための元気塾
第3回

5月号
掲載託児

託児

託児

貼り絵でアート

毎週金 ·土曜日 パパ · ママのための読書タイム男女

男女

男女

託児

6月号
掲載“パパ時間”充実セミナー　第2回男女

託児

6月号
掲載“パパ時間”充実セミナー　第1回男女

託児

託児

24（月） キャンドルホルダーを作ろう

紙のどうぶつえん夏休み教室

28（金） P5

24（月） 第39回親子読書会　受付開始

生涯

バスボムパフェ生涯

生涯

7月のチケット情報・募集申込情報

文芸

文芸

12（水） 短期講座　受付開始

文芸 P2

P413（木）

11（火） 舞台創造プログラム 演劇映像上映会×パネルトーク
一般発売

文芸 ティータイムスペシャルコンサート Vol.8一般発売

6（木） ティータイムスペシャルコンサート Vol.8
友の会発売文芸

P24（火） 舞台創造プログラム 演劇映像上映会×パネルトーク
友の会発売文芸

3（月） 紙のどうぶつえん夏休み教室
受付開始

図書

図書

P61（土） 大野城市男女共生講座
受付開始

（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
B.J BAND～なつかしのサウンドを奏でる～
アコースティックギターとキーボードで、昭和の頃のフォークソングから
歌謡曲＆ポップスを歌います。
場所：文化ふれあい館　電話：928-0800
●入場無料 ●14:00

7/8
( 土 )

夏休み講座　受講生募集！ 
いきいき情報センターでは、親子（小学生）で体験できる「夏休み講座」を企画しています。
思い出と作品作りに参加しませんか？
講座内容や日時・受講料など詳細はお問い合わせください。
場所：いきいき情報センター 電話：928-5000（9:00～ 21:30） 毎月最終水曜休館

大野城まどかぴあ 情報誌

～つどい ふれあい はばたく～

※

ア
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は
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ャ
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知
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と
芸
術
と
戦
術
の
女
神※掲載記事は6月9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）

・演劇映像上映会×パネルトーク　開催決定！
・短期講座 受講生募集！
・大野城市男女共生講座　受講生募集！
・夏休みスペシャルおはなし会「夜ばなし」

P2

P5

P6

P7

【日時】 9月23日（土）　①15:30開演　②19:00開演
24日（日）　①11:00開演　②14:30開演

【会場】 小ホール（全席自由）

VOL.253
20177アテナアテナ

第 10回大野城まどかぴあ市民企画事業

劇団goto with まどかぴあ 特別公演


