
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。
7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）

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

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

8/11
（金・祝）

8/27
（日）

田辺靖雄＆九重佑三子ふれあいコンサート
～心によみがえる懐かしのあのメロディー～
●一般1,500円※小学生以下無料※３歳未満入場不可 ●14:00

第18回 弥生の里音楽祭
夏の恒例“弥生の里音楽祭”！ コンサートや体験イベントなど音楽イベントが
盛りだくさんの約１カ月間♪ ぜひご来場ください。

開催中～
9/3（日）

つくし お隣さん情報 8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
8月2日（水）、16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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8（火）
22（火）

20（日）

19（土）

24（木）

おひざでだっこ よちよちのへや
（1～2歳児対象）

7月号
掲載

図書

図書

図書

図書

図書

簿記３級講座（全28回）

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

9/10
（日）

9/24
（日）

平田 オリザさんと演劇をつくる2017
演劇発表（市民創作６本）とトークイベント「古くて新しい学びのかたち」
講演：苅宿俊文（青山学院大学社会情報学部教授）　
対談：平田オリザ（劇作家･演出家･青年団主宰）、苅宿俊文
●一般1,500円、中学生～18歳1,000円 ●13:00～16:30

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

8/27
（日）

9/10
（日）

第２回親子鑑賞劇 人形劇団ののはな「ともだちげきじょう」
●一般500円、ペア800円 ●14:00

第12回竹の里フェスタ2017 in 那珂川「竹の里コンサート」
●1,000円 ●17:00

夏休みミリカシアター
「映画 ドラえもん のび太の南極カチコチ大冒険」
●一般400円
●①10:00 ②13:00 ③16:00

8/26
（土）

P7

1（火）
15（火）

5（土）
19（土）

キッズシネマ「アングリーバード」 P4

7月号
掲載

親子読書会

P6

P4

大野城市男女共生講座　第1回

18（金）～
11/8（水）

25（金）

26（土）

28（月）～
9/11（月）

「ピノキオ または白雪姫の悲劇」
ミュージカルワークショップ『ピノキオを一緒に歌おう』

ティータイムコンサート vol.251

P2

P7

P5

7月号
掲載

Ｐ5

生涯

生涯

生涯

4月号
掲載

「ピノキオ　または白雪姫の悲劇」

わくわくおはなし会（幼児対象） P7

12（土）
26（土） わくわくおはなし会（小学生以上対象） P7

5（土）
“パパ時間”充実セミナー　第3回 6月号

掲載託児

ねんどで動物をつくろう 7月号
掲載生涯1（火）

3（木）

ストリートダンス生涯22（火）

おひざでだっこ ぴよぴよのへや
（0歳児対象） P7

託児

託児

託児

託児

毎週金 ·土曜日 パパ · ママのための読書タイム男女
託児

7月号
掲載育休カフェ＆トーク　第1回男女

実践！ JW-CAD初級講座（全5回）男女

男女

P6市民グループ活動支援事業
「魔法の叱り方・褒め方～人はなぜイライラするのか～」23（水）

託児
男女

男女

市民グループ活動支援事業
「今日の15時に間に合うおやつ」 P6

託児
男女

男女

文芸

文芸

文芸

文芸

P2～15（火） 10月開講　定期講座（6ヵ月講座）　申込必着

9（水） 短期講座・無料体験講座　受付開始

Ｐ51（火） パソコン講座　受付開始

9/16
（土）

中孝介コンサート ～南の風を東風ふく太宰府へ～
場所：プラム・カルコア太宰府
●一般3,000円　※未就学児入場不可 ●18:00

（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

まるごと太宰府歴史展2017
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）
8/5（土）14:00　オープニングイベント：筑前琵琶演奏会
●入場無料 ●9:00～ 17:00

8/5（土）～
11/3（金・祝）

★臨時職員登録受付中 !!★
登録を希望される方は、所定の用紙に記入のう
え、持参または郵送してください。所定の用紙
はホームページからダウンロードできます。

※登録を希望される方は、所定の用紙に記入のうえ、持参または
郵送してください。

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）

お問い合わせ・
申込先

大野城まどかぴあ 検　索

ハエヌミカゼ こ ち

8月のチケット情報・募集申込情報

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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神※掲載記事は7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）

・ ティータイムスペシャルコンサート vol.8　チケット発売中！
・短期講座＆パソコン講座　受講生募集！
・ 平成29年度 アスカーラ市民グループ活動支援事業　開催！
・第22回まどかぴあ読書感想画コンクール作品募集
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VOL.254
20178アテナ

アート書道

カルトナージュ

イタリア料理

経絡リンパ
メリディアンメソッド

ボディワーク
～男性のための体操～

小さな水彩画
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NEW! NEW!



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 8月号 アテナ　2017年 8月号　

文化芸術振興

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？

見知らぬ島に漂着した子どもたちと、その島で咲かない花を育
てる美しく不気味な少女たち、そこにうごめく密猟者たちとの
戦いを通した勇気と感動の冒険物語。

10月開講　定期講座（6ヵ月間）受講生募集スタート！
10月から始まる定期講座（6ヵ月間）の受講生を募集します。

受講生から要望の多かった講座が新しくスタート！！

●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」

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

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

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PLAY

8月20日
（日）

【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

内藤 徹

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

【会場】小ホール（２階） 全席自由
【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）
親子ペア：2,500円 ※前売のみ取扱い
※3歳以上有料
※この公演は、まどかぴあ友の会の割引設定はありません。

8月 15日（火）必着
申込者が募集人数を超えた場合は抽選
します。8月23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。

申込期限

NEW!講座

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。

申込方法
抽選結果は、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。

注意事項

広告協賛欄

気負わず楽しめる小さな水彩
画を描いてみませんか。初心
者のための教室です。鉛筆と
透明水彩絵具で毎回１点制作
します。模写をしたり、各自好
きなテーマで描いたりします。

小さな水彩画

【日　程】第2・4水曜日（月2回） 
【時　間】13:00～ 15:00

文字を自由に表現する「アート書
道」。アートな文字へと創作してい
くため、文字をデザインするコツを
学びます。また、墨流しや変わり筆
など使った、新しい書の世界を体験
してみませんか。

アート書道

【日　程】第2・4火曜日（月2回） 
【時　間】10:00～ 12:00

※作品例※作品例

託児友の会

先・割
車イス

チケット
取扱いチケット発売中 ●まどかぴあ

　総合案内

TALK

9月16日
（土）

【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800円）
※未就学児入場不可

２時間目 講師 内藤 徹 （福岡歯科大学・高齢者歯科学分野教授）

習慣づけたい口腔ケアの授業

「口から始める健康づくり」

第10回大野城まどかぴあ
市民企画事業

劇団 go to with まどかぴあ特別公演

託児 車イス

9月23日（土）
24日（日）
PLAY

託児：23日（土）19時の
公演は対象外です

主催：レイズ、公益財団法人大野城まどかぴあ

チケット
取扱い

チケット
発売中 劇団go to、こりっち、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：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中

託児友の会

先・割
車イス

託児：各回公演日
8日前が締切です

【日　時】10月 12日（木）・13日（金）
両日とも19:00～ 21:00

【講　師】田上 豊（田上パル主宰 /劇作家・演出家）

【参 加 費】2,000円（2日間通し）
【申込締切】9月 19日（火）必着

※詳細はチラシ・またはホームページをご覧ください。

【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1,500円（当日2,000円） ※未就学児入場不可

まどかぴあ舞台創造プログラム

田上パル流 創作入門ワークショップ

演劇映像上映会×パネルトーク

PLAY×TALK

9月17日
（日） 「ごきげんさ

マイポレンド」
トークゲスト：松居 大悟（ゴジゲン）

目次 立樹（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） 「合唱曲第58番」

田上パル

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

関連企画として2日間通しての演劇ワークショップを開催します！高校生以上であればどなたでも参加できます。
貴重なこの機会にぜひご参加ください。

託児友の会

先 行
車イス

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：81692）

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

MUSIC

9月30日
（土）

【出演】山本 庸子（チェンバロ）、廣末 真也（ヴァイオリン） 
【時間】14:00開演 /13:30開場
【会場】小ホール（２階） 全席自由
【料金】800円（当日1,000円）　※未就学児入場不可

ティータイムスペシャルコンサートvol.8（vol.252）

「チェンバロの魅力
～その美しく優美な音色に寄せて～」

●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

トワ・エ・モワ
後援：大野城市

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

MUSIC

9月10日
（日）

～あなたと私・青春のかがやき～

出演：トワ・エ・モワ、立川 生志、佐田 玲子
パーソナリティ：井上 悟、丸木 素、林田 スマ

残席わずか

上映作品 上映作品ゴジゲン

参加者募集!

「花とヴァンパイア」



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 8月号 アテナ　2017年 8月号　

文化芸術振興

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？

見知らぬ島に漂着した子どもたちと、その島で咲かない花を育
てる美しく不気味な少女たち、そこにうごめく密猟者たちとの
戦いを通した勇気と感動の冒険物語。

10月開講　定期講座（6ヵ月間）受講生募集スタート！
10月から始まる定期講座（6ヵ月間）の受講生を募集します。

受講生から要望の多かった講座が新しくスタート！！

●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」

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

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

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PLAY

8月20日
（日）

【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

内藤 徹

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

【会場】小ホール（２階） 全席自由
【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）
親子ペア：2,500円 ※前売のみ取扱い
※3歳以上有料
※この公演は、まどかぴあ友の会の割引設定はありません。

8月 15日（火）必着
申込者が募集人数を超えた場合は抽選
します。8月23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。

申込期限

NEW!講座

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。

申込方法
抽選結果は、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。

注意事項

広告協賛欄

気負わず楽しめる小さな水彩
画を描いてみませんか。初心
者のための教室です。鉛筆と
透明水彩絵具で毎回１点制作
します。模写をしたり、各自好
きなテーマで描いたりします。

小さな水彩画

【日　程】第2・4水曜日（月2回） 
【時　間】13:00～ 15:00

文字を自由に表現する「アート書
道」。アートな文字へと創作してい
くため、文字をデザインするコツを
学びます。また、墨流しや変わり筆
など使った、新しい書の世界を体験
してみませんか。

アート書道

【日　程】第2・4火曜日（月2回） 
【時　間】10:00～ 12:00

※作品例※作品例

託児友の会

先・割
車イス

チケット
取扱いチケット発売中 ●まどかぴあ

　総合案内

TALK

9月16日
（土）

【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800円）
※未就学児入場不可

２時間目 講師 内藤 徹 （福岡歯科大学・高齢者歯科学分野教授）

習慣づけたい口腔ケアの授業

「口から始める健康づくり」

第10回大野城まどかぴあ
市民企画事業

劇団 go to with まどかぴあ特別公演

託児 車イス

9月23日（土）
24日（日）
PLAY

託児：23日（土）19時の
公演は対象外です

主催：レイズ、公益財団法人大野城まどかぴあ

チケット
取扱い

チケット
発売中 劇団go to、こりっち、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：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中

託児友の会

先・割
車イス

託児：各回公演日
8日前が締切です

【日　時】10月 12日（木）・13日（金）
両日とも19:00～ 21:00

【講　師】田上 豊（田上パル主宰 /劇作家・演出家）

【参 加 費】2,000円（2日間通し）
【申込締切】9月 19日（火）必着

※詳細はチラシ・またはホームページをご覧ください。

【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1,500円（当日2,000円） ※未就学児入場不可

まどかぴあ舞台創造プログラム

田上パル流 創作入門ワークショップ

演劇映像上映会×パネルトーク

PLAY×TALK

9月17日
（日） 「ごきげんさ

マイポレンド」
トークゲスト：松居 大悟（ゴジゲン）

目次 立樹（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） 「合唱曲第58番」

田上パル

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

関連企画として2日間通しての演劇ワークショップを開催します！高校生以上であればどなたでも参加できます。
貴重なこの機会にぜひご参加ください。

託児友の会

先 行
車イス

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：81692）

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

MUSIC

9月30日
（土）

【出演】山本 庸子（チェンバロ）、廣末 真也（ヴァイオリン） 
【時間】14:00開演 /13:30開場
【会場】小ホール（２階） 全席自由
【料金】800円（当日1,000円）　※未就学児入場不可

ティータイムスペシャルコンサートvol.8（vol.252）

「チェンバロの魅力
～その美しく優美な音色に寄せて～」

●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

トワ・エ・モワ
後援：大野城市

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

MUSIC

9月10日
（日）

～あなたと私・青春のかがやき～

出演：トワ・エ・モワ、立川 生志、佐田 玲子
パーソナリティ：井上 悟、丸木 素、林田 スマ

残席わずか

上映作品 上映作品ゴジゲン

参加者募集!

「花とヴァンパイア」



　

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
8月 11日（金・祝）、12日（土）、14日（月）の窓口受付は、
9:00～ 17:00（入金手続き9:00～ 16:00）とさせていただきます。

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

45 アテナ　2017年 8月号

生涯学習センター

  

アテナ　2017年 8月号

10月21日
（土）
MUSIC

9月3日
（日）
MUSIC

【時間】15:00開演 /14:30開場
【会場】大ホール（1階）全席自由 ※要入場整理券

※未就学児入場不可

佐藤 陽子名誉館長
ヴァイオリンコンサート

【出演】大塚 美和（ソプラノ）、秋田 悠一郎（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

8月は、ピアノとソプラノによるコンサートをお届けいた
します。様々な表情を見せるピアノの音色と表情豊かで
魅力的な歌声をお楽しみください。

MUSIC

8月24日
（木）

２年に一度開催される、まどかぴあ名誉館長・佐藤 陽子
のヴァイオリンコンサート。世界的ヴァイオリニストと
して名を馳せた、力強く、繊細な音色とトークをたっぷり
とお楽しみください。

●まどかぴあ総合案内
●筑紫野市文化会館
●春日市ふれあい文化センター
●プラム・カルコア太宰府（太宰府市中央公民館）
●ミリカローデン那珂川

チケット
取扱いチケット発売中

●まどかぴあ総合案内
●市内各コミュニティセンター

配布場所
整理券配布開始日
9月21日（木）
10：00～

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

9月2日
（土）

2014年／ニュージーランド・アメリカ合作／
94分／字幕版

「はじまりはヒップホップ」

①10:00～ 11:34
②14:00～ 15:34
③18:00～ 19:34
（各回30分前開場）

【時間】

ニュージーランド・ワイヘキ島で誕生した、平均年齢83歳のギネ
ス公認世界最高齢ダンスグループ。振り付けを覚え、踊ることす
ら一苦労という彼らの目標は、ラスベガスで開催される世界最大
のヒップホップダンス選手権に出場すること。年齢の壁を越えて
挑戦する姿を追った、ドキュメンタリー映画。

監督：ブリン・エバンス

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、ピッグ軍団に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。

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

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

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」
秋田 悠一郎
（ピアノ）（ソプラノ）

大塚 美和

【時間】14:00開演 /13:30開場
【会場】春日市ふれあい文化センター

スプリングホール 全席自由
【料金】500円（当日700円）

※3歳以上有料

第14回 少年少女合唱団
ジョイントコンサート

ちくし地区の少年少女合唱団による

今年のテーマは「風とリズムに乗って♪」です。
明るく元気な子どもたちの歌声にご期待ください！

短期講座
託児託児

材料さえそろえば、自宅で本格的な
エスニック料理が楽しめます。今回は
タイ料理に挑戦します！

おうちで簡単エスニック料理

【日　程】9月 7日（木） 　   【定　員】18名   
【時　間】10:00～13:00   【受講料】1,000円
【講　師】イチダ マミコ　　【材料費】1,200円 

8月 9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）

※昨年の発表会の様子

太極拳で心も体もリラックス

【日　程】9月 27日（水）　 【定　員】16名 
【時　間】10:00～12:00   【受講料】1,000円
【講　師】加峯 優子（日本健康太極拳協会師範）

若いのに疲れやすい方、更年期の不調に
悩んでいる方など、どなたでも気持ちよく
運動できます。ストレッチで身体をほぐした
あと、太極拳の動作ほか中国古来の簡単
な運動を行います。体力に自信がない方で
も大丈夫ですよ。

※イメージ※調理例
※材料の都合で内容を変更する場合があります。

ヒップホップ、ロック、ジャズ等幅広く学べます。
この機会にぜひ体験してみませんか。初心者大歓迎です。

無料体験講座 実施！ 【日程】8月 22日（火）　【定員】各16名
【時間】4歳～小学6年生18:00～19:00

中学生以上19:05～20:05
【講師】日下 実（KSKプロダクション）

パソコン講座 8月1日（火）
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
 

エクセル初級 【日　程】9月 22・29日、10月 6・13・20・27日（金）
【時　間】10:00～12:00 ※自習時間9:00～   
【受講料】9,600円　　　 　【教材費】800円
【対　象】文字入力できる方　【講　師】有尾 美穂子

基本操作をじっくり学びます。便利な機能を学び、文字入力→
書式設定→関数→グラフを自分で作成できるように学びます。

託児

★定期講座（前期6ヵ月間）発表会 開催★

【日時】9月15日（金）･16日（土）　10:00～16:00　　　【会場】ギャラリーモール

発表会では受講生の作品展示のほか、体験・販売も予定しています。
詳細は9月号をご覧ください。

託児
ベビーシューズをつくろう

【日　程】9月11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）

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。

※作品例

託児

身近なお茶である烏龍茶と緑
茶の違いを、製法や歴史を紐
解きながら学びます。本格的
な作法により淹れた味を比べ
ながら、奥深いお茶の世界を
探訪しましょう。今回は冷茶も
味わえます。

中国茶を楽しみましょう

【日　程】9月28日（木）
【時　間】10:00～12:00    【定　員】18名
【受講料】1,000円             【材料費】500円
【講　師】師岡 洋一（中国茶道家）

※イメージ

ストリートダンス

＜メニュー＞
・タイ風やきそば　・鶏肉のココナッツスープ
・豚ひき肉のスパイシーサラダ　・デザート

※お一人様2枚まで（なくなり次第終了）
※友の会会員には、先行で申込用紙を
　お送りいたします。

ティータイムコンサート 
　　　　　　　　vol.251
ティータイムコンサート 
　　　　　　　　vol.251

♪♪
♬ ♬

託児友の会

先 行
車イス



　

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
8月 11日（金・祝）、12日（土）、14日（月）の窓口受付は、
9:00～ 17:00（入金手続き9:00～ 16:00）とさせていただきます。

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

45 アテナ　2017年 8月号

生涯学習センター

  

アテナ　2017年 8月号

10月21日
（土）
MUSIC

9月3日
（日）
MUSIC

【時間】15:00開演 /14:30開場
【会場】大ホール（1階）全席自由 ※要入場整理券

※未就学児入場不可

佐藤 陽子名誉館長
ヴァイオリンコンサート

【出演】大塚 美和（ソプラノ）、秋田 悠一郎（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

8月は、ピアノとソプラノによるコンサートをお届けいた
します。様々な表情を見せるピアノの音色と表情豊かで
魅力的な歌声をお楽しみください。

MUSIC

8月24日
（木）

２年に一度開催される、まどかぴあ名誉館長・佐藤 陽子
のヴァイオリンコンサート。世界的ヴァイオリニストと
して名を馳せた、力強く、繊細な音色とトークをたっぷり
とお楽しみください。

●まどかぴあ総合案内
●筑紫野市文化会館
●春日市ふれあい文化センター
●プラム・カルコア太宰府（太宰府市中央公民館）
●ミリカローデン那珂川

チケット
取扱いチケット発売中

●まどかぴあ総合案内
●市内各コミュニティセンター

配布場所
整理券配布開始日
9月21日（木）
10：00～

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

9月2日
（土）

2014年／ニュージーランド・アメリカ合作／
94分／字幕版

「はじまりはヒップホップ」

①10:00～ 11:34
②14:00～ 15:34
③18:00～ 19:34
（各回30分前開場）

【時間】

ニュージーランド・ワイヘキ島で誕生した、平均年齢83歳のギネ
ス公認世界最高齢ダンスグループ。振り付けを覚え、踊ることす
ら一苦労という彼らの目標は、ラスベガスで開催される世界最大
のヒップホップダンス選手権に出場すること。年齢の壁を越えて
挑戦する姿を追った、ドキュメンタリー映画。

監督：ブリン・エバンス

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、ピッグ軍団に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。

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

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

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」
秋田 悠一郎
（ピアノ）（ソプラノ）

大塚 美和

【時間】14:00開演 /13:30開場
【会場】春日市ふれあい文化センター

スプリングホール 全席自由
【料金】500円（当日700円）

※3歳以上有料

第14回 少年少女合唱団
ジョイントコンサート

ちくし地区の少年少女合唱団による

今年のテーマは「風とリズムに乗って♪」です。
明るく元気な子どもたちの歌声にご期待ください！

短期講座
託児託児

材料さえそろえば、自宅で本格的な
エスニック料理が楽しめます。今回は
タイ料理に挑戦します！

おうちで簡単エスニック料理

【日　程】9月 7日（木） 　   【定　員】18名   
【時　間】10:00～13:00   【受講料】1,000円
【講　師】イチダ マミコ　　【材料費】1,200円 

8月 9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）

※昨年の発表会の様子

太極拳で心も体もリラックス

【日　程】9月 27日（水）　 【定　員】16名 
【時　間】10:00～12:00   【受講料】1,000円
【講　師】加峯 優子（日本健康太極拳協会師範）

若いのに疲れやすい方、更年期の不調に
悩んでいる方など、どなたでも気持ちよく
運動できます。ストレッチで身体をほぐした
あと、太極拳の動作ほか中国古来の簡単
な運動を行います。体力に自信がない方で
も大丈夫ですよ。

※イメージ※調理例
※材料の都合で内容を変更する場合があります。

ヒップホップ、ロック、ジャズ等幅広く学べます。
この機会にぜひ体験してみませんか。初心者大歓迎です。

無料体験講座 実施！ 【日程】8月 22日（火）　【定員】各16名
【時間】4歳～小学6年生18:00～19:00

中学生以上19:05～20:05
【講師】日下 実（KSKプロダクション）

パソコン講座 8月1日（火）
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
 

エクセル初級 【日　程】9月 22・29日、10月 6・13・20・27日（金）
【時　間】10:00～12:00 ※自習時間9:00～   
【受講料】9,600円　　　 　【教材費】800円
【対　象】文字入力できる方　【講　師】有尾 美穂子

基本操作をじっくり学びます。便利な機能を学び、文字入力→
書式設定→関数→グラフを自分で作成できるように学びます。

託児

★定期講座（前期6ヵ月間）発表会 開催★

【日時】9月15日（金）･16日（土）　10:00～16:00　　　【会場】ギャラリーモール

発表会では受講生の作品展示のほか、体験・販売も予定しています。
詳細は9月号をご覧ください。

託児
ベビーシューズをつくろう

【日　程】9月11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）

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。

※作品例

託児

身近なお茶である烏龍茶と緑
茶の違いを、製法や歴史を紐
解きながら学びます。本格的
な作法により淹れた味を比べ
ながら、奥深いお茶の世界を
探訪しましょう。今回は冷茶も
味わえます。

中国茶を楽しみましょう

【日　程】9月28日（木）
【時　間】10:00～12:00    【定　員】18名
【受講料】1,000円             【材料費】500円
【講　師】師岡 洋一（中国茶道家）

※イメージ

ストリートダンス

＜メニュー＞
・タイ風やきそば　・鶏肉のココナッツスープ
・豚ひき肉のスパイシーサラダ　・デザート

※お一人様2枚まで（なくなり次第終了）
※友の会会員には、先行で申込用紙を
　お送りいたします。

ティータイムコンサート 
　　　　　　　　vol.251
ティータイムコンサート 
　　　　　　　　vol.251

♪♪
♬ ♬

託児友の会

先 行
車イス



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
8月 14日（月）、15日（火）の窓口受付は、9:00～17:00とさせていただきます。

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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大野城市男女共生講座
託児

【日時】8月 25日（金）10:00～12:00
パネリスト：中島 宏昭（育休経験者／福岡市役所職員）
　　　　　　坂本 梨沙（育休経験者／㈱アシュラン社員）
　　　　　　若山 純哉（大野城市役所こども部子育て支援課長）
　　　　　　中山 泰彰（筒井保育所 保育士）
コーディネーター：林田 スマ（大野城まどかぴあ館長）

【日時】9月 7日（木）10:00～12:00
【講師】津止 正敏（立命館大学産業社会学部教授）

介護期間の長期化、高齢化、介護者・被介護者への負担な
ど、介護を取り巻く問題は性別・年齢関係なく、大きな波
紋を呼んでいます。いつか来る介護のことについて考えて
みませんか。

福祉住環境コーディネーター２級講座スキルアップのための
資格取得講座

【期　　間】9月 25日（月）～11月16日（木）（全15回　月・木曜日）
【時　　間】18:30～21:00　　　【会　　場】301会議室（まどかぴあ3階）　　　【定　　員】35名（先着順）
【講　　師】筑紫地区商工会工業振興協議会契約講師
【受 講 料】17,000円（テキスト代別途4,860円）　※商工会員の方はご加入の商工会におたずねください。
【申込方法】電話・FAXにて受付

※FAXの場合①郵便番号 ②住所 ③氏名 ④電話番号をご記入のうえ「福祉住環境セミナー」係までお送りください。
【申込期間】8月 1日（火）～8月31日（木）
【申 込 先】筑紫野市商工会　　電話092-922-2361　 FAX 092-921-1029　 筑紫野市湯町3-2-5

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。「福祉住環境コーディネーター」とは、高齢者や障がいのある方が安心できる住環境づく
りをコーディネートする人材です。自分や家族のために役立つ知識を学び、検定に挑戦してみませんか。

※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。

主催：筑紫地区商工会工業振興協議会　　共催：大野城まどかぴあ男女平等推進センター アスカーラ

少子・超高齢社会とこれからの子育て第1回 いつか来る介護に備えて
～男性介護者の実態～

第2回

【会場】多目的ホール（1階）　【受講料】無料　【申込方法】電話・FAX・アスカーラ窓口・総合案内およびホームページにて受付中。

ぴよぴよのへや
（0歳児・妊婦対象）
8月1日・15日

よちよちのへや
（1～2歳児対象）
8月8日・22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。

曜日

月

火

木

金

日

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

3日
17日
31日

8日
22日

7日
21日

4日
18日

25日

14日
28日

1日
15日
29日

10日
24日

【日　　時】8月 20日（日） 9:15～12:00
【申込方法】図書館窓口・電話にて受付中 

定員になり次第終了します。子どもだけでの参加はできません。

内容（部門）

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

定員

20組

10組

35組

15組

会場

301会議室

302会議室

303会議室

304会議室

あなたの出会った本の世界はどんなものですか？夏休みに出会った本、
今までに読んだ本で特に印象に残っている場面を絵にしてみませんか？
たくさんのご応募をお待ちしております。

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？

としょかんのおはなし会

移動図書館「わくわく号」巡回日程表

第 22回まどかぴあ
読書感想画コンクール

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
幼児対象　    
8 月 5日・19日

8月の巡回
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

【応募資格】市内外を問わず。
　　　　　幼児（年中・年長にあたる年齢）・小学生まで
【題　　材】自由（ただし、教材・紙芝居は不可）
【応募点数】1人 1点
【募集部門】幼児（年中・年長にあたる年齢）の部
　　　　　小学校低学年（1～3年生）の部
　　　　　小学校高学年（4～6年生）の部
【応募規定】①用　紙…四つ切画用紙（54cm×38cm）
　　　　　　　 ※規格外は審査の対象外とします。
               ②画　材…クレヨン・パステル・水彩・油絵
　　　　　　の具など自由（版画、はりえ、異素材のはりつ
　　　　　　け、色画用紙は不可）
               ③応募票…作品の上下に合わせて裏面右上に
　　　　　　所定の応募票を貼り、読んだ本のどんな場面
　　　　　　を描いたのか簡潔に記入する。
               　※作品は返却します。各自（団体応募の場合は代表者）図書
　　　　　　　　  館まで取りに来るか、郵送で返却（着払い）します。
               　 　 ※入賞作品の著作権は主催者側に帰属します。

【応募方法】所定の応募票に記入し（名前は漢字で記入し、
　　　　　フリガナをつける）持参または郵送
　　　　　※団体での応募の場合、所定の名簿に記入し、作品は名簿順に
　　　　　　並べて提出してください。
　　　　　※応募規定・応募方法に沿わないものは受付できません。
　　　　　※応募票は図書館等で配布中。（図書館ＨＰからの印刷も可能です。）

【応募期間】9月 1日（金）～10月13日（金）
              ※郵送の場合は当日消印有効。
              （ただし、9月20日（水）～27日（水）は図書特別整理
                   期間のため図書館は休館します。）

【提　　出】〒816-0934
　　　　　福岡県大野城市曙町2丁目3番1号
　　　      大野城まどかぴあ図書館「読書感想画
               コンクール」応募係まで持参または郵送
【審　　査】11月 18日（土）（審査は非公開とします）
【審 査 員】津田 三朗（彫刻家）／安河内 俊明（画家）
【発　　表】本人または学校宛てに通知、
　　　　　アテナ平成30年2月号に掲載
【表　　彰】最優秀賞…全応募作品から1点
　　　　　　　　　　（賞状・5,000円相当の図書カード）
　　　　　優 秀 賞…幼児・小学校低学年・
　　　　　　　　　　小学校高学年部門から各2点
　　　　　　　　　　（賞状・3,000円相当の図書カード）
　　　　　優 良 賞…幼児・小学校低学年・
　　　　　　　　　　小学校高学年部門から各3点
　　　　　　　　　　（賞状・2,000円相当の図書カード）
※表彰式は平成30年1月中旬予定。最優秀賞を受賞されると、次回の
　ポスターにその受賞作品が掲載されます。
【展示期間】平成30年1月中旬頃予定
【展示箇所】ギャラリーモール（1階）

小学生以上対象　
8月12日・26日

おひざで
だっこ

わくわく
おはなし
会

～親子で心ゆたかな
　時間をすごそう～

す

主催：福岡友の会筑紫方面 主催：パパママちかっぱ応援団

主催：ふくおか県翼の会大野城

家計・生活・子どもフェスティバル ママパパ応援事業 台湾に学ぶ男女平等
＜第1回＞
今日の15時に間に合うおやつ

＜第1回＞魔法の叱り方・褒め方
～人はなぜイライラするのか？～

平成29年度　アスカーラ市民グループ活動支援事業

【日時】8月 3日（木）10:00～12:00
【講師】福岡友の会筑紫方面会員
【会場】調理実習室（2階）
【定員】親子で15組
【参加料】大人300円

（5歳以上100円、5歳未満無料）

【日時】9月30日（土）13:30～15:30
【講師】富永 桂子

（福岡大学・西南学院大学非常勤講師）
王 貞月
（九州大学・西南学院大学非常勤講師）

【会場】303会議室（3階）
【定員】40名

【日時】8月23日（水）10:00～12:00
【講師】山根 佑介（パパママちかっぱ応援団 代表）
【会場】304会議室（3階）
【定員】28名
【対象】子育て中のママ・パパ

＜第2回＞ワクワクお天気教室
～親子で雲を作ろう！～

【日時】9月30日（土）10:00～12:00
【講師】永田 健太郎（気象予報士・地すべり防止工事士）

早田 蛍（気象予報士・防災士）
【会場】303会議室（3階）
【定員】親子30組

＜第2回＞
「おさな子を発見せよ」子育てを語り合おう
【日時】9月28日（木）10:00～12:00
【講師】福岡友の会筑紫方面会員
【会場】303会議室（3階）
【定員】40名
※11月24日（金）10:00～14:00、12月1日（金）
　10:00～12:00に第3・4回を予定しています。 ※ただし子どもさんの年齢は2歳以上の未就学児

託児

【申込方法】詳しくはホームページを
ご覧ください。

共催：大野城まどかぴあ
男女平等推進センター アスカーラ



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
8月 14日（月）、15日（火）の窓口受付は、9:00～17:00とさせていただきます。

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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大野城市男女共生講座
託児

【日時】8月 25日（金）10:00～12:00
パネリスト：中島 宏昭（育休経験者／福岡市役所職員）
　　　　　　坂本 梨沙（育休経験者／㈱アシュラン社員）
　　　　　　若山 純哉（大野城市役所こども部子育て支援課長）
　　　　　　中山 泰彰（筒井保育所 保育士）
コーディネーター：林田 スマ（大野城まどかぴあ館長）

【日時】9月 7日（木）10:00～12:00
【講師】津止 正敏（立命館大学産業社会学部教授）

介護期間の長期化、高齢化、介護者・被介護者への負担な
ど、介護を取り巻く問題は性別・年齢関係なく、大きな波
紋を呼んでいます。いつか来る介護のことについて考えて
みませんか。

福祉住環境コーディネーター２級講座スキルアップのための
資格取得講座

【期　　間】9月 25日（月）～11月16日（木）（全15回　月・木曜日）
【時　　間】18:30～21:00　　　【会　　場】301会議室（まどかぴあ3階）　　　【定　　員】35名（先着順）
【講　　師】筑紫地区商工会工業振興協議会契約講師
【受 講 料】17,000円（テキスト代別途4,860円）　※商工会員の方はご加入の商工会におたずねください。
【申込方法】電話・FAXにて受付

※FAXの場合①郵便番号 ②住所 ③氏名 ④電話番号をご記入のうえ「福祉住環境セミナー」係までお送りください。
【申込期間】8月 1日（火）～8月31日（木）
【申 込 先】筑紫野市商工会　　電話092-922-2361　 FAX 092-921-1029　 筑紫野市湯町3-2-5

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。「福祉住環境コーディネーター」とは、高齢者や障がいのある方が安心できる住環境づく
りをコーディネートする人材です。自分や家族のために役立つ知識を学び、検定に挑戦してみませんか。

※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。

主催：筑紫地区商工会工業振興協議会　　共催：大野城まどかぴあ男女平等推進センター アスカーラ

少子・超高齢社会とこれからの子育て第1回 いつか来る介護に備えて
～男性介護者の実態～

第2回

【会場】多目的ホール（1階）　【受講料】無料　【申込方法】電話・FAX・アスカーラ窓口・総合案内およびホームページにて受付中。

ぴよぴよのへや
（0歳児・妊婦対象）
8月1日・15日

よちよちのへや
（1～2歳児対象）
8月8日・22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。

曜日

月

火

木

金

日

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

3日
17日
31日

8日
22日

7日
21日

4日
18日

25日

14日
28日

1日
15日
29日

10日
24日

【日　　時】8月 20日（日） 9:15～12:00
【申込方法】図書館窓口・電話にて受付中 

定員になり次第終了します。子どもだけでの参加はできません。

内容（部門）

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

定員

20組

10組

35組

15組

会場

301会議室

302会議室

303会議室

304会議室

あなたの出会った本の世界はどんなものですか？夏休みに出会った本、
今までに読んだ本で特に印象に残っている場面を絵にしてみませんか？
たくさんのご応募をお待ちしております。

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？

としょかんのおはなし会

移動図書館「わくわく号」巡回日程表

第 22回まどかぴあ
読書感想画コンクール

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
幼児対象　    
8 月 5日・19日

8月の巡回
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

【応募資格】市内外を問わず。
　　　　　幼児（年中・年長にあたる年齢）・小学生まで
【題　　材】自由（ただし、教材・紙芝居は不可）
【応募点数】1人 1点
【募集部門】幼児（年中・年長にあたる年齢）の部
　　　　　小学校低学年（1～3年生）の部
　　　　　小学校高学年（4～6年生）の部
【応募規定】①用　紙…四つ切画用紙（54cm×38cm）
　　　　　　　 ※規格外は審査の対象外とします。
               ②画　材…クレヨン・パステル・水彩・油絵
　　　　　　の具など自由（版画、はりえ、異素材のはりつ
　　　　　　け、色画用紙は不可）
               ③応募票…作品の上下に合わせて裏面右上に
　　　　　　所定の応募票を貼り、読んだ本のどんな場面
　　　　　　を描いたのか簡潔に記入する。
               　※作品は返却します。各自（団体応募の場合は代表者）図書
　　　　　　　　  館まで取りに来るか、郵送で返却（着払い）します。
               　 　 ※入賞作品の著作権は主催者側に帰属します。

【応募方法】所定の応募票に記入し（名前は漢字で記入し、
　　　　　フリガナをつける）持参または郵送
　　　　　※団体での応募の場合、所定の名簿に記入し、作品は名簿順に
　　　　　　並べて提出してください。
　　　　　※応募規定・応募方法に沿わないものは受付できません。
　　　　　※応募票は図書館等で配布中。（図書館ＨＰからの印刷も可能です。）

【応募期間】9月 1日（金）～10月13日（金）
              ※郵送の場合は当日消印有効。
              （ただし、9月20日（水）～27日（水）は図書特別整理
                   期間のため図書館は休館します。）

【提　　出】〒816-0934
　　　　　福岡県大野城市曙町2丁目3番1号
　　　      大野城まどかぴあ図書館「読書感想画
               コンクール」応募係まで持参または郵送
【審　　査】11月 18日（土）（審査は非公開とします）
【審 査 員】津田 三朗（彫刻家）／安河内 俊明（画家）
【発　　表】本人または学校宛てに通知、
　　　　　アテナ平成30年2月号に掲載
【表　　彰】最優秀賞…全応募作品から1点
　　　　　　　　　　（賞状・5,000円相当の図書カード）
　　　　　優 秀 賞…幼児・小学校低学年・
　　　　　　　　　　小学校高学年部門から各2点
　　　　　　　　　　（賞状・3,000円相当の図書カード）
　　　　　優 良 賞…幼児・小学校低学年・
　　　　　　　　　　小学校高学年部門から各3点
　　　　　　　　　　（賞状・2,000円相当の図書カード）
※表彰式は平成30年1月中旬予定。最優秀賞を受賞されると、次回の
　ポスターにその受賞作品が掲載されます。
【展示期間】平成30年1月中旬頃予定
【展示箇所】ギャラリーモール（1階）

小学生以上対象　
8月12日・26日

おひざで
だっこ

わくわく
おはなし
会

～親子で心ゆたかな
　時間をすごそう～

す

主催：福岡友の会筑紫方面 主催：パパママちかっぱ応援団

主催：ふくおか県翼の会大野城

家計・生活・子どもフェスティバル ママパパ応援事業 台湾に学ぶ男女平等
＜第1回＞
今日の15時に間に合うおやつ

＜第1回＞魔法の叱り方・褒め方
～人はなぜイライラするのか？～

平成29年度　アスカーラ市民グループ活動支援事業

【日時】8月 3日（木）10:00～12:00
【講師】福岡友の会筑紫方面会員
【会場】調理実習室（2階）
【定員】親子で15組
【参加料】大人300円

（5歳以上100円、5歳未満無料）

【日時】9月30日（土）13:30～15:30
【講師】富永 桂子

（福岡大学・西南学院大学非常勤講師）
王 貞月
（九州大学・西南学院大学非常勤講師）

【会場】303会議室（3階）
【定員】40名

【日時】8月23日（水）10:00～12:00
【講師】山根 佑介（パパママちかっぱ応援団 代表）
【会場】304会議室（3階）
【定員】28名
【対象】子育て中のママ・パパ

＜第2回＞ワクワクお天気教室
～親子で雲を作ろう！～

【日時】9月30日（土）10:00～12:00
【講師】永田 健太郎（気象予報士・地すべり防止工事士）

早田 蛍（気象予報士・防災士）
【会場】303会議室（3階）
【定員】親子30組

＜第2回＞
「おさな子を発見せよ」子育てを語り合おう
【日時】9月28日（木）10:00～12:00
【講師】福岡友の会筑紫方面会員
【会場】303会議室（3階）
【定員】40名
※11月24日（金）10:00～14:00、12月1日（金）
　10:00～12:00に第3・4回を予定しています。 ※ただし子どもさんの年齢は2歳以上の未就学児

託児

【申込方法】詳しくはホームページを
ご覧ください。

共催：大野城まどかぴあ
男女平等推進センター アスカーラ



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。
7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）

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

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

8/11
（金・祝）

8/27
（日）

田辺靖雄＆九重佑三子ふれあいコンサート
～心によみがえる懐かしのあのメロディー～
●一般1,500円※小学生以下無料※３歳未満入場不可 ●14:00

第18回 弥生の里音楽祭
夏の恒例“弥生の里音楽祭”！ コンサートや体験イベントなど音楽イベントが
盛りだくさんの約１カ月間♪ ぜひご来場ください。

開催中～
9/3（日）

つくし お隣さん情報 8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
8月2日（水）、16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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おひざでだっこ よちよちのへや
（1～2歳児対象）

7月号
掲載

図書

図書

図書

図書

図書

簿記３級講座（全28回）

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

9/10
（日）

9/24
（日）

平田 オリザさんと演劇をつくる2017
演劇発表（市民創作６本）とトークイベント「古くて新しい学びのかたち」
講演：苅宿俊文（青山学院大学社会情報学部教授）　
対談：平田オリザ（劇作家･演出家･青年団主宰）、苅宿俊文
●一般1,500円、中学生～18歳1,000円 ●13:00～16:30

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

8/27
（日）

9/10
（日）

第２回親子鑑賞劇 人形劇団ののはな「ともだちげきじょう」
●一般500円、ペア800円 ●14:00

第12回竹の里フェスタ2017 in 那珂川「竹の里コンサート」
●1,000円 ●17:00

夏休みミリカシアター
「映画 ドラえもん のび太の南極カチコチ大冒険」
●一般400円
●①10:00 ②13:00 ③16:00

8/26
（土）

P7

1（火）
15（火）

5（土）
19（土）

キッズシネマ「アングリーバード」 P4

7月号
掲載

親子読書会

P6

P4

大野城市男女共生講座　第1回

18（金）～
11/8（水）

25（金）

26（土）

28（月）～
9/11（月）

「ピノキオ または白雪姫の悲劇」
ミュージカルワークショップ『ピノキオを一緒に歌おう』

ティータイムコンサート vol.251

P2

P7

P5

7月号
掲載

Ｐ5

生涯

生涯

生涯

4月号
掲載

「ピノキオ　または白雪姫の悲劇」

わくわくおはなし会（幼児対象） P7

12（土）
26（土） わくわくおはなし会（小学生以上対象） P7

5（土）
“パパ時間”充実セミナー　第3回 6月号

掲載託児

ねんどで動物をつくろう 7月号
掲載生涯1（火）

3（木）

ストリートダンス生涯22（火）

おひざでだっこ ぴよぴよのへや
（0歳児対象） P7

託児

託児

託児

託児

毎週金 ·土曜日 パパ · ママのための読書タイム男女
託児

7月号
掲載育休カフェ＆トーク　第1回男女

実践！ JW-CAD初級講座（全5回）男女

男女

P6市民グループ活動支援事業
「魔法の叱り方・褒め方～人はなぜイライラするのか～」23（水）

託児
男女

男女

市民グループ活動支援事業
「今日の15時に間に合うおやつ」 P6

託児
男女

男女

文芸

文芸

文芸

文芸

P2～15（火） 10月開講　定期講座（6ヵ月講座）　申込必着

9（水） 短期講座・無料体験講座　受付開始

Ｐ51（火） パソコン講座　受付開始

9/16
（土）

中孝介コンサート ～南の風を東風ふく太宰府へ～
場所：プラム・カルコア太宰府
●一般3,000円　※未就学児入場不可 ●18:00

（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

まるごと太宰府歴史展2017
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）
8/5（土）14:00　オープニングイベント：筑前琵琶演奏会
●入場無料 ●9:00～ 17:00

8/5（土）～
11/3（金・祝）

★臨時職員登録受付中 !!★
登録を希望される方は、所定の用紙に記入のう
え、持参または郵送してください。所定の用紙
はホームページからダウンロードできます。

※登録を希望される方は、所定の用紙に記入のうえ、持参または
郵送してください。

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）

お問い合わせ・
申込先

大野城まどかぴあ 検　索

ハエヌミカゼ こ ち

8月のチケット情報・募集申込情報

大野城まどかぴあ 情報誌

～つどい ふれあい はばたく～

※

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7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）

・ ティータイムスペシャルコンサート vol.8　チケット発売中！
・短期講座＆パソコン講座　受講生募集！
・ 平成29年度 アスカーラ市民グループ活動支援事業　開催！
・第22回まどかぴあ読書感想画コンクール作品募集

P2

P5

P6

P7

VOL.254
20178アテナ

アート書道

カルトナージュ

イタリア料理

経絡リンパ
メリディアンメソッド

ボディワーク
～男性のための体操～

小さな水彩画

やさしいソープカービング

10
月
開
講 

定
期
講
座（
６
ヵ
月
間
）

受
講
生
募
集
!!

NEW! NEW!


