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11月号
掲載

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。
11月8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5回「音楽と認知症予防」
●500円、スプリングメイト会員無料 ●14:00

1/14
（日）

1/27
（土）

東儀秀樹トーク＆ライブ
雅楽師・東儀秀樹が織りなす雅な世界をご堪能ください。
●一般3,000円、高校生以下2,000円 ●14:00

春日交響楽団2017クリスマスコンサート
●1,200円 ※3歳以上有料 ●14:00

12/17
（日）

つくし お隣さん情報

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

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

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

1/21
（日）

1/28
（日）

平成29年度ミリカ文化講演会
「ぐつぐつ小説の鍋が煮えてくる」
講師：村田喜代子（芥川賞作家・梅光学院大学客員教授）
●1,000円 ●14:00

「バンブーオーケストラ那珂川　クリスマスコンサート」
●入場無料 ●14:00

平成29年度歴史講座　「ちくし見聞録」
『大宰府の羅城』
講師：山村信榮（太宰府市教育委員会）
●入場無料（要事前申し込み） ●10:00

12/23
（土・祝）

おひざでだっこ よちよちのへや（1～2歳児対象）

航空自衛隊春日基地
「第24回ファミリーコンサート」

背骨コンディショニング

お雑煮とおもてなし料理①②

生涯

生涯

わくわくおはなし会（幼児対象）

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

第32回名曲コンサート
胡弓とギターと歌の祭典　悠久の調べとファンタジーの世界
●一般2,000円、大学生以下1,000円 ●15:00

12/3
（日）

12/17
（日）

筑紫野市吹奏楽団　第38回定期演奏会
●一般500円、ペア割800円、小学生以下無料 ●14:00

1/28
（日）

「みんなの学校」上映会
～不登校も特別支援学級もない　同じ教室で一緒に学ぶ
　　　　　　ふつうの公立小学校の　みんなが笑顔になる挑戦～
問合せ：（特）ちくしの子ども劇場　電話：925-5630
●一般1,000円、高校生800円、中学生以下無料 ●①10:30 ②14:30

文芸

文芸

文芸

ティータイムスペシャルコンサートVol.9

12/23
（土・祝）

フロアーコンサート　～和楽器で楽しむクリスマス～
出演：藤本流三味線秀西都会梅ばやし隊、太宰府市宝満太鼓
場所：いきいき情報センター2F　電話：928-0800
●入場無料 ●14:00

（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

史跡のまちの音楽隊
聴きに来んね！　～本格だけど気軽なクラシック～
演奏：坂口昌優（ヴァイオリン）・喜名雅（テューバ）
場所：プラム・カルコア太宰府
●1,000円 ●13:30

1/27
（土）

日付 イベント ページ
12月まどかぴあのイベントスケジュール

5（火）
19（火）

12（火）
26（火）

P7

11月号
掲載

5（火）

8（金）

11（月）

P7

9（土）
23（土・祝）

13（水）

P7

11月号
掲載

Ｐ4

ねんどで干支の置物をつくろう

図書

図書

図書

図書 わくわくおはなし会（小学生以上対象）

11月号
掲載

P7

9（土）
10（日） 第46回 福岡アンサンブルコンテスト P4

9（土） 市民グループ活動支援事業
「若者が幸せになるために　超高齢社会を生きる私たちができること」

11月号
掲載

11月号
掲載

4（月） マシュマロフォンダントで作るカップケーキ 11月号
掲載託児

託児

託児

託児

託児

11月号
掲載

①2（土）
②7（木）

2（土）
16（土）

2（土）

大人のためのメイク術

生涯

生涯

生涯

生涯

生涯

16（土）

しめ縄飾りをつくろう

11月号
掲載

託児

託児

託児

託児

太極拳で心も体もリラックス

文芸 Ｐ4キッズシネマ「SING」

11月号
掲載17（日）

おひざでだっこ ぴよぴよのへや（0歳児対象）

Ｐ37（木） 劇団飛行船マスクプレイミュージカル
「ブレーメンの音楽隊」　友の会発売

Ｐ2アスカーラ共生フォーラム
友の会発売

Ｐ2

生涯

11（月） つるの剛士コンサート
友の会発売

Ｐ314（木） 劇団飛行船マスクプレイミュージカル
「ブレーメンの音楽隊」　一般発売文芸

文芸

文芸

8（金）

航空自衛隊春日基地
第24回ファミリーコンサート　申込締切文芸

Ｐ513（水） 短期講座　受付開始

生涯

1（金）

パソコン講座　受付開始

Ｐ218（月） つるの剛士コンサート
一般発売文芸

12月のチケット情報・募集申込情報

まどかぴあ休館日のお知らせ
12月6日（水）、20日（水）

年末年始：12月28日（木）～平成30年1月4日（木）

男女

Ｐ2アスカーラ共生フォーラム
一般発売男女

P６キャリアアップ講座
受付開始男女

P６知って「スッキリ！」トイレの話
受付開始男女

4月号
掲載毎週金 ·土曜日 パパ · ママのための読書タイム男女

11月号
掲載15（金） 公開講座「ママが働く壁をぶち壊す！

～奇跡のサテライトオフィス千葉県流山市Trist の事例～」男女

男女

7（木） お医者さん、助産師さんに聞く！
私の身体と心のリズム

10月号
掲載託児

男女

託児

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
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術
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戦
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の
女
神※掲載記事は11月8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）

・ 平成 30年度 公益財団法人大野城まどかぴあ 契約職員募集！
・ 第 1回 アスカーラ共生フォーラム　チケット発売！
・ マスクプレイミュージカル「ブレーメンの音楽隊」チケット発売！
・短期講座＆パソコン講座　受講生募集！
・図書館へゆこう！！2018年　予告

P2

P2

P5

P3

P7

VOL.258
201712アテナ

【日時】　平成30年2月24日（土）

【会場】　大ホール　全席指定
17:30開演 /17:00開場

つるの剛士コンサート
～つるのうた名曲集～ in 大野城



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
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。

総合案内　 TEL （092）586-4000 / FAX (092)586-4001

23 アテナ　2017年 12月号 アテナ　2017年 12月号　

文化芸術振興

11月12日（日）
～25日（土）

CAMPAIGN

タレント、歌手、俳優と多彩なジャンルで活動し、積極的に育児に参加するイクメンとし
ても有名なつるの剛士が、歌の力を届けにまどかぴあにやってきます！極上のハスキー
ボイスが奏でる名曲の数々をお届けします。この機会をぜひお見逃しなく！

託児 車イス友の会

先・割

託児 車イス友の会

先・割

【時間】15日（木）10:00開演 /　9:30開場
13:00開演 /12:30開場

16日（金）10:00開演 /　9:30開場
【会場】大ホール（1階）全席指定

●まどかぴあ総合案内
●ローソンチケット（Lコード：81775）
●チケットぴあ（Pコード：482-474）

チケット
取扱い

チケット発売日
友の会12月　7日（木）
一　般12月14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：82852）
●チケットぴあ（Pコード：348-386）
●劇ナビ FUKUOKA（http://gekinavi.jp/）

チケット取扱い

チケット発売日
友の会 12月 11日（月）
一　般 12月 18日（月）
両日とも10:00～

『ブレーメンの音楽隊』

つるの剛士コンサート
～つるのうた名曲集～ in 大野城

音楽隊になるのを夢見てブレーメンの町へ旅立ったロバ、犬、ニワトリ、猫の４匹。ある夜、森の中で料理の香りが漂う
一軒の家をみつけます。しかし、そこは怖いドロボーたちのすみかでした。さぁ、ここから、４匹の知恵と力を合わせた
大活躍がはじまります！

【時間】17:30開演/17:00開場
【会場】大ホール（１階）全席指定

劇団飛行船マスクプレイミュージカル2月15日（木）
16日（金）
PLAY

平成 30年

※3歳以上有料。ただし2歳以下のお子様でも座席を利用されるお客様はチケットが必要となります。
※団体料金は保育園、幼稚園、育児サークルなどの団体が対象。詳しくはお問合せください。

MUSIC

2月24日
（土）

平成 30年

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・
中学校の冬休み・春休み・夏休み
期間（休館日を除く）

【利用区分】
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。

【利用負担金】
学生等：100円 /1区分1人
一　般：200円 /1区分1人

【受付期間】12月 1日（金）～14日（木）

大野城まどかぴあ契約職員募集

職員募集

お知らせ（新着情報）

または

へ

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）

※平日9:00～17:00 
※郵送の場合は14日必着

大野城まどかぴあ 検　索

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

【申込方法】 所定の用紙に必要事項をご記入のうえ、
提出してください。申込用紙、募集要項
は 12 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
もダウンロードできます。

1月24日
（水）
PLAY 合わせ鏡の中の自分、うまくいかない恋、はがれ落ちない孤独感……。少しビターで少しファンタジッ

クで、そして少しアイロニカルな物語を皆様にお届けします。

かがみのかなたはたなかのなかに

【時間】19:00開演 /18:30開場
【会場】大ホール（1階） 全席指定
【料金】一 般 5,000円（当日5,500円）

U25 3,000円（当日3,500円）　※鑑賞時25歳以下

平成30年

●まどかぴあ総合案内
●ローソンチケット（Lコード：82871）
●チケットぴあ（Pコード：481-863）
●劇ナビ FUKUOKA（http://gekinavi.jp/）

チケット
取扱いチケット発売中

託児 車イス

近藤 良平 首藤 康之

長塚 圭史 松 たか子作・演出：長塚 圭史　振付・音楽：近藤 良平

友の会

先・割

※未就学児入場不可

チケット
取扱いチケット発売中 ●まどかぴあ

　総合案内

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（2階）全席自由
【授業料】500円（当日800円）　※未就学児入場不可

託児：1月12日（金）
　　　17:00締切

時代の大きな転換期に生まれた夏目漱石と村上春樹。作品を描く上でそれ
がどう反映されたのか、漱石の『それから』と春樹の『ねじまき鳥クロニク
ル』を中心に探ります。生野氏には『夢十夜』ほかを朗読していただきます。
この機会に二人の世界に触れてみませんか。

４時間目 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）

生野 文治岡野 進

1月20日
（土）
TALK

平成30年

お問い合わせ
申込先

大野城まどかぴあでは、平成 30 年 4 月採用予定の契
約職員を募集します。詳しい内容については募集要項を
ご覧ください。

※小・中学生のみの利用の場合は9:00から17:00まで
※詳しくは総合案内までお問い合わせください。

9:00～12:00

13:00～17:00

18:00～21:00

午前

午後

夜間

エレベーター工事のお知らせ
まどかぴあ館内にある３基のエレベーターの更新工事を、1
月初旬から順次行います。工事期間中はエレベーターの使
用が制限されます。利用者の皆様にご迷惑をお掛けします
が、ご理解とご協力のほどよろしくお願いします。

【料金】5,000円（当日5,500円） 
※未就学児入場不可

【料金】一般1,500円（当日同料金）
団体 （午前）1,300円
　　 （午後）1,200円

男女の自立と共同参画のまちづくりをめざしてアスカーラ共生フォーラムを開催します。

託児 車イス友の会

先 行

●まどかぴあ
　総合案内

チケット
取扱い

チケット発売日
友の会：12月1日（金）
一　般：12月8日（金）
両日とも10:00～

【主催】アスカーラ共生フォーラム実行委員会・公益財団法人大野城まどかぴあ男女平等推進センターアスカーラ　【後援】大野城市・大野城市教育委員会（予定）

第1回アスカーラ共生フォーラム
アスカーラからステップアップ ～みんなでつむぐ明日～

【時間】13:00開演/12:30開場
【会場】大ホール（1階）全席自由
【料金】一般800円（当日1,000円）

EVENT

2月3日
（土）

平成 30年

■ アスカーラバザー　10:00～16:00
ギャラリーモールにて開催。売切れ次第終了。 山口 香

講演会「夢をあきらめない生き方」
講師　山口 香
（筑波大学体育系准教授・ソウル五輪女子柔道メダリスト）

開会式・アスカーラの歩み 13:00～13:20

13:25～13:40

13:45～15:00

「男女共同参画」小中学生図画ポスター・
標語コンクール表彰式



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
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。

総合案内　 TEL （092）586-4000 / FAX (092)586-4001

23 アテナ　2017年 12月号 アテナ　2017年 12月号　

文化芸術振興

11月12日（日）
～25日（土）

CAMPAIGN

タレント、歌手、俳優と多彩なジャンルで活動し、積極的に育児に参加するイクメンとし
ても有名なつるの剛士が、歌の力を届けにまどかぴあにやってきます！極上のハスキー
ボイスが奏でる名曲の数々をお届けします。この機会をぜひお見逃しなく！

託児 車イス友の会

先・割

託児 車イス友の会

先・割

【時間】15日（木）10:00開演 /　9:30開場
13:00開演 /12:30開場

16日（金）10:00開演 /　9:30開場
【会場】大ホール（1階）全席指定

●まどかぴあ総合案内
●ローソンチケット（Lコード：81775）
●チケットぴあ（Pコード：482-474）

チケット
取扱い

チケット発売日
友の会12月　7日（木）
一　般12月14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：82852）
●チケットぴあ（Pコード：348-386）
●劇ナビ FUKUOKA（http://gekinavi.jp/）

チケット取扱い

チケット発売日
友の会 12月 11日（月）
一　般 12月 18日（月）
両日とも10:00～

『ブレーメンの音楽隊』

つるの剛士コンサート
～つるのうた名曲集～ in 大野城

音楽隊になるのを夢見てブレーメンの町へ旅立ったロバ、犬、ニワトリ、猫の４匹。ある夜、森の中で料理の香りが漂う
一軒の家をみつけます。しかし、そこは怖いドロボーたちのすみかでした。さぁ、ここから、４匹の知恵と力を合わせた
大活躍がはじまります！

【時間】17:30開演/17:00開場
【会場】大ホール（１階）全席指定

劇団飛行船マスクプレイミュージカル2月15日（木）
16日（金）
PLAY

平成 30年

※3歳以上有料。ただし2歳以下のお子様でも座席を利用されるお客様はチケットが必要となります。
※団体料金は保育園、幼稚園、育児サークルなどの団体が対象。詳しくはお問合せください。

MUSIC

2月24日
（土）

平成 30年

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・
中学校の冬休み・春休み・夏休み
期間（休館日を除く）

【利用区分】
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。

【利用負担金】
学生等：100円 /1区分1人
一　般：200円 /1区分1人

【受付期間】12月 1日（金）～14日（木）

大野城まどかぴあ契約職員募集

職員募集

お知らせ（新着情報）

または

へ

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）

※平日9:00～17:00 
※郵送の場合は14日必着

大野城まどかぴあ 検　索

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

【申込方法】 所定の用紙に必要事項をご記入のうえ、
提出してください。申込用紙、募集要項
は 12 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
もダウンロードできます。

1月24日
（水）
PLAY 合わせ鏡の中の自分、うまくいかない恋、はがれ落ちない孤独感……。少しビターで少しファンタジッ

クで、そして少しアイロニカルな物語を皆様にお届けします。

かがみのかなたはたなかのなかに

【時間】19:00開演 /18:30開場
【会場】大ホール（1階） 全席指定
【料金】一 般 5,000円（当日5,500円）

U25 3,000円（当日3,500円）　※鑑賞時25歳以下

平成30年

●まどかぴあ総合案内
●ローソンチケット（Lコード：82871）
●チケットぴあ（Pコード：481-863）
●劇ナビ FUKUOKA（http://gekinavi.jp/）

チケット
取扱いチケット発売中

託児 車イス

近藤 良平 首藤 康之

長塚 圭史 松 たか子作・演出：長塚 圭史　振付・音楽：近藤 良平

友の会

先・割

※未就学児入場不可

チケット
取扱いチケット発売中 ●まどかぴあ

　総合案内

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（2階）全席自由
【授業料】500円（当日800円）　※未就学児入場不可

託児：1月12日（金）
　　　17:00締切

時代の大きな転換期に生まれた夏目漱石と村上春樹。作品を描く上でそれ
がどう反映されたのか、漱石の『それから』と春樹の『ねじまき鳥クロニク
ル』を中心に探ります。生野氏には『夢十夜』ほかを朗読していただきます。
この機会に二人の世界に触れてみませんか。

４時間目 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）

生野 文治岡野 進

1月20日
（土）
TALK

平成30年

お問い合わせ
申込先

大野城まどかぴあでは、平成 30 年 4 月採用予定の契
約職員を募集します。詳しい内容については募集要項を
ご覧ください。

※小・中学生のみの利用の場合は9:00から17:00まで
※詳しくは総合案内までお問い合わせください。

9:00～12:00

13:00～17:00

18:00～21:00

午前

午後

夜間

エレベーター工事のお知らせ
まどかぴあ館内にある３基のエレベーターの更新工事を、1
月初旬から順次行います。工事期間中はエレベーターの使
用が制限されます。利用者の皆様にご迷惑をお掛けします
が、ご理解とご協力のほどよろしくお願いします。

【料金】5,000円（当日5,500円） 
※未就学児入場不可

【料金】一般1,500円（当日同料金）
団体 （午前）1,300円
　　 （午後）1,200円

男女の自立と共同参画のまちづくりをめざしてアスカーラ共生フォーラムを開催します。

託児 車イス友の会

先 行

●まどかぴあ
　総合案内

チケット
取扱い

チケット発売日
友の会：12月1日（金）
一　般：12月8日（金）
両日とも10:00～

【主催】アスカーラ共生フォーラム実行委員会・公益財団法人大野城まどかぴあ男女平等推進センターアスカーラ　【後援】大野城市・大野城市教育委員会（予定）

第1回アスカーラ共生フォーラム
アスカーラからステップアップ ～みんなでつむぐ明日～

【時間】13:00開演/12:30開場
【会場】大ホール（1階）全席自由
【料金】一般800円（当日1,000円）

EVENT

2月3日
（土）

平成 30年

■ アスカーラバザー　10:00～16:00
ギャラリーモールにて開催。売切れ次第終了。 山口 香

講演会「夢をあきらめない生き方」
講師　山口 香
（筑波大学体育系准教授・ソウル五輪女子柔道メダリスト）

開会式・アスカーラの歩み 13:00～13:20

13:25～13:40

13:45～15:00

「男女共同参画」小中学生図画ポスター・
標語コンクール表彰式



　

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 12月号

短期講座 12月13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）

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：82855）

協賛：株式会社東洋ナビックス、豆香洞コーヒー

【出演】佐藤 卓史（ピアノ） 
【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

「ウィーンの街かど ～優雅な昼下がりに寄せて～」

協賛：株式会社東洋ナビックス、豆香洞コーヒー

MUSIC

12月16日
（土） 託児友の会

先 行
車イス

ティータイムスペシャルコンサート
Vol.9（Vol.255）

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」

ティータイムコンサート 

託児
M.snow®スマイルトレーニング

【日　程】1月12日（金）　【時　間】10:30～12:00
【受講料】1,000円 【定　員】18名
【講　師】陣内 ちはる（スマイルトレーナー®）

ホンマでっか!?TVでお馴染みの印象評論家、
重太みゆきさん考案スキル。ほうれい線、たる
みにアプローチ、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！ ※イメージ

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

CINEMA

1月13日
（土）

女優の卵のミアとジャズピアニストのセバスチャンは、ぶつかり合い
ながらもお互いの才能と夢に惹かれ、恋に落ちていく。ロサンゼルス
を舞台に、華麗な音楽とダンスで描くミュージカル映画。第89回ア
カデミー賞最多６部門受賞の話題作。

監督：デイミアン・チャゼル
出演：ライアン・ゴズリング、エマ・ストーン　ほか

2016年 /アメリカ/128分 /日本語字幕版
「ラ・ラ・ランド」

CINEMA

12月2日
（土）

子どものころに舞台に魅せられ、劇場主となったコアラのバスター・
ムーン。しかし劇場の栄光は過去のものとなり、取り壊し寸前の状況に
あった。劇場の再起をかけ、世界最高の歌オーディションの開催を企
画する。人生を変えるチャンスを掴むため、個性的なメンバーが挑む。
監督：ガース・ジェニングス
声の出演（吹替版）：内村 光良、MISIA、長澤 まさみ　ほか

2016年 /アメリカ/108分
「SING」
キッズシネマ

①10:00～11:48＜日本語吹替版＞
②14:00～15:48＜日本語吹替版＞
③17:00～18:48＜日本語字幕版＞
（各回30分前開場）

【時間】

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

平成30年

①10:00～ 12:08
②14:00～ 16:08
③18:00～ 20:08
（各回30分前開場）

【時間】

【時間】　9日（土）9:30～　高等学校の部・中学校の部
10日（日）9:30～　中学校の部

【会場】大ホール（1階）全席自由
【料金】各日800円（当日1,000円） ※未就学児入場不可

第46回
福岡アンサンブル
コンテスト

福岡・筑前・筑後地区の中高生によるアンサンブルコン
テストを開催します。木管・金管・打楽器・コントラバ
スの中から 3～ 8人で編成して演奏します。日頃の練習
の成果をぜひお聴きください。

まどかぴあ総合案内チケット
取扱いチケット発売中

12月　9日（土）
10日（日）
MUSIC

博多座 市民半額観劇会
博多座2月公演「花形歌舞伎」が半額で観劇できます。
【出 演 者】中村 勘九郎、尾上 松也、中村 七之助　ほか
【日　　時】平成30年2月2日（金）11:00～・16:00～、
　　　　　5日（月）11:00～・16:00～、
               6 日（火）16:00～

※11:00の部と16:00の部は演目が異なります。
【料　　金】Ａ席7,500円（通常15,000円）
　　　　　※取扱い手数料として、1枚の場合は400円 （2枚の場合は
                     700円）と振替手数料がかかります。
【定　　員】各回100名（応募者多数の場合は抽選）
【申込方法】ハガキに「希望公演日時（1公演のみ）、参加
　　　　　人数（2人まで）、郵便番号、住所、氏名、年齢、
　　　　　電話番号」を明記して送付。
【申込期限】12月 23日（土）消印有効
　　　　　 ※当選者のみ通知、12月26日頃発送予定。
【申 込 先】〒810-8799 日本郵便㈱福岡中央郵便局留
　　　　　「市民半額会」宛
【問合せ先】市民半額会事務局（日本演劇興行協会）
　　　　　TEL 092-751-8258（平日10時～18時）

フランスの伝統工芸、カルトナージュは、厚紙を切って組み
立て、素敵な紙や布を貼り、仕上げます。受講料は無料です。
この機会にぜひ体験してみませんか。初心者大歓迎です。

カルトナージュ体験講座 実施！ 【日　程】1月 26日（金）
【時　間】13:00～ 16:00
【材料費】1,500円
【定　員】20名
【講　師】川崎 文子（アトリエ・エッフェルK主宰）

パソコン講座 12月1日（金）9:00
受付開始

託児

託児

●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

エクセル実践・中級（夜）

【日　程】1月11・18・25日、2月1・8・15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
エクセル活用

【日　程】1月19・26日、2月2・9・16・23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】エクセルの操作経験がある方　【講　師】有尾 美穂子

エクセルの基本操作を学び、便利な機能を使い住所録・
連絡網や簡単な会計報告書などを作ります。また、名簿を
作成し抽出などの便利な機能を学びます。様々な場面で
活用できるようになります。

託児
はじめてのピラティスヨガ

【日　程】1月10・24・31日（水）　【時間】10:00～11:30
【受講料】3,000円　　　　　　　 【定員】18名
【講　師】中上 純子（FTPマットピラティス、コミュニティヨガ指導士）

ピラティスのエクササイズで、お腹回り、ヒップライ
ン、二の腕などボディラインを整える運動をしませ
んか。初めてでも大丈夫！ヨガの呼吸法でストレス
からも解放され、心身ともにすっきりできますよ。 ※イメージ

託児
和菓子づくりとプチ茶歌舞伎

【日　程】1月11日（木）　【時　間】10:00～13:00
【受講料】1,000円 【材料費】1,800円
【定　員】18名 【講　師】藤田 博子（和菓子教室 ann. 主宰）

季節の上生菓子を家庭で作ってみませんか。
いろいろな和菓子に応用できるプロならでは
のコツをお教えします。また、五感をフルに使
うお茶の飲み当て遊び、茶歌舞伎にも挑戦し
ます。お茶の奥深さを体験できますよ。

※イメージ

マヤ暦で分かる才能・性質・本質～あなたの人生の目的は～

【日　程】1月24日（水）　【時　間】19:00～ 20:30
【受講料】1,100円 【教材費】500円
【定　員】15名　　　【講　師】大野 美沙子（時の科学研究会主宰）

マヤ暦とは、心と意識の時間であり、本当の自
分を見つける「人生の宝の地図」。日々起こる
出来事や出会いも、偶然ではなくあなたへの
メッセージです。自分の才能・性質・本質を知ることで、メッ
セージの意味や人生の目的も分かってくるはずです。

※イメージ

ハーブでケアする冬場対策①②

※イメージ

寒い季節にオススメのハーブを使った心と
体をケアする方法をお教えします。ご自身に
ピッタリなものにブレンドしましょう。

【日　程】①1月19日（金）　②1月29日（月）
【時　間】10:00～12:00
【受講料】各1,000円　　【材料費】各500円
【定　員】各20名
【講　師】奈木野 亜紀（ハーブのゆりかご代表）

①良質な安眠～ハーブで作る香り袋～
②風邪予防～オリジナルブレンドのハーブティー～

残席わずか

開催スケジュールのお知らせ

※３月はティータイムスペシャルコンサートのため有料です。

1月25日（木）
2月22日（木）
3月11日（日）※

NO.

Vol.256
Vol.257
Vol.258

開催日



　

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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短期講座 12月13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）

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：82855）

協賛：株式会社東洋ナビックス、豆香洞コーヒー

【出演】佐藤 卓史（ピアノ） 
【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

「ウィーンの街かど ～優雅な昼下がりに寄せて～」

協賛：株式会社東洋ナビックス、豆香洞コーヒー

MUSIC

12月16日
（土） 託児友の会

先 行
車イス

ティータイムスペシャルコンサート
Vol.9（Vol.255）

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」

ティータイムコンサート 

託児
M.snow®スマイルトレーニング

【日　程】1月12日（金）　【時　間】10:30～12:00
【受講料】1,000円 【定　員】18名
【講　師】陣内 ちはる（スマイルトレーナー®）

ホンマでっか!?TVでお馴染みの印象評論家、
重太みゆきさん考案スキル。ほうれい線、たる
みにアプローチ、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！ ※イメージ

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

CINEMA

1月13日
（土）

女優の卵のミアとジャズピアニストのセバスチャンは、ぶつかり合い
ながらもお互いの才能と夢に惹かれ、恋に落ちていく。ロサンゼルス
を舞台に、華麗な音楽とダンスで描くミュージカル映画。第89回ア
カデミー賞最多６部門受賞の話題作。

監督：デイミアン・チャゼル
出演：ライアン・ゴズリング、エマ・ストーン　ほか

2016年 /アメリカ/128分 /日本語字幕版
「ラ・ラ・ランド」

CINEMA

12月2日
（土）

子どものころに舞台に魅せられ、劇場主となったコアラのバスター・
ムーン。しかし劇場の栄光は過去のものとなり、取り壊し寸前の状況に
あった。劇場の再起をかけ、世界最高の歌オーディションの開催を企
画する。人生を変えるチャンスを掴むため、個性的なメンバーが挑む。
監督：ガース・ジェニングス
声の出演（吹替版）：内村 光良、MISIA、長澤 まさみ　ほか

2016年 /アメリカ/108分
「SING」
キッズシネマ

①10:00～11:48＜日本語吹替版＞
②14:00～15:48＜日本語吹替版＞
③17:00～18:48＜日本語字幕版＞
（各回30分前開場）

【時間】

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

平成30年

①10:00～ 12:08
②14:00～ 16:08
③18:00～ 20:08
（各回30分前開場）

【時間】

【時間】　9日（土）9:30～　高等学校の部・中学校の部
10日（日）9:30～　中学校の部

【会場】大ホール（1階）全席自由
【料金】各日800円（当日1,000円） ※未就学児入場不可

第46回
福岡アンサンブル
コンテスト

福岡・筑前・筑後地区の中高生によるアンサンブルコン
テストを開催します。木管・金管・打楽器・コントラバ
スの中から 3～ 8人で編成して演奏します。日頃の練習
の成果をぜひお聴きください。

まどかぴあ総合案内チケット
取扱いチケット発売中

12月　9日（土）
10日（日）
MUSIC

博多座 市民半額観劇会
博多座2月公演「花形歌舞伎」が半額で観劇できます。
【出 演 者】中村 勘九郎、尾上 松也、中村 七之助　ほか
【日　　時】平成30年2月2日（金）11:00～・16:00～、
　　　　　5日（月）11:00～・16:00～、
               6 日（火）16:00～

※11:00の部と16:00の部は演目が異なります。
【料　　金】Ａ席7,500円（通常15,000円）
　　　　　※取扱い手数料として、1枚の場合は400円 （2枚の場合は
                     700円）と振替手数料がかかります。
【定　　員】各回100名（応募者多数の場合は抽選）
【申込方法】ハガキに「希望公演日時（1公演のみ）、参加
　　　　　人数（2人まで）、郵便番号、住所、氏名、年齢、
　　　　　電話番号」を明記して送付。
【申込期限】12月 23日（土）消印有効
　　　　　 ※当選者のみ通知、12月26日頃発送予定。
【申 込 先】〒810-8799 日本郵便㈱福岡中央郵便局留
　　　　　「市民半額会」宛
【問合せ先】市民半額会事務局（日本演劇興行協会）
　　　　　TEL 092-751-8258（平日10時～18時）

フランスの伝統工芸、カルトナージュは、厚紙を切って組み
立て、素敵な紙や布を貼り、仕上げます。受講料は無料です。
この機会にぜひ体験してみませんか。初心者大歓迎です。

カルトナージュ体験講座 実施！ 【日　程】1月 26日（金）
【時　間】13:00～ 16:00
【材料費】1,500円
【定　員】20名
【講　師】川崎 文子（アトリエ・エッフェルK主宰）

パソコン講座 12月1日（金）9:00
受付開始

託児

託児

●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

エクセル実践・中級（夜）

【日　程】1月11・18・25日、2月1・8・15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
エクセル活用

【日　程】1月19・26日、2月2・9・16・23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】エクセルの操作経験がある方　【講　師】有尾 美穂子

エクセルの基本操作を学び、便利な機能を使い住所録・
連絡網や簡単な会計報告書などを作ります。また、名簿を
作成し抽出などの便利な機能を学びます。様々な場面で
活用できるようになります。

託児
はじめてのピラティスヨガ

【日　程】1月10・24・31日（水）　【時間】10:00～11:30
【受講料】3,000円　　　　　　　 【定員】18名
【講　師】中上 純子（FTPマットピラティス、コミュニティヨガ指導士）

ピラティスのエクササイズで、お腹回り、ヒップライ
ン、二の腕などボディラインを整える運動をしませ
んか。初めてでも大丈夫！ヨガの呼吸法でストレス
からも解放され、心身ともにすっきりできますよ。 ※イメージ

託児
和菓子づくりとプチ茶歌舞伎

【日　程】1月11日（木）　【時　間】10:00～13:00
【受講料】1,000円 【材料費】1,800円
【定　員】18名 【講　師】藤田 博子（和菓子教室 ann. 主宰）

季節の上生菓子を家庭で作ってみませんか。
いろいろな和菓子に応用できるプロならでは
のコツをお教えします。また、五感をフルに使
うお茶の飲み当て遊び、茶歌舞伎にも挑戦し
ます。お茶の奥深さを体験できますよ。

※イメージ

マヤ暦で分かる才能・性質・本質～あなたの人生の目的は～

【日　程】1月24日（水）　【時　間】19:00～ 20:30
【受講料】1,100円 【教材費】500円
【定　員】15名　　　【講　師】大野 美沙子（時の科学研究会主宰）

マヤ暦とは、心と意識の時間であり、本当の自
分を見つける「人生の宝の地図」。日々起こる
出来事や出会いも、偶然ではなくあなたへの
メッセージです。自分の才能・性質・本質を知ることで、メッ
セージの意味や人生の目的も分かってくるはずです。

※イメージ

ハーブでケアする冬場対策①②

※イメージ

寒い季節にオススメのハーブを使った心と
体をケアする方法をお教えします。ご自身に
ピッタリなものにブレンドしましょう。

【日　程】①1月19日（金）　②1月29日（月）
【時　間】10:00～12:00
【受講料】各1,000円　　【材料費】各500円
【定　員】各20名
【講　師】奈木野 亜紀（ハーブのゆりかご代表）

①良質な安眠～ハーブで作る香り袋～
②風邪予防～オリジナルブレンドのハーブティー～

残席わずか

開催スケジュールのお知らせ

※３月はティータイムスペシャルコンサートのため有料です。

1月25日（木）
2月22日（木）
3月11日（日）※

NO.

Vol.256
Vol.257
Vol.258

開催日



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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楽しいイベントが盛りだくさん！すべて参加無料です。どうぞお楽しみに！

図書館へゆこう！！ 2018年

平成29年度　アスカーラ市民グループ活動支援事業
託児

自分らしく起業するために
これは知っておきたい税務・労務のきほん

【日　時】2月 15日（木）10:00～12:00
【講　師】島田 和子（整心師、アンガーマネジメントファシリテーター）
【受講料】200円
【会　場】306会議室（3階）
【定　員】30名

ままいるの家族の笑顔応援講座
「アドラー流　ママと子どもの笑顔を作る！
心のマネジメント術」

主催：ままいる

【日　時】2月 2日（金）10:00～12:00
【講　師】藤高 昌子（社会保険労務士、行政書士、他）

伊藤 健太郎（税理士）
【受講料】300円
【会　場】301会議室（3階）
【定　員】20名

主催：connect

移動図書館「わくわく号」巡回日程表年末年始の休館中の返却について

託児

女性の4人に1人が経験者とされているのに、なかなか相談しにくい尿漏れ。
全国でも珍しい「女性泌尿器科」の医師や理学療法士と共に、症状改善に向
けて一歩踏み出しませんか。知識があるだけでもとっても安心ですよ！

知って「スッキリ！」 トイレの話
女性の健康を考える講座PartⅡ

【日　時】2月 6日（火）14:00～ 15:30
【講　師】中島 のぶよ（高山病院 女性泌尿器科医師）

熊丸 真理（高山病院 理学療法士）
【受講料】無料　　　　　　　【会　場】303会議室（3階）
【定　員】60名（先着順）　　【申込み】12月 1日（金）より受付開始 中島 のぶよ

【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

【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

休館中の本の返却は返却ポスト(県道沿い入口横壁
面)をご利用ください。ＣＤは壊れやすいので返却ポ
ストには入れず、警備員室へご返却ください。

予告

「つんつくせんせい」シリーズ
（フレーベル館）、『まあちゃんの
ながいかみ』（福音館書店）など
で人気の児童文学・絵本作家 
高楼 方子（たかどの　ほうこ）
氏による講演会です。

【日時】1月 28日（日）13:30～15:00
【会場】小ホール（2階）
【対象】小学生以上 

※1月5日（金）より受付開始(定員100名 )

平成30年1月13日(土)～28日(日)

◆高楼 方子講演会
「お話への思い―朗読をまじえて」

『まあちゃんのながいかみ』（福音館書店）

楽しい実験ショーと工作で科学の面白さを紹介します！

【日時】1月 20日（土）①10:00～11:30
②13:30～15:00

【対象】幼児～小学生（未就学児は要保護者同伴） 
※1月5日（金）より受付開始（定員各回20名）

◆サイエンスショー＆科学工作
「科学とあそぼう」

【日時】1月 23日（火）①10:00～ 10:45
②11:00～ 11:45

※1月10日（水）より受付開始（定員各回20組）

◆赤ちゃんと布のえほんであそぼう

※受付は定員になり次第、終了します。その他のイベントなどの詳細は次号に掲載します。

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

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
12月の巡回

8日
22日

7日
21日

12日
26日

5日
19日

11日
25日

4日
18日

1日
15日

14日
ぴよぴよのへや（0歳児・妊婦対象）
12月5日・19日
よちよちのへや（1～2歳児対象）
12月12日・26日

もうすぐ楽しいクリスマス。
図書館のおはなし会にも
ぜひきてくださいね。

としょかんのおはなし会

おひざでだっこ

わくわくおはなし会

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
幼児対象
12月2日・16日

小学生以上対象
12月9日・23日

熊丸 真理

現在就業中の方、就職が決まっている方を対象にセミナーを開催します。チームメンバーへの伝え方を学び、アイデ
ア力を身につけて、ビジネススキルの更なる向上を目指しませんか。どちらか片方だけの受講も可能です。

どれだけ言葉を重ねても、思いが伝わら
ない。いくら真剣に叱っても、同じ過ち
を何度も繰り返す。こんなことありませ
んか。あなたの思いを上手に伝えると、
チームや部下が動き出します。

目の前の問題や自分の思いを整理す
る、見えるように形にしてみる、言葉にす
る…これは実は難しいこと。でもレゴブ
ロックなら簡単です。解決のアイデアも
やりたいことも見えてきます。

いますぐ実践！ ビジネススキルアップセミナー

テーマ日時・会場・定員回

1

2

ビジネスコーチング
ほめる技術、叱る技術、

伝える技術

問題解決につなげよう！
レゴ®・シリアスプレイ®

202会議室（2階）
40名

2月10日（土）
10:00～12:00

303会議室（3階）
32名

2月24日（土）
10:00～12:00

再就職応援事業
キャリアアップ講座

講　　師 内　　容

野津 浩嗣
（国際コーチ連盟マスター

認定コーチ）

深月 敬子
（株式会社ウイルブレイン

代表取締役
人事教育コンサルタント）

【受講料】無料　　【対象】現在就業中の方、就職が決まっている方　　【申込み】12月 1日（金）より受付開始

託児



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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楽しいイベントが盛りだくさん！すべて参加無料です。どうぞお楽しみに！

図書館へゆこう！！ 2018年

平成29年度　アスカーラ市民グループ活動支援事業
託児

自分らしく起業するために
これは知っておきたい税務・労務のきほん

【日　時】2月 15日（木）10:00～12:00
【講　師】島田 和子（整心師、アンガーマネジメントファシリテーター）
【受講料】200円
【会　場】306会議室（3階）
【定　員】30名

ままいるの家族の笑顔応援講座
「アドラー流　ママと子どもの笑顔を作る！
心のマネジメント術」

主催：ままいる

【日　時】2月 2日（金）10:00～12:00
【講　師】藤高 昌子（社会保険労務士、行政書士、他）

伊藤 健太郎（税理士）
【受講料】300円
【会　場】301会議室（3階）
【定　員】20名

主催：connect

移動図書館「わくわく号」巡回日程表年末年始の休館中の返却について

託児

女性の4人に1人が経験者とされているのに、なかなか相談しにくい尿漏れ。
全国でも珍しい「女性泌尿器科」の医師や理学療法士と共に、症状改善に向
けて一歩踏み出しませんか。知識があるだけでもとっても安心ですよ！

知って「スッキリ！」 トイレの話
女性の健康を考える講座PartⅡ

【日　時】2月 6日（火）14:00～ 15:30
【講　師】中島 のぶよ（高山病院 女性泌尿器科医師）

熊丸 真理（高山病院 理学療法士）
【受講料】無料　　　　　　　【会　場】303会議室（3階）
【定　員】60名（先着順）　　【申込み】12月 1日（金）より受付開始 中島 のぶよ

【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

【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

休館中の本の返却は返却ポスト(県道沿い入口横壁
面)をご利用ください。ＣＤは壊れやすいので返却ポ
ストには入れず、警備員室へご返却ください。

予告

「つんつくせんせい」シリーズ
（フレーベル館）、『まあちゃんの
ながいかみ』（福音館書店）など
で人気の児童文学・絵本作家 
高楼 方子（たかどの　ほうこ）
氏による講演会です。

【日時】1月 28日（日）13:30～15:00
【会場】小ホール（2階）
【対象】小学生以上 

※1月5日（金）より受付開始(定員100名 )

平成30年1月13日(土)～28日(日)

◆高楼 方子講演会
「お話への思い―朗読をまじえて」

『まあちゃんのながいかみ』（福音館書店）

楽しい実験ショーと工作で科学の面白さを紹介します！

【日時】1月 20日（土）①10:00～11:30
②13:30～15:00

【対象】幼児～小学生（未就学児は要保護者同伴） 
※1月5日（金）より受付開始（定員各回20名）

◆サイエンスショー＆科学工作
「科学とあそぼう」

【日時】1月 23日（火）①10:00～ 10:45
②11:00～ 11:45

※1月10日（水）より受付開始（定員各回20組）

◆赤ちゃんと布のえほんであそぼう

※受付は定員になり次第、終了します。その他のイベントなどの詳細は次号に掲載します。

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

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
12月の巡回

8日
22日

7日
21日

12日
26日

5日
19日

11日
25日

4日
18日

1日
15日

14日
ぴよぴよのへや（0歳児・妊婦対象）
12月5日・19日
よちよちのへや（1～2歳児対象）
12月12日・26日

もうすぐ楽しいクリスマス。
図書館のおはなし会にも
ぜひきてくださいね。

としょかんのおはなし会

おひざでだっこ

わくわくおはなし会

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
幼児対象
12月2日・16日

小学生以上対象
12月9日・23日

熊丸 真理

現在就業中の方、就職が決まっている方を対象にセミナーを開催します。チームメンバーへの伝え方を学び、アイデ
ア力を身につけて、ビジネススキルの更なる向上を目指しませんか。どちらか片方だけの受講も可能です。

どれだけ言葉を重ねても、思いが伝わら
ない。いくら真剣に叱っても、同じ過ち
を何度も繰り返す。こんなことありませ
んか。あなたの思いを上手に伝えると、
チームや部下が動き出します。

目の前の問題や自分の思いを整理す
る、見えるように形にしてみる、言葉にす
る…これは実は難しいこと。でもレゴブ
ロックなら簡単です。解決のアイデアも
やりたいことも見えてきます。

いますぐ実践！ ビジネススキルアップセミナー

テーマ日時・会場・定員回

1

2

ビジネスコーチング
ほめる技術、叱る技術、

伝える技術

問題解決につなげよう！
レゴ®・シリアスプレイ®

202会議室（2階）
40名

2月10日（土）
10:00～12:00

303会議室（3階）
32名

2月24日（土）
10:00～12:00

再就職応援事業
キャリアアップ講座

講　　師 内　　容

野津 浩嗣
（国際コーチ連盟マスター

認定コーチ）

深月 敬子
（株式会社ウイルブレイン

代表取締役
人事教育コンサルタント）

【受講料】無料　　【対象】現在就業中の方、就職が決まっている方　　【申込み】12月 1日（金）より受付開始

託児



Ｐ5

11月号
掲載

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。
11月8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5回「音楽と認知症予防」
●500円、スプリングメイト会員無料 ●14:00

1/14
（日）

1/27
（土）

東儀秀樹トーク＆ライブ
雅楽師・東儀秀樹が織りなす雅な世界をご堪能ください。
●一般3,000円、高校生以下2,000円 ●14:00

春日交響楽団2017クリスマスコンサート
●1,200円 ※3歳以上有料 ●14:00

12/17
（日）

つくし お隣さん情報

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

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
出入口

イオン大野城店●

り
通
紫
筑

市
岡
福
至

）
線
号
3
旧
（線
号
2
1
1
道
県

線
号
3
道
国

路
道
速
高
市
都
岡
福

道
車
動
自
州
九
速
高

市
府
宰
太
至

駅
日
春

ク
ロ
ー
バ
ー
プ
ラ
ザ

駅
城
野
大

駅
原
木
白

駅
原
日
春

線
田
牟
大
神
天
鉄
西J

R

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

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

1/21
（日）

1/28
（日）

平成29年度ミリカ文化講演会
「ぐつぐつ小説の鍋が煮えてくる」
講師：村田喜代子（芥川賞作家・梅光学院大学客員教授）
●1,000円 ●14:00

「バンブーオーケストラ那珂川　クリスマスコンサート」
●入場無料 ●14:00

平成29年度歴史講座　「ちくし見聞録」
『大宰府の羅城』
講師：山村信榮（太宰府市教育委員会）
●入場無料（要事前申し込み） ●10:00

12/23
（土・祝）

おひざでだっこ よちよちのへや（1～2歳児対象）

航空自衛隊春日基地
「第24回ファミリーコンサート」

背骨コンディショニング

お雑煮とおもてなし料理①②

生涯

生涯

わくわくおはなし会（幼児対象）

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

第32回名曲コンサート
胡弓とギターと歌の祭典　悠久の調べとファンタジーの世界
●一般2,000円、大学生以下1,000円 ●15:00

12/3
（日）

12/17
（日）

筑紫野市吹奏楽団　第38回定期演奏会
●一般500円、ペア割800円、小学生以下無料 ●14:00

1/28
（日）

「みんなの学校」上映会
～不登校も特別支援学級もない　同じ教室で一緒に学ぶ
　　　　　　ふつうの公立小学校の　みんなが笑顔になる挑戦～
問合せ：（特）ちくしの子ども劇場　電話：925-5630
●一般1,000円、高校生800円、中学生以下無料 ●①10:30 ②14:30

文芸

文芸

文芸

ティータイムスペシャルコンサートVol.9

12/23
（土・祝）

フロアーコンサート　～和楽器で楽しむクリスマス～
出演：藤本流三味線秀西都会梅ばやし隊、太宰府市宝満太鼓
場所：いきいき情報センター2F　電話：928-0800
●入場無料 ●14:00

（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

史跡のまちの音楽隊
聴きに来んね！　～本格だけど気軽なクラシック～
演奏：坂口昌優（ヴァイオリン）・喜名雅（テューバ）
場所：プラム・カルコア太宰府
●1,000円 ●13:30

1/27
（土）

日付 イベント ページ
12月まどかぴあのイベントスケジュール

5（火）
19（火）

12（火）
26（火）

P7

11月号
掲載

5（火）

8（金）

11（月）

P7

9（土）
23（土・祝）

13（水）

P7

11月号
掲載

Ｐ4

ねんどで干支の置物をつくろう

図書

図書

図書

図書 わくわくおはなし会（小学生以上対象）

11月号
掲載

P7

9（土）
10（日） 第46回 福岡アンサンブルコンテスト P4

9（土） 市民グループ活動支援事業
「若者が幸せになるために　超高齢社会を生きる私たちができること」

11月号
掲載

11月号
掲載

4（月） マシュマロフォンダントで作るカップケーキ 11月号
掲載託児

託児

託児

託児

託児

11月号
掲載

①2（土）
②7（木）

2（土）
16（土）

2（土）

大人のためのメイク術

生涯

生涯

生涯

生涯

生涯

16（土）

しめ縄飾りをつくろう

11月号
掲載

託児

託児

託児

託児

太極拳で心も体もリラックス

文芸 Ｐ4キッズシネマ「SING」

11月号
掲載17（日）

おひざでだっこ ぴよぴよのへや（0歳児対象）

Ｐ37（木） 劇団飛行船マスクプレイミュージカル
「ブレーメンの音楽隊」　友の会発売

Ｐ2アスカーラ共生フォーラム
友の会発売

Ｐ2

生涯

11（月） つるの剛士コンサート
友の会発売

Ｐ314（木） 劇団飛行船マスクプレイミュージカル
「ブレーメンの音楽隊」　一般発売文芸

文芸

文芸

8（金）

航空自衛隊春日基地
第24回ファミリーコンサート　申込締切文芸

Ｐ513（水） 短期講座　受付開始

生涯

1（金）

パソコン講座　受付開始

Ｐ218（月） つるの剛士コンサート
一般発売文芸

12月のチケット情報・募集申込情報

まどかぴあ休館日のお知らせ
12月6日（水）、20日（水）

年末年始：12月28日（木）～平成30年1月4日（木）

男女

Ｐ2アスカーラ共生フォーラム
一般発売男女

P６キャリアアップ講座
受付開始男女

P６知って「スッキリ！」トイレの話
受付開始男女

4月号
掲載毎週金 ·土曜日 パパ · ママのための読書タイム男女

11月号
掲載15（金） 公開講座「ママが働く壁をぶち壊す！

～奇跡のサテライトオフィス千葉県流山市Trist の事例～」男女

男女

7（木） お医者さん、助産師さんに聞く！
私の身体と心のリズム

10月号
掲載託児

男女

託児

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11月8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）

・ 平成 30年度 公益財団法人大野城まどかぴあ 契約職員募集！
・ 第 1回 アスカーラ共生フォーラム　チケット発売！
・ マスクプレイミュージカル「ブレーメンの音楽隊」チケット発売！
・短期講座＆パソコン講座　受講生募集！
・図書館へゆこう！！2018年　予告
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【日時】　平成30年2月24日（土）

【会場】　大ホール　全席指定
17:30開演 /17:00開場

つるの剛士コンサート
～つるのうた名曲集～ in 大野城


