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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。
1月10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

伊藤京子ピアノコンサート
未来へ紡ぐ音楽 ～ピアノは語る～
●一般1,000円、大学生500円 ●14:00

3/4
（日）

3/25
（日）

レオナルド・ブラーボ タンゴトリオ
～パッションとノスタルジーが綾なすアルゼンチンタンゴの世界～
●一般2,000円、高校生以下1,000円 ●15:00

土曜シアター 「湯を沸かすほどの熱い愛」
●施設利用料1枚300円 ●①10:00 ②14:00 ③18:00

2/24
（土）

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

3/18
（日）

3/25
（日）

チャレンジ７　第7回夢文化祭
★ダンスや表現活動にチャレンジ★
●入場無料（一部要事前申込） ●13:00

平成29年度ミリカ文化・健康サークル
受講生文化祭　舞台発表
●入場無料 ●午前の部10:00、午後の部14:00

那珂川町少年少女合唱団第5回定期演奏会
●500円 ●14:00

3/11
（日）

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」

刺繍とビーズでつくるお花のブローチ

市民グループ活動支援事業
「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」

楽しい英会話生涯

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
市民企画公募事業「プロデューサーズ 2017」選定事業
熊本地震 東日本大震災 九州北部豪雨 被災地支援報告コンサート
ピュアハート「風月同天Ⅴ」
●入場無料 ●13:00

2/18
（日）

3/18
（日）

3/25
（日）

筑紫野市ちくしの少年少女合唱団
第3回定期演奏会
●300円 ●14:00

ちくしのブラスフェスタVol.2
●入場無料 ●12:30

文芸

文芸

文芸

文芸 ティータイムコンサートVol.257

2/3（土）
　 4（日）

史跡のまちの“生”歴史ドラマ
懐良親王と菊池武光　～雲雀の床～
場所：プラム・カルコア太宰府
●1,000円 ●3日 16:00/4日 13:00

（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

ルミナスフェスタ　2018
～ステージ発表・飲食バザー・フリーマーケットなど～
場所：男女共同参画推進センタールミナス　電話：925-5404 /体育センター
●入場無料 ●10:00～16:00

3/11
（日）

日付 イベント ページ
2月まどかぴあのイベントスケジュール

6（火）
20（火）

9（金）

P7

P410（土）

15（木）
16（金）

P7

15（木）

①16（金）
②23（金）

P3

1月号
掲載

P4

P2

1月号
掲載

女性の健康を考える講座
知って「スッキリ！」トイレの話

図書

図書

12月号
掲載

13（火）
27（火） おひざでだっこ よちよちのへや（1～2歳児対象） P7

10（土）
24（土）

いますぐ実践！ビジネススキルアップセミナー
第1・2回

12月号
掲載

12月号
掲載

6（火）

3（土）

ハーバリウムを作ろう 1月号
掲載

託児

託児

託児

託児

託児

託児

託児

託児

託児

1月号
掲載

3（土）
～3/3（土）

3（土）
17（土）

2（金）

シネマランド「燦燦」
さんさん

生涯

生涯

生涯

生涯

生涯

つるの剛士コンサート

生涯

生涯

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～

1月号
掲載

託児

託児

託児

託児

託児

エクセルなんでも相談室①②

P7図書

図書

わくわくおはなし会（小学生以上対象）

12月号
掲載

市民グループ活動支援事業
「自分らしく起業するために
これは知っておきたい税務・法務のきほん」

1月号
掲載23（金）

24（土）

① 24（土）
②3/1（木）

28（水）
3/14（水）

おひざでだっこ ぴよぴよのへや（0歳児対象）

14（水） 生涯

再就職チャレンジ講座
受付開始

1（木）
ヘルシーエクササイズ講座
受付開始

2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
2月7日（水）、21日（水）

Ｐ5短期講座　受付開始

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

男女

男女

はじめてのピラティスヨガ

1月号
掲載19（月）

22（木）

博多はじき～色付けに挑戦～

男女

男女

男女

粘土で作るお雛飾り 1月号
掲載託児

託児

1月号
掲載

味噌と甘酒づくり①②
～発酵食品で免疫力ＵＰ～

男女

男女

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
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ャ
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と
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術
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女
神※掲載記事は1月10日現在の情報です（その後の変更につきましては、ご容赦ください）

・大野城まどかぴあ友の会「まどかぴあ倶楽部」会員募集中！
・短期講座　受講生募集！
・再就職チャレンジ講座　受講生募集！
・第22回まどかぴあ読書感想画コンクール 入賞者発表！

P3

P5

P6

P7

VOL.260
20182アテナアテナ

平成30年度定期講座（1年間・6ヵ月間）

受講生募集!!
カルトナージュ

ちびっこ英会話・BABY英会話 楽しい押し花 小さな水彩画

NEW! NEW!

男子厨房に入る
～基本から始める料理～

シェイプアップ・ピラティスヨガビーズとフリーメタリコの
アクセサリー



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　2018年 2月号 アテナ　2018年 2月号　

文化芸術振興

芸能界でも抜群の歌唱力を誇り、人気を博したカバーアルバム「つるのうた」シリーズ
から名曲の数々をお届けします。ほかにも多くの番組でＭＣを務める、つるの剛士の
軽妙なトークもお楽しみいただけます。ご期待ください！

託児 車イス友の会

先・割

●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中

つるの剛士コンサート
～つるのうた名曲集～ in 大野城

【時間】17:30開演/17:00開場
【会場】大ホール（１階）全席指定

【料金】5,000円（当日5,500円） 
※未就学児入場不可

託児 車イス友の会

先・割

【日時】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中

『ブレーメンの音楽隊』
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

※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。

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

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月初旬から順次行っています。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。

平成30年度4月開講　定期講座（1年間・6ヵ月間）受講生募集スタート！
4月から始まる定期講座（1年間 ・ 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！！

2月 20日（火）必着
申込者が募集人数を超えた場合は抽選
します。2月28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
申込結果は、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

料理の基本からアレンジ方法まで丁寧
に指導します。和食・中華・洋食などポイ
ントをおさえて、お家で簡単に出来るレ
シピを4～5品紹介します。初めて料理
にチャレンジする方でも安心ですよ。

男子厨房に入る～基本から始める料理～

【日　程】第2木曜日（月1回）
【時　間】10:00～13:00

ピラティスとヨガの両方を行います。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
を整えます。ヨガの呼吸法でストレスか
らも解放され、心身共にすっきりしま
す。

シェイプアップ・ピラティスヨガ

【日　程】第2・4水曜日（月2回） 
【時　間】10:00～11:30

※イメージ※イメージ

＜1年間講座＞ ＜6ヵ月間講座＞

MUSIC

3月11日
（日）

♪♪ ♬ティータイムスペシャルコンサートVol.10（vol.258）

名曲から楽しむ歌の世界

協賛：株式会社東洋ナビックス、豆香洞コーヒー

【出演】松竹 玲奈（ソプラノ）、新見 準平（バリトン）、岡 直美（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

託児友の会

先 行
車イス

●まどかぴあ総合案内
●ローソンチケット（Lコード：82476）

チケット
取扱いチケット発売中

新見 準平 岡 直美松竹 玲奈

MUSIC

2月24日
（土）

【期間】 １月9日～3月16日（予定）　※１基あたり1ヵ月程度
1月 2月 3月 4月

図書館入口（階段）前
図書館トイレ前（業務用）
立体駐車場側入口前

工
事
日
程

多目的ホール

まどかぴあ図書館

守衛室

大ホール

出入口
出入口 ギャラリーモール

EV

通用口

総合案内

図書館入口（階段）前
（図書館棟１階～３階）

2月11日（日）～3月16日（金）

図書館トイレ前（業務用）
（図書館棟地下１階～３階）
1月9日（火）～2月10日（土）

立体駐車場側入口前
（ホール棟１階～２階）
2月4日（日）～2月28日（水）

残 席
わずか

オペラや日本歌曲など、心ゆくまで歌の世界をお楽しみください。チケットはお早めにお求めください。

会員募集中★

年会費1,500円　　随時入会OK

特
典
内
容

先行発売

チケット会員割引

更新特典

チケット送料無料

情報送付

会員プレゼント

喫茶割引

協力店サービス

大野城まどかぴあ友の会「まどかぴあ倶楽部」

友の会に入会すると、主催事業のチケット先行発売や割引（最
大20％まで）、更新された方には500円の鑑賞券プレゼント。
今なら「つるの剛士コンサート（P2）」や「ブレーメンの音楽隊
（P3）」などが割引適用公演です。入会お待ちしています。
※詳細はお問合せください。

MUSIC

4月22日
（日）

～響け中学生サウンド～
託児 車イス

【時間】14:30開演 /14:00開場
【会場】大ホール（1階）全席自由
【料金】無料 ※要整理券 /年齢に関わらずお一人様1枚必要

今年６回目を迎える、音楽を通した交流と技術向上をめ
ざすジョイントコンサート。大野城市民吹奏楽団と新中
学３年生総勢約140名が１月から練習に励んでいます。
毎年異なるメンバーで奏でる音楽をお楽しみください♪

大野城市民吹奏楽団・中学３年生
ジョイントコンサート2018

※16日のみ完売

●まどかぴあ総合案内
※お一人様2枚まで
※予定枚数になり次第終了

配布場所
整理券配布開始日
３月20日（火）
10:00～



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
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文化芸術振興

芸能界でも抜群の歌唱力を誇り、人気を博したカバーアルバム「つるのうた」シリーズ
から名曲の数々をお届けします。ほかにも多くの番組でＭＣを務める、つるの剛士の
軽妙なトークもお楽しみいただけます。ご期待ください！

託児 車イス友の会

先・割

●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中

つるの剛士コンサート
～つるのうた名曲集～ in 大野城

【時間】17:30開演/17:00開場
【会場】大ホール（１階）全席指定

【料金】5,000円（当日5,500円） 
※未就学児入場不可

託児 車イス友の会

先・割

【日時】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中

『ブレーメンの音楽隊』
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

※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。

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

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月初旬から順次行っています。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。

平成30年度4月開講　定期講座（1年間・6ヵ月間）受講生募集スタート！
4月から始まる定期講座（1年間 ・ 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！！

2月 20日（火）必着
申込者が募集人数を超えた場合は抽選
します。2月28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
申込結果は、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

料理の基本からアレンジ方法まで丁寧
に指導します。和食・中華・洋食などポイ
ントをおさえて、お家で簡単に出来るレ
シピを4～5品紹介します。初めて料理
にチャレンジする方でも安心ですよ。

男子厨房に入る～基本から始める料理～

【日　程】第2木曜日（月1回）
【時　間】10:00～13:00

ピラティスとヨガの両方を行います。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
を整えます。ヨガの呼吸法でストレスか
らも解放され、心身共にすっきりしま
す。

シェイプアップ・ピラティスヨガ

【日　程】第2・4水曜日（月2回） 
【時　間】10:00～11:30

※イメージ※イメージ

＜1年間講座＞ ＜6ヵ月間講座＞

MUSIC

3月11日
（日）

♪♪ ♬ティータイムスペシャルコンサートVol.10（vol.258）

名曲から楽しむ歌の世界

協賛：株式会社東洋ナビックス、豆香洞コーヒー

【出演】松竹 玲奈（ソプラノ）、新見 準平（バリトン）、岡 直美（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

託児友の会

先 行
車イス

●まどかぴあ総合案内
●ローソンチケット（Lコード：82476）

チケット
取扱いチケット発売中

新見 準平 岡 直美松竹 玲奈

MUSIC

2月24日
（土）

【期間】 １月9日～3月16日（予定）　※１基あたり1ヵ月程度
1月 2月 3月 4月

図書館入口（階段）前
図書館トイレ前（業務用）
立体駐車場側入口前

工
事
日
程

多目的ホール

まどかぴあ図書館

守衛室

大ホール

出入口
出入口 ギャラリーモール

EV

通用口

総合案内

図書館入口（階段）前
（図書館棟１階～３階）

2月11日（日）～3月16日（金）

図書館トイレ前（業務用）
（図書館棟地下１階～３階）
1月9日（火）～2月10日（土）

立体駐車場側入口前
（ホール棟１階～２階）
2月4日（日）～2月28日（水）

残 席
わずか

オペラや日本歌曲など、心ゆくまで歌の世界をお楽しみください。チケットはお早めにお求めください。

会員募集中★

年会費1,500円　　随時入会OK

特
典
内
容

先行発売

チケット会員割引

更新特典

チケット送料無料

情報送付

会員プレゼント

喫茶割引

協力店サービス

大野城まどかぴあ友の会「まどかぴあ倶楽部」

友の会に入会すると、主催事業のチケット先行発売や割引（最
大20％まで）、更新された方には500円の鑑賞券プレゼント。
今なら「つるの剛士コンサート（P2）」や「ブレーメンの音楽隊
（P3）」などが割引適用公演です。入会お待ちしています。
※詳細はお問合せください。

MUSIC

4月22日
（日）

～響け中学生サウンド～
託児 車イス

【時間】14:30開演 /14:00開場
【会場】大ホール（1階）全席自由
【料金】無料 ※要整理券 /年齢に関わらずお一人様1枚必要

今年６回目を迎える、音楽を通した交流と技術向上をめ
ざすジョイントコンサート。大野城市民吹奏楽団と新中
学３年生総勢約140名が１月から練習に励んでいます。
毎年異なるメンバーで奏でる音楽をお楽しみください♪

大野城市民吹奏楽団・中学３年生
ジョイントコンサート2018

※16日のみ完売

●まどかぴあ総合案内
※お一人様2枚まで
※予定枚数になり次第終了

配布場所
整理券配布開始日
３月20日（火）
10:00～



　

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　2018年 2月号

生涯学習センター

  

アテナ　2018年 2月号

短期講座

博多座 市民半額観劇会
博多座4月公演「石川さゆり特別公演」が半額で観劇できます。
【出 演 者】石川 さゆり、小林 綾子、野村 真美、西岡 徳馬　ほか
【日　　時】4月 11日（水）11:30～、12日（木）11:30～、

13日（金）11:30～、15日（日）16:30～、
16日（月）11:30～、18日（水）11:30～

【料　　金】6,500円（通常13,000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】2月 23日（金）消印有効
　　　　　 ※当選者のみ通知（2月27日発送予定）。
【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）

託児
美味しいだしのとり方

【日　程】3月5日（月）
【時　間】10:00～13:00　【定　員】18名
【受講料】1,000円　　　　【材料費】1,300円
【講　師】谷山 友紀（だしソムリエ）

家庭で気軽にできる本格的
なだしのとり方を学びま
す。基本から学び、知ってい
るようで知らないつゆのつ
くり方をお教えします。煮
物などにも応用して、いつ
もの料理をワンランクアッ
プしましょう。 ※イメージ

【出演】片田江 智子（バロック・ヴァイオリン）
【時間】12:15～ 12:45
【会場】ギャラリーモール（1階）入場無料

2月はバロック・ヴァイオリンによるコンサートをお届けしま
す。現代のヴァイオリンの原型である、バロック・ヴァイオリン
の繊細で優美な音色をご堪能ください。

MUSIC

2月22日
（木）

協賛：株式会社東洋ナビックス、豆香洞コーヒー

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」

片田江 智子

♪♪ ♬

♬
ティータイムコンサート

Vol.257
ティータイムコンサート

Vol.257

ボランティアスタッフ
サポーターバンクぐるぐる
メンバー募集中！
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！
演劇や音楽、映画などがお好きな方、ご登録をお待ちして
います。

●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もダウンロードができ
ます。詳しくは、まどかぴあ文化芸術振興課までお問合せ
ください。

年齢を問わずに無理
なくできるゆっくりと
した動きです。日頃の
疲れのリセットに、心
身の自己管理に、運動
不足の解消に、ぜひご
参加ください。

【日程】3月 17日（土）　　【定員】8名
【時間】13:30～14:30　【講師】小濱 邦子（予防医学指導士）

ボディワーク～男性のための体操～

茶道、華道、絵画、写真、陶芸、書道、表装、ステンドグラス、
カルトナージュ、デコパージュ、ソープカービング、押し花、
純銀粘土アクセサリー、パッチワーク、編み物、着物リメイ
ク、ビーズ、写経、フラワーアレンジ、前結び着付け、太極拳、
バレエ、ギター、フルート、オカリナ、リトミック、歌　など

〈参加予定講座〉

※昨年度の発表会の様子

★定期講座発表会のお知らせ★

【日時】3月17日（土）、18日（日）10:00～16:00
【会場】大野城まどかぴあ館内
【内容】展示、体験、販売、（18日のみ）ステージ発表

定期講座（1年間・6ヵ月間）の発表会を開催します。
皆さまお誘い合わせのうえ、ぜひご来館ください。

託児
背骨コンディショニング

【日　程】3月12日（月）
【時　間】10:00～12:00
【受講料】1,000円　　　【定　員】20名
【講　師】谷山 友紀（背骨コンディショニングインストラクター）

背骨の歪みを整えて姿勢
を美しくするだけでなく、
さまざまな体の不調を改
善していきます。（猫背、
肩こり、頭痛、腰痛など。）
どなたでも参加できます。
楽しく体操をしましょう。 ※イメージ

託児
大人のためのメイク術

【日　程】3月14日（水）
【時　間】10:00～12:00
【受講料】500円　　　　【定　員】16名
【講　師】米村 清香（POLA）

今さら聞けないスキンケ
アやメイクの仕方、肌質や
年齢に合った色選びなど
を楽しく学んでみません
か。プロのアドバイスを受
けて実際にメイクしなが
ら、きれいになる自分を実
感してください。

※イメージ

無料体験講座2月14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）

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。
　　　　　　　  ※未就学児入場不可（キッズシネマをのぞく）。
【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

2月10日
（土）

長い介護生活の末に最愛の夫を亡くした77歳の鶴本たゑ
は、これからの人生を輝かせるべく婚活を決意する。さまざま
な男性たちとの見合いを重ねた末、たゑの前についに理想の
男性が現れるが…。
監督： 外山 文治
出演： 吉行 和子、山本 學、宝田 明　ほか

2013年 /日本 /81分

さん さん

「燦燦」

①10:00～ 11:21
②14:00～ 15:21
③18:00～ 19:21
（各回30分前開場）

【時間】

CINEMA

3月10日
（土）

まどかぴあのボランティア「サポーター
バンクぐるぐる」の皆さんと選ぶ企画。
今回は動物や子どもに癒される映画を
選びました。

「ほっこり癒される映画」特集
ぐるぐるシネマ企画

時間 上映作品　

世界でいちばんのイチゴミルクのつくり方

世界でいちばんのイチゴミルクのつくり方
くろねこルーシー

10:00

14:00

18:00

上映スケジュール（各回30分前開場）

迷信を信じて縁起を担いでばかりの気の小さい占い師の鴨志田は、
妻子と別居し、寂しい一人暮らしを送っていた。そんな彼が2匹の幼
い黒猫に出会い、励まされ、人生に前向きになっていく姿を描く。

2012年 /日本 /107分
「くろねこルーシー」

監督： 亀井 亨　出演： 塚地 武雄、安 めぐみ、大政 絢　ほか

一風変わった高齢者たちが厄介払いで老人ホームに入れられて
しまう。遊び相手を奪われた子どもたちは彼らを救い出そうと幼
稚園を脱走し、賢いアカハナグマと一緒に奮闘する姿を描く。

2014年 /ドイツ /83分
「世界でいちばんのイチゴミルクのつくり方」

監督：ファイト・ヘルマー　出演：ノラ・ボーネル、ジャスティン・ウィルケ　ほか

※イメージ

日本語吹替版

日本語字幕版



　

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　2018年 2月号

短期講座

博多座 市民半額観劇会
博多座4月公演「石川さゆり特別公演」が半額で観劇できます。
【出 演 者】石川 さゆり、小林 綾子、野村 真美、西岡 徳馬　ほか
【日　　時】4月 11日（水）11:30～、12日（木）11:30～、

13日（金）11:30～、15日（日）16:30～、
16日（月）11:30～、18日（水）11:30～

【料　　金】6,500円（通常13,000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】2月 23日（金）消印有効
　　　　　 ※当選者のみ通知（2月27日発送予定）。
【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）

託児
美味しいだしのとり方

【日　程】3月5日（月）
【時　間】10:00～13:00　【定　員】18名
【受講料】1,000円　　　　【材料費】1,300円
【講　師】谷山 友紀（だしソムリエ）

家庭で気軽にできる本格的
なだしのとり方を学びま
す。基本から学び、知ってい
るようで知らないつゆのつ
くり方をお教えします。煮
物などにも応用して、いつ
もの料理をワンランクアッ
プしましょう。 ※イメージ

【出演】片田江 智子（バロック・ヴァイオリン）
【時間】12:15～ 12:45
【会場】ギャラリーモール（1階）入場無料

2月はバロック・ヴァイオリンによるコンサートをお届けしま
す。現代のヴァイオリンの原型である、バロック・ヴァイオリン
の繊細で優美な音色をご堪能ください。

MUSIC

2月22日
（木）

協賛：株式会社東洋ナビックス、豆香洞コーヒー

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」

片田江 智子

♪♪ ♬

♬
ティータイムコンサート

Vol.257
ティータイムコンサート

Vol.257

ボランティアスタッフ
サポーターバンクぐるぐる
メンバー募集中！
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！
演劇や音楽、映画などがお好きな方、ご登録をお待ちして
います。

●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もダウンロードができ
ます。詳しくは、まどかぴあ文化芸術振興課までお問合せ
ください。

年齢を問わずに無理
なくできるゆっくりと
した動きです。日頃の
疲れのリセットに、心
身の自己管理に、運動
不足の解消に、ぜひご
参加ください。

【日程】3月 17日（土）　　【定員】8名
【時間】13:30～14:30　【講師】小濱 邦子（予防医学指導士）

ボディワーク～男性のための体操～

茶道、華道、絵画、写真、陶芸、書道、表装、ステンドグラス、
カルトナージュ、デコパージュ、ソープカービング、押し花、
純銀粘土アクセサリー、パッチワーク、編み物、着物リメイ
ク、ビーズ、写経、フラワーアレンジ、前結び着付け、太極拳、
バレエ、ギター、フルート、オカリナ、リトミック、歌　など

〈参加予定講座〉

※昨年度の発表会の様子

★定期講座発表会のお知らせ★

【日時】3月17日（土）、18日（日）10:00～16:00
【会場】大野城まどかぴあ館内
【内容】展示、体験、販売、（18日のみ）ステージ発表

定期講座（1年間・6ヵ月間）の発表会を開催します。
皆さまお誘い合わせのうえ、ぜひご来館ください。

託児
背骨コンディショニング

【日　程】3月12日（月）
【時　間】10:00～12:00
【受講料】1,000円　　　【定　員】20名
【講　師】谷山 友紀（背骨コンディショニングインストラクター）

背骨の歪みを整えて姿勢
を美しくするだけでなく、
さまざまな体の不調を改
善していきます。（猫背、
肩こり、頭痛、腰痛など。）
どなたでも参加できます。
楽しく体操をしましょう。 ※イメージ

託児
大人のためのメイク術

【日　程】3月14日（水）
【時　間】10:00～12:00
【受講料】500円　　　　【定　員】16名
【講　師】米村 清香（POLA）

今さら聞けないスキンケ
アやメイクの仕方、肌質や
年齢に合った色選びなど
を楽しく学んでみません
か。プロのアドバイスを受
けて実際にメイクしなが
ら、きれいになる自分を実
感してください。

※イメージ

無料体験講座2月14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）

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。
　　　　　　　  ※未就学児入場不可（キッズシネマをのぞく）。
【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

2月10日
（土）

長い介護生活の末に最愛の夫を亡くした77歳の鶴本たゑ
は、これからの人生を輝かせるべく婚活を決意する。さまざま
な男性たちとの見合いを重ねた末、たゑの前についに理想の
男性が現れるが…。
監督： 外山 文治
出演： 吉行 和子、山本 學、宝田 明　ほか

2013年 /日本 /81分

さん さん

「燦燦」

①10:00～ 11:21
②14:00～ 15:21
③18:00～ 19:21
（各回30分前開場）

【時間】

CINEMA

3月10日
（土）

まどかぴあのボランティア「サポーター
バンクぐるぐる」の皆さんと選ぶ企画。
今回は動物や子どもに癒される映画を
選びました。

「ほっこり癒される映画」特集
ぐるぐるシネマ企画

時間 上映作品　

世界でいちばんのイチゴミルクのつくり方

世界でいちばんのイチゴミルクのつくり方
くろねこルーシー

10:00

14:00

18:00

上映スケジュール（各回30分前開場）

迷信を信じて縁起を担いでばかりの気の小さい占い師の鴨志田は、
妻子と別居し、寂しい一人暮らしを送っていた。そんな彼が2匹の幼
い黒猫に出会い、励まされ、人生に前向きになっていく姿を描く。

2012年 /日本 /107分
「くろねこルーシー」

監督： 亀井 亨　出演： 塚地 武雄、安 めぐみ、大政 絢　ほか

一風変わった高齢者たちが厄介払いで老人ホームに入れられて
しまう。遊び相手を奪われた子どもたちは彼らを救い出そうと幼
稚園を脱走し、賢いアカハナグマと一緒に奮闘する姿を描く。

2014年 /ドイツ /83分
「世界でいちばんのイチゴミルクのつくり方」

監督：ファイト・ヘルマー　出演：ノラ・ボーネル、ジャスティン・ウィルケ　ほか

※イメージ

日本語吹替版

日本語字幕版



男女平等推進センター
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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
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みんな集合！！ アスカーラまつり4月14日
（土）
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託児

再就職を本気でめざす女性のためのスキルアップ講座です！なりたい自分をめざして、まずは資格取得にチャレンジしましょう。
※女性の就業支援のため託児は無料です。受講決定後4月13日（金）までにお申し込みください。

再就職チャレンジ講座～なりたい自分をめざして 本気でパソコン！本気で就職！～

【期　間】全期間　4月20日（金）～7月19日（木）※全25回　主に月・火・金曜日
〈パソコン実技〉4月24日（火）～7月2日（月）　　〈検定日〉7月6日（金）・9日（月）・13日（金）
〈再就職準備講話〉4月20日（金）・7月17日（火）・19日（木）

【時　間】9:30～12:00（再就職準備講話の日は10:00～12:00）
【講　師】竹中 ひとみ（生涯学習センター講師）、中園 久美子（CareercrescenDo）、藤重 知子（ボイスエアー）、他
【対　象】結婚・育児を理由に退職し、再就職を希望する女性
【会　場】202会議室（2階）、306会議室（3階）
【定　員】20名（申し込み多数の場合は抽選）
【受講料】11,000円（テキスト代含む）
※講座開始後の返金は致しません。
※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方を
　対象に、受講料免除制度があります。詳しくはお問い合わせください。

【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
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
2月の巡回

2日
16日

1日
15日

6日
20日

13日
27日

5日
19日

26日

9日
23日

8日
22日

ぴよぴよのへや（0歳児・妊婦対象）
2月 6日・20日
よちよちのへや（1～2歳児対象）
2月13日 ・27日

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
2月 3日・17日

小学生以上対象
2月 10日 ・24日

第22回まどかぴあ読書感想画
コンクール入賞者発表！

2月1日（木）10:00より受付開始
3月19日（月）必着
申込者全員に文書でお知らせします

【申込方法】
【申込期限】
【決定通知】

本を読んで心に浮かんだ風景や感情を１枚の絵に表現
する読書感想画。783点におよぶ応募作品の中から、昨
年11月に行われた津田 三朗氏（彫刻家）と安河内 俊明
氏（画家）による審査の結果、最優秀賞には雪竹 悠希さ
んの『土神ときつね』が選ばれました。入賞者は下記のみ
なさんです。おめでとうございます！ (順不同・敬称略 )

●最優秀賞
雪竹 悠希（大野南小学校5年）『土神ときつね』

●優秀賞
［幼児の部］
古川 ひなた（レバノン幼稚園）『どうぶつえんのおいしゃさん』
井邊 空斗（大野南保育所）『おまえうまそうだな』

［低学年の部］
髙尾 侑希（平野小学校1年）『ぺんぎんのたまごにいちゃん』
濱本 和輝（春日西小学校3年）[画塾]『3びきのくま』

［高学年の部］
犬塚 歩（春日西小学校5年）[画塾]『太陽とかわず』
山下 亜咲（春日小学校5年）［画塾］『くもの糸』

●優良賞
［幼児の部］
カグノ 紀衣良 マリー（大野北保育所）『めっきらもっきらどおんどん』
浅野 夢愛（大野南保育所）『わたしのワンピース』
松﨑 瑞穂（大野南保育所）『スイミー』

［低学年の部］
中川 莉那（大野北小学校1年）『はなのしずく』
田中 秀磨（大野北小学校3年）『その夏ぼくらがしたこと』
岩本 悠希（天神山小学校1年）『注文の多い料理店』

［高学年の部］
柳田 栞奈（大野小学校6年）『獣の奏者　王獣編』
三浦 結愛（大利小学校4年）『スーホの白い馬』
山口 沙織（月の浦小学校5年）『カエルの目だま』

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。

「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。

移動図書館「わくわく号」巡回日程表

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

10:00～12:00　大野城子ども劇場こども市（1階 ギャラリーモール）

10:30～11:30　わくわく工作体験（3階 情報交流ひろば）

10:30～15:30　アスカーラマルシェ（3階 303会議室）

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

11:00～13:00　みんなDE遊ぼう（3階 302会議室）

11:00～15:00　わくわくカフェ（3階 情報交流ひろば）

◇写真でつづるアスカーラの一年（1階 ギャラリーモール、3階 情報交流ひろば）

◇壁新聞「ほっぷ」の一年（3階 アスカーラギャラリー）

◇新聞掲示物「窓」の一年（1階 ギャラリーモール）

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

イベントのご案内

事前申込不要

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

ここ大野城市では男女共同参画条例を平成18年に
制定しました。
今年度は「フェミニズム」をテーマに講演会を行い
ます。詳細は次号で掲載します。
みなさまのご参加をお待ちしております。

託児 託児

市民グループ活動支援事業
平成30年度募集説明会を開催します！

【日時】4月 19日（木）10:00～12:00
【会場】301会議室（3階）
【内容】平成30年度募集要項の説明、平成29年度に実施した

市民グループ・団体のノウハウや成果の発表、交流会

男女共同参画条例制定記念講演会

【日時】5月 19日（土）10:00～12:00
【会場】多目的ホール（1階）
【定員】100名　　【受講料】無料
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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
2月の巡回

2日
16日

1日
15日

6日
20日

13日
27日

5日
19日

26日

9日
23日

8日
22日

ぴよぴよのへや（0歳児・妊婦対象）
2月 6日・20日
よちよちのへや（1～2歳児対象）
2月13日 ・27日

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
2月 3日・17日

小学生以上対象
2月 10日 ・24日

第22回まどかぴあ読書感想画
コンクール入賞者発表！

2月1日（木）10:00より受付開始
3月19日（月）必着
申込者全員に文書でお知らせします

【申込方法】
【申込期限】
【決定通知】

本を読んで心に浮かんだ風景や感情を１枚の絵に表現
する読書感想画。783点におよぶ応募作品の中から、昨
年11月に行われた津田 三朗氏（彫刻家）と安河内 俊明
氏（画家）による審査の結果、最優秀賞には雪竹 悠希さ
んの『土神ときつね』が選ばれました。入賞者は下記のみ
なさんです。おめでとうございます！ (順不同・敬称略 )

●最優秀賞
雪竹 悠希（大野南小学校5年）『土神ときつね』

●優秀賞
［幼児の部］
古川 ひなた（レバノン幼稚園）『どうぶつえんのおいしゃさん』
井邊 空斗（大野南保育所）『おまえうまそうだな』

［低学年の部］
髙尾 侑希（平野小学校1年）『ぺんぎんのたまごにいちゃん』
濱本 和輝（春日西小学校3年）[画塾]『3びきのくま』

［高学年の部］
犬塚 歩（春日西小学校5年）[画塾]『太陽とかわず』
山下 亜咲（春日小学校5年）［画塾］『くもの糸』

●優良賞
［幼児の部］
カグノ 紀衣良 マリー（大野北保育所）『めっきらもっきらどおんどん』
浅野 夢愛（大野南保育所）『わたしのワンピース』
松﨑 瑞穂（大野南保育所）『スイミー』

［低学年の部］
中川 莉那（大野北小学校1年）『はなのしずく』
田中 秀磨（大野北小学校3年）『その夏ぼくらがしたこと』
岩本 悠希（天神山小学校1年）『注文の多い料理店』

［高学年の部］
柳田 栞奈（大野小学校6年）『獣の奏者　王獣編』
三浦 結愛（大利小学校4年）『スーホの白い馬』
山口 沙織（月の浦小学校5年）『カエルの目だま』

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。

「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。

移動図書館「わくわく号」巡回日程表

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

10:00～12:00　大野城子ども劇場こども市（1階 ギャラリーモール）

10:30～11:30　わくわく工作体験（3階 情報交流ひろば）

10:30～15:30　アスカーラマルシェ（3階 303会議室）

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

11:00～13:00　みんなDE遊ぼう（3階 302会議室）

11:00～15:00　わくわくカフェ（3階 情報交流ひろば）

◇写真でつづるアスカーラの一年（1階 ギャラリーモール、3階 情報交流ひろば）

◇壁新聞「ほっぷ」の一年（3階 アスカーラギャラリー）

◇新聞掲示物「窓」の一年（1階 ギャラリーモール）

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

イベントのご案内

事前申込不要

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

ここ大野城市では男女共同参画条例を平成18年に
制定しました。
今年度は「フェミニズム」をテーマに講演会を行い
ます。詳細は次号で掲載します。
みなさまのご参加をお待ちしております。

託児 託児

市民グループ活動支援事業
平成30年度募集説明会を開催します！

【日時】4月 19日（木）10:00～12:00
【会場】301会議室（3階）
【内容】平成30年度募集要項の説明、平成29年度に実施した

市民グループ・団体のノウハウや成果の発表、交流会

男女共同参画条例制定記念講演会

【日時】5月 19日（土）10:00～12:00
【会場】多目的ホール（1階）
【定員】100名　　【受講料】無料



1月号
掲載

P6

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。
1月10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

伊藤京子ピアノコンサート
未来へ紡ぐ音楽 ～ピアノは語る～
●一般1,000円、大学生500円 ●14:00

3/4
（日）

3/25
（日）

レオナルド・ブラーボ タンゴトリオ
～パッションとノスタルジーが綾なすアルゼンチンタンゴの世界～
●一般2,000円、高校生以下1,000円 ●15:00

土曜シアター 「湯を沸かすほどの熱い愛」
●施設利用料1枚300円 ●①10:00 ②14:00 ③18:00

2/24
（土）

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

3/18
（日）

3/25
（日）

チャレンジ７　第7回夢文化祭
★ダンスや表現活動にチャレンジ★
●入場無料（一部要事前申込） ●13:00

平成29年度ミリカ文化・健康サークル
受講生文化祭　舞台発表
●入場無料 ●午前の部10:00、午後の部14:00

那珂川町少年少女合唱団第5回定期演奏会
●500円 ●14:00

3/11
（日）

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」

刺繍とビーズでつくるお花のブローチ

市民グループ活動支援事業
「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」

楽しい英会話生涯

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
市民企画公募事業「プロデューサーズ 2017」選定事業
熊本地震 東日本大震災 九州北部豪雨 被災地支援報告コンサート
ピュアハート「風月同天Ⅴ」
●入場無料 ●13:00

2/18
（日）

3/18
（日）

3/25
（日）

筑紫野市ちくしの少年少女合唱団
第3回定期演奏会
●300円 ●14:00

ちくしのブラスフェスタVol.2
●入場無料 ●12:30

文芸

文芸

文芸

文芸 ティータイムコンサートVol.257

2/3（土）
　 4（日）

史跡のまちの“生”歴史ドラマ
懐良親王と菊池武光　～雲雀の床～
場所：プラム・カルコア太宰府
●1,000円 ●3日 16:00/4日 13:00

（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

ルミナスフェスタ　2018
～ステージ発表・飲食バザー・フリーマーケットなど～
場所：男女共同参画推進センタールミナス　電話：925-5404 /体育センター
●入場無料 ●10:00～16:00

3/11
（日）

日付 イベント ページ
2月まどかぴあのイベントスケジュール

6（火）
20（火）

9（金）

P7

P410（土）

15（木）
16（金）

P7

15（木）

①16（金）
②23（金）

P3

1月号
掲載

P4

P2

1月号
掲載

女性の健康を考える講座
知って「スッキリ！」トイレの話

図書

図書

12月号
掲載

13（火）
27（火） おひざでだっこ よちよちのへや（1～2歳児対象） P7

10（土）
24（土）

いますぐ実践！ビジネススキルアップセミナー
第1・2回

12月号
掲載

12月号
掲載

6（火）

3（土）

ハーバリウムを作ろう 1月号
掲載

託児

託児

託児

託児

託児

託児

託児

託児

託児

1月号
掲載

3（土）
～3/3（土）

3（土）
17（土）

2（金）

シネマランド「燦燦」
さんさん

生涯

生涯

生涯

生涯

生涯

つるの剛士コンサート

生涯

生涯

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～

1月号
掲載

託児

託児

託児

託児

託児

エクセルなんでも相談室①②

P7図書

図書

わくわくおはなし会（小学生以上対象）

12月号
掲載

市民グループ活動支援事業
「自分らしく起業するために
これは知っておきたい税務・法務のきほん」

1月号
掲載23（金）

24（土）

① 24（土）
②3/1（木）

28（水）
3/14（水）

おひざでだっこ ぴよぴよのへや（0歳児対象）

14（水） 生涯

再就職チャレンジ講座
受付開始

1（木）
ヘルシーエクササイズ講座
受付開始

2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
2月7日（水）、21日（水）

Ｐ5短期講座　受付開始

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

男女

男女

はじめてのピラティスヨガ

1月号
掲載19（月）

22（木）

博多はじき～色付けに挑戦～

男女

男女

男女

粘土で作るお雛飾り 1月号
掲載託児

託児

1月号
掲載

味噌と甘酒づくり①②
～発酵食品で免疫力ＵＰ～

男女

男女

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1月10日現在の情報です（その後の変更につきましては、ご容赦ください）

・大野城まどかぴあ友の会「まどかぴあ倶楽部」会員募集中！
・短期講座　受講生募集！
・再就職チャレンジ講座　受講生募集！
・第22回まどかぴあ読書感想画コンクール 入賞者発表！

P3

P5

P6

P7

VOL.260
20182アテナアテナ

平成30年度定期講座（1年間・6ヵ月間）

受講生募集!!
カルトナージュ

ちびっこ英会話・BABY英会話 楽しい押し花 小さな水彩画

NEW! NEW!

男子厨房に入る
～基本から始める料理～

シェイプアップ・ピラティスヨガビーズとフリーメタリコの
アクセサリー


