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・中村 獅童 歌舞伎に生きる　チケット発売中
・短期講座＆パソコン講座　受講生募集！
・あなたとわたしのための元気塾 第３回　受講生募集中！
・ご存知ですか？移動図書館車わくわく号
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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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日本が世界に誇る伝統芸能である歌舞伎、今その人気は高まるばかりです。特に若き歌舞伎役者の皆さんが歌舞伎の舞
台に新風を吹き込み、ますます観客の幅が広がっています。
今回は、歌舞伎役者としてはもちろんのこと、俳優として映画や舞台で、また声優としてもご活躍中の中村 獅童氏を迎え
て、歌舞伎の魅力に迫ります。「中村 獅童 歌舞伎に生きる」と題して歌舞伎への深い思いを語り、松永鉄九郎連中の皆さ
んとともに『雨の五郎』をご披露いただきます。心に響くお話とともに歌舞伎の世界へ、そして華やかな舞踊をご堪能くだ
さい。

託児 車イス友の会

先・割中村 獅童 歌舞伎に生きる
～トーク・舞踊『雨の五郎』～

5月17日
（木）

TALK & PLAY

●まどかぴあ総合案内
●ローソンチケット（Lコード：81578）
●チケットぴあ（Pコード：485-704）

チケット
取扱い

チケット
発売中

【時間】18:30開演 /18:00開場
【会場】大ホール（1階）全席指定
【料金】一般3,000円（当日3,500円）

※未就学児入場不可

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】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

1時間目は、最近話題となっている「腸活」がテーマ！講師に胃腸の専門医をお招きし、
病気やウイルスに負けないからだをつくるだけでなく、美容にも効果があるといわれ
る「腸活」についてお話していただきます。ご期待ください！

1時間目 7月14日（土）「今こそ腸活！生涯健康であるために」
講師 田中 宏明 医）田中宏明クリニック理事長

2時間目 9 月 15日（土） 「見ること」の不思議を知る授業　「脳が見る世界」
講師 木藤 恒夫 久留米大学文学部心理学科教授

3時間目 11 月 17日（土） 最新の天文学を知る授業　「ここまでわかった宇宙のなぞ」
講師 鴈野 重之 九州産業大学理工学部特任講師

4時間目
平成 31 年
1 月 19日（土）

仏教の世界から美術を鑑賞する授業
「蓮華から読み解く仏教美術の見方～インドと日本～」
講師 永田 郁 崇城大学芸術学部美術学科 (視覚芸術 )教授

チケット
取扱い

チケット発売日
友の会　5月14日（月）
一　般　5月21日（月）
両日とも10:00～

●まどかぴあ
　総合案内

共催：一般財団法人福岡県退職教職員協会

中村 獅童プロフィール
祖父は昭和の名女形と謳われた三世中村 時蔵、父はその三男・三喜雄。叔父に萬屋 錦之介、中村 嘉葎雄。
8歳で歌舞伎座にて初舞台を踏み、二代目中村 獅童襲名。
映画『ピンポン』（02/ 曽利 文彦監督）のドラゴン役で映画デビュー。日本アカデミー賞ほか各新人賞 5
冠を受賞し、一躍注目を集める。その他の作品に、戦後 60周年記念映画『男たちの大和』、ジェット・リー
と共演した『SPIRIT』、ハリウッド進出初作品となるクリント・イーストウッド監督『硫黄島からの手紙』や
日本人として唯一出演した『レッド・クリフ』などがある。歌舞伎のみならず、映画、舞台、TVドラマ、声優、
ファッション、バンド活動などその活動は多岐にわたる。

出演：中村 獅童、松永鉄九郎連中



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
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文化芸術振興

MUSIC

6月23日
（土）

♪♪ ♬ティータイム
　スペシャルコンサート Vol.11（vol.261）

協賛：株式会社東洋ナビックス、豆香洞コーヒー

【出演】吉本 健太（サンドアート）、菅野 大地（ピアノ）、榊 孝仁（ドラム・パーカッション）
【会場】小ホール（2階）全席自由

託児友の会

先 行
車イス

公演時間：
各60分程度

3歳から入場OK！砂で描く物語と音楽を
目と耳で感じよう！
リズム体験の時間もあります♪

13:00 start（12:30開場）

「砂が動き出す！親子で楽しむ
サンドアートと音楽の出会い」

【料金】一般800円、小学生以下500円
※3歳未満入場不可
※当日料金 各200円UP

サンドアートと音楽でつむぐ、ちょっと贅沢
な、そして心温まる時間をお楽しみくださ
い♪

15:30 start（15:00開場）

「光と影が織りなす
サンドアートと音楽の出会い」

【料金】一般800円（当日1,000円）
　　　※未就学児入場不可

※各回で入場券が必要です。

サンドアート

●まどかぴあ総合案内
●ローソンチケット（Lコード：82824）

チケット
取扱い

チケット
発売中

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

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％）、更新すると500円の鑑
賞引換券をプレゼント。今なら「中村 獅童 歌舞伎
に生きる」や「つじたく」などが割引適用公演で
す。入会お待ちしています。 
※詳細はお問い合わせください。

★大野城まどかぴあ友の会「まどかぴあ倶楽部」会員募集中★

年会費1,500円　　随時入会OK

2015 年に東京、2016 年には東京＆大阪で上演した「つじたく」の再演が決定！バージョンアップして、まどかぴあに
やってきます！
吉本新喜劇座長・辻本 茂雄とタクフェス主宰・宅間 孝行の２人が贈る、笑いと感動の新しいエンターテインメント。
ぜひお見逃しなく！

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：82493）
●チケットぴあ（Pコード：485-071）
●劇ナビ FUKUOKA（http://gekinavi.jp/）

チケット
取扱いチケット発売中

【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　5,500円（当日6,000円）

U25　3,000円（当日3,500円）
※未就学児入場不可

つじたく6月24日
（日）
PLAY

辻本茂雄
吉本新喜劇座長
辻本茂雄
吉本新喜劇座長 タクフェス主宰

宅間孝行
タクフェス主宰
宅間孝行

共催：一般財団法人福岡県退職教職員協会

出演：辻本 茂雄、宅間 孝行、岡本 あずさ、北代 高士　ほか

U25の注意事項
◆鑑賞時25歳以下。
◆友の会会員割引の適用は
ございません。



　

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
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【出演】田代 佳代子（マリンバ）、八谷 和歌子（マリンバ）
【時間】12:15～ 12:45
【会場】ギャラリーモール（1階）入場無料

5月はマリンバデュオによるコンサートをお届けします。マ
リンバによる軽やかに弾むような音色をお楽しみください。

MUSIC

5月24日
（木）

協賛：株式会社東洋ナビックス、豆香洞コーヒー

テレビやCMなどどこかで聴いたこ
とがあるけれど曲名がわからない…
そんな曲に焦点をあてています。身
近なメロディから楽しく音楽を楽し
めます。どうぞお楽しみください。

平成30年度のテーマ
「身近なメロディ」

田代 佳代子 八谷 和歌子

♪♪ ♬ ♬
ティータイムコンサート Vol.260ティータイムコンサート Vol.260短期講座 5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）

託児

託児

託児

楽しい英会話

【日　程】6月2・16・30日（土）
【時　間】10:30～12:00
【受講料】3,300円 【定　員】16名
【講　師】コールマン サウス（英会話講師）

家族、仕事、趣味、旅行などを話題
に初歩の日常英会話を勉強しま
す。インタビューし合ってスピーキ
ングの練習をしたり、英語の音楽を
聴いてリスニングをしたりします。
楽しく英会話をしてみましょう！

※イメージ

博多座 市民半額観劇会 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、映画がお好きな方、何かチャレンジしてみたい方
など、理由や経験は問いません。
私たちと一緒にまどかぴあを盛り上げていきましょう！

●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
所定の申込用紙にてお申し込みください。
詳しくは、まどかぴあ文化芸術振興課
（TEL092-586-4040／平日9:00～17:00）まで
お問い合わせください。

5月 3日（木）、4日（金）、5日（土）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。

スポーツをするうえで食事は重要で
す。強い体を作る栄養の基礎、試合前
の食事のとり方、疲労回復のメニュー
等について学び、実際に調理します。成
長期のお子さんの食事作りに役立つポ
イントも満載です。

アスリートフード～強い体を作るおうちご飯～

【日　程】6月2日（土）
【時　間】10:00～13:30 【定　員】16名
【受講料】1,100円 【材料費】1,500円
【講　師】松尾 麻衣子（アスリートフードマイスター） 

※調理例

※材料の都合で内容を変更する場合があります。＜メニュー＞
・夏野菜たっぷりドライカレー　・ひじきと胡瓜の和え物 梅風味
・トマトとアボカドの胡麻サラダ　・簡単ワカメスープ　・甘酒スムージー

あなたに似合う色を知っていますか。
似合う色はもっとあなたを輝かせてく
れます。似合う色を知ってファッション
やメイクに活かし、魅力的に変身して
みませんか。

似合う色をみつけましょう

【日　程】6月13・27日（水）
【時　間】19:00～21:00 【定　員】14名
【受講料】2,400円 【教材費】800円
【講　師】藤末 佳美（カラースタイリスト） 

※イメージ

「夏の紫外線対策をしないと」と思っていても、わから
ないまま対処していませんか。日焼けの仕組みを学
び、正しい対処法を実際に自分で体験できます。夏でも
美白の素肌を手に入れましょう。

夏の美白ケア～ＵＶ対策とお手入れ法～

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

梅しごと①②～梅漬け・梅シロップ作り～

【日　程】①6月19日（火） ②6月23日（土）
【時　間】10:00～13:00
【受講料】各1,100円 【材料費】各1,300円
【定　員】各18名 【講　師】川田 幸子

※イメージ

※イメージ

【日　程】6月22日（金）
【時　間】10:00～12:00
【受講料】500円　　【定　員】16名
【講　師】米村 清香（POLA）

パソコン講座 5月9日（水）
9:00受付開始

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
パソコン：持ち込みください（貸出も可能です）

エクセル実践・中級（夜）

【日　程】6月19・26日、7月3・10・17・24日（火）
【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
エクセル初級

【日　程】6月5・12・19・26日、7月3・10日（火）
【時　間】10:00～12:00 ※自習時間9:00～
【受講料】9,600円 【教材費】800円
【講　師】有尾 美穂子　【対　象】文字入力できる方

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。

博多座7月公演ミュージカル「1789－バスティーユの恋人たち－」
が半額で観劇できます。
【出 演 者】小池 鉄平・加藤 和樹、神田 沙也加・夢咲 ねね、

凰稀 かなめ・龍 真咲　ほか
【日　　時】7月 3日（火）18:00～、

4日（水）18:00～、9日（月）18:00～、
11日（水）18:00～、18日（水）18:00～、

【料　　金】7,750円（通常15,500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】5月 25日（金）消印有効
　　　　　 ※当選者のみ通知（5月29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）

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

6月9日
（土）

偉大なジャズドラマーになることを志し、名門音楽大学に入学し
たニーマン。その才能を見込まれ、伝説の教師フレッチャーのバ
ンドにスカウトされる。フレッチャーに認められ喜ぶニーマン
だったが、待ち受けていたのは、異常なまでの完璧さを求める狂
気のレッスンだった。

監督：デイミアン・チャゼル（『ラ・ラ・ランド』）
出演：マイルズ・テラー、J・K・シモンズ　ほか

第87回アカデミー賞 3部門（助演男優賞、編集賞、録音賞）受賞

2014年 /アメリカ/107分 /日本語字幕版
「セッション」

①10:00～ 11:47
②14:00～ 15:47
③18:00～ 19:47
（各回30分前開場）

【時間】

CINEMA

5月12日
（土）

6月24日開催「つじたく」に出演する宅間 孝行氏が、実際にあっ
た事件を元に書き下ろした戯曲を堤 幸彦監督が映画化。
知的障害をもつ娘と男手ひとつで育てる父親の、愛の物語。グ
ループホームで生活することになった二人。ある日、父親に病気が
みつかり…

原作・脚本：宅間 孝行
監督 ： 堤 幸彦（『20世紀少年』『TRICK』シリーズ）
出演：貫地谷 しほり、竹中 直人、宅間 孝行　ほか

2013年 /日本 /123分
※10時の回のみ
　日本語字幕付きで上映。

「くちづけ」

①10:00～ 12:03
②14:00～ 16:03
③18:00～ 20:03
（各回30分前開場）

【時間】

※10時の回のみ
　日本語吹替版（日本語字幕付き）で上映。

どなたでもお楽しみいただけるよう、一部の回で吹替や字幕付きで上映いたします。



　

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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【出演】田代 佳代子（マリンバ）、八谷 和歌子（マリンバ）
【時間】12:15～ 12:45
【会場】ギャラリーモール（1階）入場無料

5月はマリンバデュオによるコンサートをお届けします。マ
リンバによる軽やかに弾むような音色をお楽しみください。

MUSIC

5月24日
（木）

協賛：株式会社東洋ナビックス、豆香洞コーヒー

テレビやCMなどどこかで聴いたこ
とがあるけれど曲名がわからない…
そんな曲に焦点をあてています。身
近なメロディから楽しく音楽を楽し
めます。どうぞお楽しみください。

平成30年度のテーマ
「身近なメロディ」

田代 佳代子 八谷 和歌子

♪♪ ♬ ♬
ティータイムコンサート Vol.260ティータイムコンサート Vol.260短期講座 5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）

託児

託児

託児

楽しい英会話

【日　程】6月2・16・30日（土）
【時　間】10:30～12:00
【受講料】3,300円 【定　員】16名
【講　師】コールマン サウス（英会話講師）

家族、仕事、趣味、旅行などを話題
に初歩の日常英会話を勉強しま
す。インタビューし合ってスピーキ
ングの練習をしたり、英語の音楽を
聴いてリスニングをしたりします。
楽しく英会話をしてみましょう！

※イメージ

博多座 市民半額観劇会 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、映画がお好きな方、何かチャレンジしてみたい方
など、理由や経験は問いません。
私たちと一緒にまどかぴあを盛り上げていきましょう！

●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
所定の申込用紙にてお申し込みください。
詳しくは、まどかぴあ文化芸術振興課
（TEL092-586-4040／平日9:00～17:00）まで
お問い合わせください。

5月 3日（木）、4日（金）、5日（土）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。

スポーツをするうえで食事は重要で
す。強い体を作る栄養の基礎、試合前
の食事のとり方、疲労回復のメニュー
等について学び、実際に調理します。成
長期のお子さんの食事作りに役立つポ
イントも満載です。

アスリートフード～強い体を作るおうちご飯～

【日　程】6月2日（土）
【時　間】10:00～13:30 【定　員】16名
【受講料】1,100円 【材料費】1,500円
【講　師】松尾 麻衣子（アスリートフードマイスター） 

※調理例

※材料の都合で内容を変更する場合があります。＜メニュー＞
・夏野菜たっぷりドライカレー　・ひじきと胡瓜の和え物 梅風味
・トマトとアボカドの胡麻サラダ　・簡単ワカメスープ　・甘酒スムージー

あなたに似合う色を知っていますか。
似合う色はもっとあなたを輝かせてく
れます。似合う色を知ってファッション
やメイクに活かし、魅力的に変身して
みませんか。

似合う色をみつけましょう

【日　程】6月13・27日（水）
【時　間】19:00～21:00 【定　員】14名
【受講料】2,400円 【教材費】800円
【講　師】藤末 佳美（カラースタイリスト） 

※イメージ

「夏の紫外線対策をしないと」と思っていても、わから
ないまま対処していませんか。日焼けの仕組みを学
び、正しい対処法を実際に自分で体験できます。夏でも
美白の素肌を手に入れましょう。

夏の美白ケア～ＵＶ対策とお手入れ法～

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

梅しごと①②～梅漬け・梅シロップ作り～

【日　程】①6月19日（火） ②6月23日（土）
【時　間】10:00～13:00
【受講料】各1,100円 【材料費】各1,300円
【定　員】各18名 【講　師】川田 幸子

※イメージ

※イメージ

【日　程】6月22日（金）
【時　間】10:00～12:00
【受講料】500円　　【定　員】16名
【講　師】米村 清香（POLA）

パソコン講座 5月9日（水）
9:00受付開始

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
パソコン：持ち込みください（貸出も可能です）

エクセル実践・中級（夜）

【日　程】6月19・26日、7月3・10・17・24日（火）
【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
エクセル初級

【日　程】6月5・12・19・26日、7月3・10日（火）
【時　間】10:00～12:00 ※自習時間9:00～
【受講料】9,600円 【教材費】800円
【講　師】有尾 美穂子　【対　象】文字入力できる方

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。

博多座7月公演ミュージカル「1789－バスティーユの恋人たち－」
が半額で観劇できます。
【出 演 者】小池 鉄平・加藤 和樹、神田 沙也加・夢咲 ねね、

凰稀 かなめ・龍 真咲　ほか
【日　　時】7月 3日（火）18:00～、

4日（水）18:00～、9日（月）18:00～、
11日（水）18:00～、18日（水）18:00～、

【料　　金】7,750円（通常15,500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】5月 25日（金）消印有効
　　　　　 ※当選者のみ通知（5月29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）

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

6月9日
（土）

偉大なジャズドラマーになることを志し、名門音楽大学に入学し
たニーマン。その才能を見込まれ、伝説の教師フレッチャーのバ
ンドにスカウトされる。フレッチャーに認められ喜ぶニーマン
だったが、待ち受けていたのは、異常なまでの完璧さを求める狂
気のレッスンだった。

監督：デイミアン・チャゼル（『ラ・ラ・ランド』）
出演：マイルズ・テラー、J・K・シモンズ　ほか

第87回アカデミー賞 3部門（助演男優賞、編集賞、録音賞）受賞

2014年 /アメリカ/107分 /日本語字幕版
「セッション」

①10:00～ 11:47
②14:00～ 15:47
③18:00～ 19:47
（各回30分前開場）

【時間】

CINEMA

5月12日
（土）

6月24日開催「つじたく」に出演する宅間 孝行氏が、実際にあっ
た事件を元に書き下ろした戯曲を堤 幸彦監督が映画化。
知的障害をもつ娘と男手ひとつで育てる父親の、愛の物語。グ
ループホームで生活することになった二人。ある日、父親に病気が
みつかり…

原作・脚本：宅間 孝行
監督 ： 堤 幸彦（『20世紀少年』『TRICK』シリーズ）
出演：貫地谷 しほり、竹中 直人、宅間 孝行　ほか

2013年 /日本 /123分
※10時の回のみ
　日本語字幕付きで上映。

「くちづけ」

①10:00～ 12:03
②14:00～ 16:03
③18:00～ 20:03
（各回30分前開場）

【時間】

※10時の回のみ
　日本語吹替版（日本語字幕付き）で上映。

どなたでもお楽しみいただけるよう、一部の回で吹替や字幕付きで上映いたします。



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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広告協賛欄

【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

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

福岡を代表する繁華街のひとつ、親不孝通り。若者文化の魅力と猥
雑さが混在するまちで、自身の経験を生かした地域づくりや青少年
支援に尽力する講師「ブラジル番長」に話を聞きます。「ブラジル番
長」の愛称の由来も楽しみですね！

託児

「ブラジル番長物語　～経験を生かしたまちづくりと青少年支援～」

あなたとわたしのための元気塾

【日時】7月 7日（土） 10:00～ 12:00
【会場】301会議室（3階）　　　　【定員】40名
【講師】吉永 拓哉 （天神三丁目町内会長、セカンドチャンス！福岡メンバー）

第３回

吉永 拓哉

［講師プロフィール］
20歳で南米放浪の旅に出て、ブラ
ジルの邦字新聞記者となる。30歳
で福岡に戻り、天神三丁目（親不孝
通り）の町内会長としてまちづくりに
奮闘する。また、少年院当事者の自
助グループ「セカンドチャンス！福岡」
の運営も行う。

読み聞かせボランティア
スキルアップ講座

～ご存知ですか？～　
移動図書館車『わくわく号』

話題の本や好きな作家の本、
「こんな本を持ってきて欲しい」
など、お気軽にご要望ください。

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。

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

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

ぴよぴよのへや
（0歳児・妊婦対象）
5月1日・15日

よちよちのへや
（1～2歳児対象）
5月8日・ 22日

としょかんのおはなし会

毎月第1～4火曜日 10:30～ 
【場所】キッズルーム（3階）
10:00より整理券配布・定員30組（妊娠中の方もぜひどうぞ！）

毎月第1～4土曜日 15:00～
【場所】まどかぴあ図書館おはなしのへや

小学生以上対象　
5月12日・26日

幼児対象　    

5 月 5日・19日

おひざでだっこ

わくわくおはなし会

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

【時間】10:00～12:00（全2回）
【講師】前園 敦子（子どもの本専門店エルマー代表）

高松 勝子（紙芝居文化の会会員）※第2回のみ
【対象】幼児・小学生を対象とした

読み聞かせボランティアをしている方で、
２回とも出席できる方。

【定員】40名　　　【受講料】無料
【申込方法】5月7日（月）10:00より図書館カウンター・

電話にて受付開始。

内　　容日　程回

1

2

紙芝居の基本について
（紙芝居の歴史、絵本とのちがいなど）

紙芝居の演じ方（実習）、講評

6月7日（木）

6月21日（木）

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
5月の巡回

11日
25日

10日
 24日

1日
15日
 29日

8日
22日

14日
28日

7日
21日

18日

17日
 31日

幼児・小学生向けの読み聞かせボランティアをしている
方を対象とした講座です。紙芝居について楽しく学び、
おはなし会の幅を広げてみませんか？

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

【相談専用電話】092-586-4035
【相 談 日 時】月～金曜日　毎月第2・4土曜日　9時～17時

（年末年始・祝日・休館日はお休みです）

“ゆっくりお話ししませんか”

・働く女性のマネープラン
・子どもが笑顔になる素敵なことば
・パパも活躍！男性の家事育児

・シニアライフを楽しもう！
・ワークライフバランスでいきいき社員　　など

こんなテーマなどで開催できます！

「ワークライフバランス」や「女性の働き方」などについて、地域や学校、グループ・サークル、職場で“学びたい”“知りたい”と
お考えの皆さん、アスカーラおでかけ教室をぜひご利用ください。

【対象】大野城市内在住か勤務・通学している5名以上の
グループ・企業など

【講師】内容に応じて一緒に考えていきます。
講師料は無料です。
材料費等は利用団体負担となります。

【会場】利用団体にて手配してください。（大野城市内）
【申込】開催希望日1～2ヵ月前までに要申込。
※詳細についてはチラシ・ホームページをご覧ください。

アスカーラおでかけ教室

※その他、開催テーマについてはご相談ください。

利用団体：井の口区女性部 利用団体：下大利小学校家庭教育学級



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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広告協賛欄

【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

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

福岡を代表する繁華街のひとつ、親不孝通り。若者文化の魅力と猥
雑さが混在するまちで、自身の経験を生かした地域づくりや青少年
支援に尽力する講師「ブラジル番長」に話を聞きます。「ブラジル番
長」の愛称の由来も楽しみですね！

託児

「ブラジル番長物語　～経験を生かしたまちづくりと青少年支援～」

あなたとわたしのための元気塾

【日時】7月 7日（土） 10:00～ 12:00
【会場】301会議室（3階）　　　　【定員】40名
【講師】吉永 拓哉 （天神三丁目町内会長、セカンドチャンス！福岡メンバー）

第３回

吉永 拓哉

［講師プロフィール］
20歳で南米放浪の旅に出て、ブラ
ジルの邦字新聞記者となる。30歳
で福岡に戻り、天神三丁目（親不孝
通り）の町内会長としてまちづくりに
奮闘する。また、少年院当事者の自
助グループ「セカンドチャンス！福岡」
の運営も行う。

読み聞かせボランティア
スキルアップ講座

～ご存知ですか？～　
移動図書館車『わくわく号』

話題の本や好きな作家の本、
「こんな本を持ってきて欲しい」
など、お気軽にご要望ください。

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。

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

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

ぴよぴよのへや
（0歳児・妊婦対象）
5月1日・15日

よちよちのへや
（1～2歳児対象）
5月8日・ 22日

としょかんのおはなし会

毎月第1～4火曜日 10:30～ 
【場所】キッズルーム（3階）
10:00より整理券配布・定員30組（妊娠中の方もぜひどうぞ！）

毎月第1～4土曜日 15:00～
【場所】まどかぴあ図書館おはなしのへや

小学生以上対象　
5月12日・26日

幼児対象　    

5 月 5日・19日

おひざでだっこ

わくわくおはなし会

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

【時間】10:00～12:00（全2回）
【講師】前園 敦子（子どもの本専門店エルマー代表）

高松 勝子（紙芝居文化の会会員）※第2回のみ
【対象】幼児・小学生を対象とした

読み聞かせボランティアをしている方で、
２回とも出席できる方。

【定員】40名　　　【受講料】無料
【申込方法】5月7日（月）10:00より図書館カウンター・

電話にて受付開始。

内　　容日　程回

1

2

紙芝居の基本について
（紙芝居の歴史、絵本とのちがいなど）

紙芝居の演じ方（実習）、講評

6月7日（木）

6月21日（木）

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
5月の巡回

11日
25日

10日
 24日

1日
15日
 29日

8日
22日

14日
28日

7日
21日

18日

17日
 31日

幼児・小学生向けの読み聞かせボランティアをしている
方を対象とした講座です。紙芝居について楽しく学び、
おはなし会の幅を広げてみませんか？

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

【相談専用電話】092-586-4035
【相 談 日 時】月～金曜日　毎月第2・4土曜日　9時～17時

（年末年始・祝日・休館日はお休みです）

“ゆっくりお話ししませんか”

・働く女性のマネープラン
・子どもが笑顔になる素敵なことば
・パパも活躍！男性の家事育児

・シニアライフを楽しもう！
・ワークライフバランスでいきいき社員　　など

こんなテーマなどで開催できます！

「ワークライフバランス」や「女性の働き方」などについて、地域や学校、グループ・サークル、職場で“学びたい”“知りたい”と
お考えの皆さん、アスカーラおでかけ教室をぜひご利用ください。

【対象】大野城市内在住か勤務・通学している5名以上の
グループ・企業など

【講師】内容に応じて一緒に考えていきます。
講師料は無料です。
材料費等は利用団体負担となります。

【会場】利用団体にて手配してください。（大野城市内）
【申込】開催希望日1～2ヵ月前までに要申込。
※詳細についてはチラシ・ホームページをご覧ください。

アスカーラおでかけ教室

※その他、開催テーマについてはご相談ください。

利用団体：井の口区女性部 利用団体：下大利小学校家庭教育学級



P7

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。
4月4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
ふれぶんシネマ倶楽部
「スパイダーマン：ホームカミング」＜日本語吹替版＞
●施設利用料 300円 ●①10:00 ②14:00

5/19
（土）

ベンチャーズ　ジャパン・ツアー2018
●全席指定 5,800円 ●16:30

8/24
（金）

Series 若い才能との出会い vol.1
實川 風ピアノリサイタル
友の会5/15、一般5/22発売
●全席指定 3,500円ほか　※未就学児入場不可 ●15:00

7/29
（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合、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ヵ月～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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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

7/22
（日）

平成30年度ミリカ文化講演
「尾木ママ」講演会
～尾木ママ流　子育て・人育て～
●Ｓ席 2,000円 ほか ●14:00

5/27
（日）

ご存知 ! ど素人田舎芝居
劇団「やまもも」第31回定期公演
『流れ旅伊之助　父子星』
● 1,000円 ●13:00

お部屋を彩る楽しい刺繍

おひざでだっこ よちよちのへや（1～2歳児対象）

7/28
（土）

募集中

第十三回ちくしの寄席
①落語の楽しみ方講座　②立川生志“ふるさと応援”落語会
会場：筑紫野市生涯学習センター
●①一般 1,000円 ②一般 2,500円
●①14:00 ②18:00

筑紫野市文化会館サポーターズバンク
登録メンバー募集
詳しくはお問合せください。

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

文芸

文芸

文芸

開催中
〜

5/20（日）

明治150年企画展示　太宰府がみた明治維新
場所：文化ふれあい館　　電話：928-0800
●無料 ●9:00～17:00（毎週月曜休館）

5/2（水）
～26（土）

第22回文化ふれあい館　定期利用団体作品展
ふれあい文化祭
場所：文化ふれあい館　　電話：928-0800
●無料 ●9:00～17:00（毎週月曜休館）

（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

日付 イベント ページ
5月まどかぴあのイベントスケジュール

12（土）
26（土）

15（火）

P7

P217（木）

P7

新茶と季節の和菓子

図書

図書

図書

4月号
掲載

17（木）
24（木）
31（木）

19（土）
6/9（土）

ちびっこ空手 4月号
掲載

8（火）
～6/12（火）

11（金）

12（土）

5（土）
19（土）

エクセル実践・初級（夜）　 4月号
掲載

P4

託児

託児

託児

託児

託児

託児

P7

8（火）
22（火）

1（火）
15（火）

中村 獅童 歌舞伎に生きる
～トーク・舞踊「雨の五郎」～

生涯

生涯

生涯

生涯

生涯

生涯

生涯

わくわくおはなし会（幼児対象）

4月号
掲載

4月号
掲載

図書

魅力がアップする 男性のカラーコーディネート

P7おひざでだっこ ぴよぴよのへや（0歳児対象）

わくわくおはなし会（小学生以上対象）

5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
5月2日（水）、16日（水）

14（月） P2おとなの楽校　友の会発売

文芸21（月） P2おとなの楽校　一般発売

シネマランド「くちづけ」

4月号
掲載ベビーシューズをつくろう

男女

男女

読み聞かせボランティアスキルアップ講座
受付開始7（月）

地域女性リーダー育成講座（第3期）
あなたの目線を地域に活かす！
わくわく大野城　第1回

3月号
掲載

19（土） 男女共同参画条例制定記念講演会
「フェミニズムが平等の文化をつくる」

4月号
掲載男女

託児

託児

26（土）
あなたとわたしのための元気塾　第1回
「共に健やかに生きるために。
～性差医療をごぞんじですか？～」

4月号
掲載

文芸24（木） ティータイムコンサートVol.260 P4

30（水） ハーバリウムを作ろう 4月号
掲載

生涯9（水） 短期講座＆パソコン講座　受付開始 Ｐ5

図書

おや こ ぼし

じつ かわ かおる

大野城
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大野城市役所●

大野城こころの●
ふるさと館　

　（7/21開館予定）　

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


