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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。
5月9日現在（その後の変更につきましては、ご容赦ください）

春日市ふれあい文化センター 春日市大谷6丁目24番地 ☎092-584-3366
ふれぶんシネマ倶楽部
「海よりもまだ深く」
●施設利用料1枚300円 ●①10:00 ②14:00

6/9
（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
●全席指定 3,500円　※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

8アテナ　2018年 6月号

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～
●全席指定 S席 2,000円 ほか ●14:00

6/24
（日）

陸上自衛隊第4音楽隊ふれあいコンサート
●無料 ※要入場整理券 ●14:00

8/2
（木）

上方落語福岡県人隊
ミリカローデン那珂川寄席
●1,500円 ●18:30

エクセル初級

託児サポーター養成講座
～あなたにできる子育て支援ボランティアです～

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円ほか ②一般 2,500円ほか
●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

6/30
（土）

史跡のまちの音楽隊vol.6
～本格だけど、気軽なクラシック～  チェロとピアノの音どけもの
演奏：奥田なな子（チェロ）・鈴木慎崇（ピアノ） 
場所：プラム・カルコア太宰府
●一般1,000円ほか ●14:00

7/1
（日）

いきいき情報センター　～開館20周年記念～
場所：いきいき情報センター　2Fフロア・研修室
●無料 ●10:00～16:00

（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

日付 イベント ページ
6月まどかぴあのイベントスケジュール

16（土）

16（土）
30（土）

4月号
掲載

5月号
掲載

① 19（火）
② 23（土）

4月号
掲載

わくわくおはなし会（小学生以上対象）

図書

図書

図書

図書

図書

P7

19（火）
～7/24（火）

30（土）

エクセル実践・中級(夜） 5月号
掲載

5（火）
19（火）

9（土）
23（土）

シネマランド「セッション」 P49（土）

12（火）
26（火）

13（水）
27（水）

2（土）
16（土）

おひざでだっこ ぴよぴよのへや（0歳児対象） P7

P7

託児

託児

託児

託児

託児

託児

託児

P7

5（火）
～7/10（火）

5（火）
～26（火）

2（土）

梅しごと①・②
～梅漬け・梅シロップ作り～

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）

5月号
掲載

P5なかよし家族のベビーマッサージ

5月号
掲載アスリートフード～強い体を作るおうちご飯～

2（土）
～30（土） 生涯 5月号

掲載楽しい英会話

あなたとわたしのための元気塾　第2回
「経験者に学ぶ！不安に打ち勝つ防災の備え」

6月のチケット情報・募集申込情報

まどかぴあ休館日　6月6日（水）、20日（水）

おひざでだっこ よちよちのへや（1～2歳児対象）

HP
掲載

女性のための起業支援セミナー
「小さくはじめる！わたしのプチ起業」

男女

男女

男女

男女

短期講座＆パソコン講座　受付開始13（水）

似合う色をみつけましょう 5月号
掲載

22（金） 夏の美白ケア～UV対策とお手入れ法～ 5月号
掲載

24（日） つじたく P2

託児

託児

託児

語りのおはなし会 P7

生涯

P4ティータイムスペシャルコンサートVol.12
友の会発売14（木）

じつ かわ かおる

文芸

P2『～あなたの初恋探します～』　友の会発売4（月） 文芸

P3大野城和太鼓フェスティバル２０１８
発売1（金） 文芸

P2『～あなたの初恋探します～』　一般発売9（土） 文芸

文芸

23（土） ティータイムスペシャルコンサートVol.11 P2
託児

文芸

27（水） 女性の権利110番 P6

文芸

P4ティータイムスペシャルコンサートVol.12
一般発売21（木） 文芸

P3第15回少年少女合唱団ジョイントコンサート
発売29（金） 文芸

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
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シ
ャ
神
話
の
知
恵
と
芸
術
と
戦
術
の
女
神※掲載記事は5月9日現在の情報です（その後の変更につきましては、ご容赦ください）

※各回で入場券が必要です

・ティータイムスペシャルコンサートVol.12　チケット発売開始！
・短期講座＆パソコン講座　受講生募集！
・育休ママ＆パパの仕事復帰セミナー　開催！
・図書館休館のお知らせ

P4

P5

P6

P7

【会場】　小ホール（2階）全席自由

「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」

「光と影が織りなすサンドアートと音楽の出会い」

吉本 健太（サンドアート） 榊 孝仁（ドラム・パーカッション）菅野 大地（ピアノ）

【日時】　6月23日（土）

VOL.264
20186アテナアテナ

スペシャルコンサートVol.11
（Vol.261）

ティータイム

2
公
演

①13:00開演
（12:30開場）

②15:30開演
（15:00開場）



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 6月号 アテナ　2018年 6月号　

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

魔法のように変わっていくサンドアートが美
しい旋律と溶け込み、不思議な世界へいざ
ないます。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。
●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

ノンストップでお届けする、3人の俳優とミュージシャンが織り成す、韓国発の人気創作ロマンチック
ラブコメディミュージカル！

主催：『～あなたの初恋探します～』製作委員会 / ピクニック

●まどかぴあ総合案内
●ローソンチケット（Lコード：81940）
●チケットぴあ（Ｐコード：486-979）
●ピクニックチケットセンター（平日11:00～17:00）
●e+（イープラス）

チケット
取扱い

チケット発売日
友の会　6月4日（月）
一　般　6月9日（土）
両日とも10:00～

【日時】4日（土） 17:00開演 /16:30開場
5日（日） 13:00開演 /12:30開場

【会場】大ホール（1階）全席指定
【料金】一般 7,800円（当日同料金）

※未就学児入場不可

出演：村井 良大、彩吹 真央、駒田 一

公演・チケットに関するお問合せ：ピクニックチケットセンター TEL 050-3539-8330（平日11:00～17:00）

『～あなたの初恋探します～』
ミュージカル

託児友の会

先・割
車イス

【時　間】14:00開演/13:30開場
【会　場】小ホール
【授業料】500円（当日800円）　※未就学児入場不可

腸内環境を整えることで健康なからだや美肌になれると話題の腸活！
正しい腸活で生涯健康を目指してみませんか？

1時間目
講師 田中 宏明 医）田中宏明クリニック理事長

チケット
取扱いチケット発売中 ●まどかぴあ

　総合案内

TALK

7月14日
（土）

「今こそ腸活！生涯健康であるために」

大野城まどかぴあの初代館長であった池田満寿夫の優れた業績を顕彰するとともに、版画芸術の振興を図ることを目的に、
幅広く優れた作家を見出す公募展を開催します。全国から多くの作品が寄せられ、秋には展覧会を開催します。
募集要項は、大野城まどかぴあ館内に設置しているほか、ホームページからもダウンロードできます。

◎応募締切： 8月10 日（金）必着
◎作品搬入： 8月18 日（土）・19 日（日） 10:00 ～17:00
●応募資格：住所問わず。15歳以上（但し、中学生は除く）
●賞（賞金）
池田満寿夫大賞 1点（30万円）
大野城市長賞 1点（15 万円）
まどかぴあ未来賞 1点（10万円）　※応募時、30 歳以下対象
審査員特別賞 1～ 2 点（3万円）

他に入選若干
●審査員：池田 良二（武蔵野美術大学名誉教授）

古本 元治（九州産業大学芸術学部教授）
佐藤 陽子（大野城まどかぴあ名誉館長）

応募要項配布中第11回大野城まどかぴあ版画ビエンナーレ作品募集

第10回大野城まどかぴあ版画ビエンナーレ
池田満寿夫大賞

『メランコリー』チョン ダウン

©椎原 一久

●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
●太宰府市いきいき情報センター
●ミリカローデン那珂川

チケット
取扱い

チケット発売日
6月29日（金）
9:00～●まどかぴあ総合案内

●大文字大鼓団員
チケット
取扱い

チケット発売日
6月1日（金）
10:00～

【出演】大野城市少年少女合唱団、春日市少年少女合唱団、
筑紫野市ちくしの少年少女合唱団、太宰府市東風
少年少女合唱団、那珂川町少年少女合唱団

【時間】14:00開演 /13:30開場
【会場】ミリカローデン那珂川　文化ホール
【料金】500円（当日700円）　※3歳以上有料【時間】13:00開演 /12:30開場

【会場】大ホール（1階）全席自由
【料金】500円（当日800円）　※小学生以下無料

第15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

筑紫地区の少年少女合唱団が一堂に会し、澄んだ歌声を
響かせます！

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

はるかぜ

大野城和太鼓
フェスティバル2018

サンドアート

いよいよ今月開催！世代を超えて家族で楽しめる喜劇とどこか懐かしくて心温まる演劇のコラボレーション。
『つじたく』は、北海道公演と愛知公演、そしてこのまどかぴあ公演の 3公演のみ！
貴重なこの機会をお見逃しなく！

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。

車イス

8月4日（土）
～5日（日）

PLAY
〈共催事業〉

託児 車イス

7月29日
（日）
MUSIC

〈共催事業〉

9月2日
（日）
MUSIC

〈共催事業〉

友の会

先 行



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 6月号 アテナ　2018年 6月号　

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

魔法のように変わっていくサンドアートが美
しい旋律と溶け込み、不思議な世界へいざ
ないます。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。
●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

ノンストップでお届けする、3人の俳優とミュージシャンが織り成す、韓国発の人気創作ロマンチック
ラブコメディミュージカル！

主催：『～あなたの初恋探します～』製作委員会 / ピクニック

●まどかぴあ総合案内
●ローソンチケット（Lコード：81940）
●チケットぴあ（Ｐコード：486-979）
●ピクニックチケットセンター（平日11:00～17:00）
●e+（イープラス）

チケット
取扱い

チケット発売日
友の会　6月4日（月）
一　般　6月9日（土）
両日とも10:00～

【日時】4日（土） 17:00開演 /16:30開場
5日（日） 13:00開演 /12:30開場

【会場】大ホール（1階）全席指定
【料金】一般 7,800円（当日同料金）

※未就学児入場不可

出演：村井 良大、彩吹 真央、駒田 一

公演・チケットに関するお問合せ：ピクニックチケットセンター TEL 050-3539-8330（平日11:00～17:00）

『～あなたの初恋探します～』
ミュージカル

託児友の会

先・割
車イス

【時　間】14:00開演/13:30開場
【会　場】小ホール
【授業料】500円（当日800円）　※未就学児入場不可

腸内環境を整えることで健康なからだや美肌になれると話題の腸活！
正しい腸活で生涯健康を目指してみませんか？

1時間目
講師 田中 宏明 医）田中宏明クリニック理事長

チケット
取扱いチケット発売中 ●まどかぴあ

　総合案内

TALK

7月14日
（土）

「今こそ腸活！生涯健康であるために」

大野城まどかぴあの初代館長であった池田満寿夫の優れた業績を顕彰するとともに、版画芸術の振興を図ることを目的に、
幅広く優れた作家を見出す公募展を開催します。全国から多くの作品が寄せられ、秋には展覧会を開催します。
募集要項は、大野城まどかぴあ館内に設置しているほか、ホームページからもダウンロードできます。

◎応募締切： 8月10 日（金）必着
◎作品搬入： 8月18 日（土）・19 日（日） 10:00 ～17:00
●応募資格：住所問わず。15歳以上（但し、中学生は除く）
●賞（賞金）
池田満寿夫大賞 1点（30万円）
大野城市長賞 1点（15 万円）
まどかぴあ未来賞 1点（10万円）　※応募時、30 歳以下対象
審査員特別賞 1～ 2 点（3万円）

他に入選若干
●審査員：池田 良二（武蔵野美術大学名誉教授）

古本 元治（九州産業大学芸術学部教授）
佐藤 陽子（大野城まどかぴあ名誉館長）

応募要項配布中第11回大野城まどかぴあ版画ビエンナーレ作品募集

第10回大野城まどかぴあ版画ビエンナーレ
池田満寿夫大賞

『メランコリー』チョン ダウン

©椎原 一久

●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
●太宰府市いきいき情報センター
●ミリカローデン那珂川

チケット
取扱い

チケット発売日
6月29日（金）
9:00～●まどかぴあ総合案内

●大文字大鼓団員
チケット
取扱い

チケット発売日
6月1日（金）
10:00～

【出演】大野城市少年少女合唱団、春日市少年少女合唱団、
筑紫野市ちくしの少年少女合唱団、太宰府市東風
少年少女合唱団、那珂川町少年少女合唱団

【時間】14:00開演 /13:30開場
【会場】ミリカローデン那珂川　文化ホール
【料金】500円（当日700円）　※3歳以上有料【時間】13:00開演 /12:30開場

【会場】大ホール（1階）全席自由
【料金】500円（当日800円）　※小学生以下無料

第15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

筑紫地区の少年少女合唱団が一堂に会し、澄んだ歌声を
響かせます！

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

はるかぜ

大野城和太鼓
フェスティバル2018

サンドアート

いよいよ今月開催！世代を超えて家族で楽しめる喜劇とどこか懐かしくて心温まる演劇のコラボレーション。
『つじたく』は、北海道公演と愛知公演、そしてこのまどかぴあ公演の 3公演のみ！
貴重なこの機会をお見逃しなく！

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。

車イス

8月4日（土）
～5日（日）

PLAY
〈共催事業〉

託児 車イス

7月29日
（日）
MUSIC

〈共催事業〉

9月2日
（日）
MUSIC

〈共催事業〉

友の会

先 行



　

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 6月号

生涯学習センター

  

アテナ　2018年 6月号

短期講座 6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）

託児
なかよし家族のベビーマッサージ

【日　程】6月30日（土）
【時　間】10:00～11:30 【定　員】15組
【受講料】1,200円/組 【材料費】200円/組
【対　象】2～9ヵ月の赤ちゃん1名と保護者１名
【講　師】大塚 かずみ（スマイルベビー協会代表）

赤ちゃんの心身の発達だけでなく、コミュニケーション
にも最適です。パパとの参加も出来ます。

パソコン講座 6月13日（水）
9:00受付開始

定員：10名　受付先：生涯学習センター電話・窓口（先着順）
対象：初級および中級レベルの方
パソコン：持ち込みください（貸出も可能です）

託児
パソコン勉強室①・② 【日　程】①7月17日（火） ②7月24日（火）

【時　間】10:00～12:00
【受講料】各2,000円 【教材費】各200円（練習問題希望の方のみ）
【講　師】有尾 美穂子

パソコンに関する質問に個別で対応します。（マンツーマンで
はありません）特に質問はないけれど、ワードやエクセルを復
習したいという方のご参加もお待ちしております。

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

7月14日
（土）

ゴールデン・レトリバーの子犬ベイリーは、命を救ってくれた少年
イーサンと遊ぶ時も寝る時もいつも一緒。固い絆で結ばれてい
た。やがて一生を終えたベイリーだったが、イーサンに再会したい
一心で生まれ変わりを繰り返し…

犬と人間の絆を描いてきた、ラッセ・ハルストレム監督によるドッ
グシリーズの集大成。
監督： ラッセ・ハルストレム（『マイライフ・アズ・ア・ドッグ』、『HACHI 約束の犬』）
出演： デニス・クエイド、ペギー・リプトン　ほか

2017年 /アメリカ/100分 /日本語字幕版
「僕のワンダフル・ライフ」

①10:00～ 11:40
②14:00～ 15:40
③18:00～ 19:40
（各回30分前開場）

【時間】

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】

※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。

MUSIC

9月29日
（土）

♪♪ ♬ティータイム
　スペシャルコンサート Vol.12（Vol.264）

協賛：株式会社東洋ナビックス、豆香洞コーヒー

【出演】高橋 俊伎（サクソフォン）、岩松 知宏（ギター）、
乙藤 健太（ドラム・パーカッション） 

【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

託児友の会

先 行
車イス

車イス

●まどかぴあ総合案内
●ローソンチケット（Lコード :84059）

チケット
取扱い

チケット発売日
友の会：6月14日（木）
一　般：6月21日（木）
両日とも10:00～ 岩松 知宏 乙藤 健太高橋 俊伎

地元福岡で活躍中の若手奏者にスポットをあてます。サックス独特のまろやかな音色と繊細で美しいギターの旋律、そして
様々な表情を見せるパーカッション。それぞれの個性が光る魅力のトリオです。どうぞご期待ください！

9月1日（土）～2日（日）
PLAY

〈共催事業〉 ミュージカル『つくしの空は晴れて』
つくしミュージカル10周年記念

託児
ワイヤーアートで作るバスケット

【日　程】7月3日（火） 【時　間】10:00～12:30
【受講料】1,100円 【材料費】700円
【定　員】16名
【講　師】糸瀬 ひとみ（ワイヤーアート ルシェルシェ主宰）

ワイヤーアートと言えば
バスケット！と言うくらい、
誰もが作ってみたい作品
の一つですが、実は案外
難しかったりします。今回
は、初心者でも作れる実
用的なバスケットに挑戦
してみましょう。 ※作品見本

託児
いきいき歌おう

【日　程】7月5・19日（木） 【受講料】2,200円
【時　間】10:00～12:00 【定　員】16名
【講　師】中島 いづみ（ミュージックセラピスト）

童謡、唱歌、歌謡曲を中心に、みんなで
一緒に歌います。音楽に合わせた簡単
な体操や、ハンドベルの演奏も行いま
す。楽譜を全く読めない方でも楽しく
参加できますよ。軽い脳トレとストレス
発散で、心も体も元気になりましょう。

茶懐石 青嵐のころの膳

【日　程】7月5日（木） 【時　間】10:30～14:00
【受講料】1,100円 【材料費】1,600円
【定　員】18名 【講　師】村上 ニ三（料理研究家）

旬の食材を使って、日本
料理の伝統、そして茶の
心とおもてなしの心を学
びます。

※イメージ

※イメージ

※材料の都合で内容を変更する場合があります。

●向付：いかとうど 黄身酢みそ
●椀盛り：鱧葛打ち 清まし汁仕立て
●焼きもの：長芋 田楽
●預け鉢：海老飛龍頭 茄子 よもぎ麩 炊き合わせ

●強肴：生湯葉と胡瓜の和え物
●ご飯：新生姜ご飯 
●香のもの：かくや

託児
冷茶と葛菓子

【日　程】7月6日（金） 【時　間】10:00～13:00
【受講料】1,100円 【材料費】1,500円
【定　員】18名　【講　師】藤田 博子（和菓子教室ann.主宰）

本葛を使った涼菓と冷茶
を楽しみませんか。家庭で
も気軽に葛菓子を作れる
ようになります。目にも涼
やかなお菓子とお茶で、暑
い夏をさわやかに。冷茶の
アレンジも学びます。

託児
顔ヨガ

【日　程】7月11日（水） 【時　間】10:30～12:00
【受講料】1,100円 【定　員】18名
【講　師】陣内 ちはる（フェイスエクササイズ講師）

楽しく顔を動かし、たるみ、ほうれい線にアプローチ。お
顔の血行が良くなり艶やかなお肌に導きます。スマイ
ルトレーニングⓂも取り入れ、表情豊かになって若々し
い笑顔になりましょう。

主催：つくしドリームミュージカル運営委員会
お問合せ：つくしドリームミュージカル運営委員会 事務局 TEL 080-3903-0294（担当：長浜）

【時間】1日（土） 18:30開演 /18:00開場
2日（日） 14:00開演 /13:30開場

【会場】大ホール（1階）全席自由
【料金】一般1,500円（当日1,800円）

高校生以下1,000円（当日1,200円）
※未就学児入場可。席を利用する場合のみ有料。

●まどかぴあ総合案内
●つくしドリームミュージカル運営委員会ホームページ
（http://tsukushi-dream-musical.com）

チケット
取扱い

チケット発売日
7月2日（月）※予定

オーディションで選ばれた、筑紫地区4市1町の子どもから大人まで総勢50名が演じる市民参加型ミュ
ージカルです。ふるさと『つくし』を舞台にタイムトラベルを通じて発見する変わらぬ想い。つながる歴史、
つながる『いのち』。ぜひ一緒に、時間の旅をしませんか。

【
献 

立
】

※イメージ

※10時の回のみ
　日本語吹替版（日本語字幕付き）で上映。



　

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 6月号

生涯学習センター

  

アテナ　2018年 6月号

短期講座 6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）

託児
なかよし家族のベビーマッサージ

【日　程】6月30日（土）
【時　間】10:00～11:30 【定　員】15組
【受講料】1,200円/組 【材料費】200円/組
【対　象】2～9ヵ月の赤ちゃん1名と保護者１名
【講　師】大塚 かずみ（スマイルベビー協会代表）

赤ちゃんの心身の発達だけでなく、コミュニケーション
にも最適です。パパとの参加も出来ます。

パソコン講座 6月13日（水）
9:00受付開始

定員：10名　受付先：生涯学習センター電話・窓口（先着順）
対象：初級および中級レベルの方
パソコン：持ち込みください（貸出も可能です）

託児
パソコン勉強室①・② 【日　程】①7月17日（火） ②7月24日（火）

【時　間】10:00～12:00
【受講料】各2,000円 【教材費】各200円（練習問題希望の方のみ）
【講　師】有尾 美穂子

パソコンに関する質問に個別で対応します。（マンツーマンで
はありません）特に質問はないけれど、ワードやエクセルを復
習したいという方のご参加もお待ちしております。

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

7月14日
（土）

ゴールデン・レトリバーの子犬ベイリーは、命を救ってくれた少年
イーサンと遊ぶ時も寝る時もいつも一緒。固い絆で結ばれてい
た。やがて一生を終えたベイリーだったが、イーサンに再会したい
一心で生まれ変わりを繰り返し…

犬と人間の絆を描いてきた、ラッセ・ハルストレム監督によるドッ
グシリーズの集大成。
監督： ラッセ・ハルストレム（『マイライフ・アズ・ア・ドッグ』、『HACHI 約束の犬』）
出演： デニス・クエイド、ペギー・リプトン　ほか

2017年 /アメリカ/100分 /日本語字幕版
「僕のワンダフル・ライフ」

①10:00～ 11:40
②14:00～ 15:40
③18:00～ 19:40
（各回30分前開場）

【時間】

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】

※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。

MUSIC

9月29日
（土）

♪♪ ♬ティータイム
　スペシャルコンサート Vol.12（Vol.264）

協賛：株式会社東洋ナビックス、豆香洞コーヒー

【出演】高橋 俊伎（サクソフォン）、岩松 知宏（ギター）、
乙藤 健太（ドラム・パーカッション） 

【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

託児友の会

先 行
車イス

車イス

●まどかぴあ総合案内
●ローソンチケット（Lコード :84059）

チケット
取扱い

チケット発売日
友の会：6月14日（木）
一　般：6月21日（木）
両日とも10:00～ 岩松 知宏 乙藤 健太高橋 俊伎

地元福岡で活躍中の若手奏者にスポットをあてます。サックス独特のまろやかな音色と繊細で美しいギターの旋律、そして
様々な表情を見せるパーカッション。それぞれの個性が光る魅力のトリオです。どうぞご期待ください！

9月1日（土）～2日（日）
PLAY

〈共催事業〉 ミュージカル『つくしの空は晴れて』
つくしミュージカル10周年記念

託児
ワイヤーアートで作るバスケット

【日　程】7月3日（火） 【時　間】10:00～12:30
【受講料】1,100円 【材料費】700円
【定　員】16名
【講　師】糸瀬 ひとみ（ワイヤーアート ルシェルシェ主宰）

ワイヤーアートと言えば
バスケット！と言うくらい、
誰もが作ってみたい作品
の一つですが、実は案外
難しかったりします。今回
は、初心者でも作れる実
用的なバスケットに挑戦
してみましょう。 ※作品見本

託児
いきいき歌おう

【日　程】7月5・19日（木） 【受講料】2,200円
【時　間】10:00～12:00 【定　員】16名
【講　師】中島 いづみ（ミュージックセラピスト）

童謡、唱歌、歌謡曲を中心に、みんなで
一緒に歌います。音楽に合わせた簡単
な体操や、ハンドベルの演奏も行いま
す。楽譜を全く読めない方でも楽しく
参加できますよ。軽い脳トレとストレス
発散で、心も体も元気になりましょう。

茶懐石 青嵐のころの膳

【日　程】7月5日（木） 【時　間】10:30～14:00
【受講料】1,100円 【材料費】1,600円
【定　員】18名 【講　師】村上 ニ三（料理研究家）

旬の食材を使って、日本
料理の伝統、そして茶の
心とおもてなしの心を学
びます。

※イメージ

※イメージ

※材料の都合で内容を変更する場合があります。

●向付：いかとうど 黄身酢みそ
●椀盛り：鱧葛打ち 清まし汁仕立て
●焼きもの：長芋 田楽
●預け鉢：海老飛龍頭 茄子 よもぎ麩 炊き合わせ

●強肴：生湯葉と胡瓜の和え物
●ご飯：新生姜ご飯 
●香のもの：かくや

託児
冷茶と葛菓子

【日　程】7月6日（金） 【時　間】10:00～13:00
【受講料】1,100円 【材料費】1,500円
【定　員】18名　【講　師】藤田 博子（和菓子教室ann.主宰）

本葛を使った涼菓と冷茶
を楽しみませんか。家庭で
も気軽に葛菓子を作れる
ようになります。目にも涼
やかなお菓子とお茶で、暑
い夏をさわやかに。冷茶の
アレンジも学びます。

託児
顔ヨガ

【日　程】7月11日（水） 【時　間】10:30～12:00
【受講料】1,100円 【定　員】18名
【講　師】陣内 ちはる（フェイスエクササイズ講師）

楽しく顔を動かし、たるみ、ほうれい線にアプローチ。お
顔の血行が良くなり艶やかなお肌に導きます。スマイ
ルトレーニングⓂも取り入れ、表情豊かになって若々し
い笑顔になりましょう。

主催：つくしドリームミュージカル運営委員会
お問合せ：つくしドリームミュージカル運営委員会 事務局 TEL 080-3903-0294（担当：長浜）

【時間】1日（土） 18:30開演 /18:00開場
2日（日） 14:00開演 /13:30開場

【会場】大ホール（1階）全席自由
【料金】一般1,500円（当日1,800円）

高校生以下1,000円（当日1,200円）
※未就学児入場可。席を利用する場合のみ有料。

●まどかぴあ総合案内
●つくしドリームミュージカル運営委員会ホームページ
（http://tsukushi-dream-musical.com）

チケット
取扱い

チケット発売日
7月2日（月）※予定

オーディションで選ばれた、筑紫地区4市1町の子どもから大人まで総勢50名が演じる市民参加型ミュ
ージカルです。ふるさと『つくし』を舞台にタイムトラベルを通じて発見する変わらぬ想い。つながる歴史、
つながる『いのち』。ぜひ一緒に、時間の旅をしませんか。

【
献 

立
】

※イメージ

※10時の回のみ
　日本語吹替版（日本語字幕付き）で上映。



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

～ご存知ですか？～　

移動図書館車『わくわく号』

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。

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。

●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）

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
6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
29日

14日
28日

子育て中心の毎日を送ってきた育児休業の生活から、仕事へ復帰することに不安を感じていませんか？
この講座では子育ての先輩である講師に、仕事に復帰してからスムーズに生活するための具体的な対策や
アドバイスをお聞きします。きっと復帰時に参考になるお話が聞けますよ。ぜひご参加ください。

託児

育休ママ＆パパの仕事復帰セミナー

【対象】育休取得前・中・後のママ・パパ　　【定員】30名（先着順）　　【受講料】無料
【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

毎年、男女共同参画週間（6月23日から6月29日）に合わせて、弁護士会主催・まどかぴあ共催で実施
している女性の権利全般に関する電話相談です。
女性に対する暴力やデートDV、別居や離婚に関する諸問題、パワハラ・マタハラなど女性の権利全般に
関する相談及び、ＬＧＢＴを始めとした性的マイノリティーに関するご相談をお聞きします。
相談料は無料ですので、お気軽にご相談ください。

【日時】6月27日（水）10：00～16：00
【主催】福岡県弁護士会、日本弁護士連合会

「女性の権利110番」弁護士による臨時無料電話相談

【電話】092-586-4032

図書館休館のお知らせ
6月 13日（水）は地域貸出文庫の図書交換の
ため、まどかぴあ図書館は休館します。

雨の季節です。
本の水濡れに
ご注意ください。
貸出中の本は
ビニール袋に入れて持ち運ぶ等の
ご協力をお願いします。

【日時】6月30日（土）15:00～
【会場】まどかぴあ図書館おはなしのへや
【対象】小学生～大人

語りの講座の受講生による、語りのおはなし会を
開催します。ぜひご家族でお越しください。

語りのおはなし会 ( 申込不要 )

ぴよぴよのへや（0歳児・妊婦対象）
6月5日・19日
よちよちのへや（1～2歳児対象）
6月12日・26日

雨が降って外で遊べないときは、
図書館へ遊びに来ませんか？
たくさんの本やおはなしが
皆さんをお待ちしています。

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】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

幼児対象
6月2日・16日
小学生以上対象
6月9日・23日

「睡眠不足・生活リズム・家事分担・パートナーへのイライラ」子育て中の悩み解決のコツ
を聞いて、コツを形にするための自分のための時間割・家事表を作りましょう。
復帰後の余裕が違ってきます。

「スムーズに職場復帰を！赤ちゃんが寝てくれて、
　　　自分の時間も取れる、ミラクル時間割・家事表作り」

【日時】9月1日（土） 10:00～12:00　　【会場】301会議室（3階）
【講師】山本 ユキコ （子育てフィロソフィ 心理学博士）

山本 ユキコ

第１回

第2回

忙しい日々が続くと、身近な人ほど当たってしまったり、キツイ言い方をしてしまったりします。
関係性がねじれていかないように、忙しくても周囲と良好な関係性を築けるように、コミュニ
ケーション方法を一緒に学んでみませんか。

「素直に伝える 身近な人とのコミュニケーション」

【日時】9月15日（土） 10:00～12:00　　【会場】202会議室（2階）
【講師】松井 美由紀 （セミナールームココアップ代表）

松井 美由紀
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～ご存知ですか？～　

移動図書館車『わくわく号』

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。

話題の本や好きな作家の本、
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のステーションを巡回している移動図書館車です。
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子育て中心の毎日を送ってきた育児休業の生活から、仕事へ復帰することに不安を感じていませんか？
この講座では子育ての先輩である講師に、仕事に復帰してからスムーズに生活するための具体的な対策や
アドバイスをお聞きします。きっと復帰時に参考になるお話が聞けますよ。ぜひご参加ください。

託児

育休ママ＆パパの仕事復帰セミナー

【対象】育休取得前・中・後のママ・パパ　　【定員】30名（先着順）　　【受講料】無料
【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

毎年、男女共同参画週間（6月23日から6月29日）に合わせて、弁護士会主催・まどかぴあ共催で実施
している女性の権利全般に関する電話相談です。
女性に対する暴力やデートDV、別居や離婚に関する諸問題、パワハラ・マタハラなど女性の権利全般に
関する相談及び、ＬＧＢＴを始めとした性的マイノリティーに関するご相談をお聞きします。
相談料は無料ですので、お気軽にご相談ください。

【日時】6月27日（水）10：00～16：00
【主催】福岡県弁護士会、日本弁護士連合会

「女性の権利110番」弁護士による臨時無料電話相談

【電話】092-586-4032

図書館休館のお知らせ
6月 13日（水）は地域貸出文庫の図書交換の
ため、まどかぴあ図書館は休館します。

雨の季節です。
本の水濡れに
ご注意ください。
貸出中の本は
ビニール袋に入れて持ち運ぶ等の
ご協力をお願いします。

【日時】6月30日（土）15:00～
【会場】まどかぴあ図書館おはなしのへや
【対象】小学生～大人

語りの講座の受講生による、語りのおはなし会を
開催します。ぜひご家族でお越しください。

語りのおはなし会 ( 申込不要 )

ぴよぴよのへや（0歳児・妊婦対象）
6月5日・19日
よちよちのへや（1～2歳児対象）
6月12日・26日

雨が降って外で遊べないときは、
図書館へ遊びに来ませんか？
たくさんの本やおはなしが
皆さんをお待ちしています。

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】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

幼児対象
6月2日・16日
小学生以上対象
6月9日・23日

「睡眠不足・生活リズム・家事分担・パートナーへのイライラ」子育て中の悩み解決のコツ
を聞いて、コツを形にするための自分のための時間割・家事表を作りましょう。
復帰後の余裕が違ってきます。

「スムーズに職場復帰を！赤ちゃんが寝てくれて、
　　　自分の時間も取れる、ミラクル時間割・家事表作り」

【日時】9月1日（土） 10:00～12:00　　【会場】301会議室（3階）
【講師】山本 ユキコ （子育てフィロソフィ 心理学博士）

山本 ユキコ

第１回

第2回

忙しい日々が続くと、身近な人ほど当たってしまったり、キツイ言い方をしてしまったりします。
関係性がねじれていかないように、忙しくても周囲と良好な関係性を築けるように、コミュニ
ケーション方法を一緒に学んでみませんか。

「素直に伝える 身近な人とのコミュニケーション」

【日時】9月15日（土） 10:00～12:00　　【会場】202会議室（2階）
【講師】松井 美由紀 （セミナールームココアップ代表）

松井 美由紀
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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。
5月9日現在（その後の変更につきましては、ご容赦ください）

春日市ふれあい文化センター 春日市大谷6丁目24番地 ☎092-584-3366
ふれぶんシネマ倶楽部
「海よりもまだ深く」
●施設利用料1枚300円 ●①10:00 ②14:00

6/9
（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
●全席指定 3,500円　※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

8アテナ　2018年 6月号

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～
●全席指定 S席 2,000円 ほか ●14:00

6/24
（日）

陸上自衛隊第4音楽隊ふれあいコンサート
●無料 ※要入場整理券 ●14:00

8/2
（木）

上方落語福岡県人隊
ミリカローデン那珂川寄席
●1,500円 ●18:30

エクセル初級

託児サポーター養成講座
～あなたにできる子育て支援ボランティアです～

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円ほか ②一般 2,500円ほか
●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

6/30
（土）

史跡のまちの音楽隊vol.6
～本格だけど、気軽なクラシック～  チェロとピアノの音どけもの
演奏：奥田なな子（チェロ）・鈴木慎崇（ピアノ） 
場所：プラム・カルコア太宰府
●一般1,000円ほか ●14:00

7/1
（日）

いきいき情報センター　～開館20周年記念～
場所：いきいき情報センター　2Fフロア・研修室
●無料 ●10:00～16:00

（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

日付 イベント ページ
6月まどかぴあのイベントスケジュール

16（土）

16（土）
30（土）

4月号
掲載

5月号
掲載

① 19（火）
② 23（土）

4月号
掲載

わくわくおはなし会（小学生以上対象）

図書

図書

図書

図書

図書

P7

19（火）
～7/24（火）

30（土）

エクセル実践・中級(夜） 5月号
掲載

5（火）
19（火）

9（土）
23（土）

シネマランド「セッション」 P49（土）

12（火）
26（火）

13（水）
27（水）

2（土）
16（土）

おひざでだっこ ぴよぴよのへや（0歳児対象） P7

P7

託児

託児

託児

託児

託児

託児

託児

P7

5（火）
～7/10（火）

5（火）
～26（火）

2（土）

梅しごと①・②
～梅漬け・梅シロップ作り～

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）

5月号
掲載

P5なかよし家族のベビーマッサージ

5月号
掲載アスリートフード～強い体を作るおうちご飯～

2（土）
～30（土） 生涯 5月号

掲載楽しい英会話

あなたとわたしのための元気塾　第2回
「経験者に学ぶ！不安に打ち勝つ防災の備え」

6月のチケット情報・募集申込情報

まどかぴあ休館日　6月6日（水）、20日（水）

おひざでだっこ よちよちのへや（1～2歳児対象）

HP
掲載

女性のための起業支援セミナー
「小さくはじめる！わたしのプチ起業」

男女

男女

男女

男女

短期講座＆パソコン講座　受付開始13（水）

似合う色をみつけましょう 5月号
掲載

22（金） 夏の美白ケア～UV対策とお手入れ法～ 5月号
掲載

24（日） つじたく P2

託児

託児

託児

語りのおはなし会 P7

生涯

P4ティータイムスペシャルコンサートVol.12
友の会発売14（木）

じつ かわ かおる

文芸

P2『～あなたの初恋探します～』　友の会発売4（月） 文芸

P3大野城和太鼓フェスティバル２０１８
発売1（金） 文芸

P2『～あなたの初恋探します～』　一般発売9（土） 文芸

文芸

23（土） ティータイムスペシャルコンサートVol.11 P2
託児

文芸

27（水） 女性の権利110番 P6

文芸

P4ティータイムスペシャルコンサートVol.12
一般発売21（木） 文芸

P3第15回少年少女合唱団ジョイントコンサート
発売29（金） 文芸

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5月9日現在の情報です（その後の変更につきましては、ご容赦ください）

※各回で入場券が必要です

・ティータイムスペシャルコンサートVol.12　チケット発売開始！
・短期講座＆パソコン講座　受講生募集！
・育休ママ＆パパの仕事復帰セミナー　開催！
・図書館休館のお知らせ

P4

P5

P6

P7

【会場】　小ホール（2階）全席自由

「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」

「光と影が織りなすサンドアートと音楽の出会い」

吉本 健太（サンドアート） 榊 孝仁（ドラム・パーカッション）菅野 大地（ピアノ）

【日時】　6月23日（土）

VOL.264
20186アテナアテナ

スペシャルコンサートVol.11
（Vol.261）

ティータイム

2
公
演

①13:00開演
（12:30開場）

②15:30開演
（15:00開場）


