
大野城まどかぴあ 情報誌
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・深夜放送同窓会 Part8　開催決定！
・短期講座＆パソコン講座　受講生募集！
・“パパ時間”充実セミナー　受講生募集！
・第23回まどかぴあ読書感想画コンクール　作品募集
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イタリア料理

写経

楽しい英会話

季節を楽しむフラワーアレンジメント

イタリア料理

優雅にベリーダンス

イタリア料理イタリア料理

優雅にベリーダンにベリーダンスンス
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楽しい英会話くらしを彩る刺繍くらしを彩る刺繍

10月開講 定期講座（６ヵ月間）受講生募集 !!

NEW! NEW!



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

受講生から要望の多かった講座が新しくスタート！！

8月 21日（火）必着
申込者が募集人数を超えた場合は抽選
します。8月29日（水）以降、定員に空き
がある講座は電話・窓口にて先着順受付
となります。

申込期限

NEW!講座

指定の申込用紙に必要事項をご記入
のうえ、ハガキ・ＦＡＸ・窓口にてご
提出ください。
※申込用紙は「受講生募集」・ホームページに
掲載中です。

申込方法
抽選結果は、全員に通知します。
申込者が一定数に満たない場合は、
講座を中止することがあります。
詳しくは「受講生募集」または
ホームページをご覧ください。

注意事項

刺繍の基本ステッチを学びなが
ら、くらしを彩る刺繍小物やイン
テリアを制作します。丁寧に指導
いたしますので、初心者でも安心
してご参加ください。いっしょに刺
繍の時間を楽しみましょう。

くらしを彩る刺繍

【日時】第2火曜日（月1回）　10:00～12:30
【講師】Eri-Kari（刺繍作家）

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。英会話を楽しみましょう！

楽しい英会話

【日時】第1・3土曜日（月2回）　10:00～12:00 
【講師】コールマン サウス（英会話講師）

※イメージ
※作品例

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

ホームページで駐車場の混雑予測を
見られるようになりました

大ホールでのイベント開催時など、駐車場の混雑が予想される時
間帯をホームページからご確認いただけるようになりました。まど
かぴあや市役所などへお出かけする際の参考にご利用ください。
※実際の混雑状況とは異なる場合がございますので、あらかじめ
ご了承ください。

公益財団法人大野城まどかぴあ　管理課
TEL 092-586-4006（平日9:00～17:00）

お問い合わせ・
申込先

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

7/17
から

第11回大野城まどかぴあ版画ビエンナーレ 入賞・入選作品展覧会
【日程】9月 23日（日・祝）～10月7日（日）
【時間】10:00～17:00（金・土のみ19:00まで）

※休館日 /10月 3日（水）
【会場】多目的ホール（1階）

【時　間】14:00～15:00　【会　場】小ホール（2階）

「来場記念オリジナルコースターを作ろう！」
※参加無料、事前申込不要

【時　間】15:00～16:00　【会　場】多目的ホール（1階）
【話し手】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） 前回展覧会の様子 ギャラリートークの様子

版画のようにスタンプを重ねて、自分だけのオリジナ
ルコースターを作ってみませんか？来場者アンケート
にご記入いただいた方、おひとり様につき１枚厚紙コ
ースターをプレゼント！ご希望の方には、木のコースタ
ー（有料）も先着100名様でご準備しております。

9月23日（日・祝）は、
表彰式＆審査員によるギャラリートークを開催！

入場
無料

表彰式

ギャラリートーク



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
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文化芸術振興

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

講師： 木藤 恒夫
（久留米大学文学部心理学科教授）チケット取扱いチケット発売中 ●まどかぴあ総合案内

TALK

9月15日
（土）

「見ること」の不思議を知る授業
「脳が見る世界」

錯覚はなぜ起こるのでしょうか？私たちの脳は、目
に映ったものをそのまま認識しているわけではあり
ません。授業ではいろいろなデモンストレーション
を通して「脳が見る世界」の謎に迫ります。

宇宙に関する最新
の知識を学びなが
ら、宇宙の謎に迫り
ます！

深夜放送同窓会Part8

【時間】17:00開演 /16:30開場
【会場】大ホール（1階）全席指定
【料金】3,500円（当日4,000円）　※未就学児入場不可

託児友の会

先・割
車イス

出演者等、詳しくは次号にて！ お知らせいたします。

開催
決定

●まどかぴあ総合案内
●ローソンチケット
●チケットぴあ
●劇ナビ FUKUOKA

チケット
取扱い

チケット発売日
友の会9月13日（木）
一　般9月20日（木）
両日とも10:00～

MUSIC

11月23日
（金・祝）

～ Forever ずっと青春～

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）

「爽やかな風にのせて～サックス＆ギター＆ドラム～」

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

●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中

岩松 知宏 乙藤 健太高橋 俊伎

地元福岡で活躍する若手奏者にスポットをあてます。金管と木管の特徴を併せ持つ楽器サックスと、繊細な音色を奏で
るギター、そして様々な表情を見せるドラム。確かなテクニックに裏付けされた素晴らしい演奏をお楽しみください！

深夜放送同窓会Part8の開催が決定いたしまし
た！今年も「楽しみながら活動！」という実行委員
会の皆さん67名で活動しています。懐かしい青春
のひとときをお届けします。

38人でスタートした実行委員会が67人に膨らんで、もう8回目を迎えます。ラ
ジオが勉学の友だったあの頃のことを思い出しながら“同窓会”を楽しんでみま
せんか。今回は実力派アーティストによるフォークソングがアナタを包み込みま
す。懐かしいお友達とご一緒にぜひお出かけください。（林田 スマ）

2時間目

ⓒNASA

次回 3 時間目の授業はこちら！

【講師】鴈野 重之
（九州産業大学理工学部特任講師）

【日時】11月 17日（土）
　　　14:00開演 /13:30開場
【会場】小ホール（2階）全席自由

最新の天文学を知る授業
「ここまでわかった宇宙のなぞ」

館長メッセージ



文化芸術振興お問い合わせ先   TEL （092）586-4040 / FAX (092)586-4021
文化芸術振興課 開館時間／（月～金）9:00～17:00
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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

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。

CINEMA

9月8日
（土）

19世紀半ばのアメリカに実在した伝説の興行師P.T.バーナム。
彼は差別や偏見の中で立ち尽くしていたエンターテイナーたちを集めて
創った、“かつて誰も見たことがないショー”をヒットさせ、成功をつかむ。
しかし、彼らの行く手には、想像していなかった危機が待ち受けていた。

ヒュー・ジャックマン、『ラ・ラ・ランド』の製作チームが贈るミュージカル・
エンターテインメント。
監督：マイケル・グレイシー（『Naruto』）
出演：ヒュー・ジャックマン、ザック・エフロン　ほか

2017年 /アメリカ/104分 /日本語字幕版
「グレイテスト・ショーマン」

①10:00～ 11:44
②14:00～ 15:44
③18:00～ 19:44
（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。

※10時の回のみ日本語字幕を付けて上映。
CINEMA

8月11日
（土・祝）

悪党をとり逃がしたことで反悪党同盟を追い出されたグルー。そ
んなグルーに愛想を尽かした相棒ミニオンたちは、新たなボスを
探し旅に出る。一方、グル―は生き別れの双子の兄弟の存在を知
り、会いに行くが…。
監督：ピエール・コフィン、カイル・バルダ （『ミニオンズ』）
声の出演：笑福亭 鶴瓶、松山 ケンイチ、芦田 愛菜　ほか

2017年/アメリカ/90分/各回日本語吹替版
「怪盗グルーのミニオン大脱走」
キッズシネマ

①10:00～ 11:30
②14:00～ 15:30
③17:00～ 18:30
（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、年齢にかかわらずお一人様1枚必要
◆最終回のみ通常の「シネマランド」と上映開始時間が異なります

【出演】村上 このみ（ピアノ）、高宗 未来（ソプラノ）
【時間】12:15～ 12:45
【会場】ギャラリーモール（1階）入場無料

8月はピアノとソプラノによるコンサートをお届けします。ピア
ノとソプラノの織りなす美しいハーモニーをお楽しみください。

MUSIC

8月23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学べ
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」

村上 このみ 高宗 未来

♪♪ ♬ ♬
ティータイムコンサート Vol.263ティータイムコンサート Vol.263

こどものくに

託児

JR水城駅のすぐ近くの「父子嶋」には、百済
から日本に逃れてきた親子と住民との、歴史
に埋もれた熱い物語がありました。市民劇団
迷子座が創り上げる7世紀の大野城市版「二
つの祖国」。人と人が織りなす愛の物語をぜ
ひお楽しみください。

8月26日
（日）
PLAY

〈共催事業〉

●まどかぴあ総合案内
●相撲鳥TEL 092-571-4280

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）全席自由
【料金】一般800円（当日1,000円）　※中学生以下は無料

「父子嶋異聞」

平成30年度
大野城市民劇団迷子座定期公演
大野城心のふるさと館開館記念

車イス

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
●e+（イープラス）

チケット
取扱いチケット発売中

【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い合わせ：
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
車イス

8月4日（土）
5日（日）

MUSICAL
〈共催事業〉

てて こ じま い ぶん

後援：大野城市、大野城市教育委員会、大野城文化連盟

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
りなす、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！



生涯学習センター 開館時間／（月～土）9:00～20:00
8月11日（土・祝）、13日（月）、14日（火）は、9:00～17:00
とさせていただきます。（入金手続き9:00～16:00）

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

5
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短期講座 8月8日（水） 9:00 受付開始 受付先：生涯学習センター電話・窓口（先着順）

※昨年の発表会の様子

★定期講座（前期6ヵ月間）発表会 開催★

【日時】9月14・15日（金・土） 10:00～16:00　【会場】ギャラリーモール

受講生の作品展示のほか、体験・販売もある楽しいイベントです。
詳細は9月号をご覧ください。

なかよし家族のベビーマッサージ
赤ちゃんの心身の発達だけでなく、パパとママとのコ
ミュニケーションにも最適な楽しい講座です。
【日　程】9月8日(土) 【時　間】10:00～11:30
【受講料】1,200円/組 【材料費】200円/組
【定　員】15組 【講師】大塚 かずみ（スマイルベビー協会代表）
【対　象】2～9ヵ月の赤ちゃん1名と保護者1名

託児

※イメージ

背骨コンディショニング①②
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、膝痛
など）どなたでも参加できます。
楽しく体操をしましょう。

【日　程】①9月8日(土)　②9月26日（水）
【時　間】10:00～12:00
【受講料】各1,200円 【定　員】各14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)

託児

ちびっこ空手
礼儀作法と空手の基本の動きを学びます。組手は行い
ませんので、小さいお子さんでも安心です。
【日　程】9月27日、10月4・11・25日、11月1日(木)
【時　間】17:30～18:30 【受講料】4,500円
【定　員】16名　【対象】4歳～ ※左右が分かるお子さん
【講　師】佐藤 義廣(大東流空手道王城塾塾長 範士八段)

※イメージ

和食でワンプレート
秋の食材で美味しい和食のワンプ
レートを作りましょう。ワンプレート
の盛り付け方だけでなく、お弁当
箱の詰め方もデモンストレーショ
ンします。調味料の選び方や食材
の栄養価も丁寧にお伝えします。

【日　程】9月27日（木） 【時　間】10:30～13:30
【受講料】1,100円 【材料費】1,600円
【定　員】16名
【講　師】松尾 麻衣子（旬菜料理教室 La Felice主宰）

託児

※材料の都合で、内容を変更する場合があります。

●レンコン入りふわふわハンバーグきのこ餡かけ
●茄子カツ
●切り干し大根とツナのサラダ
●カラフルピクルス

●かぼちゃのすり流し
●梅ひじきごはん

【
メ
ニ
ュ
ー
】

パソコン講座 パソコン：
持ち込みください

パソコンで画像処理（夜）①②③④

【日　程】①9月4日（火）　②9月11日（火）　③9月18日（火）
④9月25日（火）

【時　間】19：00～21：00 【定　員】各10名
【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】竹中 ひとみ 【対　象】初級・中級レベルの方

パソコンの画像処理に関する質問に個別対応します。（マンツーマ
ンではありません）Photoshop Elementsにも対応できますよ。

託児
エクセル初級

【日　程】9月25日、
10月2・9・16・23・30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
【定　員】18名 【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。

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。今回は13の
“音”や20の“紋章”も説明します。

【日　程】9月12・26日（水）
【時　間】19:00～21:00 【定　員】15名
【受講料】2,400円 【教材費】1,000円
【講　師】大野 美沙子（時の科学研究会主宰）

マヤ暦で分かる才能・性質・本質
～あなたの人生の目的は～



男女平等推進センター
アスカーラ

お問い合わせ先   TEL （092）586-4030 / FAX （092）586-4031
男女平等推進センター アスカーラ 開館時間／（月～金）9:00～19:00
　　　　　                                               （土・日・祝日）9:00～17:00
8月 13日（月）、14日（火）は、9:00～17:00とさせていただきます。

6アテナ　2018年 8月号

広告協賛欄

“パパ時間”充実セミナー
「子育てには興味あるけどどうすればいいのかわからない」「家事はちょっと苦手だな」と思っている男性の方。勇気を出して子
育てや家事に参加する最初の一歩を踏み出してみませんか？ きっと人生が豊かになりますよ！ 単回でのご参加も大歓迎です。

内　　容 会　場日　　時回

リハーサル室１
（1階）

調理実習室
（2階）

301会議室
（3階）

1

2

3

テーマ
パパのヨガ入門

～心と体をリセットしよう！～
山本 梓（ヨガインストラクター、健康運動指導士）

パパの家事入門
～めざせ！アイロンがけと洗濯物たたみの達人～
富永 由美（整理収納＆家事アドバイザー）

パパのコーチング入門
　～子どもの信頼ゲットだぜ！～

吉村 伊織（WACS代表、
日本メンタルヘルス協会 公認心理カウンセラー）

10月7日（日）
10:00～11:40

10月14日（日）
10:00～12:00

10月20日（土）
10：00～12：00

託児

【対象】子育て中の男性（対象者のパートナーも参加OK）　【定員】20名（先着順）　【受講料】無料
【持ってくるもの】第1回：ヨガマットまたはバスタオル（床に敷いても大丈夫なもの）、お水またはお茶などの飲み物

第2回：ハンカチ（タオルハンカチ以外）1枚、アイロンをかけてみたいものがあれば1点
【申込方法】8月2日（木）より、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

男性、子どものための男女共同参画事業

日々のストレスでお疲れなのに、ついつい自分を
疎かにしがちなパパ！自分を大切にして、心と体
のバランスを整える方法を学んでみませんか？
アイロンなんて怖くない！アイロンがけのポイン
ト教えます。洗濯物の山をなくせ！ちょっとしたコ
ツで「時短」を実現！

注意しても聞いてくれない…、褒めたいけどなんと
なく照れくさい…。子どもへの上手な伝え方や信頼
されるコミュニケーション術を学んでみませんか？

平成30年度　アスカーラ市民グループ活動支援事業

フランスの男女平等について

【後援】大野城市、大野城市教育委員会

アスカーラ「男女共同参画」 小中学生図画ポスター・標語コンクール
これからの社会を担う小中学生に、男女共同参画に関する図画ポスターと標語を募集します。
自信がある人も、そうでない人も、みんなでチャレンジしてみよう！
【対　　象】大野城市在住の小学生・中学生
【応募点数】図画ポスター、標語

どちらも1人1点まで（両部門への応募可能）
【応募期限】9月28日（金）まで
【提 出 先】公立学校の小中学生は在学の小中学校

私立学校の小中学生は男女平等推進センター
（大野城まどかぴあ3階）

【表　　彰】大野城市長賞…各1点
大野城市教育委員会教育長賞…各1点
男女平等推進センター所長賞…各1点
アスカーラ賞…各5点、佳作…各15点
（上記の各賞・佳作に賞状・副賞あり）
学校賞…全体で1点（賞状あり）

【表 彰 式】平成31年3月3日（日）
【展示期間】平成31年2月7日（木）～3月5日（火）

※入賞作品の著作権は主催者に帰属するものとします。
※詳しくはホームページをご覧になるか男女平等推進センターまでお問い合わせください。

【日時】9月15日（土） 13:30～15:30　　　　【講師】石橋 美恵子（筑紫女学園大学名誉教授）
【受講料】無料　　【会場】301会議室（3階）　　【定員】30名（先着順）

フランスに学ぶ男女平等

【申込方法】詳しくはホームページをご覧ください。　【主催】ふくおか県翼の会 大野城

共催事業
託児



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/

7 アテナ　2018年 8月号

ぴよぴよのへや
（0歳児・妊婦対象）
8月7日・21日

よちよちのへや
（1～2歳児対象）
8月14日・28日

大雨などの悪天候の際には臨時運休することがあります。
運行の確認は図書館までお電話ください。

曜日

月

火

木

金

日

中央
コミュニティ
センター

南
コミュニティ
センター

下大利団地
公民館

仲島公民館

大野3号公園
（東大利公民館横）

牛頸公民館

乙金公民館

平野台
ふれあい公園

（平野台公民館横）

石坂公園
（月の浦幼稚園横）

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日
16日
30日

7日
21日

6日
20日

3日
17日
31日

10日
24日

13日
27日

14日
28日

9日
23日

【日　　時】8月19日（日） 9:15～12:00
【申込方法】図書館窓口・電話にて受付中 

定員になり次第終了します。子どもだけでの参加はできません。

内容（部門）

走れチョロ中～！～未来ロードを走るオリジナルカー～

ダンボールフォトフレーム～夏の思い出～

風のように力のかぎりとばそうよ　365日の紙ひこうき

フェルトで作る　さんびきのこぶた

定員

20組

10組

35組

15組

会場

301会議室

302会議室

303会議室

304会議室

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

大人と子どもが一緒に楽しめる親子読書会を開催します。
親子で協力して、身近な材料で工作をしてみませんか？

としょかんのおはなし会

移動図書館「わくわく号」巡回日程表

第 23回まどかぴあ
読書感想画コンクール

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

毎月第1～4土曜日 15:00～
【場所】まどかぴあ図書館おはなしのへや
幼児対象　    
8 月 4日・18日

8月の巡回
第40回親子読書会

主催 : 大野城市地域貸出文庫連絡協議会

【応募資格】市内外を問わず。
　　　　　幼児（年中・年長にあたる年齢）・小学生まで
【題　　材】自由（ただし、教材・紙芝居は不可）
【応募点数】1人 1点
【募集部門】幼児（年中・年長にあたる年齢）の部
　　　　　小学校低学年（1～3年生）の部
　　　　　小学校高学年（4～6年生）の部
【応募規定】①用　紙…画用紙［36cm×25cm（B4サイズ）

以上、55cm×40cm（四つ切サイズ）以下］
　　　　　　　 ※規格外は審査の対象外とします。
               ②画　材…クレヨン・パステル・水彩・油絵
　　　　　　の具など自由（版画、はりえ、異素材のはりつ
　　　　　　け、色画用紙は不可）
               ③応募票…作品の上下に合わせて裏面右上に
　　　　　　所定の応募票を貼り、読んだ本のどんな場面
　　　　　　を描いたのか簡潔に記入する。
               　※作品は返却します。各自（団体応募の場合は代表者）図書
　　　　　　　　  館まで取りに来るか、郵送で返却（着払い）します。
               　 　 ※入賞作品の著作権は主催者側に帰属します。

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

【応募期間】9月 1日（土）～10月12日（金）
              ※郵送の場合は当日消印有効。
              （ただし、9月19日（水）～26日（水）は図書特別整理
                   期間のため図書館は休館します。）

【提　　出】〒816-0934
　　　　　福岡県大野城市曙町2丁目3番1号
　　　      大野城まどかぴあ図書館「読書感想画
               コンクール」応募係まで持参または郵送
【審　　査】11月 17日（土）（審査は非公開とします）
【審 査 員】津田 三朗（彫刻家）／安河内 俊明（画家）
【発　　表】本人または学校宛てに通知、
　　　　　「アテナ」平成31年2月号に掲載
【表　　彰】最優秀賞…全応募作品から1点
　　　　　　　　　　（賞状・5,000円相当の図書カード）
　　　　　優 秀 賞…幼児・小学校低学年・
　　　　　　　　　　小学校高学年部門から各2点
　　　　　　　　　　（賞状・3,000円相当の図書カード）
　　　　　優 良 賞…幼児・小学校低学年・
　　　　　　　　　　小学校高学年部門から各3点
　　　　　　　　　　（賞状・2,000円相当の図書カード）
※表彰式は平成31年1月下旬予定。最優秀賞を受賞されると、次回の
　ポスターにその受賞作品が掲載されます。
【展示期間】平成31年1月下旬頃予定
【展示場所】ギャラリーモール（1階）

小学生以上対象　
8月11日・25日

おひざで
だっこ

わくわく
おはなし
会

～親子で心ゆたかな
　時間をすごそう～



日付 イベント ページ

表記金額は前売金額です。詳しくは各会館へお問い合わせください。
7月9日現在（その後の変更につきましては、ご容赦ください）

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 8月号

わくわくおはなし会（幼児対象）

８/25
（土）

９/９
（日）

ちくしの混声合唱団 第 2回定期演奏会
●一般500円 ※小学生以下無料 ●14:00

ちくしのミュージックフェスタwith DA・N・KA・I vol.2
●一般1,000円 ※高校生以下無料 ●12:00

１０/７
（日）

航空自衛隊春日基地ふれあいコンサート in 筑紫野
※入場券申し込みは航空自衛隊春日基地広報班まで
●無料 ※要入場券 ●14:30

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

8/4（土）
～11/3（土・祝）

まるごと太宰府歴史展2018
場所：文化ふれあい館　電話：092-928-0800
毎週月曜休館（祝日の場合翌平日）
●無料 ●9:00～17:00

8/4
（土）

筑前琵琶演奏会
演奏：東 旭秀（旭会大師範）
場所：文化ふれあい館　電話：092-928-0800
●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

日付 イベント ページ

8月まどかぴあのイベントスケジュール

P7

おひざでだっこ ぴよぴよのへや　（0歳児対象）図書

図書

図書

図書

図書

P77（火）
21（火）

パソコン勉強室（夜）① ② ③ 7月号
掲載

① 7（火）
② 21（火）
③ 28（火）

11（土・祝）

11（土・祝）
25（土）

14（火）
28（火）

19（日）

3（金）

P4

託児

託児

7月号
掲載

4（土）
18（土）

2（木）

生涯

生涯

生涯

生涯

大野城市男女共生講座　第1回
「分かちあって夫婦円満
～人生１００年時代をハッピーに暮らす秘訣～」

P7

7月号
掲載簡単で楽しいパステルアート

4（土）
5（日） P4ミュージカル「～あなたの初恋探します～」

おひざでだっこ よちよちのへや（1～2歳児対象）

8月のチケット情報・募集申込情報

まどかぴあ休館日　8月1日（水）、15日（水）

キッズシネマ「怪盗グルーのミニオン大脱走」

P7親子読書会

7月号
掲載6（月）

託児

コインケースをつくろう

男女

わくわくおはなし会（小学生以上対象） P7

23（木） ティータイムコンサートVol.263 P4

25（土） パパとクッキング～イタリアンに挑戦～ 7月号
掲載託児

託児

10月開講定期講座（6ヵ月講座）　申込必着

Ｐ5

Ｐ2

短期講座＆パソコン講座　受付開始8（水）

～21（火）

生涯

生涯

P6男性、子どものための男女共同参画事業
“パパ時間”充実セミナー　受付開始2（木）

文芸

文芸

文芸

文芸

26（日） 大野城市民劇団迷子座定期公演
「父子嶋異聞（ててこじまいぶん）」 P4

7月号
掲載第11回版画ビエンナーレ　応募締切10（金） 文芸

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

8/13（月）
～9/25（火）

申込期間

8/18
 （土）

Café de ブランチコンサート vol.3
「スティールパンと7弦ギターの世界」
出演：サカモトジャイ庵、山田やーそ裕
●無料 ※ワンドリンクオーダー制 ●11:00

8/3
（金）

第45回 「春日市文化祭 作品展」展示作品募集
※お問合せ：春日市地域づくり課文化振興担当（092-584-1111）

ふれぶんシネマ倶楽部 「この世界の片隅に」
●施設利用料1枚300円 ※3歳以上有料 ●①10:00 ②14:00

ミリカローデン那珂川 筑紫郡那珂川町仲2丁目5番1号 ☎092-954-2211

8/25
（土）

第13回竹の里フェスタ2018 in 那珂川
「竹の里コンサート」
●1,000円ほか ※小学生以下無料 ●17:00

8/19
（日）

「非・売れ線系ビーナス 第 24回公演 関門オペラ」
●2,500円ほか ※未就学児入場不可 ●14:00

9/2
（日）

ちくし地区の少年少女合唱団による
第15回少年少女合唱団ジョイントコンサート
ＷＡになっておどろう～音楽の輪～
●500円 ※3歳以上有料 ●14:00

男女

★年末年始臨時休館のお知らせ★

【期間】12月24日（月・振休）～平成31年1月7日（月）

まどかぴあでは、受変電設備の更新工事に伴う全館停電の
ため、下記の日程で臨時休館します。期間中は全ての施設予
約が出来ませんので、あらかじめご了承ください。

※通常の年末年始のお休みは、12月28日～1月4日


