
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。
8月6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 9月号

おひざでだっこ ぴよぴよのへや（0歳児対象）

９/９
（日）

９/１５（土）
募集開始

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

あなたもピアニスト！ 参加者募集
実施日：10/10（水）、14（日）
対象：中学生以上のピアノ経験者
●大ホール500円、多目的ホール２00円
●11:00～12:00、13:00～19:00

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

開催中～
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

9/4(火）～
24（月・祝）

光のオブジェ（灯りの作品）展
場所：文化ふれあい館　電話：092-928-0800
※9/23（日） 古都の光 ピアノの夕べ　19:00～
●無料 ●9:00～17:00 ※23日のみ21:00まで

（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
9月まどかぴあのイベントスケジュール

P2

わくわくおはなし会（小学生以上対象）図書

図書

図書

図書

P7

わくわくおはなし会（幼児対象）図書 P7

なかよし家族のベビーマッサージ 8月号
掲載8（土）

1（土）
15（土）

12（水）
26（水）

11（火）
25（火）

①  8（土）
②26（水）

14（金）
15（土）

1（土）
託児

託児

託児

託児

託児

6月号
掲載

生涯

生涯

生涯

育休ママ＆パパの仕事復帰セミナー　第1回
「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」

8月号
掲載パソコンで画像処理（夜）①②③④

1（土）
2（日）

7月号
掲載ミュージカル「つくしの空は晴れて」

9月のチケット情報・募集申込情報

まどかぴあ休館日　9月5日（水）、19日（水）

P7

P3

P3

語りのおはなし会

P7

6（木）

4（火）
18（火）

4（火）
～25（火）

男女

おひざでだっこ よちよちのへや（1～2歳児対象） P7

27（木）

25（火）
～10/30（火）

ティータイムスペシャルコンサートVol.12 P4

29（土）

15（土）

和食でワンプレート
託児

託児

託児

深夜放送同窓会Part8　一般発売

P5

P3

短期講座＆パソコン講座　受付開始12（水）

3（月）

1（土）

20（木）

生涯

P5デコパージュ体験講座　受付開始生涯

P6
DV防止キャンペーン企画　講演会
「弁護士から見たDVの実態～女性に対する
暴力をなくすために～」　受付開始

文芸

文芸

おとなの楽校2時間目文芸

文芸

23（日・祝）
～10/7（日）

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

P3文芸23（日・祝） 第11回大野城まどかぴあ版画ビエンナーレ
表彰式、ギャラリートーク

8月号
掲載

生涯21（金） デコパージュ体験講座
託児

P5

生涯27（木）
～11/1（木） ちびっこ空手 8月号

掲載

生涯 エクセル初級

生涯 前期6ヵ月間定期講座発表会　開催

8月号
掲載生涯 背骨コンディショニング①②

8月号
掲載生涯 マヤ暦で分かる才能・性質・本質～あなたの人生の目的は～

託児

P4シネマランド「グレイテスト・ショーマン」文芸

託児

8月号
掲載

8月号
掲載

P3深夜放送同窓会Part8　友の会発売13（木） 文芸

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

9/23
（日・祝）

Café de ブランチコンサート vol.4
「実は渋くてかっこいい！ ヴィオラの世界」
出演：中村 匡希（ヴィオラ）、古賀 美代子（ピアノ）
●無料 ※ワンドリンクオーダー制 ●11:00

9/11
（火）

9/15
（土）

ふれぶんシネマ倶楽部
「きっと、うまくいく」
●施設利用料1枚300円 ※3歳以上有料 ●①10:00 ②14:00

ふれあい文化サークル特別講座
子どもの料理教室「オリーブで和三盆菓子づくり」
●500円　※要事前申込（9/15（土）締切） ●10:00

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

9/23
（日・祝）

9/16
（日）

「バスの日」記念イベント ～I♡BUS～
●無料 ※一部有料 ●10:00

第3回親子鑑賞劇　劇団さんぽ
「まっくろネリノ　おじさんのかさ」
●一般500円ほか ※3歳以上有料 ●14:00

10/7
(日)

宝くじ文化公演
東京フィルハーモニー交響楽団室内楽特別演奏会
●2,000円 ※未就学児入場不可 ●14:00

男女

P6ママの元気チャージ★セミナー　受付開始男女

6月号
掲載

育休ママ＆パパの仕事復帰セミナー　第2回
「素直に伝える 身近な人とのコミュニケーション」男女

託児

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」男女

P6
託児

市民グループ活動支援事業
「子どもの個性を知ろう！～個性を活かすオリジナルの子育て～」男女

7月号
掲載

大野城市男女共生講座　第2回
「『適材適食』～あなたに合った食べものを
あなたに合った食べ方で～」

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
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ナ
と
は
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ャ
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話
の
知
恵
と
芸
術
と
戦
術
の
女
神※掲載記事は8月6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）

・定期講座　発表会　開催！
・深夜放送同窓会 Part8　チケット発売開始！
・ママの元気チャージ★セミナー　受付開始！
・図書特別整理休館のお知らせ

P2

P3

P6

P7

VOL.267
20189アテナアテナ

【日時】　9月23日（日・祝）～10月7日（日）
10:00～17:00（金・土のみ19:00まで）/ 多目的ホール（1階）

版
画
ビ
エ
ン
ナ
ー
レ

入
賞
・
入
選
作
品
展
覧
会
入場
無料

第
11
回
大
野
城
ま
ど
か
ぴ
あ

第1回大賞作品
「star of David ―王子の断片―」 南館 麻美子 第2回大賞作品 「夏の扉」 青木 純子 第3回大賞作品 「さまよいの夜」 土井 大輔

第4回大賞作品 「月の停車場」 角間 貴生

第5回大賞作品 
「sailer contortion」 舟田 潤子

第6回大賞作品 「ニースの壺」 阿部 正枝 第7回大賞作品
 「トーテム・ポール（家族）」 上原 修一

第8回大賞作品
「遊離」 奥島 麻子

第9回大賞作品
「婦人像」 松井 眞善

第10回大賞作品
「メランコリー」 チョン ダウン



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

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 9月号 アテナ　2018年 9月号　

文化芸術振興

講師： 木藤 恒夫
（久留米大学文学部心理学科教授）

「見ること」の不思議を知る授業 「脳が見る世界」
私たちは目や耳といった器官を通して外の世界をとらえています。しかし、これらの器官が“見
たり”、“聴いたり”しているわけではありません。目や耳から入った情報が脳に送られ、さらに感
情や個人の知識、経験などが加味され、独自の知覚世界となります。今回は、見ること（視覚）に
焦点を当て、目の錯覚や色覚について学びます。

2時間目

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）

【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！木のコースター（有料）も先着
100名様に限り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

「来場記念オリジナルコースターを作ろう！」

定期講座（前期6ヵ月間）発表会 開催
【会場】ギャラリーモール（1階）

作品展示だけでなく、販売や体験もある楽しいイベントです。ぜひご来場ください。

ビーズとフリーメタリコのアクセサリー　
アクセサリー（1,000円～）
季節を楽しむフラワーアレンジメント　
コサージュ、ハーバリウム等（300～2,000円）
やさしいソープカービング　
受講生作品各種（300～2,000円）
カルトナージュ　
受講生作品各種（500円～）

9月14日（金）
15日（土）
EVENT

下半期事業ラインナップ
文化芸術振興

期　日 イベント

11/18（日）

11/17（土）

大野城市民吹奏楽団第33回定期演奏会

まどかぴあ市民大学 おとなの楽校4時間目

シネマランド

ティータイムコンサート

劇団飛行船マスクプレイミュージカル

期　日 イベント

図書館

9/29（土）・11/23（金・祝）

平成31年1/17（木）～1/27（日）

毎月第1～4火曜日

毎月第1～4土曜日

語りのおはなし会

図書館へゆこう!! 2019年

おひざでだっこ（赤ちゃん向けおはなし会）

わくわくおはなし会（幼児・小学生向けおはなし会）

まどかぴあ市民大学 おとなの楽校3時間目

9/23（日・祝）～10/7（日） 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

航空自衛隊春日基地第25回ファミリーコンサート

ティータイムスペシャルコンサートVol.14

深夜放送同窓会Part8

販　売

大人の絵画教室、小さな水彩画、写経、やさしい
ソープカービング、ペン実用書道（土）、カルトナー
ジュ、季節を楽しむフラワーアレンジメント、ビーズ
とフリーメタリコのアクセサリー、ＴＡＯエナジー 気
づきの体操、経絡リンパ メリディアンメソッド

展　示 両日10:00～16:00

両日10:00～

両日10:00～

※なくなり次第終了

体　験 ※材料がなくなり次第終了

ビーズとフリーメタリコのアクセサリー
ネックレス（材料費600円～）
季節を楽しむフラワーアレンジメント
リース（材料費600円）
やさしいソープカービング
レリーフ彫りのダリア（材料費500円）
カルトナージュ
バインダー(材料費500円)

※詳細はパンフレットまたはホームページをご覧ください。

※8月6日時点の情報です。 日程・内容は変更となる場合があります。 詳しくはお問い合わせください。

11月

10月

短期講座
・博多はじき～色付けに挑戦～
・みんなで踊ろうフラダンス
・てのひら盆栽体験
パソコン講座
・エクセル実践・中級（夜）

・パンを作ってみよう
・お茶会を楽しみましょう

短期講座
・味噌と甘酒づくり
・似合う色をみつけましょう
・美味しいだしのとり方
パソコン講座
・パソコン勉強室

・やさしいバレエストレッチ
・いきいき歌おう
・はじめての南京玉すだれ

・パソコン勉強室（夜）

生涯学習センター

12月

短期講座
・洋菓子レッスン～フルーツタルト～
・ 100歳まで自分の足で歩く足のケア
・はじめてのチョークアート
・美味しい紅茶の淹れ方～スパイスミルクティ～
・博多雑煮と半日でできるおせち①②
・ボタニカルキャンドル
・ドライフラワーのしめ縄飾り

イベント期　日

男女平等推進センター

10/7（日）～20（土）

11/6（火）～30（金）

11/10（土）

12月・平成31年1月

1月

2月

3/3（日）

“パパ時間”充実セミナー

ママの元気チャージ★セミナー

DV防止講演会
「弁護士から見たDVの実態 ～女性に対する暴力をなくすために～（仮）」

女性の身体と心の健康を考える講座

中高年男性セミナー

キャリアアップ講座

アスカーラ共生フォーラム

11/23（金・祝）

12/1（土）

平成31年1/19（土）

ティータイムスペシャルコンサート Vol.1312/16（日）

2/14（木）・15（金）

3月

毎月1回

音楽コンサート未定

毎月1回（12、3月を除く）

バインダー

ネックレス レリーフ彫りのダリア リース

お待たせいたしました！今年も輝く笑顔でご参加ください。出演は山崎 ハコ、永井 龍雲、佐田 玲子。パーソナリティは
井上 悟、林田 スマ。懐かしい歌とトークで青春のひとときをお届けします。

今年も１階ギャラリーモールでは、開演前の時間を利用して、
喫茶コーナーや特産品のバザーなどが登場します！

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

●まどかぴあ総合案内
●ローソンチケット（Lコード：81419）
●チケットぴあ（Ｐコード：125-466）
●劇ナビFUKUOKA（http://gekinavi.jp/）

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～

後援：大野城市、RKBラジオ
山崎 ハコ 永井 龍雲 佐田 玲子

井上 悟

林田 スマ

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

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）

※参加無料、事前申込不要



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

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

講師： 木藤 恒夫
（久留米大学文学部心理学科教授）

「見ること」の不思議を知る授業 「脳が見る世界」
私たちは目や耳といった器官を通して外の世界をとらえています。しかし、これらの器官が“見
たり”、“聴いたり”しているわけではありません。目や耳から入った情報が脳に送られ、さらに感
情や個人の知識、経験などが加味され、独自の知覚世界となります。今回は、見ること（視覚）に
焦点を当て、目の錯覚や色覚について学びます。

2時間目

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）

【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！木のコースター（有料）も先着
100名様に限り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

「来場記念オリジナルコースターを作ろう！」

定期講座（前期6ヵ月間）発表会 開催
【会場】ギャラリーモール（1階）

作品展示だけでなく、販売や体験もある楽しいイベントです。ぜひご来場ください。

ビーズとフリーメタリコのアクセサリー　
アクセサリー（1,000円～）
季節を楽しむフラワーアレンジメント　
コサージュ、ハーバリウム等（300～2,000円）
やさしいソープカービング　
受講生作品各種（300～2,000円）
カルトナージュ　
受講生作品各種（500円～）

9月14日（金）
15日（土）
EVENT

下半期事業ラインナップ
文化芸術振興

期　日 イベント

11/18（日）

11/17（土）

大野城市民吹奏楽団第33回定期演奏会

まどかぴあ市民大学 おとなの楽校4時間目

シネマランド

ティータイムコンサート

劇団飛行船マスクプレイミュージカル

期　日 イベント

図書館

9/29（土）・11/23（金・祝）

平成31年1/17（木）～1/27（日）

毎月第1～4火曜日

毎月第1～4土曜日

語りのおはなし会

図書館へゆこう!! 2019年

おひざでだっこ（赤ちゃん向けおはなし会）

わくわくおはなし会（幼児・小学生向けおはなし会）

まどかぴあ市民大学 おとなの楽校3時間目

9/23（日・祝）～10/7（日） 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

航空自衛隊春日基地第25回ファミリーコンサート

ティータイムスペシャルコンサートVol.14

深夜放送同窓会Part8

販　売

大人の絵画教室、小さな水彩画、写経、やさしい
ソープカービング、ペン実用書道（土）、カルトナー
ジュ、季節を楽しむフラワーアレンジメント、ビーズ
とフリーメタリコのアクセサリー、ＴＡＯエナジー 気
づきの体操、経絡リンパ メリディアンメソッド

展　示 両日10:00～16:00

両日10:00～

両日10:00～

※なくなり次第終了

体　験 ※材料がなくなり次第終了

ビーズとフリーメタリコのアクセサリー
ネックレス（材料費600円～）
季節を楽しむフラワーアレンジメント
リース（材料費600円）
やさしいソープカービング
レリーフ彫りのダリア（材料費500円）
カルトナージュ
バインダー(材料費500円)

※詳細はパンフレットまたはホームページをご覧ください。

※8月6日時点の情報です。 日程・内容は変更となる場合があります。 詳しくはお問い合わせください。

11月

10月

短期講座
・博多はじき～色付けに挑戦～
・みんなで踊ろうフラダンス
・てのひら盆栽体験
パソコン講座
・エクセル実践・中級（夜）

・パンを作ってみよう
・お茶会を楽しみましょう

短期講座
・味噌と甘酒づくり
・似合う色をみつけましょう
・美味しいだしのとり方
パソコン講座
・パソコン勉強室

・やさしいバレエストレッチ
・いきいき歌おう
・はじめての南京玉すだれ

・パソコン勉強室（夜）

生涯学習センター

12月

短期講座
・洋菓子レッスン～フルーツタルト～
・ 100歳まで自分の足で歩く足のケア
・はじめてのチョークアート
・美味しい紅茶の淹れ方～スパイスミルクティ～
・博多雑煮と半日でできるおせち①②
・ボタニカルキャンドル
・ドライフラワーのしめ縄飾り

イベント期　日

男女平等推進センター

10/7（日）～20（土）

11/6（火）～30（金）

11/10（土）

12月・平成31年1月

1月

2月

3/3（日）

“パパ時間”充実セミナー

ママの元気チャージ★セミナー

DV防止講演会
「弁護士から見たDVの実態 ～女性に対する暴力をなくすために～（仮）」

女性の身体と心の健康を考える講座

中高年男性セミナー

キャリアアップ講座

アスカーラ共生フォーラム

11/23（金・祝）

12/1（土）

平成31年1/19（土）

ティータイムスペシャルコンサート Vol.1312/16（日）

2/14（木）・15（金）

3月

毎月1回

音楽コンサート未定

毎月1回（12、3月を除く）

バインダー

ネックレス レリーフ彫りのダリア リース

お待たせいたしました！今年も輝く笑顔でご参加ください。出演は山崎 ハコ、永井 龍雲、佐田 玲子。パーソナリティは
井上 悟、林田 スマ。懐かしい歌とトークで青春のひとときをお届けします。

今年も１階ギャラリーモールでは、開演前の時間を利用して、
喫茶コーナーや特産品のバザーなどが登場します！

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

●まどかぴあ総合案内
●ローソンチケット（Lコード：81419）
●チケットぴあ（Ｐコード：125-466）
●劇ナビFUKUOKA（http://gekinavi.jp/）

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～

後援：大野城市、RKBラジオ
山崎 ハコ 永井 龍雲 佐田 玲子

井上 悟

林田 スマ

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

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）

※参加無料、事前申込不要



　

文化芸術振興お問い合わせ先   TEL （092）586-4040 / FAX (092)586-4021
生涯学習センター 開館時間／（月～土）9:00～20:00 文化芸術振興課 開館時間／（月～金）9:00～17:00

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 9月号

短期講座 9月12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）

●定員：18名　※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）

※作品見本

博多はじき ～色付けに挑戦～
博多人形の作家が守り育ててきた「博多
はじき」。伝統工芸品に触れる貴重な機会
です。素焼き段階の「土はじき」に色付けを
して、縁起物を自分で作ってみませんか。

【日　程】10月5日（金） 【時　間】10:00～13:00
【受講料】1,100円 【材料費】1,500円
【定　員】30名
【講　師】梶原 正二（博多人形 伝統工芸士 白彫会会員）

託児

パソコン講座

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

爽やかな風を感じられる、サックス＆ギター＆ドラムのアンサンブル。国内外のコンクールで好成績を上げる地元福岡の
若手奏者の熱い演奏にご期待ください！

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。

博多座11月公演「あらしのよるに」が半額で観劇できます。
【出 演 者】中村 獅童、尾上 松也　ほか
【日　　時】平成30年11月3日（土・祝）11:30～・16:30～、

4日（日）16:30～、6日（火）11:30～・16:30～、
8日（木）16:30～

【料　　金】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50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】9月25日（火）消印有効
　　　　　 ※当選者のみ通知（9月28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

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

10月13日
（土）

1939年、ポーランド・ワルシャワで、ヤンとアントニーナ夫妻はヨー
ロッパ最大級の動物園を営んでいた。その年の秋、ドイツがポーラン
ドに侵攻し、第二次世界大戦が勃発。夫妻は、ナチスドイツに弾圧され
るユダヤ人を動物園でかくまうことにしたが…

300人ものユダヤ人の命を救った実話を映画化。

監督： ニキ・カーロ（『クジラの島の少女』）
出演： ジェシカ・チャスティン、ダニエル・ブリュール　ほか

2017年/チェコ・イギリス・アメリカ合作/127分/日本語字幕版

「ユダヤ人を救った動物園
アントニーナが愛した命」

①10:00～ 12:07
②14:00～ 16:07
③18:00～ 20:07
（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
　日本語吹替版（日本語字幕付き）で上映。

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】

※イメージ

みんなで踊ろうフラダンス
ハワイの歴史や文化、曲の背景や意
味を学びながら、ステップ、ハンド
モーションなどを丁寧にお稽古しま
す。踊れる！フラを目指して、皆さん
ご一緒に楽しいフラを始めましょう！！
【日　程】10月12・26日、11月9日（金）
【時　間】19:00～20:30 【定　員】16名
【受講料】3,300円 【教材費】300円
【講　師】三好 理恵（Ｙ＆Ｒフラスタジオ講師）

※イメージ

てのひら盆栽体験
盆栽を体験してみませんか。苗木と
鉢を選ぶところから始めます。てのひ
らサイズのかわいい盆栽が出来上が
りますよ。

【日　程】10月16日（火） 【時　間】10:00～12:00
【受講料】1,200円 【材料費】2,040円
【定　員】12名　【講師】櫻木 千絵（てのひら盆栽教室櫻苑主宰）

託児

※調理例

パンを作ってみよう
1つの生地でフライパンとオーブンを使っ
て2種類のパンを作ります。老化予防にな
る黒胡麻クリームとハーブバターも作って
薬膳パンに仕上げます。美味しく食べて体
の中から綺麗になりましょう。

【日　程】10月27日（土） 【時　間】10:00～13:00
【受講料】1,200円 【材料費】1,500円
【定　員】12名　　【講師】荒木 悦子（薬膳Macherie主宰）

託児

エクセル実践・中級（夜） 【日　程】10月2・9・16・23・30日、11月6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
【講　師】竹中 ひとみ
【対　象】エクセルの操作経験がある方

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。

デコパージュ体験講座
【日　程】9月21日（金）
【時　間】10:00～13:00
【定　員】12名
【材料費】2,500円
【講　師】小林 百合子

デコパージュは切り抜いたりちぎったりした絵を、木やアクリル
板などの表面にデコレートしながら作品を作り上げていく工芸
です。一枚の絵が様変わりしていく面白さがあります。今回は
3Ｄ技法によるヴィンテージ額で飾る「ピアノと少女」を作りま
す。この機会にぜひ体験してみませんか。受講料は無料です。

9月1日（土）9:00 受付開始

託児

託児

お茶会での作法を学びませんか。正座が苦手な方
でも椅子に座って参加できます。実際にお茶を点
てる体験も行い、茶道の楽しさを味わいましょう。

お茶会を楽しみましょう

※イメージ

【日　程】10月29日（月）
【時　間】10:30～12:00
【受講料】1,200円　　【材料費】600円
【定　員】12名　【講師】松尾 宗悦（表千家教授）

※作品見本



　

文化芸術振興お問い合わせ先   TEL （092）586-4040 / FAX (092)586-4021
生涯学習センター 開館時間／（月～土）9:00～20:00 文化芸術振興課 開館時間／（月～金）9:00～17:00

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

45 アテナ　2018年 9月号

生涯学習センター

  

アテナ　2018年 9月号

短期講座 9月12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）

●定員：18名　※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）

※作品見本

博多はじき ～色付けに挑戦～
博多人形の作家が守り育ててきた「博多
はじき」。伝統工芸品に触れる貴重な機会
です。素焼き段階の「土はじき」に色付けを
して、縁起物を自分で作ってみませんか。

【日　程】10月5日（金） 【時　間】10:00～13:00
【受講料】1,100円 【材料費】1,500円
【定　員】30名
【講　師】梶原 正二（博多人形 伝統工芸士 白彫会会員）

託児

パソコン講座

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

爽やかな風を感じられる、サックス＆ギター＆ドラムのアンサンブル。国内外のコンクールで好成績を上げる地元福岡の
若手奏者の熱い演奏にご期待ください！

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。

博多座11月公演「あらしのよるに」が半額で観劇できます。
【出 演 者】中村 獅童、尾上 松也　ほか
【日　　時】平成30年11月3日（土・祝）11:30～・16:30～、

4日（日）16:30～、6日（火）11:30～・16:30～、
8日（木）16:30～

【料　　金】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50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】9月25日（火）消印有効
　　　　　 ※当選者のみ通知（9月28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

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

10月13日
（土）

1939年、ポーランド・ワルシャワで、ヤンとアントニーナ夫妻はヨー
ロッパ最大級の動物園を営んでいた。その年の秋、ドイツがポーラン
ドに侵攻し、第二次世界大戦が勃発。夫妻は、ナチスドイツに弾圧され
るユダヤ人を動物園でかくまうことにしたが…

300人ものユダヤ人の命を救った実話を映画化。

監督： ニキ・カーロ（『クジラの島の少女』）
出演： ジェシカ・チャスティン、ダニエル・ブリュール　ほか

2017年/チェコ・イギリス・アメリカ合作/127分/日本語字幕版

「ユダヤ人を救った動物園
アントニーナが愛した命」

①10:00～ 12:07
②14:00～ 16:07
③18:00～ 20:07
（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
　日本語吹替版（日本語字幕付き）で上映。

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】

※イメージ

みんなで踊ろうフラダンス
ハワイの歴史や文化、曲の背景や意
味を学びながら、ステップ、ハンド
モーションなどを丁寧にお稽古しま
す。踊れる！フラを目指して、皆さん
ご一緒に楽しいフラを始めましょう！！
【日　程】10月12・26日、11月9日（金）
【時　間】19:00～20:30 【定　員】16名
【受講料】3,300円 【教材費】300円
【講　師】三好 理恵（Ｙ＆Ｒフラスタジオ講師）

※イメージ

てのひら盆栽体験
盆栽を体験してみませんか。苗木と
鉢を選ぶところから始めます。てのひ
らサイズのかわいい盆栽が出来上が
りますよ。

【日　程】10月16日（火） 【時　間】10:00～12:00
【受講料】1,200円 【材料費】2,040円
【定　員】12名　【講師】櫻木 千絵（てのひら盆栽教室櫻苑主宰）

託児

※調理例

パンを作ってみよう
1つの生地でフライパンとオーブンを使っ
て2種類のパンを作ります。老化予防にな
る黒胡麻クリームとハーブバターも作って
薬膳パンに仕上げます。美味しく食べて体
の中から綺麗になりましょう。

【日　程】10月27日（土） 【時　間】10:00～13:00
【受講料】1,200円 【材料費】1,500円
【定　員】12名　　【講師】荒木 悦子（薬膳Macherie主宰）

託児

エクセル実践・中級（夜） 【日　程】10月2・9・16・23・30日、11月6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
【講　師】竹中 ひとみ
【対　象】エクセルの操作経験がある方

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。

デコパージュ体験講座
【日　程】9月21日（金）
【時　間】10:00～13:00
【定　員】12名
【材料費】2,500円
【講　師】小林 百合子

デコパージュは切り抜いたりちぎったりした絵を、木やアクリル
板などの表面にデコレートしながら作品を作り上げていく工芸
です。一枚の絵が様変わりしていく面白さがあります。今回は
3Ｄ技法によるヴィンテージ額で飾る「ピアノと少女」を作りま
す。この機会にぜひ体験してみませんか。受講料は無料です。

9月1日（土）9:00 受付開始

託児

託児

お茶会での作法を学びませんか。正座が苦手な方
でも椅子に座って参加できます。実際にお茶を点
てる体験も行い、茶道の楽しさを味わいましょう。

お茶会を楽しみましょう

※イメージ

【日　程】10月29日（月）
【時　間】10:30～12:00
【受講料】1,200円　　【材料費】600円
【定　員】12名　【講師】松尾 宗悦（表千家教授）

※作品見本



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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共催事業平成30年度　アスカーラ市民グループ活動支援事業
託児

託児

子どもの個性を知ろう！
～個性を活かすオリジナルの子育て～

【日　時】10月13日（土）14:00～15:30
【講　師】粗忽家 勘心（内浜落語会会員）
【受講料】無料
【会　場】小ホール（2階）
【定　員】80名（先着順）

小咄からひもとく男女共同参画

主催：大野城高齢者支援プロジェクトげんきかい

【日　時】9月29日（土）13:30～15:30
【講　師】キタガタ スグル

（個性心理學研究所® いむらきよし流スペシャル講師）
【受講料】無料　　【会　場】301会議室（3階）
【定　員】20名（先着順）

主催：パパママちかっぱ応援団

【申込方法】詳しくはホームページをご覧ください。

託児

毎日、子育てや家事にがんばっているママ。少しだけ子どもと離れ、自分を見つめなおしたり、元気を充電する時間をつくったり
してみませんか。家族の笑顔のために、ママが元気になりましょう。参加には、事前の申し込みが必要です。

ママの元気チャージ★セミナー

テーマ・講師日　　時 会　　場回

1

2

11月6日（火）
10：00～12：00

多目的ホール（1階）

306会議室（3階）

303会議室（3階）

11月13日（火）
10:00～12:00

3 11月30日（金）
10:00～12:00

動いてスッキリ!エクササイズでリフレッシュ
土井 孝子（日本健康体操連盟）

知って安心 !子育てママのためのマネーの話
久恒 恵美子（福岡県金融広報委員会）

家族が笑顔になる！片付けなさいという前に
里舘 友子（暮らし美人化計画 ハウスキーピングSan）

毎年11月12日から25日までの2週間は、「女性に対する暴力をなくす運動」の実施期間です。今回は、DV・セクシュアル
ハラスメント・性暴力・ストーカーなどに関する問題に取り組む弁護士を講師に招いて講演会を開催します。

女性に対する暴力根絶
のためのシンボルマーク

【日　　時】11月10日（土） 13:30～15:30
【会　　場】301会議室（3階）
【講　　師】柏熊 志薫（弁護士法人女性協同法律事務所 弁護士）
【定　　員】40 名（先着順）
【受 講 料】無料
【申込方法】9月3日（月）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開始

講演会「弁護士から見たDVの実態 ～女性に対する暴力をなくすために～」
DV防止キャンペーン企画

子育てママ応援事業

【定員】30名（先着順）　　【受講料】無料
【対象】小学6年生までを子育て中の女性、3回講座すべてに参加する気持ちのある方

9月3日（月）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開始
（事前の申し込みが必要であり、その申し込みは先着順での受付となります）

【申込方法】

パパママ応援事業 落語を聴いて大いに笑おう

粗忽家 勘心

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。
※特別整理休館に伴い、稼働しないステーションがあります。

9月の巡回

図書特別整理のため、図書館と移動図書館わくわく
号は休館します。休館中の本の返却はブックポスト
（①）をご利用ください。ポストは県道（旧3号線）側
入口横にあります。なお、ＣＤはブックポストに投函
すると壊れることがありますので、総合案内（②）か
警備員室（③）へご返却ください。
※休館に伴い、9月6日 ( 木 ) ～18日 ( 火 )は貸出
期間が 3週間となります。

特別整理休館のお知らせ
期間：9月19日（水）～26日（水）

読書感想画の応募受付は9月1日（土）～10月12日
（金）です。詳細は館内設置の応募チラシ、図書館HP
などをご覧ください。たくさんのご応募をお待ちして
おります。

第23回まどかぴあ
読書感想画コンクール
応募受付中！

としょかんのおはなし会

ぴよぴよのへや
（0歳児・妊婦対象）
9月4日・18日

よちよちのへや
（1～2歳児対象）
9月11日・25日

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！）

おひざでだっこ

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
9月8日

幼児対象
9月1日・15日

わくわくおはなし会

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

語りのおはなし会（申込不要）
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。
【日時】9月29日（土）15:00～
【場所】まどかぴあ図書館おはなしのへや
【対象】小学生以上

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

13日
27日

4日
　18日

3日

14日
28日

7日

10日

11日

6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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共催事業平成30年度　アスカーラ市民グループ活動支援事業
託児

託児

子どもの個性を知ろう！
～個性を活かすオリジナルの子育て～

【日　時】10月13日（土）14:00～15:30
【講　師】粗忽家 勘心（内浜落語会会員）
【受講料】無料
【会　場】小ホール（2階）
【定　員】80名（先着順）

小咄からひもとく男女共同参画

主催：大野城高齢者支援プロジェクトげんきかい

【日　時】9月29日（土）13:30～15:30
【講　師】キタガタ スグル

（個性心理學研究所® いむらきよし流スペシャル講師）
【受講料】無料　　【会　場】301会議室（3階）
【定　員】20名（先着順）

主催：パパママちかっぱ応援団

【申込方法】詳しくはホームページをご覧ください。

託児

毎日、子育てや家事にがんばっているママ。少しだけ子どもと離れ、自分を見つめなおしたり、元気を充電する時間をつくったり
してみませんか。家族の笑顔のために、ママが元気になりましょう。参加には、事前の申し込みが必要です。

ママの元気チャージ★セミナー

テーマ・講師日　　時 会　　場回

1

2

11月6日（火）
10：00～12：00

多目的ホール（1階）

306会議室（3階）

303会議室（3階）

11月13日（火）
10:00～12:00

3 11月30日（金）
10:00～12:00

動いてスッキリ!エクササイズでリフレッシュ
土井 孝子（日本健康体操連盟）

知って安心 !子育てママのためのマネーの話
久恒 恵美子（福岡県金融広報委員会）

家族が笑顔になる！片付けなさいという前に
里舘 友子（暮らし美人化計画 ハウスキーピングSan）

毎年11月12日から25日までの2週間は、「女性に対する暴力をなくす運動」の実施期間です。今回は、DV・セクシュアル
ハラスメント・性暴力・ストーカーなどに関する問題に取り組む弁護士を講師に招いて講演会を開催します。

女性に対する暴力根絶
のためのシンボルマーク

【日　　時】11月10日（土） 13:30～15:30
【会　　場】301会議室（3階）
【講　　師】柏熊 志薫（弁護士法人女性協同法律事務所 弁護士）
【定　　員】40 名（先着順）
【受 講 料】無料
【申込方法】9月3日（月）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開始

講演会「弁護士から見たDVの実態 ～女性に対する暴力をなくすために～」
DV防止キャンペーン企画

子育てママ応援事業

【定員】30名（先着順）　　【受講料】無料
【対象】小学6年生までを子育て中の女性、3回講座すべてに参加する気持ちのある方

9月3日（月）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開始
（事前の申し込みが必要であり、その申し込みは先着順での受付となります）

【申込方法】

パパママ応援事業 落語を聴いて大いに笑おう

粗忽家 勘心

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。
※特別整理休館に伴い、稼働しないステーションがあります。

9月の巡回

図書特別整理のため、図書館と移動図書館わくわく
号は休館します。休館中の本の返却はブックポスト
（①）をご利用ください。ポストは県道（旧3号線）側
入口横にあります。なお、ＣＤはブックポストに投函
すると壊れることがありますので、総合案内（②）か
警備員室（③）へご返却ください。
※休館に伴い、9月6日 ( 木 ) ～18日 ( 火 )は貸出
期間が 3週間となります。

特別整理休館のお知らせ
期間：9月19日（水）～26日（水）

読書感想画の応募受付は9月1日（土）～10月12日
（金）です。詳細は館内設置の応募チラシ、図書館HP
などをご覧ください。たくさんのご応募をお待ちして
おります。

第23回まどかぴあ
読書感想画コンクール
応募受付中！

としょかんのおはなし会

ぴよぴよのへや
（0歳児・妊婦対象）
9月4日・18日

よちよちのへや
（1～2歳児対象）
9月11日・25日

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！）

おひざでだっこ

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
9月8日

幼児対象
9月1日・15日

わくわくおはなし会

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

語りのおはなし会（申込不要）
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。
【日時】9月29日（土）15:00～
【場所】まどかぴあ図書館おはなしのへや
【対象】小学生以上

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

13日
27日

4日
　18日

3日

14日
28日

7日

10日

11日

6日



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。
8月6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
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おひざでだっこ ぴよぴよのへや（0歳児対象）

９/９
（日）

９/１５（土）
募集開始

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

あなたもピアニスト！ 参加者募集
実施日：10/10（水）、14（日）
対象：中学生以上のピアノ経験者
●大ホール500円、多目的ホール２00円
●11:00～12:00、13:00～19:00

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

開催中～
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

9/4(火）～
24（月・祝）

光のオブジェ（灯りの作品）展
場所：文化ふれあい館　電話：092-928-0800
※9/23（日） 古都の光 ピアノの夕べ　19:00～
●無料 ●9:00～17:00 ※23日のみ21:00まで

（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
9月まどかぴあのイベントスケジュール

P2

わくわくおはなし会（小学生以上対象）図書

図書

図書

図書

P7

わくわくおはなし会（幼児対象）図書 P7

なかよし家族のベビーマッサージ 8月号
掲載8（土）

1（土）
15（土）

12（水）
26（水）

11（火）
25（火）

①  8（土）
②26（水）

14（金）
15（土）

1（土）
託児

託児

託児

託児

託児

6月号
掲載

生涯

生涯

生涯

育休ママ＆パパの仕事復帰セミナー　第1回
「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」

8月号
掲載パソコンで画像処理（夜）①②③④

1（土）
2（日）

7月号
掲載ミュージカル「つくしの空は晴れて」

9月のチケット情報・募集申込情報

まどかぴあ休館日　9月5日（水）、19日（水）

P7

P3

P3

語りのおはなし会

P7

6（木）

4（火）
18（火）

4（火）
～25（火）

男女

おひざでだっこ よちよちのへや（1～2歳児対象） P7

27（木）

25（火）
～10/30（火）

ティータイムスペシャルコンサートVol.12 P4

29（土）

15（土）

和食でワンプレート
託児

託児

託児

深夜放送同窓会Part8　一般発売

P5

P3

短期講座＆パソコン講座　受付開始12（水）

3（月）

1（土）

20（木）

生涯

P5デコパージュ体験講座　受付開始生涯

P6
DV防止キャンペーン企画　講演会
「弁護士から見たDVの実態～女性に対する
暴力をなくすために～」　受付開始

文芸

文芸

おとなの楽校2時間目文芸

文芸

23（日・祝）
～10/7（日）

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

P3文芸23（日・祝） 第11回大野城まどかぴあ版画ビエンナーレ
表彰式、ギャラリートーク

8月号
掲載

生涯21（金） デコパージュ体験講座
託児

P5

生涯27（木）
～11/1（木） ちびっこ空手 8月号

掲載

生涯 エクセル初級

生涯 前期6ヵ月間定期講座発表会　開催

8月号
掲載生涯 背骨コンディショニング①②

8月号
掲載生涯 マヤ暦で分かる才能・性質・本質～あなたの人生の目的は～

託児

P4シネマランド「グレイテスト・ショーマン」文芸

託児

8月号
掲載

8月号
掲載

P3深夜放送同窓会Part8　友の会発売13（木） 文芸

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

9/23
（日・祝）

Café de ブランチコンサート vol.4
「実は渋くてかっこいい！ ヴィオラの世界」
出演：中村 匡希（ヴィオラ）、古賀 美代子（ピアノ）
●無料 ※ワンドリンクオーダー制 ●11:00

9/11
（火）

9/15
（土）

ふれぶんシネマ倶楽部
「きっと、うまくいく」
●施設利用料1枚300円 ※3歳以上有料 ●①10:00 ②14:00

ふれあい文化サークル特別講座
子どもの料理教室「オリーブで和三盆菓子づくり」
●500円　※要事前申込（9/15（土）締切） ●10:00

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

9/23
（日・祝）

9/16
（日）

「バスの日」記念イベント ～I♡BUS～
●無料 ※一部有料 ●10:00

第3回親子鑑賞劇　劇団さんぽ
「まっくろネリノ　おじさんのかさ」
●一般500円ほか ※3歳以上有料 ●14:00

10/7
(日)

宝くじ文化公演
東京フィルハーモニー交響楽団室内楽特別演奏会
●2,000円 ※未就学児入場不可 ●14:00

男女

P6ママの元気チャージ★セミナー　受付開始男女

6月号
掲載

育休ママ＆パパの仕事復帰セミナー　第2回
「素直に伝える 身近な人とのコミュニケーション」男女

託児

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」男女

P6
託児

市民グループ活動支援事業
「子どもの個性を知ろう！～個性を活かすオリジナルの子育て～」男女

7月号
掲載

大野城市男女共生講座　第2回
「『適材適食』～あなたに合った食べものを
あなたに合った食べ方で～」

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8月6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）

・定期講座　発表会　開催！
・深夜放送同窓会 Part8　チケット発売開始！
・ママの元気チャージ★セミナー　受付開始！
・図書特別整理休館のお知らせ

P2

P3

P6

P7

VOL.267
20189アテナアテナ

【日時】　9月23日（日・祝）～10月7日（日）
10:00～17:00（金・土のみ19:00まで）/ 多目的ホール（1階）

版
画
ビ
エ
ン
ナ
ー
レ

入
賞
・
入
選
作
品
展
覧
会
入場
無料

第
11
回
大
野
城
ま
ど
か
ぴ
あ

第1回大賞作品
「star of David ―王子の断片―」 南館 麻美子 第2回大賞作品 「夏の扉」 青木 純子 第3回大賞作品 「さまよいの夜」 土井 大輔

第4回大賞作品 「月の停車場」 角間 貴生

第5回大賞作品 
「sailer contortion」 舟田 潤子

第6回大賞作品 「ニースの壺」 阿部 正枝 第7回大賞作品
 「トーテム・ポール（家族）」 上原 修一

第8回大賞作品
「遊離」 奥島 麻子

第9回大賞作品
「婦人像」 松井 眞善

第10回大賞作品
「メランコリー」 チョン ダウン


