
大野城まどかぴあ 情報誌
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・ティータイムスペシャルコンサートVol.13　チケット発売開始！
・短期講座＆パソコン講座　受講生募集！
・女性の身体と心の健康を考える講座 第1回　受講生募集！
・読書感想画コンクール　応募受付中！
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VOL.268
201810アテナアテナ

～Forever ずっと青春～
深夜放送同窓会 Part8

【日時】 11月23日（金・祝） 17:00開演
【会場】　大ホール（1階）全席指定

山崎 ハコ 永井 龍雲 佐田 玲子

井上 悟 林田 スマ



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

2アテナ　2018年 10月号　

まどかフェスティバル

ステージ　

展　  示

見学・販売

【日時】3日（土・祝）10:00～12:00
【会場】小ホール（2階）

【日時】3日（土・祝）・4日（日）10:00～17:00
　　　※4日は16:00終了
【会場】展示コーナー（2階）
日頃のサークル活動の成果として、サークル生の
作品を展示します。

【参加サークル】
春彩会（日本画）、まどカメサークル（写真）、
荒武表装教室、やさしい水彩色鉛筆画、かな書道、
ペーパースクリーン版画、洋裁サークル、
華道（池坊）、四季を詠む俳句

【日時】3日（土・祝）

FESTIVAL

11月3日（土・祝）
4日（日） ※観覧無料です。

　時間や内容は変更になる場合があります。

時　間 内　容

まどかサークル発表会

男のこだわりパン作り

おひざでだっこ＆わくわくおはなし会スペシャル

【日時】3日（土・祝）
【会場】まどかぴあ図書館おはなしのへや（１階）

講 座 見 学

パンの販売

10:00～12:00
【会場】調理実習室（2階）
　　　　　   12:30～14:00 
※なくなり次第終了
【会場】ギャラリーモール（1階）

11:00

12:00
〜

まどかサークル発表会
＜参加サークル＞
まどかハーモニー（ハーモニカ）
a．Tone（ア．トーン）（オカリナ）
ドルチェの会（歌）
ベリーダンスサークル Ya Amar（ヤ アマル）
カプアレイまどかサークル（フラ）

生涯学習センターの定期講座「男のこ
だわりパン作り」の受講生と講師による
手作りパンの調理と販売を行います。

大ホール

10:00

10:45
〜

「男女共同参画」絵本の読み語り
男女共同参画をわかりやすく伝えた絵本「へんなの」の読み語り
を行います。水中にダイビングした「ぼく」が様々な生き物と出
会い、自分の中の「当たり前」について気づく内容です。大人も子
どもも、見て感じて、一緒に考えてみましょう！

時　間 内　容 定　員

赤ちゃん向け①10:30～

紙芝居（幼児～）②11:00～

幼児向け③14:00～

小学生向け④15:00～

25組

35名（保護者含む）

35名（保護者含む）

35名（保護者含む）

★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）

受変電設備工事に伴い全館停電となるため、下記の日程で
臨時休館します。期間中は全ての施設が利用できません。
あらかじめご了承ください。

★3月6日（水）臨時開館のお知らせ★
毎月第１・３水曜日はまどかぴあの休館日ですが、
平成31年3月6日（第１水曜日）は、臨時開館いたします。

★まどかぴあのホールを利用しませんか？★
大野城まどかぴあには、シートがリニューアルされ快適に
なった大ホール（783席）、小規模な発表会などに最適な
小ホール（118席）、フラットなフロアで様々な用途にご利
用できる多目的ホールがあります。ご利用日の1年前から
7日前まで予約可能です。詳しくはまどかぴあ総合案内へ
お問い合わせください。

華道（池坊）、四季を詠む



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

宇宙に関する最新の知識から宇宙の
謎に迫ります！

TALK

11月17日
（土）

チケット
取扱いチケット発売中 ●まどかぴあ

　総合案内

【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

3時間目

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）

MUSIC

12月16日
（日） 託児 車イス

8回目を迎える深夜放送同窓会。今年もまどかぴあは大きな同窓会の会場になります！あの頃の青春を思い出すような歌と
トークをお届けします。開演前には、ギャラリーモールで喫茶コーナーなど色々なお店が並びます。お友達を誘って少し早
めにお出かけください。

1階ギャラリーモールでは、開演前の時間を利用して季節の野菜や
果物、喫茶コーナー、手作り品など多彩なイベントが盛りだくさん！

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中

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

「憩いの広場」同時開催

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 入場無料

まどかぴあ初代館長であった
芸術家・池田満寿夫氏の優れ
た業績を顕彰するとともに、
版画芸術の振興を図ること
を目的に隔年で開催している
全国公募展。全国より集まっ
た204点の中から厳正な審査で選ばれた、入賞・入選作
品を一堂に展示します。また、まどかぴあが所蔵する池
田満寿夫氏の作品も展示します。

【日程】開催中～10月7日（日）　※休館日10月3日（水）
【時間】10：00～17：00（金・土のみ19：00まで）
【会場】多目的ホール（１階）

♪♪ ♬ティータイム
スペシャルコンサートVol.13（Vol.267）

協賛：株式会社東洋ナビックス、豆香洞コーヒー

【出演】佐伯 真由子（歌）、松本 さくら（ヴァイオリン）
菅野 大地（ピアノ）、榊 孝仁（ドラム）

【会場】小ホール（2階）全席自由
【料金】①一般800円、小学生以下500円　※3歳未満入場不可

②一般800円　※未就学児入場不可
当日券は各200円UP/開場は各回３０分前

クリスマスソングからディズ
ニーの名曲まで、みんなが歌え
る曲をもりだくさんでお届けし
ます。ご家族皆さんでお越しく
ださい。

① 13：30～14：20

「歌と絵本で楽しむ
クリスマス」

クリスマスを華やかに彩るジャ
ズや映画の名曲たち。それぞ
れの思い出に浸りながら、素敵
な音楽の時間をお楽しみくだ
さい。

② 16：00～17：15

「おとなのための
ジャズ＆映画音楽」

●まどかぴあ総合案内
●ローソンチケット（Lコード：82600）

チケット
取扱い

チケット発売日
10月4日（木）
10:00～

前回展覧会の様子

託児友の会

先・割
車イス

（入場無料）



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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【出演】田中 祐子（ハープ）、池松 由美（フルート）
【時間】12:15～ 12:45
【会場】ギャラリーモール（1階）入場無料

10月はハープとフルートによるコンサートをお届けします。
ハープとフルートの優しく清らかな音色をお楽しみください。

MUSIC

10月25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」

田中 祐子 池松 由美

♪♪ ♬ ♬
ティータイムコンサート Vol.265ティータイムコンサート Vol.265

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

11月10日
（土）

泥棒稼業から足を洗い幸せに暮らしていた大貫はじめは、かつての仲
間に脅され豪邸に盗みに入ることになった。忍び込んだ豪邸で、「豪邸
の主人」「絵本作家」「編集者」と次々に別人に間違えられる。正体を
知られないよう、勘違いされた“役柄”を必死に演じるが…

脚本・監督は、NHK連続テレビ小説「とと姉ちゃん」を手がけた西田 征史。

脚本・監督：西田 征史（『小野寺の弟・小野寺の姉』）
出　　　演： 丸山 隆平、市村 正親、片桐 仁　ほか

2017年/日本/114分
「泥棒役者」

①10:00～ 11:54
②14:00～ 15:54
③18:00～ 19:54
（各回30分前開場）

【時間】

※10時の回のみ
　日本語字幕を付けて上映。

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。

©2017 ZOOKEEPER’S WIFE LP. ALL RIGHTS RESERVED.

©2017「泥棒役者」製作委員会

MUSIC
車イス

12月1日
（土） 航空自衛隊 春日基地 

第25回ファミリーコンサート

■入場券申込方法
往復はがきに必須事項をご記入の上、お申込みください。往復はがき 1 枚で
2名分（3歳未満のお子様は人数に含みません）までお申込み可能です。なお
応募多数の場合は抽選となりますので、予めご了承ください。ご応募は、お一
人様1通のみを有効とさせていただきます。
【申 込 先】〒816-0804 春日市原町3丁目1-1 

航空自衛隊春日基地広報班 ファミリーコンサート係
【申込期間】10月29日（月）～11月11日（日）　※当日消印有効
【当選発表】返信用はがきにて通知いたします。返信用はがきが入場券となり

ますので、必ず公演当日ご持参ください。

【平　日】航空自衛隊春日基地広報班
　　　　電話：092(581)4031
【土日祝】大野城まどかぴあ総合案内　
　　　　電話：092(586)4000

■本コンサートについてのお問合せ

【時間】14:30開演 /13:45開場  【会場】大ホール（1階） 全席自由（一部除く）
【料金】無料 /要入場券（事前申込制）※3歳未満のお子様は膝上での鑑賞をお願いいたします。

毎年恒例、西部航空音楽隊によるファミリーコンサートを開催！小さいお子様
から大人まで気軽に楽しめるコンサートです。

〈
往
復
は
が
き
の
書
き
方
〉

816-0804

郵便番号

往信

返信

春
日
市
原
町
３
丁
目
１‐

１

航
空
自
衛
隊
春
日
基
地
広
報
班

フ
ァ
ミ
リ
ー
コ
ン
サ
ー
ト
係

○
○
市
○
○
町
○
○
番
地

○
○
○
○
様

※抽選結果を印刷し
返信いたしますので、
何も記入しないで
ください。

※ハガキ1枚で2名様まで
ご応募できます。
1．住所
2．氏名・年齢
3．電話番号
4．同行者の氏名・年齢
※同行者の記入がない
場合は1名様とさせ
ていただきます。

5．車いす利用希望
※車椅子利用席に限り
がございます。



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

5

生涯学習センター

アテナ　2018年 10月号

短期講座 10月10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）

はじめての南京玉すだれ
アラ不思議？唄にあわせ、いろ～んな
形にすだれを変化させる「南京玉すだ
れ」。歴史ある伝統芸能を楽しくマス
ターしてみませんか？

【日　程】11月6日(火) 【時　間】10:00～12:00
【受講料】1,100円 【教材費】150円
【定　員】16名  【講師】いけうち しん（劇団とんとこパピィ代表）

託児

パソコン講座

※イメージ

似合う色をみつけましょう
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。
【日　程】11月12・26日(月)
【時　間】10:00～12:00
【受講料】2,400円 【教材費】800円
【定　員】14名 【講師】藤末 ヨシミ（カラースタイリスト）

託児

いきいき歌おう
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
ンドベルの演奏もします。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。
【日　程】11月8・22・29日(木)
【時　間】10:00～12:00　　【定　員】16名
【受講料】3,300円
【講　師】中島 いづみ（ミュージックセラピスト）

託児

味噌と甘酒づくり～発酵食品で免疫力ＵＰ～
無添加の麹と大豆を使ってオリジナル
味噌を作ります。また、米麹を使って甘
酒を作り、発酵食品の特性を学びます。
やさしい食べ物で、身体の中からきれい
になりましょう。

【日　程】11月24日(土) 【時　間】10:00～12:30
【受講料】1,100円 【材料費】1,300円
【定　員】18名 【講　師】川田 幸子

託児

美味しいあごだし、かつおだしのとり方
お正月にむけて本格的なだしのとり方を学
びませんか。基本から応用までお教えし、だ
しを活用したレシピを紹介します。実際に調
理をし、試食もしてみましょう。

【日　程】11月27日(火) 【時　間】10:00～13:00
【受講料】1,100円 【材料費】1,500円
【定　員】18名 【講　師】谷山 友紀(だしソムリエ)

託児

パソコン勉強室①②③④⑤⑥

【日　程】①11月6日（火） ②11月13日（火）
③11月20日（火）　④11月27日（火）
⑤12月4日（火） ⑥12月11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。

託児
パソコン勉強室（夜）①②③④⑤⑥

【日　程】①11月13日（火）　②11月20日（火）
③11月27日（火）　④12月4日（火）
⑤12月11日（火）　⑥12月18日（火）

【時　間】19:00～21:00 【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】竹中 ひとみ

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。

※イメージ

※イメージ

※イメージ ※イメージ

やさしいバレエストレッチ
バレエの要素を取り入れたスト
レッチで、代謝を上げ、姿勢を美
しく整えて、しなやかな体になり
ましょう。バレエ経験は不要で
す。リフレッシュでき、肩こり、腰
痛、冷えも改善できますよ。
【日　程】11月30日、12月7・14日(金)
【時　間】19:30～21:00　【定　員】16名
【受講料】3,300円　　【講師】塚原 亜紀(バレエ講師)

※イメージ

●定員：各10名　●パソコン：持ち込みください（貸出も可能です）
●対象：初級および中級レベルの方



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
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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

【申込方法】詳しくはホームページをご覧ください。

託児

忙しく充実した毎日を送っていると、つい見落としがちな女性特有の病気。検査していれば、それだけで本当に安心
なのでしょうか。「自分は関係ない」と思わずに、医師でありがんと向き合うママとその子ども達を支えてきた講師に、
話をきいてみませんか。
病気と付き合う女性の家族、パートナーの参加もできます。

女性特有の病気を考える～乳がん・子宮周辺がんのリアル～
女性の身体と心の健康を考える講座　第1回

【日　時】12月6日（木）　13:30～15:00
【講　師】金城 舞

（NPO法人がんのママをささえ隊ネットワークETERNALBRIDGE理事、乳腺専門医）
【受講料】無料　　　　　　　【会　場】303会議室（3階）
【定　員】60名（先着順）
【申込方法】10月1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
金城 舞

告知 第2回
「エクササイズでいきいき生活
～インストラクターの元気のヒミツ～」
【日時】平成31年1月24日（木）

13:30～15:00

詳しくは11月号に掲載予定です

ままいるの家族の笑顔応援講座

主催：ままいる ※申込は直接ままいるホームページにて受付

家事・育児・仕事に忙しく、ついつい自分のことをあとまわしにしてしまいがち…。そんな自分と向き合い、忘れていた「私」
を取り戻すひとときを体感できます。そして、フォトグラファーによる一人ひとりの「ママじゃない私」ポートレート撮影。
「新しい自分」を見つけに来ませんか。

もう一度「私」と出会うワークショップ　～「ママじゃない私」ポートレート特別編～

【日　　　時】10月29日（月）　1部10:00～12:00 / 2部12:30～（希望者のみ）
【講　　　師】井上 恵美

（ワークライフバランス研究所所属 ママじゃない私ポートレート インタビュアー＆ライター）
【フォトグラファー】橘 ちひろ・田中 藍子
【受　講　料】1部のみ：300円（2カット/1人）　1部＋2部：1,300円（5カット追加）　※2部は撮影のみ
【会　　　場】303会議室（3階）　　　【定員】20名（先着順）

ネットワークセミナー

主催：大野城共生ネットワーク

子どもの命をまもる
～子ども自身が、親が、地域が、大切な子どもの命を守る実践的な方法を学ぶ～
【日　時】11月17日（土）13：30～15：30
【講　師】倉富 史枝（子どもCAPふくおか 代表）
【受講料】無料　　　【会場】303会議室（3階）　　　【定員】40名（先着順）

災害時の母子支援と産前産後ケア

主催：I 女性会議 大野城支部

大野城市のこれから
～朝倉災害母子支援センターの経験に学ぶ～
【日　時】11月18日（日）13：30～15：30
【講　師】大庭 きみ子（朝倉災害母子支援センター「きずな」事務局長・朝倉市議）
【受講料】無料　　　【会場】301会議室（3階）　　　【定員】30名（先着順） 大庭 きみ子

～



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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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）

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
10月の巡回

読書感想画の応募受付は10月12日(金)までです。
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！

12日
26日

11日
25日

2日
16日
30日

9日
23日

1日
15日
29日

22日

5日
19日

4日
18日

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

ぴよぴよのへや（0歳児・妊婦対象）
10月2日・16日
よちよちのへや（1～2歳児対象）
10月9日・23日

だんだんすずしくなってきて、
本を読むのにぴったりの
季節です。
おはなし会では、いろいろな
おはなしが聞けますよ。

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
10月6日・20日
小学生以上対象
10月13日・27日

【日時】11 月 23 日（金・祝）15:00～
【会場】まどかぴあ図書館おはなしのへや
【対象】小学生以上

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。

 予告 語りのおはなし会
（申込不要）

第22回 最優秀賞作品
雪竹 悠希さん『土神ときつね』



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。
9月5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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わくわくおはなし会（幼児対象）

10/28
（日）

11/23 
（金・祝）

第14回ハーモニーフェスタ in ちくしの
～お気に入りの歌を～
●300円 ●13:30

第16回ちくしの人形劇まつり
※前売券は11/3（土・祝）筑紫野市民図書館で販売。
お問合せ：筑紫野市民図書館　電話：092-928-4943
●高校生以上500円 ほか ●10：00

12/2
（日）

第33回名曲コンサート
～チェロとソプラノとアルパの祭典～
●一般2,000円 ほか ●15:00

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

10/13
（土）

昭和歌謡演奏会
場所：文化ふれあい館　電話：092-928-0800
●無料 ※申込不要 ●14:00

10/2（火）

11/3（土・祝）
〜

ちょ古旅♪太宰府パネル展
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

（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

10月まどかぴあのイベントスケジュール

9月号
掲載

シネマランド
「ユダヤ人を救った動物園
  アントニーナが愛した命」

図書

図書

図書

P4

おひざでだっこ ぴよぴよのへや（0歳児対象）図書 P7

みんなで踊ろうフラダンス 9月号
掲載

9（火）
23（火）

12（金）
26（金）

11/9（金）

2（火）
16（火）

14（日）

13（土）
27（土）

13（土）

16（火）

～7（日）

託児

託児

託児

託児

託児

P3

生涯

生涯

生涯

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

9月号
掲載博多はじき～色付けに挑戦～

2（火）
～11/6（火）

9月号
掲載エクセル実践・中級（夜）

10月のチケット情報・募集申込情報

8月号
掲載

P7

7（日）

6（土）
20（土）

5（金）

わくわくおはなし会（小学生以上対象） P7

20（土）

25（木）

27（土）

P5短期講座＆パソコン講座　受付開始10（水）

1（月）

生涯

P6女性の身体と心の健康を考える講座
第1回　受付開始

“パパ時間”充実セミナー　第3回
「パパのコーチング入門
～子どもの信頼ゲットだぜ！～」

文芸

文芸

P6

文芸

市民グループ活動支援事業
「もう一度『私』と出会うワークショップ
～『ママじゃない私』ポートレート特別編～」

生涯

生涯

29（月）

お茶会を楽しみましょう
託児

託児

9月号
掲載

生涯 てのひら盆栽体験

9月号
掲載

市民グループ活動支援事業
「落語を聴いて大いに笑おう
小咄からひもとく男女共同参画」

8月号
掲載

“パパ時間”充実セミナー　第2回
「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～」

託児

託児

P7おひざでだっこ よちよちのへや（1～2歳児対象）

9月号
掲載

P3ティータイムスペシャルコンサートVol.13
発売4（木） 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

10/27（土）
11/10（土）
11/17（土）

ふれぶんシネマ倶楽部　「あん」
●施設利用料 1枚300円 ●①10:00 ②14:00

10/6
（土）

10/12
（金）

ふれあい文化サークル特別講座
親子でふれあう♡ ベビーマッサージ＆手形足形アート
講師：猪野敦恵（smile baby）
●2,000円 ※材料費等込 ●10:00

ふれあい文化サークル特別講座　あなたもできる創作ワークショップ
奴国の丘の歌物語 ～なりきり弥生人でtankaを詠もう！～ ＜全3回＞
講師：田坂哲郎（非・売れ線系ビーナス主宰）
対象：小学4年生～大人
●2,000円 ●14:00 ※11/17のみ14:30

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

10/21
（日）

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 全席指定 ●14:00

劇団ミリカ夢 e-studio 第 8回定期公演
「折り鶴」～サダコと家族の愛の物語～
●1,000円 ほか ●13:30

11/25
（日）

那珂川吹奏楽団　第22回定期演奏会
●500円 ●14:00

男女

P4ティータイムコンサートVol.265

男女

男女

託児

パンを作ってみよう

8月号
掲載

“パパ時間”充実セミナー　第1回
「パパのヨガ入門
～心と体をリセットしよう！～」

男女

男女

男女

まどかぴあ休館日のお知らせ
10月3日（水）、17日（水）
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