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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。
10月10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 11月号

シネマランド「泥棒役者」

11/23
（金・祝）

12/2
（日）

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

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 ※未就学児入場不可 ●15:00

12/23
（日）

筑紫野市吹奏楽団 第 39回定期演奏会
●一般500円 ほか ※3歳以下入場不可 ●14:00

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

11/13（火）

12/9（日）

第49回筑紫美術協会展
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　※最終日は13:00まで

11/24
（土）

〜

～晩秋に贈る～ サックス奏者「安武玄晃」コンサート
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
11月まどかぴあのイベントスケジュール

7月号
掲載

図書

図書

図書

図書

おひざでだっこ ぴよぴよのへや（0歳児対象）図書 P7

似合う色をみつけましょう 10月号
掲載

10（土）
24（土）

12（月）
26（月）

6（火）
20（火）

18（日）

17（土）

16（金）

13（火）
27（火）

13（火）
～12/18（火）

20（火）

託児

託児

託児

託児

託児

託児

生涯

パソコン勉強室（夜）①②③④⑤⑥ 10月号
掲載生涯

生涯

生涯

10月号
掲載いきいき歌おう

6（火）
～12/11（火）

6（火）

10月号
掲載パソコン勉強室①②③④⑤⑥

託児
生涯 10月号

掲載はじめての南京玉すだれ

11月のチケット情報・募集申込情報

P4

P4
10（土）

8（木）
22（木）
29（木）

わくわくおはなし会（幼児対象） P7

10月号
掲載

22（木）

23（金・祝）

27（火）

30（金）

P6男性、子どものための男女共同参画事業
男性のためのブラッシュアップセミナー　受付開始26（月）

P6

Ｐ5

人前での話し方教室 ～想いを言葉にする～
受付開始

ティータイムコンサート Vol.266文芸

P3深夜放送同窓会Part8文芸

P3おとなの楽校　3時間目文芸

10月号
掲載やさしいバレエストレッチ

生涯

生涯

生涯

30（金）
12/   7（金）

14（金）

美味しい紅茶の淹れ方
～スパイスミルクティー～

生涯 短期講座　受付開始

託児

託児

大野城市男女共生講座　第4回

P7

P6

おひざでだっこ よちよちのへや（1～2歳児対象）

10月号
掲載

市民グループ活動支援事業
「災害時の母子支援と産前産後ケア
大野城市のこれから」

P4大野城市民吹奏楽団 第33回定期演奏会文芸

文芸

託児

託児

託児

P7わくわくおはなし会（小学生以上対象）

10月号
掲載

P6

Ｐ5

1（木）

14（水）

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

11/18
（日）

11/4
（日）

11/17
（土）

ふれぶんシネマ倶楽部 「マダム・フローレンス！夢見るふたり」
●施設利用料1枚300円 ※3歳以上有料 ●①10:00 ②14:00 ③18:00

第45回春日市文化祭　音楽の玉手箱プレミアムライブ
「尺八と筝が奏でる霜月の韻」
出演：山崎箜山（尺八）、宮本直美（筝）
お問合せ：春日市地域づくり課文化振興担当　電話：092-584-1111
●無料 ●13:30

ふれあい文化サークル特別講座
“絵本くん”と語る お父さんの読み聞かせ ①
講師：中村卓二（俳優）
●500円 ●14:00

ミリカローデン那珂川 那珂川市仲2丁目5番1号 ☎092-954-2211

12/7
（金）

11/17
（土）

市制施行記念事業
第8回裂田溝ライトアップ
●無料 ●16:00

年忘れ大爆笑！ミリカ寄席
～第7回おもしろアマ落語家競演会～
●500円 ※未就学児入場不可 ●18:00

12/16
（日）

那珂川黎明2018 特別歴史講演会
DNAからみた弥生人と安徳台の有力首長たち
●無料 ※要入場整理券 ●10:00

男女
女性の身体と心の健康を考える講座
第2回　受付開始男女

男女

P7語りのおはなし会

9月号
掲載ママの元気チャージ★セミナー　第3回男女

男女

託児

美味しいあごだし、かつおだしのとり方

24（土） 生涯 10月号
掲載託児

託児

味噌と甘酒づくり
～発酵食品で免疫力UP～

P2DV防止キャンペーン企画　講演会
「弁護士から見たDVの実態」男女

託児

託児

13（火） 9月号
掲載ママの元気チャージ★セミナー　第2回男女

託児

9月号
掲載ママの元気チャージ★セミナー　第1回男女

市民グループ活動支援事業
「家事家計を通して考える 私たちの今 そして未来」
※主催者による託児あり

男女

男女

市民グループ活動支援事業
「ネットワークセミナー　子どもの命を守る」男女

まどかぴあ休館日のお知らせ　11月7日（水）、21日（水）

ひびき

大野城まどかぴあ 情報誌

～つどい ふれあい はばたく～

※
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神※掲載記事は10月10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）

・おとなの楽校　3時間目、4時間目　チケット発売中！
・短期講座　受講生募集！
・人前での話し方教室 ～想いを言葉にする～　受講生募集！
・マナーアップキャンペーン

P3

P5

P6

P7

VOL.269
201811アテナアテナ

劇
団
飛
行
船
マ
ス
ク
プ
レ
イ
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル

【
日
時
】平
成
31
年
2
月
　
日（
木
）
　　
時
開
演
／
　
時
開
演  

　
　
　
　
　
　
　2
月
　
日（
金
）
　　
時
開
演  

【
会
場
】大
ホ
ー
ル

　全
席
指
定

1010

13

1415



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 11月号 アテナ　2018年 11月号　

文化芸術振興

MUSIC

12月16日
（日） 託児 車イス

♪♪ ♬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。各回で入場券が必要です。

クリスマスソングからディズニー
の名曲まで、親子でお楽しみい
ただける内容です。絵本の読み
聞かせと素敵な歌で、心弾む時
間をお楽しみください。

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
ズと映画音楽をお届けします。
懐かしいメロディに思いを寄
せて、しっとりとした優雅なひ
とときをお過ごしください。

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

チケット発売中

託児 車イス友の会

先・割

【時間】14日（木）10:00開演 /　9:30開場
13:00開演 /12:30開場

15日（金）10:00開演 /　9:30開場
【会場】大ホール（1階）全席指定

【料金】一般1,500円（当日同料金）
団体 （午前）1,300円
　　 （午後）1,200円

●まどかぴあ総合案内
●ローソンチケット（Lコード：83618）
●チケットぴあ（Pコード：489-861）

チケット
取扱い

チケット発売日
友の会12月　6日（木）
一　般12月13日（木）
両日とも10:00～

『長靴をはいた猫』
突然の出来事で両親を亡くした三人の兄弟。途方にくれる兄弟達に遺ったものは「粉引き小屋」と「パン作りの道具」と一匹の
「ネコ」だけ。「大丈夫！ぼくがなんとかしますよ」。お父さんの長靴をはき、お母さんの膝掛けをマントに羽織ったネコが、
次々に知恵を絞り出し、見事に幸運の扉をたぐり寄せます。まるで動く絵本のように、愛らしいお人形たちが素敵な歌とダン
スにのせて繰り広げるマスクプレイミュージカル。ご家族揃ってお楽しみください。

劇団飛行船マスクプレイミュージカル2月14日（木）
15日（金）
PLAY

平成 31年

※3歳以上有料。ただし2歳以下のお子様でも座席を利用される場合はチケットが必要となります。

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： 鴈野 重之
（九州産業大学理工学部特任講師）

チケット取扱いチケット発売中 ●まどかぴあ総合案内

TALK

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」

広大な宇宙には、いまだ多くの謎があります。その一
方、天文学の進歩は目覚ましく、次々と宇宙について
色々なことがわかってきています。今回は、宇宙に関
する最新の知識から宇宙の謎に迫ります！

「蓮華」を切り口にインドや日本の作品
を取り上げながら、仏教美術の楽しみ
方をわかりやすくお話しします。

3時間目 次回 4 時間目の授業はこちら！

【講師】永田 郁
（崇城大学芸術学部美術学科（視覚芸術）教授）

【日時】平成31年1月19日（土）
　　　14:00開演 /13:30開場
【会場】小ホール（2階）全席自由

美術から仏教の世界を学ぶ授業
「蓮華から読み解く仏教美術の見方

～インドと日本～」

あの頃の青春がよみがえる…。今年もまどかぴあは大きな同窓会の会場になります！お友達を誘って、懐かしい歌とトーク
をお楽しみください。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。

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！

「憩いの広場」同時開催 （入場無料）

★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。
※施設の予約は10月11日（木）より受付を開始しています。
詳しくは、まどかぴあ総合案内（092-586-4000）におたずねください。

11月12日（月）
～25日（日）

CAMPAIGN

「女性に対する暴力をなくす運動」について
【趣　　旨】パートナー等（恋人・親子・友人等含む）からの女性に対する暴力は、女性の人権を侵害するものです。

この運動により、女性に対する暴力の問題への取組強化と人権尊重への意識啓発や教育の充実を推進します。
【期　　間】毎年11月12日から「女性に対する暴力撤廃国際日」である11月25日までの2週間
【実施内容】大野城まどかぴあ男女平等推進センターでは、周知・啓発のための講座の開催、パープルリボン運動、街頭啓

発キャンペーン、パネル展示、各種相談機関の紹介等を行います。

託児

女性に対する暴力をなくす運動
DV防止キャンペーン

夫婦や恋人といった親しい間柄におきる暴力
＝ DV（ドメスティック・バイオレンス）。
この DV 問題に積極的に取り組む弁護士と一緒に、
身近な問題であるDVについて考えてみませんか。

【日時】11月10日（土）13：30～15：30
【会場】301会議室（3階）　【受講料】無料　【定員】40名（先着順）
【講師】柏熊 志薫（弁護士法人女性協同法律事務所 弁護士）

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

女性に対する
暴力根絶のための
シンボルマーク

ツリーには、来
館者の皆さん
が結んだパー
プルリボンが

福岡県内の男女共同参
画を推進する18セン
ター共同で行う恒例の
街頭キャンペーン

【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中

▶ ▶

3階アスカーラギャラ
リーでは、DVに関す
る様々な掲示が

◀
1階ギャラリーモールには、シン
ボルの大きなパープルリボン

◀



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 11月号 アテナ　2018年 11月号　

文化芸術振興

MUSIC

12月16日
（日） 託児 車イス

♪♪ ♬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。各回で入場券が必要です。

クリスマスソングからディズニー
の名曲まで、親子でお楽しみい
ただける内容です。絵本の読み
聞かせと素敵な歌で、心弾む時
間をお楽しみください。

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
ズと映画音楽をお届けします。
懐かしいメロディに思いを寄
せて、しっとりとした優雅なひ
とときをお過ごしください。

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

チケット発売中

託児 車イス友の会

先・割

【時間】14日（木）10:00開演 /　9:30開場
13:00開演 /12:30開場

15日（金）10:00開演 /　9:30開場
【会場】大ホール（1階）全席指定

【料金】一般1,500円（当日同料金）
団体 （午前）1,300円
　　 （午後）1,200円

●まどかぴあ総合案内
●ローソンチケット（Lコード：83618）
●チケットぴあ（Pコード：489-861）

チケット
取扱い

チケット発売日
友の会12月　6日（木）
一　般12月13日（木）
両日とも10:00～

『長靴をはいた猫』
突然の出来事で両親を亡くした三人の兄弟。途方にくれる兄弟達に遺ったものは「粉引き小屋」と「パン作りの道具」と一匹の
「ネコ」だけ。「大丈夫！ぼくがなんとかしますよ」。お父さんの長靴をはき、お母さんの膝掛けをマントに羽織ったネコが、
次々に知恵を絞り出し、見事に幸運の扉をたぐり寄せます。まるで動く絵本のように、愛らしいお人形たちが素敵な歌とダン
スにのせて繰り広げるマスクプレイミュージカル。ご家族揃ってお楽しみください。

劇団飛行船マスクプレイミュージカル2月14日（木）
15日（金）
PLAY

平成 31年

※3歳以上有料。ただし2歳以下のお子様でも座席を利用される場合はチケットが必要となります。

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： 鴈野 重之
（九州産業大学理工学部特任講師）

チケット取扱いチケット発売中 ●まどかぴあ総合案内

TALK

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」

広大な宇宙には、いまだ多くの謎があります。その一
方、天文学の進歩は目覚ましく、次々と宇宙について
色々なことがわかってきています。今回は、宇宙に関
する最新の知識から宇宙の謎に迫ります！

「蓮華」を切り口にインドや日本の作品
を取り上げながら、仏教美術の楽しみ
方をわかりやすくお話しします。

3時間目 次回 4 時間目の授業はこちら！

【講師】永田 郁
（崇城大学芸術学部美術学科（視覚芸術）教授）

【日時】平成31年1月19日（土）
　　　14:00開演 /13:30開場
【会場】小ホール（2階）全席自由

美術から仏教の世界を学ぶ授業
「蓮華から読み解く仏教美術の見方

～インドと日本～」

あの頃の青春がよみがえる…。今年もまどかぴあは大きな同窓会の会場になります！お友達を誘って、懐かしい歌とトーク
をお楽しみください。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。

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！

「憩いの広場」同時開催 （入場無料）

★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。
※施設の予約は10月11日（木）より受付を開始しています。
詳しくは、まどかぴあ総合案内（092-586-4000）におたずねください。

11月12日（月）
～25日（日）

CAMPAIGN

「女性に対する暴力をなくす運動」について
【趣　　旨】パートナー等（恋人・親子・友人等含む）からの女性に対する暴力は、女性の人権を侵害するものです。

この運動により、女性に対する暴力の問題への取組強化と人権尊重への意識啓発や教育の充実を推進します。
【期　　間】毎年11月12日から「女性に対する暴力撤廃国際日」である11月25日までの2週間
【実施内容】大野城まどかぴあ男女平等推進センターでは、周知・啓発のための講座の開催、パープルリボン運動、街頭啓

発キャンペーン、パネル展示、各種相談機関の紹介等を行います。

託児

女性に対する暴力をなくす運動
DV防止キャンペーン

夫婦や恋人といった親しい間柄におきる暴力
＝ DV（ドメスティック・バイオレンス）。
この DV 問題に積極的に取り組む弁護士と一緒に、
身近な問題であるDVについて考えてみませんか。

【日時】11月10日（土）13：30～15：30
【会場】301会議室（3階）　【受講料】無料　【定員】40名（先着順）
【講師】柏熊 志薫（弁護士法人女性協同法律事務所 弁護士）

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

女性に対する
暴力根絶のための
シンボルマーク

ツリーには、来
館者の皆さん
が結んだパー
プルリボンが

福岡県内の男女共同参
画を推進する18セン
ター共同で行う恒例の
街頭キャンペーン

【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中

▶ ▶

3階アスカーラギャラ
リーでは、DVに関す
る様々な掲示が

◀
1階ギャラリーモールには、シン
ボルの大きなパープルリボン

◀



　

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 11月号

生涯学習センター

  

アテナ　2018年 11月号

短期講座 11月14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）

美味しい紅茶の淹れ方～スパイスミルクティー～
本格的に淹れたミルクティーは、コ
クがありとても美味しいものです。
紅茶には身体を健やかに保つ効果
が、スパイスには身体をキレイにす
る効果も！美味しいスパイスミル
クティーで、紅茶の時間を楽しみま
せんか。

【日　程】11月30日（金） 【時　間】10:00～12:00
【受講料】1,100円 【材料費】500円
【定　員】16名  【講師】奈木野 亜紀（ハーブのゆりかご代表）

託児
【出演】井口 京子（ピアノ）、関原 弘二（チェロ）
【時間】12:15～ 12:45
【会場】ギャラリーモール（1階）入場無料
11月はピアノとチェロによるコンサートをお届けします。ピア
ノの優しい音色とチェロの深く落ち着いた音色のハーモニー
をお楽しみください。

MUSIC

11月22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」

井口 京子 関原 弘二

♪♪ ♬ ♬
ティータイムコンサート Vol.266ティータイムコンサート Vol.266

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。

車イス

第25回ファミリーコンサート

【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。

※イメージ

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。

100歳まで自分の足で歩く足のケア
体の土台である『足裏』。実はそこに
「体の働きを安定させる重要な機
能」があるのです。肩こり、腰痛、首こ
り、お子様の怪我等でお悩みの方に、
体の土台から全身を健康へと導きま
す。足裏バランス測定後、足裏を整え
るテーピング法もお伝えします。
【日　程】12月6日（木） 【時　間】10:00～12:00
【受講料】1,100円 【材料費】500円
【定　員】16名  【講師】岩田 千香(足裏バランス本舗Ｂａｓｉｃ主宰)

託児

※イメージ

洋菓子レッスン～フルーツタルト～
スイーツを手作りしてみませんか。
いつも頑張っている自分に、大切な
家族に、親しいお友達に。今回はと
びっきりのフルーツタルトをレッス
ンします。お菓子初心者でも大丈
夫。楽しい時間をご一緒しましょう。

【日　程】12月1日（土） 【時　間】10:00～13:00
【受講料】1,100円 【材料費】1,500円
【定　員】16名  【講師】原田 静子（Shizuko Harada Cake Lesson主宰）

託児

※調理イメージ

申込方法などの詳細は、
チラシ又はホームページを
ご確認ください。

航空自衛隊 春日基地

車イス

第33回定期演奏会

【時間】14：00開演/13：30開場
【会場】大ホール（1階）　全席自由
【料金】中学生以上500円（当日同料金） ※小学生以下無料

毎年恒例、市民吹奏楽団のステー
ジが今年も大ホールで開催されま
す。前半はシンフォニックステージと
してバレエ音楽「眠れる森の美女」
を。後半はポップスステージとして
映画「ジュラシック・パーク」よりサウンドトラック・ハイライトなど、
皆さんにもなじみのある曲をお届けします。どうぞお楽しみに。

大野城市民吹奏楽団

●まどかぴあ総合案内
●大野城市民吹奏楽団団員

チケット
取扱いチケット発売中

ボタニカルキャンドル
人気のボタニカルキャンドル
を作ってみませんか。初めて
の方でもお好きな色の花材を
選んで、簡単に作ることがで
きます。2個作るので、いろい
ろなアレンジが楽しめますよ。

【日　程】12月3日（月） 【時　間】10:00～12:00
【受講料】1,100円 【材料費】800円
【定　員】16名  【講師】大住 佐知(Sachi Terrace主宰)

託児

託児

※作品例

はじめてのチョークアート
チョークアートは、オーストラリ
アが発祥と言われる看板アート
です。オイルパステルを使って
黒いボードに描いていきます。
クリスマスにピッタリのインテ
リアボードでお部屋を飾ってみ
ませんか。デザインは2種類か
ら選べます。
【日　程】12月4日（火） 【時　間】10:00～12:00
【受講料】1,100円 【材料費】1,000円
【定　員】16名  【講師】知識 由美子(チョークアーティスト)

託児

託児

※作品見本

博多雑煮と半日でできるおせち①②
お正月料理の定番、博多雑煮を作ります。
年末は何かと忙しいので、半日でできるお
せち料理も作りましょう。

【日　程】①12月6日（木）　②12月7日（金）
【時　間】10:30～14:30
【受講料】各1,100円
【材料費】各1,500円
【定　員】各18名
【講　師】窪 祐子(お料理・お菓子研究家)※調理例※材料の都合で、内容を変更する場合があります。

●博多雑煮
●ブリの幽庵焼き
●帆立だし巻き玉子
●巻き巻きチキン

●柚子大根
●八幡巻き
●海老の白ごま揚げ
●黒豆蒸しパン

【
メ
ニ
ュ
ー
】

ドライフラワーのしめ縄飾り
手作りのしめ飾りで新年を迎えませ
んか？わらの一本のごぼう（しめ縄）
から好きな形を作り、飾りをつけてい
きます。初めての方でも安心して参加
していただけます。

【日　程】12月11日（火） 【時　間】10:00～12:00
【受講料】1,100円 【材料費】1,600円
【定　員】16名  【講師】馬場 貴子(Quatre Fleurs主宰)

※イメージ

CINEMA

12月15日
（土）

北極圏ラップランドの寒村。不慮の事故で孤児となったニコラス。村
人たちは一年交代で彼の世話をすることにした。しかし６年後、飢饉が
村を襲い、ニコラスは村を離れ頑固者の家具職人に引き取られ…

切なくも心温まるサンタクロース誕生秘話。ラップランドの美しい白銀
の世界が広がる。フィンランド・アカデミー賞最高人気賞・最優秀撮影賞 
受賞。日本では劇場未公開作品。
監督： ユハ・ヴオリヨキ（『マダム・ヘッラ』）
出演： ハヌ・ペッカ・ビョルクマン、カリ・バーナネン　ほか

2007年/フィンランド/80分/日本語字幕版
「サンタクロースになった少年」

①10:00～ 11:20
②14:00～ 15:20
③18:00～ 19:20
（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。

12月1日
（土）
MUSIC

〈共催事業〉

11月18日
（日）
MUSIC

〈共催事業〉

申込締切：11月11日（日）



　

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 11月号

短期講座 11月14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）

美味しい紅茶の淹れ方～スパイスミルクティー～
本格的に淹れたミルクティーは、コ
クがありとても美味しいものです。
紅茶には身体を健やかに保つ効果
が、スパイスには身体をキレイにす
る効果も！美味しいスパイスミル
クティーで、紅茶の時間を楽しみま
せんか。

【日　程】11月30日（金） 【時　間】10:00～12:00
【受講料】1,100円 【材料費】500円
【定　員】16名  【講師】奈木野 亜紀（ハーブのゆりかご代表）

託児
【出演】井口 京子（ピアノ）、関原 弘二（チェロ）
【時間】12:15～ 12:45
【会場】ギャラリーモール（1階）入場無料
11月はピアノとチェロによるコンサートをお届けします。ピア
ノの優しい音色とチェロの深く落ち着いた音色のハーモニー
をお楽しみください。

MUSIC

11月22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」

井口 京子 関原 弘二

♪♪ ♬ ♬
ティータイムコンサート Vol.266ティータイムコンサート Vol.266

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。

車イス

第25回ファミリーコンサート

【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。

※イメージ

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。

100歳まで自分の足で歩く足のケア
体の土台である『足裏』。実はそこに
「体の働きを安定させる重要な機
能」があるのです。肩こり、腰痛、首こ
り、お子様の怪我等でお悩みの方に、
体の土台から全身を健康へと導きま
す。足裏バランス測定後、足裏を整え
るテーピング法もお伝えします。
【日　程】12月6日（木） 【時　間】10:00～12:00
【受講料】1,100円 【材料費】500円
【定　員】16名  【講師】岩田 千香(足裏バランス本舗Ｂａｓｉｃ主宰)

託児

※イメージ

洋菓子レッスン～フルーツタルト～
スイーツを手作りしてみませんか。
いつも頑張っている自分に、大切な
家族に、親しいお友達に。今回はと
びっきりのフルーツタルトをレッス
ンします。お菓子初心者でも大丈
夫。楽しい時間をご一緒しましょう。

【日　程】12月1日（土） 【時　間】10:00～13:00
【受講料】1,100円 【材料費】1,500円
【定　員】16名  【講師】原田 静子（Shizuko Harada Cake Lesson主宰）

託児

※調理イメージ

申込方法などの詳細は、
チラシ又はホームページを
ご確認ください。

航空自衛隊 春日基地

車イス

第33回定期演奏会

【時間】14：00開演/13：30開場
【会場】大ホール（1階）　全席自由
【料金】中学生以上500円（当日同料金） ※小学生以下無料

毎年恒例、市民吹奏楽団のステー
ジが今年も大ホールで開催されま
す。前半はシンフォニックステージと
してバレエ音楽「眠れる森の美女」
を。後半はポップスステージとして
映画「ジュラシック・パーク」よりサウンドトラック・ハイライトなど、
皆さんにもなじみのある曲をお届けします。どうぞお楽しみに。

大野城市民吹奏楽団

●まどかぴあ総合案内
●大野城市民吹奏楽団団員

チケット
取扱いチケット発売中

ボタニカルキャンドル
人気のボタニカルキャンドル
を作ってみませんか。初めて
の方でもお好きな色の花材を
選んで、簡単に作ることがで
きます。2個作るので、いろい
ろなアレンジが楽しめますよ。

【日　程】12月3日（月） 【時　間】10:00～12:00
【受講料】1,100円 【材料費】800円
【定　員】16名  【講師】大住 佐知(Sachi Terrace主宰)

託児

託児

※作品例

はじめてのチョークアート
チョークアートは、オーストラリ
アが発祥と言われる看板アート
です。オイルパステルを使って
黒いボードに描いていきます。
クリスマスにピッタリのインテ
リアボードでお部屋を飾ってみ
ませんか。デザインは2種類か
ら選べます。
【日　程】12月4日（火） 【時　間】10:00～12:00
【受講料】1,100円 【材料費】1,000円
【定　員】16名  【講師】知識 由美子(チョークアーティスト)

託児

託児

※作品見本

博多雑煮と半日でできるおせち①②
お正月料理の定番、博多雑煮を作ります。
年末は何かと忙しいので、半日でできるお
せち料理も作りましょう。

【日　程】①12月6日（木）　②12月7日（金）
【時　間】10:30～14:30
【受講料】各1,100円
【材料費】各1,500円
【定　員】各18名
【講　師】窪 祐子(お料理・お菓子研究家)※調理例※材料の都合で、内容を変更する場合があります。

●博多雑煮
●ブリの幽庵焼き
●帆立だし巻き玉子
●巻き巻きチキン

●柚子大根
●八幡巻き
●海老の白ごま揚げ
●黒豆蒸しパン

【
メ
ニ
ュ
ー
】

ドライフラワーのしめ縄飾り
手作りのしめ飾りで新年を迎えませ
んか？わらの一本のごぼう（しめ縄）
から好きな形を作り、飾りをつけてい
きます。初めての方でも安心して参加
していただけます。

【日　程】12月11日（火） 【時　間】10:00～12:00
【受講料】1,100円 【材料費】1,600円
【定　員】16名  【講師】馬場 貴子(Quatre Fleurs主宰)

※イメージ

CINEMA

12月15日
（土）

北極圏ラップランドの寒村。不慮の事故で孤児となったニコラス。村
人たちは一年交代で彼の世話をすることにした。しかし６年後、飢饉が
村を襲い、ニコラスは村を離れ頑固者の家具職人に引き取られ…

切なくも心温まるサンタクロース誕生秘話。ラップランドの美しい白銀
の世界が広がる。フィンランド・アカデミー賞最高人気賞・最優秀撮影賞 
受賞。日本では劇場未公開作品。
監督： ユハ・ヴオリヨキ（『マダム・ヘッラ』）
出演： ハヌ・ペッカ・ビョルクマン、カリ・バーナネン　ほか

2007年/フィンランド/80分/日本語字幕版
「サンタクロースになった少年」

①10:00～ 11:20
②14:00～ 15:20
③18:00～ 19:20
（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。

12月1日
（土）
MUSIC

〈共催事業〉

11月18日
（日）
MUSIC

〈共催事業〉

申込締切：11月11日（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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男性、子どものための男女共同参画事業　男性のためのブラッシュアップセミナー
セカンドライフをもっと楽しく、元気に、充実させるためのヒントを学ぶセミナーです。詳細は12月号に掲載します。

対　　　　象日　　時回 テーマ

1

2

定年前後の男性および
講座に興味のある方

平成31年1月26日（土）　10:00～14:00
・第2の人生の再設計（講話）
・料理の基本を学ぶ講座

・介護の基本を学ぶ講座 平成31年 2月　7日（木）　10:00～12:00

託児

託児

大勢の前でもわかりやすく伝わりやすい話し方を学ぶ講座です。市民に男女共同参画の啓発を行うボランティア「啓発・事業サ
ポーター」のスキルアップのための講座ですが、講座内容に興味のある方のご参加も大歓迎です。

啓発・事業サポーターフォローアップ講座（公開講座）　人前での話し方教室 ～想いを言葉にする～

【日　時】平成31年1月15日（火）13：30～15：30 【会　場】303会議室（3階）
【講　師】鮫島 宗哉（フリーアナウンサー、株式会社鮫島宗哉事務所 代表） 【対　象】興味・関心のある方ならどなたでも
【受講料】無料 【定　員】30名（先着順） 【申　込】11月1日（木）より受付開始

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。

家事家計を通して考える 私たちの今 そして未来

大野城女性の会 25周年記念講演会

主催：福岡友の会 筑紫方面

家計簿を人生の伴走者に 　～子育て世代から年金世代すべての方へ向けて～（午前の部）
見つけよう！暮らしのヒント　時間・衣・食・住・子どものこと（午後の部）
【日　時】11月16日（金）　午前の部10:30～12:00 / 午後の部12:00～14:00
【講　師】福岡友の会筑紫方面会員　　　【受講料】午前の部：400円 / 午後の部：無料
【会　場】多目的ホール（1階）　　　　　【定　員】午前の部：70名（先着順） / 午後の部：飛び入り参加大歓迎
【託　児】1歳～就学前までのお子様 / 利用料：200円 / 定員：10名

※予約が必要となります（福岡友の会託児係へ直接連絡してください　連絡先：080-6440-4988）　飯田

主催：大野城女性の会

「可能性を信じていきいき未来」～共に輝く男女共生社会へ～

【日　時】12月15日（土）13:30～15:30
【講　師】林田 スマ（公益財団法人大野城まどかぴあ館長）
【受講料】無料　　　　【会　場】多目的ホール（1階）

図書館を利用するすべての方にとって、図書館が心地よ
い場所であるために、ぜひご一読ください。

筑紫地区図書館マナーアップキャンペーン ～マナーを守って快適な読書を～

図書館休館のお知らせ
11月28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。

図書館の資料は「みんなのもの」です。
汚損・破損・水濡れなどが著しい場合や紛失された場合
は弁償していただくことがあります。

○図書館資料を大切に

筑紫地区図書館マナーアップキャンペーン

読み切れなかった場合、次に予約がその資料に入ってい
なければ、一度だけ継続貸出ができます。（延滞されてい
た場合、継続貸出はできません。ご注意ください。）

○返却日を守りましょう

専用のテープなどで修理しますので、ページが外れた時
はそのまま図書館員にお知らせください。セロテープは
時間が経つと茶色く変色し、本が傷む原因になります。

＜本の修理は図書館員にお任せを！＞

カウンター受付：返却期限日までに利用者カードと延長
希望資料を持って来館
館内OPAC・図書館HPから：返却期限日までに「利用照
会」にログインし貸出中一覧から操作

＜延長手続き方法＞

居眠り・持ち込み学習はご遠慮ください。より多
くの方が利用できるよう、ご協力をお願いいた
します。

○座席には限りがあります

図書館はおしゃべりに興じる場所ではありませ
ん。館内では静かにお過ごしください。携帯電
話などの音が出るものは、マナーモードにして
から館内にお入りください。

○館内ではお静かに

10月27日（土）～11月9日（金）
筑紫地区5市による図書館マナーの向上を目的とした共
同啓発キャンペーンを実施します。
この機会に図書館の利用マナーについて考えましょう。

○飲食禁止
飲み物・アメ・ガムを含む飲食はできません。ただし、水筒・
ペットボトルなどのフタ付きの飲み物の持ち込み、館内で飲
むことは可能です。なお、飲まれる時以外はカバンの中へお
入れください。その他のご飲食の際は2階ラウンドコーナー
などをご利用ください。

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。

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

8日
22日

13日
27日

12日
26日

9日

2日
16日
30日

5日
19日

6日
20日

1日
15日
29日

移動図書館「わくわく号」巡回日程表
11月の巡回

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）
11月6日・20日

よちよちのへや
（1～2歳児対象）
11月13日・27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
11月10日・24日

幼児対象
11月17日

わくわくおはなし会

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】11月23日（金・祝）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

※11月3日（土・祝）は、まどフェス企画「おひざでだっこ＆わくわく
　おはなし会スペシャル」を開催します。

託児

林田スマ館長による講演、その後パネリスト3名とのトークを開催します。地域・教育・行政の立場からみなさまと一緒に考えま
す。

託児

女性がいきいきと過ごしていくためには、健康な身体と心が大切です。男女平等推進センター長寿講座の講師
に、年齢を重ねても元気に過ごせる身体づくりのコツや、簡単にできる体操を教えてもらいましょう。

女性の身体と心の健康を考える講座　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 【会　場】303会議室（3階）
【講　師】藤 道子、船越 光子（日本健康体操連盟） 【対　象】健康づくりに関心のある女性
【受講料】無料 【定　員】60名（先着順） 【申　込】11月1日（木）より受付開始

【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

予告

【パネリスト】石田 尚久（大野城市区長会副会長）
日下部 達矢（大野城市立平野中学校副校長）
山下 由紀子（大野城市人権男女共同参画課課長）



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/

7 アテナ　2018年 11月号 6アテナ　2018年 11月号

男性、子どものための男女共同参画事業　男性のためのブラッシュアップセミナー
セカンドライフをもっと楽しく、元気に、充実させるためのヒントを学ぶセミナーです。詳細は12月号に掲載します。

対　　　　象日　　時回 テーマ

1

2

定年前後の男性および
講座に興味のある方

平成31年1月26日（土）　10:00～14:00
・第2の人生の再設計（講話）
・料理の基本を学ぶ講座

・介護の基本を学ぶ講座 平成31年 2月　7日（木）　10:00～12:00

託児

託児

大勢の前でもわかりやすく伝わりやすい話し方を学ぶ講座です。市民に男女共同参画の啓発を行うボランティア「啓発・事業サ
ポーター」のスキルアップのための講座ですが、講座内容に興味のある方のご参加も大歓迎です。

啓発・事業サポーターフォローアップ講座（公開講座）　人前での話し方教室 ～想いを言葉にする～

【日　時】平成31年1月15日（火）13：30～15：30 【会　場】303会議室（3階）
【講　師】鮫島 宗哉（フリーアナウンサー、株式会社鮫島宗哉事務所 代表） 【対　象】興味・関心のある方ならどなたでも
【受講料】無料 【定　員】30名（先着順） 【申　込】11月1日（木）より受付開始

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。

家事家計を通して考える 私たちの今 そして未来

大野城女性の会 25周年記念講演会

主催：福岡友の会 筑紫方面

家計簿を人生の伴走者に 　～子育て世代から年金世代すべての方へ向けて～（午前の部）
見つけよう！暮らしのヒント　時間・衣・食・住・子どものこと（午後の部）
【日　時】11月16日（金）　午前の部10:30～12:00 / 午後の部12:00～14:00
【講　師】福岡友の会筑紫方面会員　　　【受講料】午前の部：400円 / 午後の部：無料
【会　場】多目的ホール（1階）　　　　　【定　員】午前の部：70名（先着順） / 午後の部：飛び入り参加大歓迎
【託　児】1歳～就学前までのお子様 / 利用料：200円 / 定員：10名

※予約が必要となります（福岡友の会託児係へ直接連絡してください　連絡先：080-6440-4988）　飯田

主催：大野城女性の会

「可能性を信じていきいき未来」～共に輝く男女共生社会へ～

【日　時】12月15日（土）13:30～15:30
【講　師】林田 スマ（公益財団法人大野城まどかぴあ館長）
【受講料】無料　　　　【会　場】多目的ホール（1階）

図書館を利用するすべての方にとって、図書館が心地よ
い場所であるために、ぜひご一読ください。

筑紫地区図書館マナーアップキャンペーン ～マナーを守って快適な読書を～

図書館休館のお知らせ
11月28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。

図書館の資料は「みんなのもの」です。
汚損・破損・水濡れなどが著しい場合や紛失された場合
は弁償していただくことがあります。

○図書館資料を大切に

筑紫地区図書館マナーアップキャンペーン

読み切れなかった場合、次に予約がその資料に入ってい
なければ、一度だけ継続貸出ができます。（延滞されてい
た場合、継続貸出はできません。ご注意ください。）

○返却日を守りましょう

専用のテープなどで修理しますので、ページが外れた時
はそのまま図書館員にお知らせください。セロテープは
時間が経つと茶色く変色し、本が傷む原因になります。

＜本の修理は図書館員にお任せを！＞

カウンター受付：返却期限日までに利用者カードと延長
希望資料を持って来館
館内OPAC・図書館HPから：返却期限日までに「利用照
会」にログインし貸出中一覧から操作

＜延長手続き方法＞

居眠り・持ち込み学習はご遠慮ください。より多
くの方が利用できるよう、ご協力をお願いいた
します。

○座席には限りがあります

図書館はおしゃべりに興じる場所ではありませ
ん。館内では静かにお過ごしください。携帯電
話などの音が出るものは、マナーモードにして
から館内にお入りください。

○館内ではお静かに

10月27日（土）～11月9日（金）
筑紫地区5市による図書館マナーの向上を目的とした共
同啓発キャンペーンを実施します。
この機会に図書館の利用マナーについて考えましょう。

○飲食禁止
飲み物・アメ・ガムを含む飲食はできません。ただし、水筒・
ペットボトルなどのフタ付きの飲み物の持ち込み、館内で飲
むことは可能です。なお、飲まれる時以外はカバンの中へお
入れください。その他のご飲食の際は2階ラウンドコーナー
などをご利用ください。

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。

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

8日
22日

13日
27日

12日
26日

9日

2日
16日
30日

5日
19日

6日
20日

1日
15日
29日

移動図書館「わくわく号」巡回日程表
11月の巡回

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）
11月6日・20日

よちよちのへや
（1～2歳児対象）
11月13日・27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
11月10日・24日

幼児対象
11月17日

わくわくおはなし会

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】11月23日（金・祝）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

※11月3日（土・祝）は、まどフェス企画「おひざでだっこ＆わくわく
　おはなし会スペシャル」を開催します。

託児

林田スマ館長による講演、その後パネリスト3名とのトークを開催します。地域・教育・行政の立場からみなさまと一緒に考えま
す。

託児

女性がいきいきと過ごしていくためには、健康な身体と心が大切です。男女平等推進センター長寿講座の講師
に、年齢を重ねても元気に過ごせる身体づくりのコツや、簡単にできる体操を教えてもらいましょう。

女性の身体と心の健康を考える講座　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 【会　場】303会議室（3階）
【講　師】藤 道子、船越 光子（日本健康体操連盟） 【対　象】健康づくりに関心のある女性
【受講料】無料 【定　員】60名（先着順） 【申　込】11月1日（木）より受付開始

【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

予告

【パネリスト】石田 尚久（大野城市区長会副会長）
日下部 達矢（大野城市立平野中学校副校長）
山下 由紀子（大野城市人権男女共同参画課課長）



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。
10月10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 11月号

シネマランド「泥棒役者」

11/23
（金・祝）

12/2
（日）

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

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 ※未就学児入場不可 ●15:00

12/23
（日）

筑紫野市吹奏楽団 第 39回定期演奏会
●一般500円 ほか ※3歳以下入場不可 ●14:00

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

11/13（火）

12/9（日）

第49回筑紫美術協会展
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　※最終日は13:00まで

11/24
（土）

〜

～晩秋に贈る～ サックス奏者「安武玄晃」コンサート
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
11月まどかぴあのイベントスケジュール

7月号
掲載

図書

図書

図書

図書

おひざでだっこ ぴよぴよのへや（0歳児対象）図書 P7

似合う色をみつけましょう 10月号
掲載

10（土）
24（土）

12（月）
26（月）

6（火）
20（火）

18（日）

17（土）

16（金）

13（火）
27（火）

13（火）
～12/18（火）

20（火）

託児

託児

託児

託児

託児

託児

生涯

パソコン勉強室（夜）①②③④⑤⑥ 10月号
掲載生涯

生涯

生涯

10月号
掲載いきいき歌おう

6（火）
～12/11（火）

6（火）

10月号
掲載パソコン勉強室①②③④⑤⑥

託児
生涯 10月号

掲載はじめての南京玉すだれ

11月のチケット情報・募集申込情報

P4

P4
10（土）

8（木）
22（木）
29（木）

わくわくおはなし会（幼児対象） P7

10月号
掲載

22（木）

23（金・祝）

27（火）

30（金）

P6男性、子どものための男女共同参画事業
男性のためのブラッシュアップセミナー　受付開始26（月）

P6

Ｐ5

人前での話し方教室 ～想いを言葉にする～
受付開始

ティータイムコンサート Vol.266文芸

P3深夜放送同窓会Part8文芸

P3おとなの楽校　3時間目文芸

10月号
掲載やさしいバレエストレッチ

生涯

生涯

生涯

30（金）
12/   7（金）

14（金）

美味しい紅茶の淹れ方
～スパイスミルクティー～

生涯 短期講座　受付開始

託児

託児

大野城市男女共生講座　第4回

P7

P6

おひざでだっこ よちよちのへや（1～2歳児対象）

10月号
掲載

市民グループ活動支援事業
「災害時の母子支援と産前産後ケア
大野城市のこれから」

P4大野城市民吹奏楽団 第33回定期演奏会文芸

文芸

託児

託児

託児

P7わくわくおはなし会（小学生以上対象）

10月号
掲載

P6

Ｐ5

1（木）

14（水）

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

11/18
（日）

11/4
（日）

11/17
（土）

ふれぶんシネマ倶楽部 「マダム・フローレンス！夢見るふたり」
●施設利用料1枚300円 ※3歳以上有料 ●①10:00 ②14:00 ③18:00

第45回春日市文化祭　音楽の玉手箱プレミアムライブ
「尺八と筝が奏でる霜月の韻」
出演：山崎箜山（尺八）、宮本直美（筝）
お問合せ：春日市地域づくり課文化振興担当　電話：092-584-1111
●無料 ●13:30

ふれあい文化サークル特別講座
“絵本くん”と語る お父さんの読み聞かせ ①
講師：中村卓二（俳優）
●500円 ●14:00

ミリカローデン那珂川 那珂川市仲2丁目5番1号 ☎092-954-2211

12/7
（金）

11/17
（土）

市制施行記念事業
第8回裂田溝ライトアップ
●無料 ●16:00

年忘れ大爆笑！ミリカ寄席
～第7回おもしろアマ落語家競演会～
●500円 ※未就学児入場不可 ●18:00

12/16
（日）

那珂川黎明2018 特別歴史講演会
DNAからみた弥生人と安徳台の有力首長たち
●無料 ※要入場整理券 ●10:00

男女
女性の身体と心の健康を考える講座
第2回　受付開始男女

男女

P7語りのおはなし会

9月号
掲載ママの元気チャージ★セミナー　第3回男女

男女

託児

美味しいあごだし、かつおだしのとり方

24（土） 生涯 10月号
掲載託児

託児

味噌と甘酒づくり
～発酵食品で免疫力UP～

P2DV防止キャンペーン企画　講演会
「弁護士から見たDVの実態」男女

託児

託児

13（火） 9月号
掲載ママの元気チャージ★セミナー　第2回男女

託児

9月号
掲載ママの元気チャージ★セミナー　第1回男女

市民グループ活動支援事業
「家事家計を通して考える 私たちの今 そして未来」
※主催者による託児あり

男女

男女

市民グループ活動支援事業
「ネットワークセミナー　子どもの命を守る」男女

まどかぴあ休館日のお知らせ　11月7日（水）、21日（水）

ひびき

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10月10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）

・おとなの楽校　3時間目、4時間目　チケット発売中！
・短期講座　受講生募集！
・人前での話し方教室 ～想いを言葉にする～　受講生募集！
・マナーアップキャンペーン

P3

P5

P6

P7

VOL.269
201811アテナアテナ

劇
団
飛
行
船
マ
ス
ク
プ
レ
イ
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル

【
日
時
】平
成
31
年
2
月
　
日（
木
）
　　
時
開
演
／
　
時
開
演  

　
　
　
　
　
　
　2
月
　
日（
金
）
　　
時
開
演  

【
会
場
】大
ホ
ー
ル

　全
席
指
定

1010

13

1415


