
ミリカローデン那珂川 筑紫郡那珂川町仲2-5-1 TEL（954）2211

問い合わせ TEL928-5000

いきいき情報センター 〒818-0125 太宰府市五条三丁目1番1号
http://www.dazaifu-info.or.jp/

TEL（928）5000申込先

コットンパールのネックレス 託児

コットンパールをチェーンに通し、シンプルで普段使い
にぴったりなネックレスを作ります。希望者は指輪を実費
で追加制作できます。

「おもちゃ病院太宰府」を運営している「おもちゃ病院エフネットグループ」は、
福岡市周辺地域の市町で約30人のボランティアが活動しているグループです。

壊れたり不具合になったおもちゃを修理し、再び遊んでもらいたいと思い活動して
います。子どもたちの笑顔が私たちの最大の喜びであり、生き返ったおもちゃを手にし
て、物を大切にする事を体験してくれる事を願っています。

日　時

講　師
定　員
受講料
材料費
締　切

11月11日（土）
10:30～12:00

岡部すが子
12人
1,000円
1,000円
10月26日（木）必着　

ギャラリーやイベント広場貸出の空き状況は、ホームページでもお知らせしています。

見本展示中

〈作品例〉

顔ヨガ(表情筋エクササイズ) 託児

年齢とともに凝り固まって行く顔の筋肉をほぐし、自然
なリフトアップを促すエクササイズです。普段使っていな
い表情筋をしっかり動かしてみましょう。

日　時

講　師
定　員
受講料
締　切

11月20日（月）　　　　　　　　　　　
13:30～15:00

青柳恵奈（素肌美師）
12人
1,200円
11月6日（月）必着

ゆず胡椒づくり 託児

あったかお鍋にかかせない！我が家のゆず胡椒を作りま
しょう。完熟ゆずを使用し、まろやかな風味です。おまけに
ゆず茶（ジャム）も作ります。

不要になったおもちゃをお譲りください。
使える部品などは分解して、次の修理に使いますのでご協力をお願いします。
私たちの活動は、ゴミの発生の抑制（Reduce）・再利用（Recycle）・再使用
（Reuse）という3R運動にも貢献しています。

日　時

講　師
定　員
受講料
材料費
締　切

11月18日（土）10：00～12：00 

中村千枝
20人
800円　
1,000円
11月4日（土）必着

足もみ＆ウォーキング健康法（秋） 託児

足は健康のためにとても大切な体の一部です。不調のサ
インに気づき、予防・回復のための足もみの方法を学んで、
自分や家族の健康を手に入れましょう。正しい歩き方など
も伝授します。

日　時

講　師

定　員
受講料
締　切
協　賛

11月17・24日 (金)（全2回）
10:00～12:00

藤原亜樹（足反射区療法士、
ウォーキング指導員）
15人
1,500円
11月3日（金・祝）必着
BENESU大野城店

ふじ はら  あ    き

なか むら ち   え

あおやぎ え   な
おか べ こ

けん玉を楽しもう！　 託児

今、再注目のけん玉に触れてみませんか。集中力を高め、
程よい運動量があるのも魅力の一つ。この冬は一人でも、
家族や友達とでも、けん玉を楽しみましょう！貸し出し用
のけん玉もあります。

日　時

講　師
対　象

定　員
受講料
締　切

12月2日（土）10：00～12：00

佐藤十九生（日本けん玉協会 九州支部長 五段）
年中児～一般 
※小学生未満は保護者同伴
30人
500円
11月18日（土）必着

さ とう   と    く    お

ギャザリング～花束のような寄せ植え～ 託児

ギャザリングとは、花束を作るような感覚で季節の花を
寄せ植えする技法です。植えてすぐから花やグリーンの華
やかでボリュームのある姿が楽しめます。

日　時
定　員
受講料
材料費
締　切
協　賛

11月25日（土）10:30～12:30
8人
1,500円
5,000円程度
11月9日（木）必着
アトリエ華もみじ

平成30年度　いきいき情報センター

◆定期利用団体の資格 （※「利用基準」より抜粋）

◆受付期間　10月1日（日）～10月20日（金）

定期利用団体を募集定期利用団体を募集

　いきいき情報センターでは、年間を通して自主的
に活動される団体（グループ・サークル）を募集しま
す。来年度（平成30年4月～翌年3月まで）の1年間、
一般利用の予約受付開始日より前に施設利用の予
約が可能です。定期利用を希望される団体は、当セ
ンター2階総合案内で登録申請書を配布しますの
で、受付期間に申し込みください。
※現在承認されている団体もこの期間に再度申し
込みが必要です。

（1）構成員が10人以上とし、毎回の出席が3分の2以上に
なるように努める。

（2）当センターの設置目的に沿った団体であること。
（3）利益及び営業を目的にしないこと。
（4）個人の教室（名称も含む）、又は私物化した団体でな

いこと。
（5）構成員は原則として市内在住者・在勤者であること。
（6）使用する曜日・時間・会場が年間を通して一定であ

り、月1回以上の利用実績が1年以上あること。（10月
1日現在）

（7）「太宰府市団体情報」に登録しており、毎年更新を
行っていること。

（8）当センターの行事に参加協力できること。

公益財団法人 太宰府市文化スポーツ振興財団

平成29年12月から勤務できる人を募集します。
詳しくは、財団事務局（総務係）までお問い合わせください。

○条　　件　公共施設事業活動経験者
　　　　　　過去に文化スポーツ事業等に携わったことがある者
○提出書類　登録申込書（財団事務局に用意しています）写真添付
　　　　　　ホームページからもダウンロードできます
　　　　　　http://dazaifu-info.or.jp/spo-cul/
○申込受付　財団事務局窓口（土日・祝日を除く9：00～17：00）
○締　　切　10月20日（金）

〈 問い合わせ・書類提出先 〉　(公財)太宰府市文化スポーツ振興財団事務局
　　　　　　　　　　　 　  TEL（920）7070（いきいき情報センター2階）

　

太宰府市五条三丁目1番1号

おもちゃ病院エフネットグループ

おもちゃ病院 太宰府

と き

と こ ろ
診 察 代

：毎月第2土曜日（今月は10月14日）
 13：00～16：00（受付は15：30まで）
：いきいき情報センター 209号室
 1品100円（部品代別途）

※希望するチェーンの色を記入してください。（金・銀）

人員

賃金

1名

150,500円

契約職員募集

Sports & Culture
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公益財団法人 太宰府市文化スポーツ振興財団公益財団法人 太宰府市文化スポーツ振興財団

スポーツ&
　 カルチャー
スポーツ&
　 カルチャー

いきいき情報センター

いきいき情報センター

http://www.dazaifu-info.or.jp/

フロアオープン時間 9：00～21：30
〈市民ギャラリー〉 〈イベント広場〉

SEIKOコレクション

イッキーくん

※最終日17:00まで

※最終日16:00まで

※最終日17:00まで

「筑紫野の風」
写真クラブの展示会

※最終日17:00まで

太宰府と團伊玖磨展　　

姉妹都市・友好都市パネル展

市内の公共施設をご利用の際は、便利な「まほろば号」をご利用下さい。

（公財）太宰府市文化スポーツ振興財団は下記施設の管理・運営を行っています

編集／公益財団法人 太宰府市文化スポーツ振興財団
〒818-0125　太宰府市五条三丁目1番1号
TEL（920）7070　FAX（920）7149

TEL（921）5822
○毎週月曜日（祝日のときは翌平日）休

■梅林アスレチックスポーツ公園

TEL（928）0800　FAX（928）0802
○毎週月曜日（祝日のときは翌平日）休

■文化ふれあい館

TEL（928）5000　FAX（928）8558
○毎月最終水曜日休

■いきいき情報センター

TEL（920）9900
○毎月最終水曜日休

　トレーニングルーム

TEL（925）5404　FAX（925）5404
○毎週月曜日（祝日のときは翌平日）休

■男女共同参画推進センター
　ルミナス

TEL（921）4646　FAX（921）4896
○毎月最終水曜日・毎週月曜日
（祝日のときは翌平日）
休

■市民図書館

TEL/FAX（928）6435■南小学校開放教室
　（太宰府南コミュニティセンター）

TEL（921）1132
○毎週月曜日（祝日のときは翌平日）休

■歴史スポーツ公園

TEL（921）0180
○毎週月曜日（祝日のときは翌平日）休

■体育センター

■大佐野スポーツ公園

つくし お隣りさん情報
※9月15日現在
※表記金額は前売料金です。詳細については各会館までお問い合せ下さい。

筑紫野市文化会館 筑紫野市上古賀1-5-1 TEL（925）4321

10/28（土）

10/14（土）

10/29（日）

11/26（日）

春日市ふれあい文化センター 春日市大谷6-24 TEL（584）3366

10/21（土）

11/18（土）

10/22（日）

土曜シアター 「聖の青春」
施設利用料1枚300円　※3歳以上有料　①10：00　②14：00

11/26（日）

ふれあいJAZZコンサート2017
【出演】岩崎 大輔（ピアノ／プロデュース）ほか
実力派揃いのミュージシャン達が、ジャズ・フュージョンの魅力を余すところなくお届けします。
一般2,000円　高校生以下1,000円　※未就学児入場不可　15：00

ふれぶん音楽大学
第4回「ジャズは如何にして発展したのか～発祥からフュージョンジャズまで～」
一般 500円　スプリングメイト会員無料　14：00

那珂川町歴史散歩「神功皇后ゆかりの地を歩く」
資料代500円　14：00～16：00

謎の変奏曲
出演：橋爪功、井上芳雄　
8,800円　①7日17：30　②8日13：00

第25回ふくおか県民文化祭2017　神功皇后フェスタ in 那珂川
～神功皇后は実在したか!?～　第１部リレー講演　第２部演劇
第1部1,000円､第2部1,000円､通し券1,500円※中高生はお問い合わせください。
（通し券は指定席）第１部12：30　第２部14：30

那珂川吹奏楽団　第21回定期演奏会
全席自由500円　開場13：30　開演14：00

大野城まどかぴあ 大野城市曙町2-3-1 TEL（586）4000

10/7（土）～
　8（日）

12/3（日）

10/22（日）

第32回名曲コンサート 胡弓とギターと歌の祭典
 悠久の調べとファンタジーの世界
一般2,000円　大学生以下1,000円　15：00

第13回ハーモニーフェスタinちくしの
～想い はるかに～
ゲスト：福岡教育大学混声合唱団
300円※未就学児入場可　13：30

まどかぴあ市民大学「おとなの楽校」　3時間目　消費者目線を磨く授業
「マーケティングって何だろう？～企業の戦略を知ってみよう～」
講師：佐藤 正弘（西南学院大学商学部准教授）　500円　14：00

まどかぴあ舞台創造プログラム　演劇映像上映会×パネルトーク　第2弾　
田上パル「合唱曲第58番」
アフタートーク出演：田上 豊（田上パル）、松岡 優子（ゼロソー）、
山下 晶（グレコローマンスタイル）
1,500円　14：00

なかま募集
 （自主サークル）

※問い合わせは、代表者に直接ご連絡ください。
※原稿の締切は発行月の2ヵ月前までです。
※掲載の申込先：財団事務局（いきいき情報センター2F）
　平日8：30～17：00

10/5●～10/14●木 土

10/6●～10/8●金 日

被災の現状（津波・地震・水害）
10/1●～10/4●日 水

10/15●～10/29●日 日

10/11●～10/20●水 金

※最終日15:00まで

第20回 
古河南珙教室水墨画展
10/24●～10/31●火 火

★しゅんこうの和紙ちぎり絵

：第3火曜日（月1回）　
 10:00～12：00
：いきいき情報センター
：月1,000円
：1,000円程度

問い合わせ／赤司克子
　　　　　　080（6409）4782

あかしかつこ

　初心者の人、絵心がない人どなたでも楽し
みながら素敵な和紙の絵ができます。

日時

場所
会費 
教材費

★MACチアダンス

：毎週金曜日　
  キッズ 16:30～ ジュニア 17:30～
  （各1時間）
：太宰府南コミュニティセンター　ほか
：月2,500円

問い合わせ／宮下和子
　　　　　　090（5288）6930

みやしたかずこ

　リズム感、身体能力を高めながら、バトンや
技を加えて踊ります。

日時

場所
会費

★フラワーサークル グリーン

：毎週木曜日　11:00～12:30
：いきいき情報センター
：1回につき3,400円

問い合わせ／白倉かおり
　　　　　　090（4718）8000

しらくら
問い合わせ／Aki 
                 （555）4219

あき

　初心者でも簡単に楽しくカラフルなお花の
アレンジが作れます。

日時
場所
会費 

★お仕事帰りのヨガ教室

：第1～3水曜日　20：00～21：00
：いきいき情報センター
：月3,000円

　2人欠員での募集です！ヨガのレッスン日
の夜は、ゆっくり眠れますよ。

日時
場所
会費

さとし

壊れたおもちゃを修理します！



今年も開催！

gakugeiin-dayori ga
ku

ge
iin
-d
ay
or
i g

aku
geiin-dayori学芸員

だより
学芸員
だより
学芸員
だより

「まるごと太宰府歴史展2017」

11月4日（土）は収蔵庫燻蒸（ガス消毒）
のため、臨時休館いたします。

くんじょう燻蒸臨時休館のお知らせ

11月9日（木）
10:00～12:00

池尻愛（カラーアナリスト）
12人
子育て中の保護者
1,500円
10月26日（木）必着

デモンストレーション
「おいなりさんの串団子」付き

文化ふれあい館 〒818-0132 太宰府市国分四丁目9番1号
http://dazaifu-bunka.or.jp

TEL（928）0800申込先

〈イベント情報〉

日　時
講　師
定　員
受講料
材料費
締　切

日　時

講　師
定　員
受講料
材料費
締　切

11月25日（土）10:00～13:00
クルリマイコ（飾り巻き寿司インストラクター）
小学生とその保護者10組
1,500円
1,500円
11月11日（土）必着

　ドキドキワクワク楽しいクリスマス！今年は和風のクリスマスレシピ
にしてみませんか。家族みんなが笑顔になれる、サンタクロースの飾り
巻きに挑戦！

託児☆クリスマスに☆親子で飾り巻き♪

期　日

講　師
定　員
受講料
教材費
締　切

12月2日・16日土曜日（全2回）　
10:00～16:00（休憩含む）

宇津原知世美（国際中医師）
8人
23,000円
2,000円（テキスト、認定料込）
11月3日（金・祝）必着

　季節と身体の関わりなど、繋がりとして考える中国医学を基に、
食養生として薬膳があります。薬膳の成り立ちから応用、ハイレベ
ルな中医の基礎を2日間で学びます。

託児中医薬膳アドバイザー（入門）講座

　フルスは、ひょうたん型のかわいいかたちをした中
国の民族楽器です。のんびりした優しく温かな音色は、
聴く人を心地よく癒してくれます。

中国民族楽器『フルス』演奏会

平成30年は、大宰府史跡の発掘調査が始まって50年の
節目となります。この時を迎えるにあたって、調査開始以後
の大宰府研究のあゆみを振り返ります。
日　時
演　題

講　師
定　員
受講料
締　切

11月26日（日）13:30～15:30
古代大宰府研究史
～昭和43年以降～

重松敏彦（太宰府市公文書館）
50人
200円
11月12日（日）必着

日　時

演　奏
曲　目

10月14日（土）　
14:00～15:00

大牟田フルス協会
茉莉花、少年時代、ちいさな世界　ほか

心を伝える 字手紙
　筆を持つのが初めての方でもいろんなバージョンの年賀
状が楽しめます。手書きの文字をきれいに書きたいと思って
る方、字手紙の年賀状から始めませんか。

日　時

講　師
定　員
受講料
材料費
締　切

11月28日(火) 10:00～12:00

中村恵理子(さわらび会公認字手紙指導員)
20人 
1,000円
200円
11月14日（火）必着

手作りこんにゃく
　こんにゃくの原料となる芋を使って、手作りこんにゃくに
挑戦します。ごま・ゆず・青のり風味のできたてこんにゃくを
生姜醤油、酢味噌などで試食します。

日　時

講　師　
定　員
受講料
材料費
締　切

11月16日（木）10:00～12:00

久保田克代
20人
1,000円
500円
11月2日（木）必着

「自分印」を作ろう
　文字や枠を自由にデザインし、自分だけの印（いん）を作っ
てみましょう。印鑑の歴史についても紹介します。

日　時

講　師
対　象
定　員
受講料
材料費
締　切

12月2日（土）10：00～12：00

長谷部真弓（文化ふれあい館）
小学生　　　
10人
500円
500円
11月18日（土）必着

しげ まつとし ひこ

入場無料

〒818-0102 太宰府市白川2番2号
 http://dazaifu-ruminas.jp/

TEL（925）5404申込先
←H.Pからも申込可男女共同参画推進センタールミナス

第1回太宰府の専門職員が語る
太宰府学講座

く    ぼ   た  かつ  よ

なか むら え   り    こ

は   せ   べ   ま  ゆみ

手作りソーセージ
　スタファーを使い、ソーセージ作りに挑戦します。出来上がっ
たソーセージはボイルし、ホットドッグにして試食します。

日　時

講　師
定　員
受講料
材料費
締　切

12月7日(木) 10:00～13:00

西原礼二
20人
1,000円
1,000円
11月23日（木・祝）必着

にしはられい  じ

まるごと太宰府歴史展2017
開催中

　現在の太宰府市がどのように形づくられてき
たのか、地域の歴史を、原始古代から近現代ま
で通史でまるごと紹介しています。

【プロフィール】
　フルスは中国雲南省の一部の少数民族の民族楽器でした
が、その音色の良さから、今では中国を代表する民族楽器にな
りました。大牟田フルス協会は、人気のフルスを日本で初めて
取り入れ、普及活動をしている団体です。4つのグループで構
成し、それぞれが施設の慰問などをしています。中国では、中国
民歌（民謡のようなもの）を中心に独奏または大勢で斉奏で吹
かれていますが、私たちは一般の音楽を異なる音域のフルス
を使い、4部合奏として演奏して
いるので、世界でただ一つのフル
ス合奏団ともいえます。大好評の
フルスによるいやしのひととき
を、ぜひお楽しみください。

【プロフィール】
　フルスは中国雲南省の一部の少数民族の民族楽器でした
が、その音色の良さから、今では中国を代表する民族楽器にな
りました。大牟田フルス協会は、人気のフルスを日本で初めて
取り入れ、普及活動をしている団体です。4つのグループで構
成し、それぞれが施設の慰問などをしています。中国では、中国
民歌（民謡のようなもの）を中心に独奏または大勢で斉奏で吹
かれていますが、私たちは一般の音楽を異なる音域のフルス
を使い、4部合奏として演奏して
いるので、世界でただ一つのフル
ス合奏団ともいえます。大好評の
フルスによるいやしのひととき
を、ぜひお楽しみください。

会期11月3日（金・祝）まで 9：00～17：00

ちょ古旅♪太宰府パネル展

☆手作り酵素の基本
●酵素クリームチーズ（キウイとレモン）
●スモークベーコンとチキン
●フォカッチャバンズ
●かぼちゃのポタージュ

11月8日（水）10：00～13：00

舩越舞（発酵研究家）
20人
1,000円
1,200円（持ち帰り用含む）
10月21日（土）必着

　「まだ、ベーコン買っていますか？」家庭で簡単に出来て安心安
全な無添加のベーコンとクリームチーズを美味しく作るレシピを
習得！また併せて、若返り呼吸法などの健康法も学びます。

託児
～ ベ ー コン ＆ クリー ム チ ー ズ ～ 　 　 　

手作り酵素生活！【秋編】

ふなこし まい

日　時

講　師
定　員
受講料
材料費
締　切

11月15日（水）10:00～13:00

安淳花（韓国料理アドバイザー）
20人
1,000円
1,000円
10月27日（金）必着

　日本の風土にあった、旬の白菜キムチ作りと麹菌の働きで美
容と健康に良い、韓国家庭料理のレシピと共に、韓国文化にも
親しみます。

託児キムチ作りとヘルシー菌活韓国家庭料理

日　時

講　師
定　員
対　象
受講料
締　切

　私たちは、たくさんの色に囲まれて生活しています。
生まれた時から人の心の働きに影響を与えている色。
色は、言葉と同じです。その色を味方につけ、子育てに活かしなが
ら、楽しく生活しませんか。

託児子育てが楽しくなる♪色彩心理講座

日　時

定　員
受講料
締　切

11月2日～12月7日　毎週木曜日（全5回）
9：30～13：00　※11月23日は休講
※初日は9：15～13：15
12人
15,000円　
10月14日（土）必着

～ 家 庭 や ボ ラ ン ティア に 役 立 てる ～

実践介護認定資格講座

〈見本展示中〉

クラフトテープでかご作り
　古くから行われてきた「かご作り」について学びながら、ク
ラフトテープを使って小物を入れるかごを編み上げます。

日　時

講　師
定　員
受講料
材料費
締　切

11月30日（木）9:30～12:30

髙松麻美（文化ふれあい館）
10人
800円
200円
11月16日（木）必着

たかまつあさ み

〈見本展示中〉

平成30年度　文化ふれあい館

◆定期利用団体の資格 （※「利用基準」より抜粋）

◆受付期間　10月1日（日）～10月20日（金）

定期利用団体を募集定期利用団体を募集

（1）構成員が5人以上とし、毎回の出席が3分の2以上にな
るように努める。

（2）当館の設置目的に沿った団体であること。
（3）利益及び営業を目的にしないこと。
（4）個人の教室（名称も含む）、又は私物化した団体でない

こと。
（5）構成員は原則として市内在住者・在勤者であること。
（6）使用する曜日・時間・会場が年間を通して一定であり、

月1回以上の利用実績が1年以上あること。（10月1日
現在）

（7）当館の行事に参加協力できること。

おお  む    た きょうかい

※お預かりした個人情報は、ほかの目的には使用いたしません。

全講座の申込方法
各講座については下記の方法で申し込んでください。

　往復ハガキに住所・氏名（ふりがな）・年齢・電話番号・
教室名または講座名（コース・クラス名）、託児の有無を
記入し、それぞれの施設へ申し込んでください。直接窓口
で申し込む時は官製ハガキ1枚を持参して、申込書に記
入してください。いきいき情報センター・文化ふれあい
館・ルミナスは、ホームページからも申し込みできます。
（太宰府市以外の人も受講可）

●申込多数の場合は抽選となります。
●応募ハガキは1講座につき、一人1枚でお願いします。
●全日程受講可能な人に限り申し込んでください。
●納められた受講料、教材費については受講の有無にか
かわらず還付できません。

●受講者数が一定に満たない場合、開催を中止することが
あります。

このマークのついた講座は託児があります。
託児の対象は満2歳（講座開講日の時点）から
就学前までです。

託児

※親子で参加できる講座を除きお子さま同伴での受講は
　ご遠慮願います。

①中医学の基本理論　　②中医薬膳学について　　
③季節の薬膳　　　　　④五臓の捉え方と薬膳　
⑤体質と薬膳 （気虚、陽虚、血虚、陰虚、血瘀、痰湿、気滞）
※認定書を授与します。

〈内　容〉〈内　容〉

平成30年度　男女共同参画推進センタールミナス

◆定期利用団体の資格 （※「利用基準」より抜粋）

◆受付期間　10月１日（日）～10月21日（土）

定期利用団体を募集定期利用団体を募集

※用紙配布開始は、9月6日（水）～

※現在承認されている団体も再度申し込みが必要です。また、
お手数ですが、申請をご希望されない場合は、書類を窓口ま
でご返却ください。

⑴構成員が原則として10人以上とし、毎回の出席者数が3分の
2以上になるように努める。

⑵当館の設置目的に沿った団体であること。
⑶利益及び営業を目的にしていないこと。
⑷個人の教室、又は私物化した団体でないこと。
⑸構成員は原則として市内在住・在勤者であること。
　但し、管理者が認めたときは、その他の者でも利用すること
ができる。

⑹各団体の会費については、上限を一人月額5,000円とする。
⑺使用する曜日・時間が年間を通して一定であり、月１回以上
【１回の利用は3時間以内】
　の利用実績が１年以上あること（10月１日現在）
⑻当館または市の行事に必ず参加協力できること。
　（※男女共同参画セミナーやフェスタなど。）

いけじりめぐみ
11月11日（土）10:00～13:00

古賀美里（フードコーディネーター）
男性
16人
1,000円
1,000円
10月22日（日）必着

日　時

講　師
対　象
定　員
受講料
材料費
締　切

　寒い季節に、身も心も温まる肉まんを生地の発酵から中の餡ま
で、手作りに挑戦！料理初心者の男性、大歓迎！

託児
～ お と う 飯 の こ だ わ り 料 理 ～

あったか肉まんと中華スープ

こ    が    み  さと

う　つ　はら ち    よ    み

あん すん ふぁ

日　時

講　師
定　員
受講料
材料費
締　切

11月17日（金）10:00～12:00

山岸厚子（アロマ風水認定ティーチャーほか）
10人
1,500円
500円（テキスト代ほか）
11月3日（金・祝）必着

　風（空気）と水の通り道を調整する環境学（古代中国の陰陽五行
説）と香りで空気を浄化する西洋アロマの融合により、外側の環境
調整のほか、内側の心理面、精神面に働きかける自己啓発セミナー。

託児

託児

～ 自 分 を 見 つ め て 家 族 を 見 守 る ～

アロマ風水＊ミニ講座

やま ぎしあつ  こ

メ
ニ
ュ
ー

●肉まん
●中華スープ

メ
ニ
ュ
ー

●白菜キムチ
●チョングッチャン（清麹醤）
●チーズ入り海鮮チヂミ

メ
ニ
ュ
ー

こんな人にオススメです。
★自信をつけて自分のやりたい事を
　始めてみたい人
★不安を解消し、思い通りに気持ちを
　コントロールできるようになりたい。
★アロマセラピスト、カウンセラー、
　コーチング、ヒーラー講師などの
　スキルアップに！

※詳細は、ホームページまたはチラシをご覧ください。

延期募集

　現在開催中の「まるごと太宰府歴史展」
は、平成24年より毎年同時期に行っている
展覧会で、太宰府の歴史を時代の流れに

そって紹介しています。毎回、その年の話題を
取り上げた「トピック展示」のコーナーを設けており、今年
は、市の新指定文化財と、生誕200年を迎えた漢学者・中村
徳山とその教え子である哲学者・井上哲次郎関連の資料
を展示しています。（徳山や哲次郎の人物紹介は、館ホーム
ページでも触れています）
　そのほか、江戸時代に平戸藩（長崎県）の藩士が記した
紀行文で、道中の記述から当時の太宰府の様子がうかが
える「宇佐詣記」や、今年が没後30年となる彫刻家・冨永朝
堂作品など、今回初めて展示する資料も複数点あり、過去
に展覧会を観覧された方もお楽しみいただけるよう構成
しています。
　これら以外にも、歴史の一場面をイメージしたイラストパ
ネルや、文字を大きくリニューアルした解説パネルなどが皆
さまのご来館をお待ちしています。ぜひお越しください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　学芸員　髙松麻美

男女共同参画推進センタールミナスでは、年間を通して自主
的に学習・活動される団体・グループを募集します。来年度、（平成
30年4月～翌年3月まで）の1年間、一般利用の予約受付開始日
より前に施設利用の予約が可能です。
定期利用を希望される団体は登録申請書を当館窓口で配布し

ます。詳しくは、男女共同参画推進センタールミナスに問い合わ
せください。

　文化ふれあい館では、年間を通して自主的に活動さ
れる団体（グループ・サークル）を募集します。来年度、（平
成30年4月～翌年3月まで）の1年間、一般利用の予約受付開
始日より前に施設利用の予約が可能です。定期利用を希望
される団体は、当館受付で登録申請書一式を配布しま
すので、受付期間に申し込みください。
※現在承認されている団体もこの期間に再度申し込み
が必要です。

入場無料

　水城跡から太宰府天満宮までをつなぐ「歴史の散歩道」
に沿った史跡や周辺スポットを紹介♪　
　文化ふれあい館から歴史めぐりに出発しよう！



今年も開催！

gakugeiin-dayori ga
ku

ge
iin
-d
ay
or
i g

aku
geiin-dayori学芸員

だより
学芸員
だより
学芸員
だより

「まるごと太宰府歴史展2017」

11月4日（土）は収蔵庫燻蒸（ガス消毒）
のため、臨時休館いたします。

くんじょう燻蒸臨時休館のお知らせ

11月9日（木）
10:00～12:00

池尻愛（カラーアナリスト）
12人
子育て中の保護者
1,500円
10月26日（木）必着

デモンストレーション
「おいなりさんの串団子」付き

文化ふれあい館 〒818-0132 太宰府市国分四丁目9番1号
http://dazaifu-bunka.or.jp

TEL（928）0800申込先

〈イベント情報〉

日　時
講　師
定　員
受講料
材料費
締　切

日　時

講　師
定　員
受講料
材料費
締　切

11月25日（土）10:00～13:00
クルリマイコ（飾り巻き寿司インストラクター）
小学生とその保護者10組
1,500円
1,500円
11月11日（土）必着

　ドキドキワクワク楽しいクリスマス！今年は和風のクリスマスレシピ
にしてみませんか。家族みんなが笑顔になれる、サンタクロースの飾り
巻きに挑戦！

託児☆クリスマスに☆親子で飾り巻き♪

期　日

講　師
定　員
受講料
教材費
締　切

12月2日・16日土曜日（全2回）　
10:00～16:00（休憩含む）

宇津原知世美（国際中医師）
8人
23,000円
2,000円（テキスト、認定料込）
11月3日（金・祝）必着

　季節と身体の関わりなど、繋がりとして考える中国医学を基に、
食養生として薬膳があります。薬膳の成り立ちから応用、ハイレベ
ルな中医の基礎を2日間で学びます。

託児中医薬膳アドバイザー（入門）講座

　フルスは、ひょうたん型のかわいいかたちをした中
国の民族楽器です。のんびりした優しく温かな音色は、
聴く人を心地よく癒してくれます。

中国民族楽器『フルス』演奏会

平成30年は、大宰府史跡の発掘調査が始まって50年の
節目となります。この時を迎えるにあたって、調査開始以後
の大宰府研究のあゆみを振り返ります。
日　時
演　題

講　師
定　員
受講料
締　切

11月26日（日）13:30～15:30
古代大宰府研究史
～昭和43年以降～

重松敏彦（太宰府市公文書館）
50人
200円
11月12日（日）必着

日　時

演　奏
曲　目

10月14日（土）　
14:00～15:00

大牟田フルス協会
茉莉花、少年時代、ちいさな世界　ほか

心を伝える 字手紙
　筆を持つのが初めての方でもいろんなバージョンの年賀
状が楽しめます。手書きの文字をきれいに書きたいと思って
る方、字手紙の年賀状から始めませんか。

日　時

講　師
定　員
受講料
材料費
締　切

11月28日(火) 10:00～12:00

中村恵理子(さわらび会公認字手紙指導員)
20人 
1,000円
200円
11月14日（火）必着

手作りこんにゃく
　こんにゃくの原料となる芋を使って、手作りこんにゃくに
挑戦します。ごま・ゆず・青のり風味のできたてこんにゃくを
生姜醤油、酢味噌などで試食します。

日　時

講　師　
定　員
受講料
材料費
締　切

11月16日（木）10:00～12:00

久保田克代
20人
1,000円
500円
11月2日（木）必着

「自分印」を作ろう
　文字や枠を自由にデザインし、自分だけの印（いん）を作っ
てみましょう。印鑑の歴史についても紹介します。

日　時

講　師
対　象
定　員
受講料
材料費
締　切

12月2日（土）10：00～12：00

長谷部真弓（文化ふれあい館）
小学生　　　
10人
500円
500円
11月18日（土）必着

しげ まつとし ひこ

入場無料

〒818-0102 太宰府市白川2番2号
 http://dazaifu-ruminas.jp/

TEL（925）5404申込先
←H.Pからも申込可男女共同参画推進センタールミナス

第1回太宰府の専門職員が語る
太宰府学講座

く    ぼ   た  かつ  よ

なか むら え   り    こ

は   せ   べ   ま  ゆみ

手作りソーセージ
　スタファーを使い、ソーセージ作りに挑戦します。出来上がっ
たソーセージはボイルし、ホットドッグにして試食します。

日　時

講　師
定　員
受講料
材料費
締　切

12月7日(木) 10:00～13:00

西原礼二
20人
1,000円
1,000円
11月23日（木・祝）必着

にしはられい  じ

まるごと太宰府歴史展2017
開催中

　現在の太宰府市がどのように形づくられてき
たのか、地域の歴史を、原始古代から近現代ま
で通史でまるごと紹介しています。

【プロフィール】
　フルスは中国雲南省の一部の少数民族の民族楽器でした
が、その音色の良さから、今では中国を代表する民族楽器にな
りました。大牟田フルス協会は、人気のフルスを日本で初めて
取り入れ、普及活動をしている団体です。4つのグループで構
成し、それぞれが施設の慰問などをしています。中国では、中国
民歌（民謡のようなもの）を中心に独奏または大勢で斉奏で吹
かれていますが、私たちは一般の音楽を異なる音域のフルス
を使い、4部合奏として演奏して
いるので、世界でただ一つのフル
ス合奏団ともいえます。大好評の
フルスによるいやしのひととき
を、ぜひお楽しみください。

【プロフィール】
　フルスは中国雲南省の一部の少数民族の民族楽器でした
が、その音色の良さから、今では中国を代表する民族楽器にな
りました。大牟田フルス協会は、人気のフルスを日本で初めて
取り入れ、普及活動をしている団体です。4つのグループで構
成し、それぞれが施設の慰問などをしています。中国では、中国
民歌（民謡のようなもの）を中心に独奏または大勢で斉奏で吹
かれていますが、私たちは一般の音楽を異なる音域のフルス
を使い、4部合奏として演奏して
いるので、世界でただ一つのフル
ス合奏団ともいえます。大好評の
フルスによるいやしのひととき
を、ぜひお楽しみください。

会期11月3日（金・祝）まで 9：00～17：00

ちょ古旅♪太宰府パネル展

☆手作り酵素の基本
●酵素クリームチーズ（キウイとレモン）
●スモークベーコンとチキン
●フォカッチャバンズ
●かぼちゃのポタージュ

11月8日（水）10：00～13：00

舩越舞（発酵研究家）
20人
1,000円
1,200円（持ち帰り用含む）
10月21日（土）必着

　「まだ、ベーコン買っていますか？」家庭で簡単に出来て安心安
全な無添加のベーコンとクリームチーズを美味しく作るレシピを
習得！また併せて、若返り呼吸法などの健康法も学びます。

託児
～ ベ ー コン ＆ クリー ム チ ー ズ ～ 　 　 　

手作り酵素生活！【秋編】

ふなこし まい

日　時

講　師
定　員
受講料
材料費
締　切

11月15日（水）10:00～13:00

安淳花（韓国料理アドバイザー）
20人
1,000円
1,000円
10月27日（金）必着

　日本の風土にあった、旬の白菜キムチ作りと麹菌の働きで美
容と健康に良い、韓国家庭料理のレシピと共に、韓国文化にも
親しみます。

託児キムチ作りとヘルシー菌活韓国家庭料理

日　時

講　師
定　員
対　象
受講料
締　切

　私たちは、たくさんの色に囲まれて生活しています。
生まれた時から人の心の働きに影響を与えている色。
色は、言葉と同じです。その色を味方につけ、子育てに活かしなが
ら、楽しく生活しませんか。

託児子育てが楽しくなる♪色彩心理講座

日　時

定　員
受講料
締　切

11月2日～12月7日　毎週木曜日（全5回）
9：30～13：00　※11月23日は休講
※初日は9：15～13：15
12人
15,000円　
10月14日（土）必着

～ 家 庭 や ボ ラ ン ティア に 役 立 てる ～

実践介護認定資格講座

〈見本展示中〉

クラフトテープでかご作り
　古くから行われてきた「かご作り」について学びながら、ク
ラフトテープを使って小物を入れるかごを編み上げます。

日　時

講　師
定　員
受講料
材料費
締　切

11月30日（木）9:30～12:30

髙松麻美（文化ふれあい館）
10人
800円
200円
11月16日（木）必着

たかまつあさ み

〈見本展示中〉

平成30年度　文化ふれあい館

◆定期利用団体の資格 （※「利用基準」より抜粋）

◆受付期間　10月1日（日）～10月20日（金）

定期利用団体を募集定期利用団体を募集

（1）構成員が5人以上とし、毎回の出席が3分の2以上にな
るように努める。

（2）当館の設置目的に沿った団体であること。
（3）利益及び営業を目的にしないこと。
（4）個人の教室（名称も含む）、又は私物化した団体でない

こと。
（5）構成員は原則として市内在住者・在勤者であること。
（6）使用する曜日・時間・会場が年間を通して一定であり、

月1回以上の利用実績が1年以上あること。（10月1日
現在）

（7）当館の行事に参加協力できること。

おお  む    た きょうかい

※お預かりした個人情報は、ほかの目的には使用いたしません。

全講座の申込方法
各講座については下記の方法で申し込んでください。

　往復ハガキに住所・氏名（ふりがな）・年齢・電話番号・
教室名または講座名（コース・クラス名）、託児の有無を
記入し、それぞれの施設へ申し込んでください。直接窓口
で申し込む時は官製ハガキ1枚を持参して、申込書に記
入してください。いきいき情報センター・文化ふれあい
館・ルミナスは、ホームページからも申し込みできます。
（太宰府市以外の人も受講可）

●申込多数の場合は抽選となります。
●応募ハガキは1講座につき、一人1枚でお願いします。
●全日程受講可能な人に限り申し込んでください。
●納められた受講料、教材費については受講の有無にか
かわらず還付できません。

●受講者数が一定に満たない場合、開催を中止することが
あります。

このマークのついた講座は託児があります。
託児の対象は満2歳（講座開講日の時点）から
就学前までです。

託児

※親子で参加できる講座を除きお子さま同伴での受講は
　ご遠慮願います。

①中医学の基本理論　　②中医薬膳学について　　
③季節の薬膳　　　　　④五臓の捉え方と薬膳　
⑤体質と薬膳 （気虚、陽虚、血虚、陰虚、血瘀、痰湿、気滞）
※認定書を授与します。

〈内　容〉〈内　容〉

平成30年度　男女共同参画推進センタールミナス

◆定期利用団体の資格 （※「利用基準」より抜粋）

◆受付期間　10月１日（日）～10月21日（土）

定期利用団体を募集定期利用団体を募集

※用紙配布開始は、9月6日（水）～

※現在承認されている団体も再度申し込みが必要です。また、
お手数ですが、申請をご希望されない場合は、書類を窓口ま
でご返却ください。

⑴構成員が原則として10人以上とし、毎回の出席者数が3分の
2以上になるように努める。

⑵当館の設置目的に沿った団体であること。
⑶利益及び営業を目的にしていないこと。
⑷個人の教室、又は私物化した団体でないこと。
⑸構成員は原則として市内在住・在勤者であること。
　但し、管理者が認めたときは、その他の者でも利用すること
ができる。

⑹各団体の会費については、上限を一人月額5,000円とする。
⑺使用する曜日・時間が年間を通して一定であり、月１回以上
【１回の利用は3時間以内】
　の利用実績が１年以上あること（10月１日現在）
⑻当館または市の行事に必ず参加協力できること。
　（※男女共同参画セミナーやフェスタなど。）

いけじりめぐみ
11月11日（土）10:00～13:00

古賀美里（フードコーディネーター）
男性
16人
1,000円
1,000円
10月22日（日）必着

日　時

講　師
対　象
定　員
受講料
材料費
締　切

　寒い季節に、身も心も温まる肉まんを生地の発酵から中の餡ま
で、手作りに挑戦！料理初心者の男性、大歓迎！

託児
～ お と う 飯 の こ だ わ り 料 理 ～

あったか肉まんと中華スープ

こ    が    み  さと

う　つ　はら ち    よ    み

あん すん ふぁ

日　時

講　師
定　員
受講料
材料費
締　切

11月17日（金）10:00～12:00

山岸厚子（アロマ風水認定ティーチャーほか）
10人
1,500円
500円（テキスト代ほか）
11月3日（金・祝）必着

　風（空気）と水の通り道を調整する環境学（古代中国の陰陽五行
説）と香りで空気を浄化する西洋アロマの融合により、外側の環境
調整のほか、内側の心理面、精神面に働きかける自己啓発セミナー。

託児

託児

～ 自 分 を 見 つ め て 家 族 を 見 守 る ～

アロマ風水＊ミニ講座

やま ぎしあつ  こ

メ
ニ
ュ
ー

●肉まん
●中華スープ

メ
ニ
ュ
ー

●白菜キムチ
●チョングッチャン（清麹醤）
●チーズ入り海鮮チヂミ

メ
ニ
ュ
ー

こんな人にオススメです。
★自信をつけて自分のやりたい事を
　始めてみたい人
★不安を解消し、思い通りに気持ちを
　コントロールできるようになりたい。
★アロマセラピスト、カウンセラー、
　コーチング、ヒーラー講師などの
　スキルアップに！

※詳細は、ホームページまたはチラシをご覧ください。

延期募集

　現在開催中の「まるごと太宰府歴史展」
は、平成24年より毎年同時期に行っている
展覧会で、太宰府の歴史を時代の流れに

そって紹介しています。毎回、その年の話題を
取り上げた「トピック展示」のコーナーを設けており、今年
は、市の新指定文化財と、生誕200年を迎えた漢学者・中村
徳山とその教え子である哲学者・井上哲次郎関連の資料
を展示しています。（徳山や哲次郎の人物紹介は、館ホーム
ページでも触れています）
　そのほか、江戸時代に平戸藩（長崎県）の藩士が記した
紀行文で、道中の記述から当時の太宰府の様子がうかが
える「宇佐詣記」や、今年が没後30年となる彫刻家・冨永朝
堂作品など、今回初めて展示する資料も複数点あり、過去
に展覧会を観覧された方もお楽しみいただけるよう構成
しています。
　これら以外にも、歴史の一場面をイメージしたイラストパ
ネルや、文字を大きくリニューアルした解説パネルなどが皆
さまのご来館をお待ちしています。ぜひお越しください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　学芸員　髙松麻美

男女共同参画推進センタールミナスでは、年間を通して自主
的に学習・活動される団体・グループを募集します。来年度、（平成
30年4月～翌年3月まで）の1年間、一般利用の予約受付開始日
より前に施設利用の予約が可能です。
定期利用を希望される団体は登録申請書を当館窓口で配布し

ます。詳しくは、男女共同参画推進センタールミナスに問い合わ
せください。

　文化ふれあい館では、年間を通して自主的に活動さ
れる団体（グループ・サークル）を募集します。来年度、（平
成30年4月～翌年3月まで）の1年間、一般利用の予約受付開
始日より前に施設利用の予約が可能です。定期利用を希望
される団体は、当館受付で登録申請書一式を配布しま
すので、受付期間に申し込みください。
※現在承認されている団体もこの期間に再度申し込み
が必要です。

入場無料

　水城跡から太宰府天満宮までをつなぐ「歴史の散歩道」
に沿った史跡や周辺スポットを紹介♪　
　文化ふれあい館から歴史めぐりに出発しよう！



今年も開催！

gakugeiin-dayori ga
ku

ge
iin
-d
ay
or
i g

aku
geiin-dayori学芸員

だより
学芸員
だより
学芸員
だより

「まるごと太宰府歴史展2017」

11月4日（土）は収蔵庫燻蒸（ガス消毒）
のため、臨時休館いたします。

くんじょう燻蒸臨時休館のお知らせ

11月9日（木）
10:00～12:00

池尻愛（カラーアナリスト）
12人
子育て中の保護者
1,500円
10月26日（木）必着

デモンストレーション
「おいなりさんの串団子」付き

文化ふれあい館 〒818-0132 太宰府市国分四丁目9番1号
http://dazaifu-bunka.or.jp

TEL（928）0800申込先

〈イベント情報〉

日　時
講　師
定　員
受講料
材料費
締　切

日　時

講　師
定　員
受講料
材料費
締　切

11月25日（土）10:00～13:00
クルリマイコ（飾り巻き寿司インストラクター）
小学生とその保護者10組
1,500円
1,500円
11月11日（土）必着

　ドキドキワクワク楽しいクリスマス！今年は和風のクリスマスレシピ
にしてみませんか。家族みんなが笑顔になれる、サンタクロースの飾り
巻きに挑戦！

託児☆クリスマスに☆親子で飾り巻き♪

期　日

講　師
定　員
受講料
教材費
締　切

12月2日・16日土曜日（全2回）　
10:00～16:00（休憩含む）

宇津原知世美（国際中医師）
8人
23,000円
2,000円（テキスト、認定料込）
11月3日（金・祝）必着

　季節と身体の関わりなど、繋がりとして考える中国医学を基に、
食養生として薬膳があります。薬膳の成り立ちから応用、ハイレベ
ルな中医の基礎を2日間で学びます。

託児中医薬膳アドバイザー（入門）講座

　フルスは、ひょうたん型のかわいいかたちをした中
国の民族楽器です。のんびりした優しく温かな音色は、
聴く人を心地よく癒してくれます。

中国民族楽器『フルス』演奏会

平成30年は、大宰府史跡の発掘調査が始まって50年の
節目となります。この時を迎えるにあたって、調査開始以後
の大宰府研究のあゆみを振り返ります。
日　時
演　題

講　師
定　員
受講料
締　切

11月26日（日）13:30～15:30
古代大宰府研究史
～昭和43年以降～

重松敏彦（太宰府市公文書館）
50人
200円
11月12日（日）必着

日　時

演　奏
曲　目

10月14日（土）　
14:00～15:00

大牟田フルス協会
茉莉花、少年時代、ちいさな世界　ほか

心を伝える 字手紙
　筆を持つのが初めての方でもいろんなバージョンの年賀
状が楽しめます。手書きの文字をきれいに書きたいと思って
る方、字手紙の年賀状から始めませんか。

日　時

講　師
定　員
受講料
材料費
締　切

11月28日(火) 10:00～12:00

中村恵理子(さわらび会公認字手紙指導員)
20人 
1,000円
200円
11月14日（火）必着

手作りこんにゃく
　こんにゃくの原料となる芋を使って、手作りこんにゃくに
挑戦します。ごま・ゆず・青のり風味のできたてこんにゃくを
生姜醤油、酢味噌などで試食します。

日　時

講　師　
定　員
受講料
材料費
締　切

11月16日（木）10:00～12:00

久保田克代
20人
1,000円
500円
11月2日（木）必着

「自分印」を作ろう
　文字や枠を自由にデザインし、自分だけの印（いん）を作っ
てみましょう。印鑑の歴史についても紹介します。

日　時

講　師
対　象
定　員
受講料
材料費
締　切

12月2日（土）10：00～12：00

長谷部真弓（文化ふれあい館）
小学生　　　
10人
500円
500円
11月18日（土）必着

しげ まつとし ひこ

入場無料

〒818-0102 太宰府市白川2番2号
 http://dazaifu-ruminas.jp/

TEL（925）5404申込先
←H.Pからも申込可男女共同参画推進センタールミナス

第1回太宰府の専門職員が語る
太宰府学講座

く    ぼ   た  かつ  よ

なか むら え   り    こ

は   せ   べ   ま  ゆみ

手作りソーセージ
　スタファーを使い、ソーセージ作りに挑戦します。出来上がっ
たソーセージはボイルし、ホットドッグにして試食します。

日　時

講　師
定　員
受講料
材料費
締　切

12月7日(木) 10:00～13:00

西原礼二
20人
1,000円
1,000円
11月23日（木・祝）必着

にしはられい  じ

まるごと太宰府歴史展2017
開催中

　現在の太宰府市がどのように形づくられてき
たのか、地域の歴史を、原始古代から近現代ま
で通史でまるごと紹介しています。

【プロフィール】
　フルスは中国雲南省の一部の少数民族の民族楽器でした
が、その音色の良さから、今では中国を代表する民族楽器にな
りました。大牟田フルス協会は、人気のフルスを日本で初めて
取り入れ、普及活動をしている団体です。4つのグループで構
成し、それぞれが施設の慰問などをしています。中国では、中国
民歌（民謡のようなもの）を中心に独奏または大勢で斉奏で吹
かれていますが、私たちは一般の音楽を異なる音域のフルス
を使い、4部合奏として演奏して
いるので、世界でただ一つのフル
ス合奏団ともいえます。大好評の
フルスによるいやしのひととき
を、ぜひお楽しみください。

【プロフィール】
　フルスは中国雲南省の一部の少数民族の民族楽器でした
が、その音色の良さから、今では中国を代表する民族楽器にな
りました。大牟田フルス協会は、人気のフルスを日本で初めて
取り入れ、普及活動をしている団体です。4つのグループで構
成し、それぞれが施設の慰問などをしています。中国では、中国
民歌（民謡のようなもの）を中心に独奏または大勢で斉奏で吹
かれていますが、私たちは一般の音楽を異なる音域のフルス
を使い、4部合奏として演奏して
いるので、世界でただ一つのフル
ス合奏団ともいえます。大好評の
フルスによるいやしのひととき
を、ぜひお楽しみください。

会期11月3日（金・祝）まで 9：00～17：00

ちょ古旅♪太宰府パネル展

☆手作り酵素の基本
●酵素クリームチーズ（キウイとレモン）
●スモークベーコンとチキン
●フォカッチャバンズ
●かぼちゃのポタージュ

11月8日（水）10：00～13：00

舩越舞（発酵研究家）
20人
1,000円
1,200円（持ち帰り用含む）
10月21日（土）必着

　「まだ、ベーコン買っていますか？」家庭で簡単に出来て安心安
全な無添加のベーコンとクリームチーズを美味しく作るレシピを
習得！また併せて、若返り呼吸法などの健康法も学びます。

託児
～ ベ ー コン ＆ クリー ム チ ー ズ ～ 　 　 　

手作り酵素生活！【秋編】

ふなこし まい

日　時

講　師
定　員
受講料
材料費
締　切

11月15日（水）10:00～13:00

安淳花（韓国料理アドバイザー）
20人
1,000円
1,000円
10月27日（金）必着

　日本の風土にあった、旬の白菜キムチ作りと麹菌の働きで美
容と健康に良い、韓国家庭料理のレシピと共に、韓国文化にも
親しみます。

託児キムチ作りとヘルシー菌活韓国家庭料理

日　時

講　師
定　員
対　象
受講料
締　切

　私たちは、たくさんの色に囲まれて生活しています。
生まれた時から人の心の働きに影響を与えている色。
色は、言葉と同じです。その色を味方につけ、子育てに活かしなが
ら、楽しく生活しませんか。

託児子育てが楽しくなる♪色彩心理講座

日　時

定　員
受講料
締　切

11月2日～12月7日　毎週木曜日（全5回）
9：30～13：00　※11月23日は休講
※初日は9：15～13：15
12人
15,000円　
10月14日（土）必着

～ 家 庭 や ボ ラ ン ティア に 役 立 てる ～

実践介護認定資格講座

〈見本展示中〉

クラフトテープでかご作り
　古くから行われてきた「かご作り」について学びながら、ク
ラフトテープを使って小物を入れるかごを編み上げます。

日　時

講　師
定　員
受講料
材料費
締　切

11月30日（木）9:30～12:30

髙松麻美（文化ふれあい館）
10人
800円
200円
11月16日（木）必着

たかまつあさ み

〈見本展示中〉

平成30年度　文化ふれあい館

◆定期利用団体の資格 （※「利用基準」より抜粋）

◆受付期間　10月1日（日）～10月20日（金）

定期利用団体を募集定期利用団体を募集

（1）構成員が5人以上とし、毎回の出席が3分の2以上にな
るように努める。

（2）当館の設置目的に沿った団体であること。
（3）利益及び営業を目的にしないこと。
（4）個人の教室（名称も含む）、又は私物化した団体でない

こと。
（5）構成員は原則として市内在住者・在勤者であること。
（6）使用する曜日・時間・会場が年間を通して一定であり、

月1回以上の利用実績が1年以上あること。（10月1日
現在）

（7）当館の行事に参加協力できること。

おお  む    た きょうかい

※お預かりした個人情報は、ほかの目的には使用いたしません。

全講座の申込方法
各講座については下記の方法で申し込んでください。

　往復ハガキに住所・氏名（ふりがな）・年齢・電話番号・
教室名または講座名（コース・クラス名）、託児の有無を
記入し、それぞれの施設へ申し込んでください。直接窓口
で申し込む時は官製ハガキ1枚を持参して、申込書に記
入してください。いきいき情報センター・文化ふれあい
館・ルミナスは、ホームページからも申し込みできます。
（太宰府市以外の人も受講可）

●申込多数の場合は抽選となります。
●応募ハガキは1講座につき、一人1枚でお願いします。
●全日程受講可能な人に限り申し込んでください。
●納められた受講料、教材費については受講の有無にか
かわらず還付できません。

●受講者数が一定に満たない場合、開催を中止することが
あります。

このマークのついた講座は託児があります。
託児の対象は満2歳（講座開講日の時点）から
就学前までです。

託児

※親子で参加できる講座を除きお子さま同伴での受講は
　ご遠慮願います。

①中医学の基本理論　　②中医薬膳学について　　
③季節の薬膳　　　　　④五臓の捉え方と薬膳　
⑤体質と薬膳 （気虚、陽虚、血虚、陰虚、血瘀、痰湿、気滞）
※認定書を授与します。

〈内　容〉〈内　容〉

平成30年度　男女共同参画推進センタールミナス

◆定期利用団体の資格 （※「利用基準」より抜粋）

◆受付期間　10月１日（日）～10月21日（土）

定期利用団体を募集定期利用団体を募集

※用紙配布開始は、9月6日（水）～

※現在承認されている団体も再度申し込みが必要です。また、
お手数ですが、申請をご希望されない場合は、書類を窓口ま
でご返却ください。

⑴構成員が原則として10人以上とし、毎回の出席者数が3分の
2以上になるように努める。

⑵当館の設置目的に沿った団体であること。
⑶利益及び営業を目的にしていないこと。
⑷個人の教室、又は私物化した団体でないこと。
⑸構成員は原則として市内在住・在勤者であること。
　但し、管理者が認めたときは、その他の者でも利用すること
ができる。

⑹各団体の会費については、上限を一人月額5,000円とする。
⑺使用する曜日・時間が年間を通して一定であり、月１回以上
【１回の利用は3時間以内】
　の利用実績が１年以上あること（10月１日現在）
⑻当館または市の行事に必ず参加協力できること。
　（※男女共同参画セミナーやフェスタなど。）

いけじりめぐみ
11月11日（土）10:00～13:00

古賀美里（フードコーディネーター）
男性
16人
1,000円
1,000円
10月22日（日）必着

日　時

講　師
対　象
定　員
受講料
材料費
締　切

　寒い季節に、身も心も温まる肉まんを生地の発酵から中の餡ま
で、手作りに挑戦！料理初心者の男性、大歓迎！

託児
～ お と う 飯 の こ だ わ り 料 理 ～

あったか肉まんと中華スープ

こ    が    み  さと

う　つ　はら ち    よ    み

あん すん ふぁ

日　時

講　師
定　員
受講料
材料費
締　切

11月17日（金）10:00～12:00

山岸厚子（アロマ風水認定ティーチャーほか）
10人
1,500円
500円（テキスト代ほか）
11月3日（金・祝）必着

　風（空気）と水の通り道を調整する環境学（古代中国の陰陽五行
説）と香りで空気を浄化する西洋アロマの融合により、外側の環境
調整のほか、内側の心理面、精神面に働きかける自己啓発セミナー。

託児

託児

～ 自 分 を 見 つ め て 家 族 を 見 守 る ～

アロマ風水＊ミニ講座

やま ぎしあつ  こ

メ
ニ
ュ
ー

●肉まん
●中華スープ

メ
ニ
ュ
ー

●白菜キムチ
●チョングッチャン（清麹醤）
●チーズ入り海鮮チヂミ

メ
ニ
ュ
ー

こんな人にオススメです。
★自信をつけて自分のやりたい事を
　始めてみたい人
★不安を解消し、思い通りに気持ちを
　コントロールできるようになりたい。
★アロマセラピスト、カウンセラー、
　コーチング、ヒーラー講師などの
　スキルアップに！

※詳細は、ホームページまたはチラシをご覧ください。

延期募集

　現在開催中の「まるごと太宰府歴史展」
は、平成24年より毎年同時期に行っている
展覧会で、太宰府の歴史を時代の流れに

そって紹介しています。毎回、その年の話題を
取り上げた「トピック展示」のコーナーを設けており、今年
は、市の新指定文化財と、生誕200年を迎えた漢学者・中村
徳山とその教え子である哲学者・井上哲次郎関連の資料
を展示しています。（徳山や哲次郎の人物紹介は、館ホーム
ページでも触れています）
　そのほか、江戸時代に平戸藩（長崎県）の藩士が記した
紀行文で、道中の記述から当時の太宰府の様子がうかが
える「宇佐詣記」や、今年が没後30年となる彫刻家・冨永朝
堂作品など、今回初めて展示する資料も複数点あり、過去
に展覧会を観覧された方もお楽しみいただけるよう構成
しています。
　これら以外にも、歴史の一場面をイメージしたイラストパ
ネルや、文字を大きくリニューアルした解説パネルなどが皆
さまのご来館をお待ちしています。ぜひお越しください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　学芸員　髙松麻美

男女共同参画推進センタールミナスでは、年間を通して自主
的に学習・活動される団体・グループを募集します。来年度、（平成
30年4月～翌年3月まで）の1年間、一般利用の予約受付開始日
より前に施設利用の予約が可能です。
定期利用を希望される団体は登録申請書を当館窓口で配布し

ます。詳しくは、男女共同参画推進センタールミナスに問い合わ
せください。

　文化ふれあい館では、年間を通して自主的に活動さ
れる団体（グループ・サークル）を募集します。来年度、（平
成30年4月～翌年3月まで）の1年間、一般利用の予約受付開
始日より前に施設利用の予約が可能です。定期利用を希望
される団体は、当館受付で登録申請書一式を配布しま
すので、受付期間に申し込みください。
※現在承認されている団体もこの期間に再度申し込み
が必要です。

入場無料

　水城跡から太宰府天満宮までをつなぐ「歴史の散歩道」
に沿った史跡や周辺スポットを紹介♪　
　文化ふれあい館から歴史めぐりに出発しよう！



ミリカローデン那珂川 筑紫郡那珂川町仲2-5-1 TEL（954）2211

問い合わせ TEL928-5000

いきいき情報センター 〒818-0125 太宰府市五条三丁目1番1号
http://www.dazaifu-info.or.jp/

TEL（928）5000申込先

コットンパールのネックレス 託児

コットンパールをチェーンに通し、シンプルで普段使い
にぴったりなネックレスを作ります。希望者は指輪を実費
で追加制作できます。

「おもちゃ病院太宰府」を運営している「おもちゃ病院エフネットグループ」は、
福岡市周辺地域の市町で約30人のボランティアが活動しているグループです。

壊れたり不具合になったおもちゃを修理し、再び遊んでもらいたいと思い活動して
います。子どもたちの笑顔が私たちの最大の喜びであり、生き返ったおもちゃを手にし
て、物を大切にする事を体験してくれる事を願っています。

日　時

講　師
定　員
受講料
材料費
締　切

11月11日（土）
10:30～12:00

岡部すが子
12人
1,000円
1,000円
10月26日（木）必着　

ギャラリーやイベント広場貸出の空き状況は、ホームページでもお知らせしています。

見本展示中

〈作品例〉

顔ヨガ(表情筋エクササイズ) 託児

年齢とともに凝り固まって行く顔の筋肉をほぐし、自然
なリフトアップを促すエクササイズです。普段使っていな
い表情筋をしっかり動かしてみましょう。

日　時

講　師
定　員
受講料
締　切

11月20日（月）　　　　　　　　　　　
13:30～15:00

青柳恵奈（素肌美師）
12人
1,200円
11月6日（月）必着

ゆず胡椒づくり 託児

あったかお鍋にかかせない！我が家のゆず胡椒を作りま
しょう。完熟ゆずを使用し、まろやかな風味です。おまけに
ゆず茶（ジャム）も作ります。

不要になったおもちゃをお譲りください。
使える部品などは分解して、次の修理に使いますのでご協力をお願いします。
私たちの活動は、ゴミの発生の抑制（Reduce）・再利用（Recycle）・再使用
（Reuse）という3R運動にも貢献しています。

日　時

講　師
定　員
受講料
材料費
締　切

11月18日（土）10：00～12：00 

中村千枝
20人
800円　
1,000円
11月4日（土）必着

足もみ＆ウォーキング健康法（秋） 託児

足は健康のためにとても大切な体の一部です。不調のサ
インに気づき、予防・回復のための足もみの方法を学んで、
自分や家族の健康を手に入れましょう。正しい歩き方など
も伝授します。

日　時

講　師

定　員
受講料
締　切
協　賛

11月17・24日 (金)（全2回）
10:00～12:00

藤原亜樹（足反射区療法士、
ウォーキング指導員）
15人
1,500円
11月3日（金・祝）必着
BENESU大野城店

ふじ はら  あ    き

なか むら ち   え

あおやぎ え   な
おか べ こ

けん玉を楽しもう！　 託児

今、再注目のけん玉に触れてみませんか。集中力を高め、
程よい運動量があるのも魅力の一つ。この冬は一人でも、
家族や友達とでも、けん玉を楽しみましょう！貸し出し用
のけん玉もあります。

日　時

講　師
対　象

定　員
受講料
締　切

12月2日（土）10：00～12：00

佐藤十九生（日本けん玉協会 九州支部長 五段）
年中児～一般 
※小学生未満は保護者同伴
30人
500円
11月18日（土）必着

さ とう   と    く    お

ギャザリング～花束のような寄せ植え～ 託児

ギャザリングとは、花束を作るような感覚で季節の花を
寄せ植えする技法です。植えてすぐから花やグリーンの華
やかでボリュームのある姿が楽しめます。

日　時
定　員
受講料
材料費
締　切
協　賛

11月25日（土）10:30～12:30
8人
1,500円
5,000円程度
11月9日（木）必着
アトリエ華もみじ

平成30年度　いきいき情報センター

◆定期利用団体の資格 （※「利用基準」より抜粋）

◆受付期間　10月1日（日）～10月20日（金）

定期利用団体を募集定期利用団体を募集

　いきいき情報センターでは、年間を通して自主的
に活動される団体（グループ・サークル）を募集しま
す。来年度（平成30年4月～翌年3月まで）の1年間、
一般利用の予約受付開始日より前に施設利用の予
約が可能です。定期利用を希望される団体は、当セ
ンター2階総合案内で登録申請書を配布しますの
で、受付期間に申し込みください。
※現在承認されている団体もこの期間に再度申し
込みが必要です。

（1）構成員が10人以上とし、毎回の出席が3分の2以上に
なるように努める。

（2）当センターの設置目的に沿った団体であること。
（3）利益及び営業を目的にしないこと。
（4）個人の教室（名称も含む）、又は私物化した団体でな

いこと。
（5）構成員は原則として市内在住者・在勤者であること。
（6）使用する曜日・時間・会場が年間を通して一定であ

り、月1回以上の利用実績が1年以上あること。（10月
1日現在）

（7）「太宰府市団体情報」に登録しており、毎年更新を
行っていること。

（8）当センターの行事に参加協力できること。

公益財団法人 太宰府市文化スポーツ振興財団

平成29年12月から勤務できる人を募集します。
詳しくは、財団事務局（総務係）までお問い合わせください。

○条　　件　公共施設事業活動経験者
　　　　　　過去に文化スポーツ事業等に携わったことがある者
○提出書類　登録申込書（財団事務局に用意しています）写真添付
　　　　　　ホームページからもダウンロードできます
　　　　　　http://dazaifu-info.or.jp/spo-cul/
○申込受付　財団事務局窓口（土日・祝日を除く9：00～17：00）
○締　　切　10月20日（金）

〈 問い合わせ・書類提出先 〉　(公財)太宰府市文化スポーツ振興財団事務局
　　　　　　　　　　　 　  TEL（920）7070（いきいき情報センター2階）

　

太宰府市五条三丁目1番1号

おもちゃ病院エフネットグループ

おもちゃ病院 太宰府

と き

と こ ろ
診 察 代

：毎月第2土曜日（今月は10月14日）
 13：00～16：00（受付は15：30まで）
：いきいき情報センター 209号室
 1品100円（部品代別途）

※希望するチェーンの色を記入してください。（金・銀）

人員

賃金

1名

150,500円

契約職員募集

Sports & Culture
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公益財団法人 太宰府市文化スポーツ振興財団公益財団法人 太宰府市文化スポーツ振興財団

スポーツ&
　 カルチャー
スポーツ&
　 カルチャー

いきいき情報センター

いきいき情報センター

http://www.dazaifu-info.or.jp/

フロアオープン時間 9：00～21：30
〈市民ギャラリー〉 〈イベント広場〉

SEIKOコレクション

イッキーくん

※最終日17:00まで

※最終日16:00まで

※最終日17:00まで

「筑紫野の風」
写真クラブの展示会

※最終日17:00まで

太宰府と團伊玖磨展　　

姉妹都市・友好都市パネル展

市内の公共施設をご利用の際は、便利な「まほろば号」をご利用下さい。

（公財）太宰府市文化スポーツ振興財団は下記施設の管理・運営を行っています

編集／公益財団法人 太宰府市文化スポーツ振興財団
〒818-0125　太宰府市五条三丁目1番1号
TEL（920）7070　FAX（920）7149

TEL（921）5822
○毎週月曜日（祝日のときは翌平日）休

■梅林アスレチックスポーツ公園

TEL（928）0800　FAX（928）0802
○毎週月曜日（祝日のときは翌平日）休

■文化ふれあい館

TEL（928）5000　FAX（928）8558
○毎月最終水曜日休

■いきいき情報センター

TEL（920）9900
○毎月最終水曜日休

　トレーニングルーム

TEL（925）5404　FAX（925）5404
○毎週月曜日（祝日のときは翌平日）休

■男女共同参画推進センター
　ルミナス

TEL（921）4646　FAX（921）4896
○毎月最終水曜日・毎週月曜日
（祝日のときは翌平日）
休

■市民図書館

TEL/FAX（928）6435■南小学校開放教室
　（太宰府南コミュニティセンター）

TEL（921）1132
○毎週月曜日（祝日のときは翌平日）休

■歴史スポーツ公園

TEL（921）0180
○毎週月曜日（祝日のときは翌平日）休

■体育センター

■大佐野スポーツ公園

つくし お隣りさん情報
※9月15日現在
※表記金額は前売料金です。詳細については各会館までお問い合せ下さい。

筑紫野市文化会館 筑紫野市上古賀1-5-1 TEL（925）4321

10/28（土）

10/14（土）

10/29（日）

11/26（日）

春日市ふれあい文化センター 春日市大谷6-24 TEL（584）3366

10/21（土）

11/18（土）

10/22（日）

土曜シアター 「聖の青春」
施設利用料1枚300円　※3歳以上有料　①10：00　②14：00

11/26（日）

ふれあいJAZZコンサート2017
【出演】岩崎 大輔（ピアノ／プロデュース）ほか
実力派揃いのミュージシャン達が、ジャズ・フュージョンの魅力を余すところなくお届けします。
一般2,000円　高校生以下1,000円　※未就学児入場不可　15：00

ふれぶん音楽大学
第4回「ジャズは如何にして発展したのか～発祥からフュージョンジャズまで～」
一般 500円　スプリングメイト会員無料　14：00

那珂川町歴史散歩「神功皇后ゆかりの地を歩く」
資料代500円　14：00～16：00

謎の変奏曲
出演：橋爪功、井上芳雄　
8,800円　①7日17：30　②8日13：00

第25回ふくおか県民文化祭2017　神功皇后フェスタ in 那珂川
～神功皇后は実在したか!?～　第１部リレー講演　第２部演劇
第1部1,000円､第2部1,000円､通し券1,500円※中高生はお問い合わせください。
（通し券は指定席）第１部12：30　第２部14：30

那珂川吹奏楽団　第21回定期演奏会
全席自由500円　開場13：30　開演14：00

大野城まどかぴあ 大野城市曙町2-3-1 TEL（586）4000

10/7（土）～
　8（日）

12/3（日）

10/22（日）

第32回名曲コンサート 胡弓とギターと歌の祭典
 悠久の調べとファンタジーの世界
一般2,000円　大学生以下1,000円　15：00

第13回ハーモニーフェスタinちくしの
～想い はるかに～
ゲスト：福岡教育大学混声合唱団
300円※未就学児入場可　13：30

まどかぴあ市民大学「おとなの楽校」　3時間目　消費者目線を磨く授業
「マーケティングって何だろう？～企業の戦略を知ってみよう～」
講師：佐藤 正弘（西南学院大学商学部准教授）　500円　14：00

まどかぴあ舞台創造プログラム　演劇映像上映会×パネルトーク　第2弾　
田上パル「合唱曲第58番」
アフタートーク出演：田上 豊（田上パル）、松岡 優子（ゼロソー）、
山下 晶（グレコローマンスタイル）
1,500円　14：00

なかま募集
 （自主サークル）

※問い合わせは、代表者に直接ご連絡ください。
※原稿の締切は発行月の2ヵ月前までです。
※掲載の申込先：財団事務局（いきいき情報センター2F）
　平日8：30～17：00

10/5●～10/14●木 土

10/6●～10/8●金 日

被災の現状（津波・地震・水害）
10/1●～10/4●日 水

10/15●～10/29●日 日

10/11●～10/20●水 金

※最終日15:00まで

第20回 
古河南珙教室水墨画展
10/24●～10/31●火 火

★しゅんこうの和紙ちぎり絵

：第3火曜日（月1回）　
 10:00～12：00
：いきいき情報センター
：月1,000円
：1,000円程度

問い合わせ／赤司克子
　　　　　　080（6409）4782

あかしかつこ

　初心者の人、絵心がない人どなたでも楽し
みながら素敵な和紙の絵ができます。

日時

場所
会費 
教材費

★MACチアダンス

：毎週金曜日　
  キッズ 16:30～ ジュニア 17:30～
  （各1時間）
：太宰府南コミュニティセンター　ほか
：月2,500円

問い合わせ／宮下和子
　　　　　　090（5288）6930

みやしたかずこ

　リズム感、身体能力を高めながら、バトンや
技を加えて踊ります。

日時

場所
会費

★フラワーサークル グリーン

：毎週木曜日　11:00～12:30
：いきいき情報センター
：1回につき3,400円

問い合わせ／白倉かおり
　　　　　　090（4718）8000

しらくら
問い合わせ／Aki 
                 （555）4219

あき

　初心者でも簡単に楽しくカラフルなお花の
アレンジが作れます。

日時
場所
会費 

★お仕事帰りのヨガ教室

：第1～3水曜日　20：00～21：00
：いきいき情報センター
：月3,000円

　2人欠員での募集です！ヨガのレッスン日
の夜は、ゆっくり眠れますよ。

日時
場所
会費

さとし

壊れたおもちゃを修理します！



ミリカローデン那珂川 筑紫郡那珂川町仲2-5-1 TEL（954）2211

問い合わせ TEL928-5000

いきいき情報センター 〒818-0125 太宰府市五条三丁目1番1号
http://www.dazaifu-info.or.jp/

TEL（928）5000申込先

コットンパールのネックレス 託児

コットンパールをチェーンに通し、シンプルで普段使い
にぴったりなネックレスを作ります。希望者は指輪を実費
で追加制作できます。

「おもちゃ病院太宰府」を運営している「おもちゃ病院エフネットグループ」は、
福岡市周辺地域の市町で約30人のボランティアが活動しているグループです。

壊れたり不具合になったおもちゃを修理し、再び遊んでもらいたいと思い活動して
います。子どもたちの笑顔が私たちの最大の喜びであり、生き返ったおもちゃを手にし
て、物を大切にする事を体験してくれる事を願っています。

日　時

講　師
定　員
受講料
材料費
締　切

11月11日（土）
10:30～12:00

岡部すが子
12人
1,000円
1,000円
10月26日（木）必着　

ギャラリーやイベント広場貸出の空き状況は、ホームページでもお知らせしています。

見本展示中

〈作品例〉

顔ヨガ(表情筋エクササイズ) 託児

年齢とともに凝り固まって行く顔の筋肉をほぐし、自然
なリフトアップを促すエクササイズです。普段使っていな
い表情筋をしっかり動かしてみましょう。

日　時

講　師
定　員
受講料
締　切

11月20日（月）　　　　　　　　　　　
13:30～15:00

青柳恵奈（素肌美師）
12人
1,200円
11月6日（月）必着

ゆず胡椒づくり 託児

あったかお鍋にかかせない！我が家のゆず胡椒を作りま
しょう。完熟ゆずを使用し、まろやかな風味です。おまけに
ゆず茶（ジャム）も作ります。

不要になったおもちゃをお譲りください。
使える部品などは分解して、次の修理に使いますのでご協力をお願いします。
私たちの活動は、ゴミの発生の抑制（Reduce）・再利用（Recycle）・再使用
（Reuse）という3R運動にも貢献しています。

日　時

講　師
定　員
受講料
材料費
締　切

11月18日（土）10：00～12：00 

中村千枝
20人
800円　
1,000円
11月4日（土）必着

足もみ＆ウォーキング健康法（秋） 託児

足は健康のためにとても大切な体の一部です。不調のサ
インに気づき、予防・回復のための足もみの方法を学んで、
自分や家族の健康を手に入れましょう。正しい歩き方など
も伝授します。

日　時

講　師

定　員
受講料
締　切
協　賛

11月17・24日 (金)（全2回）
10:00～12:00

藤原亜樹（足反射区療法士、
ウォーキング指導員）
15人
1,500円
11月3日（金・祝）必着
BENESU大野城店

ふじ はら  あ    き

なか むら ち   え

あおやぎ え   な
おか べ こ

けん玉を楽しもう！　 託児

今、再注目のけん玉に触れてみませんか。集中力を高め、
程よい運動量があるのも魅力の一つ。この冬は一人でも、
家族や友達とでも、けん玉を楽しみましょう！貸し出し用
のけん玉もあります。

日　時

講　師
対　象

定　員
受講料
締　切

12月2日（土）10：00～12：00

佐藤十九生（日本けん玉協会 九州支部長 五段）
年中児～一般 
※小学生未満は保護者同伴
30人
500円
11月18日（土）必着

さ とう   と    く    お

ギャザリング～花束のような寄せ植え～ 託児

ギャザリングとは、花束を作るような感覚で季節の花を
寄せ植えする技法です。植えてすぐから花やグリーンの華
やかでボリュームのある姿が楽しめます。

日　時
定　員
受講料
材料費
締　切
協　賛

11月25日（土）10:30～12:30
8人
1,500円
5,000円程度
11月9日（木）必着
アトリエ華もみじ

平成30年度　いきいき情報センター

◆定期利用団体の資格 （※「利用基準」より抜粋）

◆受付期間　10月1日（日）～10月20日（金）

定期利用団体を募集定期利用団体を募集

　いきいき情報センターでは、年間を通して自主的
に活動される団体（グループ・サークル）を募集しま
す。来年度（平成30年4月～翌年3月まで）の1年間、
一般利用の予約受付開始日より前に施設利用の予
約が可能です。定期利用を希望される団体は、当セ
ンター2階総合案内で登録申請書を配布しますの
で、受付期間に申し込みください。
※現在承認されている団体もこの期間に再度申し
込みが必要です。

（1）構成員が10人以上とし、毎回の出席が3分の2以上に
なるように努める。

（2）当センターの設置目的に沿った団体であること。
（3）利益及び営業を目的にしないこと。
（4）個人の教室（名称も含む）、又は私物化した団体でな

いこと。
（5）構成員は原則として市内在住者・在勤者であること。
（6）使用する曜日・時間・会場が年間を通して一定であ

り、月1回以上の利用実績が1年以上あること。（10月
1日現在）

（7）「太宰府市団体情報」に登録しており、毎年更新を
行っていること。

（8）当センターの行事に参加協力できること。

公益財団法人 太宰府市文化スポーツ振興財団

平成29年12月から勤務できる人を募集します。
詳しくは、財団事務局（総務係）までお問い合わせください。

○条　　件　公共施設事業活動経験者
　　　　　　過去に文化スポーツ事業等に携わったことがある者
○提出書類　登録申込書（財団事務局に用意しています）写真添付
　　　　　　ホームページからもダウンロードできます
　　　　　　http://dazaifu-info.or.jp/spo-cul/
○申込受付　財団事務局窓口（土日・祝日を除く9：00～17：00）
○締　　切　10月20日（金）

〈 問い合わせ・書類提出先 〉　(公財)太宰府市文化スポーツ振興財団事務局
　　　　　　　　　　　 　  TEL（920）7070（いきいき情報センター2階）

　

太宰府市五条三丁目1番1号

おもちゃ病院エフネットグループ

おもちゃ病院 太宰府

と き

と こ ろ
診 察 代

：毎月第2土曜日（今月は10月14日）
 13：00～16：00（受付は15：30まで）
：いきいき情報センター 209号室
 1品100円（部品代別途）

※希望するチェーンの色を記入してください。（金・銀）

人員

賃金

1名

150,500円

契約職員募集

Sports & Culture

2017
10

公益財団法人 太宰府市文化スポーツ振興財団公益財団法人 太宰府市文化スポーツ振興財団

スポーツ&
　 カルチャー
スポーツ&
　 カルチャー

いきいき情報センター

いきいき情報センター

http://www.dazaifu-info.or.jp/

フロアオープン時間 9：00～21：30
〈市民ギャラリー〉 〈イベント広場〉

SEIKOコレクション

イッキーくん

※最終日17:00まで

※最終日16:00まで

※最終日17:00まで

「筑紫野の風」
写真クラブの展示会

※最終日17:00まで

太宰府と團伊玖磨展　　

姉妹都市・友好都市パネル展

市内の公共施設をご利用の際は、便利な「まほろば号」をご利用下さい。

（公財）太宰府市文化スポーツ振興財団は下記施設の管理・運営を行っています

編集／公益財団法人 太宰府市文化スポーツ振興財団
〒818-0125　太宰府市五条三丁目1番1号
TEL（920）7070　FAX（920）7149

TEL（921）5822
○毎週月曜日（祝日のときは翌平日）休

■梅林アスレチックスポーツ公園

TEL（928）0800　FAX（928）0802
○毎週月曜日（祝日のときは翌平日）休

■文化ふれあい館

TEL（928）5000　FAX（928）8558
○毎月最終水曜日休

■いきいき情報センター

TEL（920）9900
○毎月最終水曜日休

　トレーニングルーム

TEL（925）5404　FAX（925）5404
○毎週月曜日（祝日のときは翌平日）休

■男女共同参画推進センター
　ルミナス

TEL（921）4646　FAX（921）4896
○毎月最終水曜日・毎週月曜日
（祝日のときは翌平日）
休

■市民図書館

TEL/FAX（928）6435■南小学校開放教室
　（太宰府南コミュニティセンター）

TEL（921）1132
○毎週月曜日（祝日のときは翌平日）休

■歴史スポーツ公園

TEL（921）0180
○毎週月曜日（祝日のときは翌平日）休

■体育センター

■大佐野スポーツ公園

つくし お隣りさん情報
※9月15日現在
※表記金額は前売料金です。詳細については各会館までお問い合せ下さい。

筑紫野市文化会館 筑紫野市上古賀1-5-1 TEL（925）4321

10/28（土）

10/14（土）

10/29（日）

11/26（日）

春日市ふれあい文化センター 春日市大谷6-24 TEL（584）3366

10/21（土）

11/18（土）

10/22（日）

土曜シアター 「聖の青春」
施設利用料1枚300円　※3歳以上有料　①10：00　②14：00

11/26（日）

ふれあいJAZZコンサート2017
【出演】岩崎 大輔（ピアノ／プロデュース）ほか
実力派揃いのミュージシャン達が、ジャズ・フュージョンの魅力を余すところなくお届けします。
一般2,000円　高校生以下1,000円　※未就学児入場不可　15：00

ふれぶん音楽大学
第4回「ジャズは如何にして発展したのか～発祥からフュージョンジャズまで～」
一般 500円　スプリングメイト会員無料　14：00

那珂川町歴史散歩「神功皇后ゆかりの地を歩く」
資料代500円　14：00～16：00

謎の変奏曲
出演：橋爪功、井上芳雄　
8,800円　①7日17：30　②8日13：00

第25回ふくおか県民文化祭2017　神功皇后フェスタ in 那珂川
～神功皇后は実在したか!?～　第１部リレー講演　第２部演劇
第1部1,000円､第2部1,000円､通し券1,500円※中高生はお問い合わせください。
（通し券は指定席）第１部12：30　第２部14：30

那珂川吹奏楽団　第21回定期演奏会
全席自由500円　開場13：30　開演14：00

大野城まどかぴあ 大野城市曙町2-3-1 TEL（586）4000

10/7（土）～
　8（日）

12/3（日）

10/22（日）

第32回名曲コンサート 胡弓とギターと歌の祭典
 悠久の調べとファンタジーの世界
一般2,000円　大学生以下1,000円　15：00

第13回ハーモニーフェスタinちくしの
～想い はるかに～
ゲスト：福岡教育大学混声合唱団
300円※未就学児入場可　13：30

まどかぴあ市民大学「おとなの楽校」　3時間目　消費者目線を磨く授業
「マーケティングって何だろう？～企業の戦略を知ってみよう～」
講師：佐藤 正弘（西南学院大学商学部准教授）　500円　14：00

まどかぴあ舞台創造プログラム　演劇映像上映会×パネルトーク　第2弾　
田上パル「合唱曲第58番」
アフタートーク出演：田上 豊（田上パル）、松岡 優子（ゼロソー）、
山下 晶（グレコローマンスタイル）
1,500円　14：00

なかま募集
 （自主サークル）

※問い合わせは、代表者に直接ご連絡ください。
※原稿の締切は発行月の2ヵ月前までです。
※掲載の申込先：財団事務局（いきいき情報センター2F）
　平日8：30～17：00

10/5●～10/14●木 土

10/6●～10/8●金 日

被災の現状（津波・地震・水害）
10/1●～10/4●日 水

10/15●～10/29●日 日

10/11●～10/20●水 金

※最終日15:00まで

第20回 
古河南珙教室水墨画展
10/24●～10/31●火 火

★しゅんこうの和紙ちぎり絵

：第3火曜日（月1回）　
 10:00～12：00
：いきいき情報センター
：月1,000円
：1,000円程度

問い合わせ／赤司克子
　　　　　　080（6409）4782

あかしかつこ

　初心者の人、絵心がない人どなたでも楽し
みながら素敵な和紙の絵ができます。

日時

場所
会費 
教材費

★MACチアダンス

：毎週金曜日　
  キッズ 16:30～ ジュニア 17:30～
  （各1時間）
：太宰府南コミュニティセンター　ほか
：月2,500円

問い合わせ／宮下和子
　　　　　　090（5288）6930

みやしたかずこ

　リズム感、身体能力を高めながら、バトンや
技を加えて踊ります。

日時

場所
会費

★フラワーサークル グリーン

：毎週木曜日　11:00～12:30
：いきいき情報センター
：1回につき3,400円

問い合わせ／白倉かおり
　　　　　　090（4718）8000

しらくら
問い合わせ／Aki 
                 （555）4219

あき

　初心者でも簡単に楽しくカラフルなお花の
アレンジが作れます。

日時
場所
会費 

★お仕事帰りのヨガ教室

：第1～3水曜日　20：00～21：00
：いきいき情報センター
：月3,000円

　2人欠員での募集です！ヨガのレッスン日
の夜は、ゆっくり眠れますよ。

日時
場所
会費

さとし

壊れたおもちゃを修理します！


