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

毎年1月から開催されている「くらしのうつりか
わり展」や、体験講座において、子どもたちの学習の
お手伝いしてくださる学習支援ボランティアを募
集しています。このほか、年間を通じて、ボランティ
アのスキルアップのために、勉強会も開催していま
す。学習支援ボランティア
として活動してみたいと
思われた方は、学芸係ま
でご連絡ください。

1.「くらしのうつりかわり展」の展示解説と
体験学習の補助

2.子ども向け体験講座においての補助

電話にて、申し込んでください。随時受付中。

おたすけまん募集中!!
文化ふれあい館 学習支援ボランティア

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
※10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。

春日市ふれあい文化センター 春日市大谷6-24 TEL（584）3366

11/5（日）

11/26（日）

第44回春日市文化祭
音楽の玉手箱プレミアムライブ
「トリオ プリマヴェーラ in オータム」
出演：八尋 祐子（ヴァイオリン・ヴィオラ）、本田 實（チェロ）、
大庭 晴美（ピアノ）　入場無料　13：30

土曜シアター｠
「ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅」
＜日本語吹替版＞
施設利用料　1枚300円　※３歳以上有料　①10：00　②14：00

ふれあいJAZZコンサート2017
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。
【出演】岩崎 大輔（ピアノ／プロデュース）ほか
一般2,000円　高校生以下1,000円　※未就学児入場不可　15：00

1１/18（土）

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　※未就学児入場不可　14：00

ティータイムスペシャルコンサートVol.9
「ウィーンの街かど～優雅な昼下がりに寄せて～」
出演：佐藤卓史（ピアノ）
800円　※未就学児入場不可　14：00

1１/18（土）

12/16（土）

筑紫野市文化会館 筑紫野市上古賀1-5-1 TEL（925）4321

11/26（日）

12/3（日）

12/17（日）

第15回ちくしの人形劇まつり
11月5日（日）10時～16時、筑紫野市民図書館で前売券を販売。
無くなり次第販売終了。　
問合せ先：筑紫野市民図書館092-928-4943
【プロ公演観劇券・1公演毎】高校生以上500円、3才以上100円
【アマチュア公演観劇券・フリーパス】高校生以上500円、3才以上100円
10：00～15：00

1１/11（土）
まどかぴあシネマランド 「ＰＫ」〈日本語字幕版〉
施設利用券：1枚　300円　4枚回数券1,000円※未就学児入場不可
①10：00　②14：00　③18：00

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

筑紫野市吹奏楽団　第38回定期演奏会
一般500円、ペア割2枚で800円、小学生以下無料　14：00

大野城まどかぴあ 大野城市曙町2-3-1 TEL（586）4000

第25回ふくおか県民文化祭2017協賛事業
第7回裂田溝ライトアップ　～光でたどる神の水路～
無料　17：00～21：00　※雨天の場合、翌日に延期

年忘れ大爆笑！ミリカ寄席
第6回おもしろアマ落語家競演会
500円　18：00

平成29年度歴史講座「ちくし見聞録」企画講座
「伊都国の歴史と文化財」
講師：岡部裕俊氏（伊都国歴史博物館）
入場無料　（要事前申し込み）　14：00～16：00

12/8(金)

12/23
（土・祝）

1１/18（土）

★SHINY DANCE ACADEMY（Hip Hopダンス）

：毎週木曜日　
  幼児17:00～17：50
  小学生18:00～18：50
：男女共同参画推進センタールミナス
：[幼児]月3,000円／[小学生]月3,500円

問い合わせ／山口浩太郎 080（1535）9471
やまぐち こう た ろう

　初心者でも大丈夫！まずは楽しく体を動かす
ことから始めよう！！
日 時

場 所
会 費 

活 動 内 容

応 募 方 法

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
問い合わせ

中世寺院「原山」の本堂跡推定地の発掘調
査で石垣や階段がみつかり、本堂跡を考える
上で大きな手掛かりを得ました。この成果か
ら、本堂跡について迫ります。

クロマティックハーモニカはドイツ生まれ
で、透明感のある澄んだ音色が特長です。ピ
アノやバイオリンに負けないその表現力をご
堪能ください。

【プロフィール】
私たちは20年ほど前にグループ名「デュオ・ハーモニー」を
結成し、これまでに福祉施設・病院・町興しのイベント等で
500回を超える演奏を行ってきました。現在、県内各地でライ
ブ活動を行う傍ら、公民館や文化サークルでハーモニカ講座
を開き、後進の育成に力を入れています。関西から沖縄までを
エリアとする西日本ハーモニカコンテスト（2年に1度）の
2006年デュオ部門1位。ポピュラーからクラシックまで様々
なジャンルの演奏を楽しめます。

日　時
演　題
講　師
定　員
受講料
締　切

12月16日（土）13:30～15:30
原山の本堂跡を探る
中村茂央（太宰府市教育委員会）

50人
200円
12月2日（土）必着

日　時
出　演
曲　目

11月25日（土）14:00～15:00
清水由美　中島一夫
星に願いを
上を向いて歩こう
エーデルワイス
川の流れのように ほか　

第2回太宰府の専門職員が語る

太宰府学講座
日　時 ： 11月11日 (土)
　　　　13:30～16:00（受付は15:30まで）
場　所 ： いきいき情報センター 209号室
診察代 ： 1品100円(部品代別途)

こわれたおもちゃは、
ありませんか？
毎月１回（第２土曜日）開院!

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

※このコーナーでは、財団の管理･運営する施設（いきいき情報センター・女性セ
ンタールミナス・文化ふれあい館・市民図書館・南小学校開放教室）で活動する自
主サークルの“なかま”募集を受け付けています。掲載は無料です。

なか むらしげ   お

日　時
講　師
定　員
受講料
材料費
締　切

貝殻で作るクリスマスオーナメント
南国風のツリー飾りを作ります。日本と世界の

クリスマス文化の違いについても学びましょう。

12月12日（火）10:00～12:00
後藤夏実（文化ふれあい館）
20人
800円
200円
11月28日（火）必着

ご   とう なつ  み

日　時
講　師
定　員
受講料
材料費
締　切

こだわりの味噌づくり～寒仕込み～
講師が大切に育てた大豆や麹を使って、無添

加の味噌（約2kg）を仕込みます。米･麦・合わ
せ味噌の食べ比べをしながら、味噌や麹の活用
法も学びます。

おなじみの曲を中心に、世界の音楽をギターと歌でお
届けします。

12月14日（木）13:30～15:30
井上ユキヱ（農山漁村女性実践専門家･醸しにすと）

20人
1,000円
1,300円
11月30日（木）必着

日 　 時
出 　 演
曲 　 目

11月5日（日）14:00～15:00
タムティナ
アメージング グレイス、ふるさと

いの うえ

※申込時に米か合わせの希望を
　記入してください。

〈イベント情報〉

クロマティックハーモニカ演奏会
入場無料

し   みず よし   み なか しま  かず  お

※エントランスホールを利用して自主的に演奏されるコンサートです。〈逢知コンサート〉
あふ　ち

タムティナ・ミニコンサート 入場無料

箏、尺八、三絃で穏やかな音色に包まれるひと時をお
過ごし下さい。
日 　 時
出 　 演
曲 　 目

11月19日（日）14:00～15:20
邦楽倶楽部 花音
日本のわらべ唄、つくしの旅、かがり火

邦楽倶楽部　花音の調べ 入場無料

ほう がく   く    ら    ぶ か  のん

ラジオ体操
市内無料巡回講座
　短時間（３分ちょっと）で体にいいことがいっぱい！
正しく動くことで効果倍増！！各自治会や各種団体・サークル
の活動場所へ指導に伺います。詳しくは、財団事務局（事業係
920-7070）までお問い合わせください。

Sports & Culture
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小学生野球教室

※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。

託児2018年＊アレンジ＆本格おせち！

「懐良親王と菊池武光」～雲雀の床～

クラシックコンサート

〒818-0102 太宰府市白川2番2号
 http://dazaifu-ruminas.jp/ TEL（925）5404

申込先

男女共同参画推進センタールミナス

予告

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〉

※最終日17:00まで

11/2●～11/8●木 水

日高ばあちゃんと
福女短の作品展

※最終日12:00まで

11/14●～11/21●火 火

※最終日17:00まで

第18回
通所系介護事業所
合同作品展

太宰府市民遺産展

※最終日17:00まで

11/1●～11/6●水 月

Humanity
絵画・彫刻展

※最終日12:30まで

11/8●～11/21●水 火

11/23 ～12/5●木・祝　 火 11/23 ～11/28●木・祝　 火

てん刻講座
受講生作品展
（いきいき情報センター主催講座）

大本保子
籐細工教室作品展

市民ギャラリーやイベント広場の情報は、ホームページでもお知らせしています。いきいき情報センターhttp://www.dazaifu-info.or.jp/

イッキーくん

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

みかんの皮の洗剤づくりと掃除の話 託児

（公財）太宰府市文化スポーツ振興財団事務局

　現役プロ野球選手による、
トーク＆実技体験
　（太宰府出身のプロ野球選手を予定しています）

申込先　〒818-0125 太宰府市五条三丁目1番1号 TEL（920）7070

http://dazaifu-info.or.jp/spo-cul/

日　時

講　師

定　員
受講料
材料費
締　切

年末の大掃除が大変にならないために日々の掃
除のコツと汚れの特性を学びます。みかんの皮を
使い環境にやさしい洗剤も作ります。

11月28日（火）　
10：00～12：00
宮崎佐智子
（お掃除コンサルタント）

15人
1,000円 
300円                         　　
11月16日（木）必着

みや ざき   さ   ち    こ

もっとおいしい コーヒー学 託児

日　時

講　師
定　員
受講料
材料費
締　切
協　賛

豆の産地や選び方、焙煎や挽き方の基本、器
具、上手なドリップコーヒーの淹れ方など、美味し
いコーヒーを楽しむためのポイントを教えます。
★オリジナルコーヒー・クッキー付き

12月14日（木）
10:00～12:00
三宅淳司（カフェオーナー）

20人
700円
700円
11月30日（木）必着
Morrow珈琲

日　時
場　所
定　員
対　象
参加費
締　切

12月17日（日）　10:00～11:30
松川運動公園（御笠5-3-1）
100人
野球に興味がある小学生の男女
500円 ＊参加賞あり
11月30日(木)必着

み  やけ あつ   し

お正月を飾るミニガーデニング 託児

日　時

講　師
定　員
受講料
材料費
締　切
協　賛

松竹梅を使って、華やかな『寄せ植え』を作りま
す。お正月用のミニ門松を飾り、新しい年を迎えま
せんか。門松を好きな花に植え替えれば、長い期間
楽しめます。

12月12日（火）
10:00～12:00
吉原育夫
10人
1,000円
2,500円
11月27日（月）必着
有限会社　花咲

よし はら いく  お

華やかにお正月飾り 託児

日　時
講　師

定　員
受講料
材料費
締　切

一度ばらして自然な感じにまき直したしめ縄に、
今年流行のドライフラワー（ハスの実・アナベル・
なた豆等）を装飾して、ナチュラルなお正月飾りを
作ります。手作りのしめ縄で新しい年の幸を願い
ましょう。

8月29日（火）、いきい
き情報センター2階フロ
アで「体組成分測定会」が行われました。
今回は、147人（女性98人、男性49人）の参
加があり、トレーニングルームの利用者や日頃
から健康が気になる一般の人が測定値を確認
されていました。次回は、来年2月頃を予定し
ています。
トレーニングルームでは、随時会員を募集し
ています。利用希望者（高校生以上）の方は、
毎週木・日曜日に実施される『登録講習会』へ
の参加が必要です。各種マシンの使い方や利
用時のマナーなどスタッフがわかりやすく指
導します。まずはお電話を。見学は自由です。

（公財）太宰府市文化スポーツ振興財団に勤務を希
望する人は、登録が必要です。

12月13日（水）10:00～12:00
大澤真由美
（フラワーコーディネーター）

15人
1,000円
1,500円
11月28日（火）必着

おお さわ  ま    ゆ    み

モ　ロ　ー

日　時

講　師
定　員
受講料
材料費
メニュー

締　切

日　時

会 場

一年の家族の健康を願いながらつくるお節。
日本の伝統的な本格おせちづくりのコツと、いつ
もと違ったプロの味を楽しめるアレンジメニュー
に挑戦します！

沖縄出身。東京藝術大学卒業。2004年ドイツ･
マルクノイキルヒェン国際コンクールにてディ
プロマ受賞。同年藝大フィルとボザ作曲小協奏
曲を共演。第75回読売新人演奏会出演。第27
回日本管打楽器コンクール第2位。第12回コン
セールマロニエ21（栃木）第3位。13年度音楽
之友社刊「バンドジャーナル」ワンポイントレッ
スン担当。洗足学園音楽大学、埼玉県立大宮光
陵高等学校非常勤講師。

桐朋女子高等学校音楽科を首席で卒業。同大
学を経て同大学研究科を修了後、ブリュッセル
王位音楽院に文化庁新進芸術家海外研修員と
して留学。第14回アルべルト･クルジ国際ヴァ
イオリンコンクール(イタリア)第2位に入賞。ソ
リストとして、アンサンブル金沢、サンカルロ歌
劇場管弦楽団、東京交響楽団、東京フィルハー
モニー交響楽団らと共演。現在石川県立金沢
辰巳丘高校芸術コース非常勤講師。

12月7日（木）　　
10：00～13：00
木和幸子
20人
1,000円
1,500円
・数の子の棒書き巻き
・焼豚
・イタリアン チキンロール
・クルミ入り 田作り
・青のり入り 伊達巻き
・カニ詰めクリームコロッケ
・エビチリ
・黒豆

11月21日（火）必着

平成30年2月3日(土)・4日(日)
開演時間未定
プラム・カルコア太宰府

会 場 プラム・カルコア太宰府

日　時 平成30年1月27日（土）
13:30開演予定

き    わ  さち   こ

き　 な 　　まさし

さか  ぐち 　 ま　 ゆ

 

親子でクリスマスケーキを作ろう！ 託児

日　時

講　師
対　象
定　員
受講料

締　切

シンプルでおいしい！手づくりのデコレーション
ケーキ（1組18cm型1台を持ち帰り）と、他にもう
１品、簡単おやつを作って試食します。お楽しみに ！

12月23日（土･祝）
13:00～16:00
中村千枝
保護者と子ども※小学生以上
12組
１組2,500円（材料費・箱代込み）　
※１組2～4人可。全参加者の氏名･
　年齢を明記のうえ申し込む。
11月25日（土）必着

 

なか むら  ち    え

簡単ナチュラルソーイング(冬) 託児

日　時

講　師
定　員
受講料
材料費
締　切

冬から春に活躍するシンプルな服や小物を作り
ます。初回は肩とポケットの差し色が可愛いリネン
のエプロンです。生成り・赤・チャコールから色を選
べます。※使い慣れたミシンを持参してください。

1月10日～3月14日　水曜日（全6回） 
10:00～12:00
太田まゆみ　        　　　　　　　　
10人
6,000円
月2,000円程度
12月20日（水）必着

 

おお　た

2017年アレンジ＆本格おせち！

かね  よし                        きく    ち   たけ  みつ ひ ば り　          とこ

※スポーツ団体（チーム）でお申込みを希望の方は
　事業係までお問い合わせください。

トレーニング
ルーム便り

利用時間

登録講習会

9：00～21：30（最終受付21:00）

木曜日／13:00～14:00　
日曜日／10:30～11:30

一　般／340円
高校生／240円

※元気づくりポイント対象です。1回の利用で25ポイント付与。

65歳以上／170円
身障者・介護者／170円

料　　金
（2時間）

問い合わせ／トレーニングルーム（いきいき情報センター２F） 
TEL（920）9900 ㊡毎月最終水曜日

公益財団法人 太宰府市文化スポーツ振興財団

職員任用登録者受付

施設事務員・受付・管理員

図書司書（有資格者）

保育士（有資格者）

時給
790円～

◆臨　時：1日8時間程度
　　　　（約週5日）勤務
◆パート：1日6時間程度
　　　　（約週3日）勤務

○登録受付
　常時受け付け（土日・祝日を除く 8：30～17：00）
　
○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://www.dazaifu-info.or.jp/spo-cul/
　・資格証明書の写し（有資格者）
　
○採用方法
　雇用を必要とするときに、財団事務局から連絡します。

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）

●臨時・パート職員
職　員 賃　金 条　件

施設事務員

学芸員（歴史専攻）

図書司書（有資格者）

月給
150,500円
程度

・1日8時間程度（約週5日）勤務
・勤務施設によっては、土・日曜、
 夜間が勤務日の場合あり
・健康保険等各種保険あり

●契約職員
職　員 賃　金 条　件

〈見本展示中〉

〈見本展示中〉

さち

喜名 雅 テューバ

坂口 昌優 ヴァイオリン

＊各公演、未就学児の入場はできません。

 



小学生野球教室

※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。

託児2018年＊アレンジ＆本格おせち！

「懐良親王と菊池武光」～雲雀の床～

クラシックコンサート

〒818-0102 太宰府市白川2番2号
 http://dazaifu-ruminas.jp/ TEL（925）5404

申込先

男女共同参画推進センタールミナス

予告

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〉

※最終日17:00まで

11/2●～11/8●木 水

日高ばあちゃんと
福女短の作品展

※最終日12:00まで

11/14●～11/21●火 火

※最終日17:00まで

第18回
通所系介護事業所
合同作品展

太宰府市民遺産展

※最終日17:00まで

11/1●～11/6●水 月

Humanity
絵画・彫刻展

※最終日12:30まで

11/8●～11/21●水 火

11/23 ～12/5●木・祝　 火 11/23 ～11/28●木・祝　 火

てん刻講座
受講生作品展
（いきいき情報センター主催講座）

大本保子
籐細工教室作品展

市民ギャラリーやイベント広場の情報は、ホームページでもお知らせしています。いきいき情報センターhttp://www.dazaifu-info.or.jp/

イッキーくん

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

みかんの皮の洗剤づくりと掃除の話 託児

（公財）太宰府市文化スポーツ振興財団事務局

　現役プロ野球選手による、
トーク＆実技体験
　（太宰府出身のプロ野球選手を予定しています）

申込先　〒818-0125 太宰府市五条三丁目1番1号 TEL（920）7070

http://dazaifu-info.or.jp/spo-cul/

日　時

講　師

定　員
受講料
材料費
締　切

年末の大掃除が大変にならないために日々の掃
除のコツと汚れの特性を学びます。みかんの皮を
使い環境にやさしい洗剤も作ります。

11月28日（火）　
10：00～12：00
宮崎佐智子
（お掃除コンサルタント）

15人
1,000円 
300円                         　　
11月16日（木）必着

みや ざき   さ   ち    こ

もっとおいしい コーヒー学 託児

日　時

講　師
定　員
受講料
材料費
締　切
協　賛

豆の産地や選び方、焙煎や挽き方の基本、器
具、上手なドリップコーヒーの淹れ方など、美味し
いコーヒーを楽しむためのポイントを教えます。
★オリジナルコーヒー・クッキー付き

12月14日（木）
10:00～12:00
三宅淳司（カフェオーナー）

20人
700円
700円
11月30日（木）必着
Morrow珈琲

日　時
場　所
定　員
対　象
参加費
締　切

12月17日（日）　10:00～11:30
松川運動公園（御笠5-3-1）
100人
野球に興味がある小学生の男女
500円 ＊参加賞あり
11月30日(木)必着

み  やけ あつ   し

お正月を飾るミニガーデニング 託児

日　時

講　師
定　員
受講料
材料費
締　切
協　賛

松竹梅を使って、華やかな『寄せ植え』を作りま
す。お正月用のミニ門松を飾り、新しい年を迎えま
せんか。門松を好きな花に植え替えれば、長い期間
楽しめます。

12月12日（火）
10:00～12:00
吉原育夫
10人
1,000円
2,500円
11月27日（月）必着
有限会社　花咲

よし はら いく  お

華やかにお正月飾り 託児

日　時
講　師

定　員
受講料
材料費
締　切
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なた豆等）を装飾して、ナチュラルなお正月飾りを
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ましょう。

8月29日（火）、いきい
き情報センター2階フロ
アで「体組成分測定会」が行われました。
今回は、147人（女性98人、男性49人）の参
加があり、トレーニングルームの利用者や日頃
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されていました。次回は、来年2月頃を予定し
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導します。まずはお電話を。見学は自由です。

（公財）太宰府市文化スポーツ振興財団に勤務を希
望する人は、登録が必要です。

12月13日（水）10:00～12:00
大澤真由美
（フラワーコーディネーター）

15人
1,000円
1,500円
11月28日（火）必着

おお さわ  ま    ゆ    み

モ　ロ　ー

日　時

講　師
定　員
受講料
材料費
メニュー

締　切

日　時

会 場
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「懐良親王と菊池武光」～雲雀の床～

クラシックコンサート

〒818-0102 太宰府市白川2番2号
 http://dazaifu-ruminas.jp/ TEL（925）5404

申込先

男女共同参画推進センタールミナス

予告

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〉

※最終日17:00まで

11/2●～11/8●木 水

日高ばあちゃんと
福女短の作品展

※最終日12:00まで

11/14●～11/21●火 火

※最終日17:00まで

第18回
通所系介護事業所
合同作品展

太宰府市民遺産展

※最終日17:00まで

11/1●～11/6●水 月

Humanity
絵画・彫刻展

※最終日12:30まで

11/8●～11/21●水 火

11/23 ～12/5●木・祝　 火 11/23 ～11/28●木・祝　 火

てん刻講座
受講生作品展
（いきいき情報センター主催講座）

大本保子
籐細工教室作品展

市民ギャラリーやイベント広場の情報は、ホームページでもお知らせしています。いきいき情報センターhttp://www.dazaifu-info.or.jp/

イッキーくん

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

みかんの皮の洗剤づくりと掃除の話 託児

（公財）太宰府市文化スポーツ振興財団事務局

　現役プロ野球選手による、
トーク＆実技体験
　（太宰府出身のプロ野球選手を予定しています）

申込先　〒818-0125 太宰府市五条三丁目1番1号 TEL（920）7070

http://dazaifu-info.or.jp/spo-cul/

日　時

講　師

定　員
受講料
材料費
締　切

年末の大掃除が大変にならないために日々の掃
除のコツと汚れの特性を学びます。みかんの皮を
使い環境にやさしい洗剤も作ります。

11月28日（火）　
10：00～12：00
宮崎佐智子
（お掃除コンサルタント）

15人
1,000円 
300円                         　　
11月16日（木）必着

みや ざき   さ   ち    こ

もっとおいしい コーヒー学 託児

日　時

講　師
定　員
受講料
材料費
締　切
協　賛

豆の産地や選び方、焙煎や挽き方の基本、器
具、上手なドリップコーヒーの淹れ方など、美味し
いコーヒーを楽しむためのポイントを教えます。
★オリジナルコーヒー・クッキー付き

12月14日（木）
10:00～12:00
三宅淳司（カフェオーナー）

20人
700円
700円
11月30日（木）必着
Morrow珈琲

日　時
場　所
定　員
対　象
参加費
締　切

12月17日（日）　10:00～11:30
松川運動公園（御笠5-3-1）
100人
野球に興味がある小学生の男女
500円 ＊参加賞あり
11月30日(木)必着

み  やけ あつ   し

お正月を飾るミニガーデニング 託児

日　時

講　師
定　員
受講料
材料費
締　切
協　賛

松竹梅を使って、華やかな『寄せ植え』を作りま
す。お正月用のミニ門松を飾り、新しい年を迎えま
せんか。門松を好きな花に植え替えれば、長い期間
楽しめます。

12月12日（火）
10:00～12:00
吉原育夫
10人
1,000円
2,500円
11月27日（月）必着
有限会社　花咲

よし はら いく  お

華やかにお正月飾り 託児

日　時
講　師

定　員
受講料
材料費
締　切

一度ばらして自然な感じにまき直したしめ縄に、
今年流行のドライフラワー（ハスの実・アナベル・
なた豆等）を装飾して、ナチュラルなお正月飾りを
作ります。手作りのしめ縄で新しい年の幸を願い
ましょう。

8月29日（火）、いきい
き情報センター2階フロ
アで「体組成分測定会」が行われました。
今回は、147人（女性98人、男性49人）の参
加があり、トレーニングルームの利用者や日頃
から健康が気になる一般の人が測定値を確認
されていました。次回は、来年2月頃を予定し
ています。
トレーニングルームでは、随時会員を募集し
ています。利用希望者（高校生以上）の方は、
毎週木・日曜日に実施される『登録講習会』へ
の参加が必要です。各種マシンの使い方や利
用時のマナーなどスタッフがわかりやすく指
導します。まずはお電話を。見学は自由です。

（公財）太宰府市文化スポーツ振興財団に勤務を希
望する人は、登録が必要です。

12月13日（水）10:00～12:00
大澤真由美
（フラワーコーディネーター）

15人
1,000円
1,500円
11月28日（火）必着

おお さわ  ま    ゆ    み

モ　ロ　ー

日　時

講　師
定　員
受講料
材料費
メニュー

締　切

日　時

会 場

一年の家族の健康を願いながらつくるお節。
日本の伝統的な本格おせちづくりのコツと、いつ
もと違ったプロの味を楽しめるアレンジメニュー
に挑戦します！

沖縄出身。東京藝術大学卒業。2004年ドイツ･
マルクノイキルヒェン国際コンクールにてディ
プロマ受賞。同年藝大フィルとボザ作曲小協奏
曲を共演。第75回読売新人演奏会出演。第27
回日本管打楽器コンクール第2位。第12回コン
セールマロニエ21（栃木）第3位。13年度音楽
之友社刊「バンドジャーナル」ワンポイントレッ
スン担当。洗足学園音楽大学、埼玉県立大宮光
陵高等学校非常勤講師。

桐朋女子高等学校音楽科を首席で卒業。同大
学を経て同大学研究科を修了後、ブリュッセル
王位音楽院に文化庁新進芸術家海外研修員と
して留学。第14回アルべルト･クルジ国際ヴァ
イオリンコンクール(イタリア)第2位に入賞。ソ
リストとして、アンサンブル金沢、サンカルロ歌
劇場管弦楽団、東京交響楽団、東京フィルハー
モニー交響楽団らと共演。現在石川県立金沢
辰巳丘高校芸術コース非常勤講師。

12月7日（木）　　
10：00～13：00
木和幸子
20人
1,000円
1,500円
・数の子の棒書き巻き
・焼豚
・イタリアン チキンロール
・クルミ入り 田作り
・青のり入り 伊達巻き
・カニ詰めクリームコロッケ
・エビチリ
・黒豆

11月21日（火）必着

平成30年2月3日(土)・4日(日)
開演時間未定
プラム・カルコア太宰府

会 場 プラム・カルコア太宰府

日　時 平成30年1月27日（土）
13:30開演予定

き    わ  さち   こ

き　 な 　　まさし

さか  ぐち 　 ま　 ゆ

 

親子でクリスマスケーキを作ろう！ 託児

日　時

講　師
対　象
定　員
受講料

締　切

シンプルでおいしい！手づくりのデコレーション
ケーキ（1組18cm型1台を持ち帰り）と、他にもう
１品、簡単おやつを作って試食します。お楽しみに ！

12月23日（土･祝）
13:00～16:00
中村千枝
保護者と子ども※小学生以上
12組
１組2,500円（材料費・箱代込み）　
※１組2～4人可。全参加者の氏名･
　年齢を明記のうえ申し込む。
11月25日（土）必着

 

なか むら  ち    え

簡単ナチュラルソーイング(冬) 託児

日　時

講　師
定　員
受講料
材料費
締　切

冬から春に活躍するシンプルな服や小物を作り
ます。初回は肩とポケットの差し色が可愛いリネン
のエプロンです。生成り・赤・チャコールから色を選
べます。※使い慣れたミシンを持参してください。

1月10日～3月14日　水曜日（全6回） 
10:00～12:00
太田まゆみ　        　　　　　　　　
10人
6,000円
月2,000円程度
12月20日（水）必着

 

おお　た

2017年アレンジ＆本格おせち！

かね  よし                        きく    ち   たけ  みつ ひ ば り　          とこ

※スポーツ団体（チーム）でお申込みを希望の方は
　事業係までお問い合わせください。

トレーニング
ルーム便り

利用時間

登録講習会

9：00～21：30（最終受付21:00）

木曜日／13:00～14:00　
日曜日／10:30～11:30

一　般／340円
高校生／240円

※元気づくりポイント対象です。1回の利用で25ポイント付与。

65歳以上／170円
身障者・介護者／170円

料　　金
（2時間）

問い合わせ／トレーニングルーム（いきいき情報センター２F） 
TEL（920）9900 ㊡毎月最終水曜日

公益財団法人 太宰府市文化スポーツ振興財団

職員任用登録者受付

施設事務員・受付・管理員

図書司書（有資格者）

保育士（有資格者）

時給
790円～

◆臨　時：1日8時間程度
　　　　（約週5日）勤務
◆パート：1日6時間程度
　　　　（約週3日）勤務

○登録受付
　常時受け付け（土日・祝日を除く 8：30～17：00）
　
○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://www.dazaifu-info.or.jp/spo-cul/
　・資格証明書の写し（有資格者）
　
○採用方法
　雇用を必要とするときに、財団事務局から連絡します。

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）

●臨時・パート職員
職　員 賃　金 条　件

施設事務員

学芸員（歴史専攻）

図書司書（有資格者）

月給
150,500円
程度

・1日8時間程度（約週5日）勤務
・勤務施設によっては、土・日曜、
 夜間が勤務日の場合あり
・健康保険等各種保険あり

●契約職員
職　員 賃　金 条　件

〈見本展示中〉

〈見本展示中〉

さち

喜名 雅 テューバ

坂口 昌優 ヴァイオリン

＊各公演、未就学児の入場はできません。

 



ミリカローデン那珂川 筑紫郡那珂川町仲2-5-1 TEL（954）2211

毎年1月から開催されている「くらしのうつりか
わり展」や、体験講座において、子どもたちの学習の
お手伝いしてくださる学習支援ボランティアを募
集しています。このほか、年間を通じて、ボランティ
アのスキルアップのために、勉強会も開催していま
す。学習支援ボランティア
として活動してみたいと
思われた方は、学芸係ま
でご連絡ください。

1.「くらしのうつりかわり展」の展示解説と
体験学習の補助

2.子ども向け体験講座においての補助

電話にて、申し込んでください。随時受付中。

おたすけまん募集中!!
文化ふれあい館 学習支援ボランティア

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
※10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。

春日市ふれあい文化センター 春日市大谷6-24 TEL（584）3366

11/5（日）

11/26（日）

第44回春日市文化祭
音楽の玉手箱プレミアムライブ
「トリオ プリマヴェーラ in オータム」
出演：八尋 祐子（ヴァイオリン・ヴィオラ）、本田 實（チェロ）、
大庭 晴美（ピアノ）　入場無料　13：30

土曜シアター｠
「ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅」
＜日本語吹替版＞
施設利用料　1枚300円　※３歳以上有料　①10：00　②14：00

ふれあいJAZZコンサート2017
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。
【出演】岩崎 大輔（ピアノ／プロデュース）ほか
一般2,000円　高校生以下1,000円　※未就学児入場不可　15：00

1１/18（土）

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　※未就学児入場不可　14：00

ティータイムスペシャルコンサートVol.9
「ウィーンの街かど～優雅な昼下がりに寄せて～」
出演：佐藤卓史（ピアノ）
800円　※未就学児入場不可　14：00

1１/18（土）

12/16（土）

筑紫野市文化会館 筑紫野市上古賀1-5-1 TEL（925）4321

11/26（日）

12/3（日）

12/17（日）

第15回ちくしの人形劇まつり
11月5日（日）10時～16時、筑紫野市民図書館で前売券を販売。
無くなり次第販売終了。　
問合せ先：筑紫野市民図書館092-928-4943
【プロ公演観劇券・1公演毎】高校生以上500円、3才以上100円
【アマチュア公演観劇券・フリーパス】高校生以上500円、3才以上100円
10：00～15：00

1１/11（土）
まどかぴあシネマランド 「ＰＫ」〈日本語字幕版〉
施設利用券：1枚　300円　4枚回数券1,000円※未就学児入場不可
①10：00　②14：00　③18：00

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

筑紫野市吹奏楽団　第38回定期演奏会
一般500円、ペア割2枚で800円、小学生以下無料　14：00

大野城まどかぴあ 大野城市曙町2-3-1 TEL（586）4000

第25回ふくおか県民文化祭2017協賛事業
第7回裂田溝ライトアップ　～光でたどる神の水路～
無料　17：00～21：00　※雨天の場合、翌日に延期

年忘れ大爆笑！ミリカ寄席
第6回おもしろアマ落語家競演会
500円　18：00

平成29年度歴史講座「ちくし見聞録」企画講座
「伊都国の歴史と文化財」
講師：岡部裕俊氏（伊都国歴史博物館）
入場無料　（要事前申し込み）　14：00～16：00

12/8(金)

12/23
（土・祝）

1１/18（土）

★SHINY DANCE ACADEMY（Hip Hopダンス）

：毎週木曜日　
  幼児17:00～17：50
  小学生18:00～18：50
：男女共同参画推進センタールミナス
：[幼児]月3,000円／[小学生]月3,500円

問い合わせ／山口浩太郎 080（1535）9471
やまぐち こう た ろう

　初心者でも大丈夫！まずは楽しく体を動かす
ことから始めよう！！
日 時

場 所
会 費 

活 動 内 容

応 募 方 法

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
問い合わせ

中世寺院「原山」の本堂跡推定地の発掘調
査で石垣や階段がみつかり、本堂跡を考える
上で大きな手掛かりを得ました。この成果か
ら、本堂跡について迫ります。

クロマティックハーモニカはドイツ生まれ
で、透明感のある澄んだ音色が特長です。ピ
アノやバイオリンに負けないその表現力をご
堪能ください。

【プロフィール】
私たちは20年ほど前にグループ名「デュオ・ハーモニー」を
結成し、これまでに福祉施設・病院・町興しのイベント等で
500回を超える演奏を行ってきました。現在、県内各地でライ
ブ活動を行う傍ら、公民館や文化サークルでハーモニカ講座
を開き、後進の育成に力を入れています。関西から沖縄までを
エリアとする西日本ハーモニカコンテスト（2年に1度）の
2006年デュオ部門1位。ポピュラーからクラシックまで様々
なジャンルの演奏を楽しめます。

日　時
演　題
講　師
定　員
受講料
締　切

12月16日（土）13:30～15:30
原山の本堂跡を探る
中村茂央（太宰府市教育委員会）

50人
200円
12月2日（土）必着

日　時
出　演
曲　目

11月25日（土）14:00～15:00
清水由美　中島一夫
星に願いを
上を向いて歩こう
エーデルワイス
川の流れのように ほか　

第2回太宰府の専門職員が語る

太宰府学講座
日　時 ： 11月11日 (土)
　　　　13:30～16:00（受付は15:30まで）
場　所 ： いきいき情報センター 209号室
診察代 ： 1品100円(部品代別途)

こわれたおもちゃは、
ありませんか？
毎月１回（第２土曜日）開院!

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

※このコーナーでは、財団の管理･運営する施設（いきいき情報センター・女性セ
ンタールミナス・文化ふれあい館・市民図書館・南小学校開放教室）で活動する自
主サークルの“なかま”募集を受け付けています。掲載は無料です。

なか むらしげ   お

日　時
講　師
定　員
受講料
材料費
締　切

貝殻で作るクリスマスオーナメント
南国風のツリー飾りを作ります。日本と世界の

クリスマス文化の違いについても学びましょう。

12月12日（火）10:00～12:00
後藤夏実（文化ふれあい館）
20人
800円
200円
11月28日（火）必着

ご   とう なつ  み

日　時
講　師
定　員
受講料
材料費
締　切

こだわりの味噌づくり～寒仕込み～
講師が大切に育てた大豆や麹を使って、無添

加の味噌（約2kg）を仕込みます。米･麦・合わ
せ味噌の食べ比べをしながら、味噌や麹の活用
法も学びます。

おなじみの曲を中心に、世界の音楽をギターと歌でお
届けします。

12月14日（木）13:30～15:30
井上ユキヱ（農山漁村女性実践専門家･醸しにすと）

20人
1,000円
1,300円
11月30日（木）必着

日 　 時
出 　 演
曲 　 目

11月5日（日）14:00～15:00
タムティナ
アメージング グレイス、ふるさと

いの うえ

※申込時に米か合わせの希望を
　記入してください。

〈イベント情報〉

クロマティックハーモニカ演奏会
入場無料

し   みず よし   み なか しま  かず  お

※エントランスホールを利用して自主的に演奏されるコンサートです。〈逢知コンサート〉
あふ　ち

タムティナ・ミニコンサート 入場無料

箏、尺八、三絃で穏やかな音色に包まれるひと時をお
過ごし下さい。
日 　 時
出 　 演
曲 　 目

11月19日（日）14:00～15:20
邦楽倶楽部 花音
日本のわらべ唄、つくしの旅、かがり火

邦楽倶楽部　花音の調べ 入場無料

ほう がく   く    ら    ぶ か  のん

ラジオ体操
市内無料巡回講座
　短時間（３分ちょっと）で体にいいことがいっぱい！
正しく動くことで効果倍増！！各自治会や各種団体・サークル
の活動場所へ指導に伺います。詳しくは、財団事務局（事業係
920-7070）までお問い合わせください。
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ミリカローデン那珂川 筑紫郡那珂川町仲2-5-1 TEL（954）2211

毎年1月から開催されている「くらしのうつりか
わり展」や、体験講座において、子どもたちの学習の
お手伝いしてくださる学習支援ボランティアを募
集しています。このほか、年間を通じて、ボランティ
アのスキルアップのために、勉強会も開催していま
す。学習支援ボランティア
として活動してみたいと
思われた方は、学芸係ま
でご連絡ください。

1.「くらしのうつりかわり展」の展示解説と
体験学習の補助

2.子ども向け体験講座においての補助

電話にて、申し込んでください。随時受付中。

おたすけまん募集中!!
文化ふれあい館 学習支援ボランティア

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
※10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。

春日市ふれあい文化センター 春日市大谷6-24 TEL（584）3366

11/5（日）

11/26（日）

第44回春日市文化祭
音楽の玉手箱プレミアムライブ
「トリオ プリマヴェーラ in オータム」
出演：八尋 祐子（ヴァイオリン・ヴィオラ）、本田 實（チェロ）、
大庭 晴美（ピアノ）　入場無料　13：30

土曜シアター｠
「ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅」
＜日本語吹替版＞
施設利用料　1枚300円　※３歳以上有料　①10：00　②14：00

ふれあいJAZZコンサート2017
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。
【出演】岩崎 大輔（ピアノ／プロデュース）ほか
一般2,000円　高校生以下1,000円　※未就学児入場不可　15：00

1１/18（土）

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　※未就学児入場不可　14：00

ティータイムスペシャルコンサートVol.9
「ウィーンの街かど～優雅な昼下がりに寄せて～」
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12/16（土）
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11/26（日）

12/3（日）

12/17（日）
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11月5日（日）10時～16時、筑紫野市民図書館で前売券を販売。
無くなり次第販売終了。　
問合せ先：筑紫野市民図書館092-928-4943
【プロ公演観劇券・1公演毎】高校生以上500円、3才以上100円
【アマチュア公演観劇券・フリーパス】高校生以上500円、3才以上100円
10：00～15：00

1１/11（土）
まどかぴあシネマランド 「ＰＫ」〈日本語字幕版〉
施設利用券：1枚　300円　4枚回数券1,000円※未就学児入場不可
①10：00　②14：00　③18：00

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

筑紫野市吹奏楽団　第38回定期演奏会
一般500円、ペア割2枚で800円、小学生以下無料　14：00

大野城まどかぴあ 大野城市曙町2-3-1 TEL（586）4000

第25回ふくおか県民文化祭2017協賛事業
第7回裂田溝ライトアップ　～光でたどる神の水路～
無料　17：00～21：00　※雨天の場合、翌日に延期
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第6回おもしろアマ落語家競演会
500円　18：00

平成29年度歴史講座「ちくし見聞録」企画講座
「伊都国の歴史と文化財」
講師：岡部裕俊氏（伊都国歴史博物館）
入場無料　（要事前申し込み）　14：00～16：00

12/8(金)

12/23
（土・祝）

1１/18（土）
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：毎週木曜日　
  幼児17:00～17：50
  小学生18:00～18：50
：男女共同参画推進センタールミナス
：[幼児]月3,000円／[小学生]月3,500円

問い合わせ／山口浩太郎 080（1535）9471
やまぐち こう た ろう

　初心者でも大丈夫！まずは楽しく体を動かす
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日 時

場 所
会 費 

活 動 内 容

応 募 方 法
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