
問い合わせ TEL928-5000太宰府市五条三丁目1番1号いきいき情報センター 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
※11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

12/17(日)

1/27（土）

春日交響楽団2017クリスマスコンサート
1,200円　※3歳以上有料　14：00

ふれぶん音楽大学｠
第5回「音楽と認知症予防」
一般500円　スプリングメイト会員無料　14：00

東儀秀樹トーク＆ライブ
演奏予定曲目：「越天楽幻想曲」「JUPITER」「ハナミズキ」ほか
雅楽師・東儀秀樹が織りなす雅な世界をご堪能ください。
一般3,000円　高校生以下2,000円　※未就学児入場不可
全席指定　14：00

1/14(日)

筑紫野市文化会館 筑紫野市上古賀1-5-1 TEL（925）4321

１２/３(日)

１２/１７(日)

１/２８(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

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
※未就学児も入場可　14：00

「みんなの学校」上映会
～不登校も特別支援学級もない　同じ教室で一緒に学ぶ　
ふつうの公立小学校の　みんなが笑顔になる挑戦～
問合せ：(特)ちくしの子ども劇場TEL092-925-5630
大人1,000円　高校生800円　中学生以下無料
①10：30　②14：30

12/2（土）

12/16（土）

1/24（水）

キッズシネマ「ＳＩＮＧ」
①②日本語吹替版　③日本語字幕版
施設利用券：1枚300円　4枚回数券1,000円　※3才以上入場可
①10：00　②14：00　③17：00

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

かがみのかなたはたなかのなかに
出演：近藤良平、首藤康之、長塚圭史、松たか子
一般5,000円　U25 3,000円　※未就学児入場不可　19：00

大野城まどかぴあ 大野城市曙町2-3-1 TEL（586）4000

「バンブーオーケストラ那珂川  クリスマスコンサート」
入場無料　14：00～

平成29年度歴史講座「ちくし見聞録」「大宰府の羅城」
講師：山村信榮さん（太宰府市教育委員会）
入場無料（要事前申し込み）　10：00～12：00

平成29年度ミリカ文化講演会
「ぐつぐつ小説の鍋が煮えてくる」
講師：村田喜代子さん（芥川賞作家・梅光学院大学文学部客員教授）
全席自由1,000円　14：00

1/21(日)

1/28(日)

12/23
（土・祝）

★キック＆パンチ同好会 (エクササイズ)

：毎週1～2回　11:00～
：いきいき情報センター
：１回300円

問い合わせ／高巣小夜子090（9498）3265
たか す  さ    よ   こ

　キックボクシングの振りを音楽に合わ
せ、楽しくしっかり汗を流しましょう！
日 時
場 所
会 費 

日　時 ： 12月9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 202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。

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。

昭和62年に、日本の伝統文化を広く伝える
ために、と太宰府市に設立された、和太鼓の
会です。地域の祭り、ご老人施設、イベント会
場の場などで広く演奏活動を行っている。

昭和62年に、日本の伝統文化を広く伝える
ために、と太宰府市に設立された、和太鼓の
会です。地域の祭り、ご老人施設、イベント会
場の場などで広く演奏活動を行っている。

（公財）太宰府市文化スポーツ振興財団事務局
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/

き　 な 　　まさし

 テューバ 喜名 雅
さか  ぐち 　 ま　 ゆ

 ヴァイオリン 坂口 昌優
つる    み      あや

 ピアノ 鶴見 彩

入場
無料三味線

和太鼓

日時： 12月23日（土・祝）14：00～15：30
場所：いきいき情報センター　2Ｆフロア

藤本流三味線秀西都会　平島一輝
福岡県太宰府市出身。祖母の影響で幼少期
より三味線のお稽古を始める。藤本流師範
「藤本汐帆」に師事。
2003年芸名「藤本汐帆輝」を授かり、2006
年 藤本流師範の免許を取得。
現在地元太宰府で、指導・演奏活動を行って
いる。

太宰府梅ばやし隊
平成24年に発足。毎年恒例の太宰府天満宮
で行われる梅上げ行事に三味線、お囃子と
して参加している。他に支援学校、老人ホー
ムなどに慰問し伝統文化を伝える。

藤本流三味線秀西都会　平島一輝
福岡県太宰府市出身。祖母の影響で幼少期
より三味線のお稽古を始める。藤本流師範
「藤本汐帆」に師事。
2003年芸名「藤本汐帆輝」を授かり、2006
年 藤本流師範の免許を取得。
現在地元太宰府で、指導・演奏活動を行って
いる。

太宰府梅ばやし隊
平成24年に発足。毎年恒例の太宰府天満宮
で行われる梅上げ行事に三味線、お囃子と
して参加している。他に支援学校、老人ホー
ムなどに慰問し伝統文化を伝える。

■全施設の年末年始休館日は「広報だざいふ」12月号でお知らせしています。

ミリカローデン那珂川 筑紫郡那珂川町仲2-5-1 TEL（954）2211

ひらしまかずき

ひで      さ        と      かい

か ね よ し 　 し ん の う き く  ち  た け  み つ

ひ ば り と こ
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Sports & Culture

2017
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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

販売場所販売場所

コンサートPコード[100-263]コンサートPコード[100-263] 演劇Pコード[483-055]演劇Pコード[483-055]
電話予約 0570-02-9999

いきいき情報センター（休館日：12/27～1/4・1/24）
プラム・カルコア太宰府（休館日：月曜日・12/28～1/4）
チケットぴあ 電話予約 0570-02-9999

各公演、チケットが完売の場合、当日券はありません各公演、チケットが完売の場合、当日券はありません

「公開ミニ講座」2月3日（土）14：30～15：00 定員100人（要申込）。往復ハガキでお申し込みください。

★未就学児の入場はご遠慮ください。

★未就学児の入場はご遠慮ください。

チケット

日　時

会　場 プラム・カルコア太宰府

チケット

日　時

会　場 プラムカルコア太宰府

約130分
上演時間

（休息含む）

ヴァイオリン・テューバ・ピアノ３つの楽器で奏でる ♪名曲♪
こんなめずらしか 組合せの演奏会って

プラム・カルコア太宰府でしか聴かれんし、見られんとよ！！

征西将軍として一時代を築いた懐良親王も、今は病床にあった。
その脳裏に去来するのは、大保原の戦い、太宰府。征西府の黄金期、そして菊池武光…。

浮かんでは消えていく思い出達の中、親王は雲雀に己を重ねるのだった。
雲雀は再び雲井の空を飛ぶ。

＜演奏予定曲＞
チャルダッシュ（ﾓﾝﾃｨ作曲）
タイスの瞑想曲（ﾏｽﾈ作曲）
幻想即興曲（ｼｮﾊﾟﾝ作曲）
テューバ協奏曲より
（ｳﾞｫｰﾝ･ｳｨﾘｱﾑｽﾞ作曲）ほか



1月16・23・30日 火曜日（全3回）
10:00～12:00　
白水祐樹
12人
2,500円
1月5日（金）必着

※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。

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

託児

榎社境内での発掘調査から、『菅家後集』に
描かれた大宰府と遺跡から浮かび上がる実像
を照らし合わせ、大宰府官僚の居所とそこでの
暮らしぶりに迫ります。

日　時
演　題
講　師
定　員
受講料
締　切

1月20日（土）13:30～15:30
道真公の居所とくらしを考察する
山村信榮（太宰府市教育委員会）

50人
200円
1月6日（土）必着

米麹でつくるこだわりの甘酒

美と健康のための歩き方

〒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

第3回太宰府の専門職員が語る

太宰府学講座

期　間

講　師

追加募集人員
受講料
締　切

1月10日～3月14日　毎週水曜日
14:00～15:15（全10回）　
倉田恵美
（NPO法人日本ゆる協会公認ゆる体操正指導員）

　　　若干人
6,000円
12月15日（金）必着

～ 心 と 体 のリラッ クス ～

やさしいゆる体操初級（3期） 託児

託児

託児

追加募集

太宰府市内各地には、生業を守り財
福をもたらす神様として恵比寿さまがまつられ、地
域の人々によって大切に守り伝えられています。太
宰府天満宮周辺では毎年12月3日に恵比寿まつり
が行われており、地域に根ざした行事であることか
ら、ふれあい館では開館初期から継続して調査を
行っています。
現地ではお飾りや供物、また、まつりの様子を記
録します。個人で行われるものや、持ち回りの当番で
行われるものなどがあり、注連縄の形や供物の種類
も場所によって様々で、年々変化していく部分も見
られます。地域の人々からも聞き取りを行い、これも
資料の一つ として記録に残します。
平成16年には14カ所で行われていたまつりも、
平成23年には10カ所、昨年は9カ所にまで減って
います。さまざまな問題や課題を抱えながらも、現代
まで続いてきた歴史あるまつりを伝えるために尽力
されています。
このように地域とともにある恵比寿さまですが、
太宰府のどこにあるか知らないという人も少なく
ありません。より多くの人々に太宰府の恵比寿さま
を知っていただこうと、当館では「太宰府の恵比寿さ
まマップ」を作成しています。普段皆さんがよく通る
道にももしかすると恵比寿さまがいて、皆さんを見
守っているかもしれません。このマップは館内で配
布をしていますので、ぜひご覧ください。
      　　　　　　　　　　　学芸員　後藤夏実

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15：30まで

12/7●～12/15●木 金 12/3●～12/15●日 金

私たちのトール
ペイント作品展

※最終日17:00まで

12/18●～12/22●月 金 12/20●～12/22●水 金

子ども絵画
造形教室作品展示

※最終日15:00まで

※最終日15:00まで

梅あげ行事
パネル展示

MOA美術館太宰府地域
児童作品展

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

（公財）太宰府市文化スポーツ振興財団事務局

小学生野球教室

日　時
講　師

定　員
受講料
材料費
締　切

健康・美容に様々な効能が期待され、豊富な栄
養素が含まれた日本古来の飲み物『甘酒』。甘酒
の作り方と活用方法を楽しく学び、伝統的調味料
の塩麹も作ります。※ノンアルコールドリンクです。

2月8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
1,000円程度
1月25日（木）必着

日 　 時
場 　 所
対 　 象
定 員

12月17日（日）　10:00～11:30
松川運動公園（御笠5-3-1）
野球に興味がある小学生
100人

 

12月9日（土）14:00～15:00
アンサンブル・エール
ある恋の物語、かわいいあの娘、夜霧のブルース

※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〉
入場無料

日　時
出　演
曲　目

ハーモニカコンサート
　第3回目のエールコンサートです。美しい
音色をお楽しみください。

あふ　ち

継続調査中！
太宰府の恵比寿まつり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

いのうえ

～家庭でできる養生学～

冬薬膳と経絡ストレッチ

時 間
定　員
メニュー

冬は、身体の司令塔である「腎」を養うため、赤
ちゃんから各世代に必要な時季です。中医の考え方
を楽しく薬膳で学びます。

ヨガ、気功、呼吸法、ストレッチ、武術のエッ
センスを取り入れ独自に開発されたやさしい体
操で、ゆるめる習慣をつけませんか。

10：00～13：00
20人
・根菜と豚しゃぶの黒胡麻だれ・ニラ雑炊
・リンゴの葛ゼリー杏仁入り
・紅花とプーアール茶

日 時

講　師
対　象
定　員
受講料
締　切

美しく歩くことは、姿勢の矯正に必要な筋
肉を鍛え、身体のゆがみを整えます。常によい
姿勢を意識し、基礎代謝が活発な健康な身体
を目指しましょう。

1月15日～3月19日
毎週月曜日（全9回）
19:00～20:30　※祝日は休講
西村瑞穂(モデル・ウォーキング講師)

女性　        　　　　　　　　
15人
9,000円
12月24日（日）必着

水引・梅結びで作るブックマーカー

日　時
講　師
定　員
受講料
材料費
締　切

贈答品につける飾り紐として知られる「水引」を
使って、ブックマーカー（しおり）を作ります。基本
のあわじ結びを応用した「梅結び」に挑戦しま
しょう。

1月28日（日）10:00～12:00
髙松麻美（文化ふれあい館）

15人
800円
500円
1月14日（日）必着

やま   むら  のぶ　  ひで

たか  まつ　  あさ    み

手作りはたおり機でコースターを作ろう

日　時
講　師
対　象
定　員
受講料
材料費
締　切

簡易な機織り機を作り、オリジナルのコース
ターを織ります。糸が布になる不思議さとおもし
ろさを体験してみましょう。

2月3日（土）10：00～12：00
長谷部真弓（文化ふれあい館）

小学生　　　
20人
500円
400円
1月20日（土）必着

は　　 せ　  べ      ま    ゆみ

くら　 た　　え　　み

期　間

講　師
対　象
追加募集人員
受講料
締　切

1月16日～3月27日　　
毎週火曜日（全10回）

朝コース　  9：45～10：45
昼コース　13：00～14：00　
夜コース　20：00～21：00
荒牧知子（FTPマットピラティス資格）
女性
　　　各コース若干人
6,500円
12月21日（木）必着

心と体をキレイにするピラティス（3期）

心地良い呼吸法を学び、体の歪みや姿勢をな
おし、インナーマッスルを鍛えます。「腰痛や肩
こりが治り気持ちもスッキリ！」と好評な講座の
追加募集です。

現役プロ野球選手による、トーク＆実技体験

コース・時間

あら   まき  とも   こ

すぎ  うち  とし   や

にし   むら   みず   ほ

はじめての川柳

日 時

講　師
定　員
受講料
締　切

クスッと笑える作品や、ホロリと人情を感じ
る作品を５・７・５で作ってみませんか？初心
者の人も創作にチャレンジできるよう、やさし
く指導します。

しら   みず    ゆう     き

2月3日（土）10:30～12:30
宮本美和(ステンドグラスクッキー作家)

小学生～大人　
※小学生は保護者同伴
12人
1,000円
2,000円　
1月19日（金）必着

託児ステンドグラスクッキー作り

日 時
講　師
対　象

定　員
受講料
材料費
締　切

可愛くて美味しい、プレゼントにぴったりの
クッキーです。アイシングでメッセージを書い
てラッピング！バレンタインにとっておきの一
枚を贈りませんか。

みや   もと     み      わ

1月13日（土）13：00～15:00
山田圭介
（ホテルバー・バーテンダ―）

20人
1,000円
700円
12月24日（日）必着

託児おいしいカクテルの作り方

日 時
講　師

定　員
受講料
材料費
締　切

ベースとなるお酒の知識や道具・技法など、自
宅で手軽にカクテルを作るアイディアをホテル
バーのプロが教えます。『飲む楽しみ』と『作る
楽しみ』を広げましょう。
※試飲もありますので、車でのご来館はお控えください。

〈作品例〉

やま    だ    けい   すけ

※定員になり次第締切

薬膳料理コース

時 間
定　員

家庭でできる冷え症対策のツボほか、「気血、全
身経絡を流し温かく保つ」ストレッチをし、中医の考
え方を楽しく、経絡・ツボで習得します。

13：30～15：30
18人

日　程
講　師
受講料
締　切

１月30日（火）
宇津原知世美（国際中医師）
1コース　1,000円　2コース　1,800円
1月12日（金）必着

経絡・ツボコース

材料費 1,200円

上記2講座とも

う     つ    はら    ち      よ     み

読売ジャイアンツ 杉内俊哉

スポーツ体験

 



1月16・23・30日 火曜日（全3回）
10:00～12:00　
白水祐樹
12人
2,500円
1月5日（金）必着

※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。

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

託児

榎社境内での発掘調査から、『菅家後集』に
描かれた大宰府と遺跡から浮かび上がる実像
を照らし合わせ、大宰府官僚の居所とそこでの
暮らしぶりに迫ります。

日　時
演　題
講　師
定　員
受講料
締　切

1月20日（土）13:30～15:30
道真公の居所とくらしを考察する
山村信榮（太宰府市教育委員会）

50人
200円
1月6日（土）必着

米麹でつくるこだわりの甘酒

美と健康のための歩き方

〒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

第3回太宰府の専門職員が語る

太宰府学講座

期　間

講　師

追加募集人員
受講料
締　切

1月10日～3月14日　毎週水曜日
14:00～15:15（全10回）　
倉田恵美
（NPO法人日本ゆる協会公認ゆる体操正指導員）

　　　若干人
6,000円
12月15日（金）必着

～ 心 と 体 のリラッ クス ～

やさしいゆる体操初級（3期） 託児

託児

託児

追加募集

太宰府市内各地には、生業を守り財
福をもたらす神様として恵比寿さまがまつられ、地
域の人々によって大切に守り伝えられています。太
宰府天満宮周辺では毎年12月3日に恵比寿まつり
が行われており、地域に根ざした行事であることか
ら、ふれあい館では開館初期から継続して調査を
行っています。
現地ではお飾りや供物、また、まつりの様子を記
録します。個人で行われるものや、持ち回りの当番で
行われるものなどがあり、注連縄の形や供物の種類
も場所によって様々で、年々変化していく部分も見
られます。地域の人々からも聞き取りを行い、これも
資料の一つ として記録に残します。
平成16年には14カ所で行われていたまつりも、
平成23年には10カ所、昨年は9カ所にまで減って
います。さまざまな問題や課題を抱えながらも、現代
まで続いてきた歴史あるまつりを伝えるために尽力
されています。
このように地域とともにある恵比寿さまですが、
太宰府のどこにあるか知らないという人も少なく
ありません。より多くの人々に太宰府の恵比寿さま
を知っていただこうと、当館では「太宰府の恵比寿さ
まマップ」を作成しています。普段皆さんがよく通る
道にももしかすると恵比寿さまがいて、皆さんを見
守っているかもしれません。このマップは館内で配
布をしていますので、ぜひご覧ください。
      　　　　　　　　　　　学芸員　後藤夏実

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15：30まで

12/7●～12/15●木 金 12/3●～12/15●日 金

私たちのトール
ペイント作品展

※最終日17:00まで

12/18●～12/22●月 金 12/20●～12/22●水 金

子ども絵画
造形教室作品展示

※最終日15:00まで

※最終日15:00まで

梅あげ行事
パネル展示

MOA美術館太宰府地域
児童作品展

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

（公財）太宰府市文化スポーツ振興財団事務局

小学生野球教室

日　時
講　師

定　員
受講料
材料費
締　切

健康・美容に様々な効能が期待され、豊富な栄
養素が含まれた日本古来の飲み物『甘酒』。甘酒
の作り方と活用方法を楽しく学び、伝統的調味料
の塩麹も作ります。※ノンアルコールドリンクです。

2月8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
1,000円程度
1月25日（木）必着

日 　 時
場 　 所
対 　 象
定 員

12月17日（日）　10:00～11:30
松川運動公園（御笠5-3-1）
野球に興味がある小学生
100人

 

12月9日（土）14:00～15:00
アンサンブル・エール
ある恋の物語、かわいいあの娘、夜霧のブルース

※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〉
入場無料

日　時
出　演
曲　目

ハーモニカコンサート
　第3回目のエールコンサートです。美しい
音色をお楽しみください。

あふ　ち

継続調査中！
太宰府の恵比寿まつり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

いのうえ

～家庭でできる養生学～

冬薬膳と経絡ストレッチ

時 間
定　員
メニュー

冬は、身体の司令塔である「腎」を養うため、赤
ちゃんから各世代に必要な時季です。中医の考え方
を楽しく薬膳で学びます。

ヨガ、気功、呼吸法、ストレッチ、武術のエッ
センスを取り入れ独自に開発されたやさしい体
操で、ゆるめる習慣をつけませんか。

10：00～13：00
20人
・根菜と豚しゃぶの黒胡麻だれ・ニラ雑炊
・リンゴの葛ゼリー杏仁入り
・紅花とプーアール茶

日 時

講　師
対　象
定　員
受講料
締　切

美しく歩くことは、姿勢の矯正に必要な筋
肉を鍛え、身体のゆがみを整えます。常によい
姿勢を意識し、基礎代謝が活発な健康な身体
を目指しましょう。

1月15日～3月19日
毎週月曜日（全9回）
19:00～20:30　※祝日は休講
西村瑞穂(モデル・ウォーキング講師)

女性　        　　　　　　　　
15人
9,000円
12月24日（日）必着

水引・梅結びで作るブックマーカー

日　時
講　師
定　員
受講料
材料費
締　切

贈答品につける飾り紐として知られる「水引」を
使って、ブックマーカー（しおり）を作ります。基本
のあわじ結びを応用した「梅結び」に挑戦しま
しょう。

1月28日（日）10:00～12:00
髙松麻美（文化ふれあい館）

15人
800円
500円
1月14日（日）必着

やま   むら  のぶ　  ひで

たか  まつ　  あさ    み

手作りはたおり機でコースターを作ろう

日　時
講　師
対　象
定　員
受講料
材料費
締　切

簡易な機織り機を作り、オリジナルのコース
ターを織ります。糸が布になる不思議さとおもし
ろさを体験してみましょう。

2月3日（土）10：00～12：00
長谷部真弓（文化ふれあい館）

小学生　　　
20人
500円
400円
1月20日（土）必着

は　　 せ　  べ      ま    ゆみ

くら　 た　　え　　み

期　間

講　師
対　象
追加募集人員
受講料
締　切

1月16日～3月27日　　
毎週火曜日（全10回）

朝コース　  9：45～10：45
昼コース　13：00～14：00　
夜コース　20：00～21：00
荒牧知子（FTPマットピラティス資格）
女性
　　　各コース若干人
6,500円
12月21日（木）必着

心と体をキレイにするピラティス（3期）

心地良い呼吸法を学び、体の歪みや姿勢をな
おし、インナーマッスルを鍛えます。「腰痛や肩
こりが治り気持ちもスッキリ！」と好評な講座の
追加募集です。

現役プロ野球選手による、トーク＆実技体験

コース・時間

あら   まき  とも   こ

すぎ  うち  とし   や

にし   むら   みず   ほ

はじめての川柳

日 時

講　師
定　員
受講料
締　切

クスッと笑える作品や、ホロリと人情を感じ
る作品を５・７・５で作ってみませんか？初心
者の人も創作にチャレンジできるよう、やさし
く指導します。

しら   みず    ゆう     き

2月3日（土）10:30～12:30
宮本美和(ステンドグラスクッキー作家)

小学生～大人　
※小学生は保護者同伴
12人
1,000円
2,000円　
1月19日（金）必着

託児ステンドグラスクッキー作り

日 時
講　師
対　象

定　員
受講料
材料費
締　切

可愛くて美味しい、プレゼントにぴったりの
クッキーです。アイシングでメッセージを書い
てラッピング！バレンタインにとっておきの一
枚を贈りませんか。

みや   もと     み      わ

1月13日（土）13：00～15:00
山田圭介
（ホテルバー・バーテンダ―）

20人
1,000円
700円
12月24日（日）必着

託児おいしいカクテルの作り方

日 時
講　師

定　員
受講料
材料費
締　切

ベースとなるお酒の知識や道具・技法など、自
宅で手軽にカクテルを作るアイディアをホテル
バーのプロが教えます。『飲む楽しみ』と『作る
楽しみ』を広げましょう。
※試飲もありますので、車でのご来館はお控えください。

〈作品例〉

やま    だ    けい   すけ

※定員になり次第締切

薬膳料理コース

時 間
定　員

家庭でできる冷え症対策のツボほか、「気血、全
身経絡を流し温かく保つ」ストレッチをし、中医の考
え方を楽しく、経絡・ツボで習得します。

13：30～15：30
18人

日　程
講　師
受講料
締　切

１月30日（火）
宇津原知世美（国際中医師）
1コース　1,000円　2コース　1,800円
1月12日（金）必着

経絡・ツボコース

材料費 1,200円

上記2講座とも

う     つ    はら    ち      よ     み

読売ジャイアンツ 杉内俊哉

スポーツ体験

 



1月16・23・30日 火曜日（全3回）
10:00～12:00　
白水祐樹
12人
2,500円
1月5日（金）必着

※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。

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

託児

榎社境内での発掘調査から、『菅家後集』に
描かれた大宰府と遺跡から浮かび上がる実像
を照らし合わせ、大宰府官僚の居所とそこでの
暮らしぶりに迫ります。

日　時
演　題
講　師
定　員
受講料
締　切

1月20日（土）13:30～15:30
道真公の居所とくらしを考察する
山村信榮（太宰府市教育委員会）

50人
200円
1月6日（土）必着

米麹でつくるこだわりの甘酒

美と健康のための歩き方

〒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

第3回太宰府の専門職員が語る

太宰府学講座

期　間

講　師

追加募集人員
受講料
締　切

1月10日～3月14日　毎週水曜日
14:00～15:15（全10回）　
倉田恵美
（NPO法人日本ゆる協会公認ゆる体操正指導員）

　　　若干人
6,000円
12月15日（金）必着

～ 心 と 体 のリラッ クス ～

やさしいゆる体操初級（3期） 託児

託児

託児

追加募集

太宰府市内各地には、生業を守り財
福をもたらす神様として恵比寿さまがまつられ、地
域の人々によって大切に守り伝えられています。太
宰府天満宮周辺では毎年12月3日に恵比寿まつり
が行われており、地域に根ざした行事であることか
ら、ふれあい館では開館初期から継続して調査を
行っています。
現地ではお飾りや供物、また、まつりの様子を記
録します。個人で行われるものや、持ち回りの当番で
行われるものなどがあり、注連縄の形や供物の種類
も場所によって様々で、年々変化していく部分も見
られます。地域の人々からも聞き取りを行い、これも
資料の一つ として記録に残します。
平成16年には14カ所で行われていたまつりも、
平成23年には10カ所、昨年は9カ所にまで減って
います。さまざまな問題や課題を抱えながらも、現代
まで続いてきた歴史あるまつりを伝えるために尽力
されています。
このように地域とともにある恵比寿さまですが、
太宰府のどこにあるか知らないという人も少なく
ありません。より多くの人々に太宰府の恵比寿さま
を知っていただこうと、当館では「太宰府の恵比寿さ
まマップ」を作成しています。普段皆さんがよく通る
道にももしかすると恵比寿さまがいて、皆さんを見
守っているかもしれません。このマップは館内で配
布をしていますので、ぜひご覧ください。
      　　　　　　　　　　　学芸員　後藤夏実

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15：30まで

12/7●～12/15●木 金 12/3●～12/15●日 金

私たちのトール
ペイント作品展

※最終日17:00まで

12/18●～12/22●月 金 12/20●～12/22●水 金

子ども絵画
造形教室作品展示

※最終日15:00まで

※最終日15:00まで

梅あげ行事
パネル展示

MOA美術館太宰府地域
児童作品展

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

（公財）太宰府市文化スポーツ振興財団事務局

小学生野球教室

日　時
講　師

定　員
受講料
材料費
締　切

健康・美容に様々な効能が期待され、豊富な栄
養素が含まれた日本古来の飲み物『甘酒』。甘酒
の作り方と活用方法を楽しく学び、伝統的調味料
の塩麹も作ります。※ノンアルコールドリンクです。

2月8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
1,000円程度
1月25日（木）必着

日 　 時
場 　 所
対 　 象
定 員

12月17日（日）　10:00～11:30
松川運動公園（御笠5-3-1）
野球に興味がある小学生
100人

 

12月9日（土）14:00～15:00
アンサンブル・エール
ある恋の物語、かわいいあの娘、夜霧のブルース

※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〉
入場無料

日　時
出　演
曲　目

ハーモニカコンサート
　第3回目のエールコンサートです。美しい
音色をお楽しみください。

あふ　ち

継続調査中！
太宰府の恵比寿まつり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

いのうえ

～家庭でできる養生学～

冬薬膳と経絡ストレッチ

時 間
定　員
メニュー

冬は、身体の司令塔である「腎」を養うため、赤
ちゃんから各世代に必要な時季です。中医の考え方
を楽しく薬膳で学びます。

ヨガ、気功、呼吸法、ストレッチ、武術のエッ
センスを取り入れ独自に開発されたやさしい体
操で、ゆるめる習慣をつけませんか。

10：00～13：00
20人
・根菜と豚しゃぶの黒胡麻だれ・ニラ雑炊
・リンゴの葛ゼリー杏仁入り
・紅花とプーアール茶

日 時

講　師
対　象
定　員
受講料
締　切

美しく歩くことは、姿勢の矯正に必要な筋
肉を鍛え、身体のゆがみを整えます。常によい
姿勢を意識し、基礎代謝が活発な健康な身体
を目指しましょう。

1月15日～3月19日
毎週月曜日（全9回）
19:00～20:30　※祝日は休講
西村瑞穂(モデル・ウォーキング講師)

女性　        　　　　　　　　
15人
9,000円
12月24日（日）必着

水引・梅結びで作るブックマーカー

日　時
講　師
定　員
受講料
材料費
締　切

贈答品につける飾り紐として知られる「水引」を
使って、ブックマーカー（しおり）を作ります。基本
のあわじ結びを応用した「梅結び」に挑戦しま
しょう。

1月28日（日）10:00～12:00
髙松麻美（文化ふれあい館）

15人
800円
500円
1月14日（日）必着

やま   むら  のぶ　  ひで

たか  まつ　  あさ    み

手作りはたおり機でコースターを作ろう

日　時
講　師
対　象
定　員
受講料
材料費
締　切

簡易な機織り機を作り、オリジナルのコース
ターを織ります。糸が布になる不思議さとおもし
ろさを体験してみましょう。

2月3日（土）10：00～12：00
長谷部真弓（文化ふれあい館）

小学生　　　
20人
500円
400円
1月20日（土）必着

は　　 せ　  べ      ま    ゆみ

くら　 た　　え　　み

期　間

講　師
対　象
追加募集人員
受講料
締　切

1月16日～3月27日　　
毎週火曜日（全10回）

朝コース　  9：45～10：45
昼コース　13：00～14：00　
夜コース　20：00～21：00
荒牧知子（FTPマットピラティス資格）
女性
　　　各コース若干人
6,500円
12月21日（木）必着

心と体をキレイにするピラティス（3期）

心地良い呼吸法を学び、体の歪みや姿勢をな
おし、インナーマッスルを鍛えます。「腰痛や肩
こりが治り気持ちもスッキリ！」と好評な講座の
追加募集です。

現役プロ野球選手による、トーク＆実技体験

コース・時間

あら   まき  とも   こ

すぎ  うち  とし   や

にし   むら   みず   ほ

はじめての川柳

日 時

講　師
定　員
受講料
締　切

クスッと笑える作品や、ホロリと人情を感じ
る作品を５・７・５で作ってみませんか？初心
者の人も創作にチャレンジできるよう、やさし
く指導します。

しら   みず    ゆう     き

2月3日（土）10:30～12:30
宮本美和(ステンドグラスクッキー作家)

小学生～大人　
※小学生は保護者同伴
12人
1,000円
2,000円　
1月19日（金）必着

託児ステンドグラスクッキー作り

日 時
講　師
対　象

定　員
受講料
材料費
締　切

可愛くて美味しい、プレゼントにぴったりの
クッキーです。アイシングでメッセージを書い
てラッピング！バレンタインにとっておきの一
枚を贈りませんか。

みや   もと     み      わ

1月13日（土）13：00～15:00
山田圭介
（ホテルバー・バーテンダ―）

20人
1,000円
700円
12月24日（日）必着

託児おいしいカクテルの作り方

日 時
講　師

定　員
受講料
材料費
締　切

ベースとなるお酒の知識や道具・技法など、自
宅で手軽にカクテルを作るアイディアをホテル
バーのプロが教えます。『飲む楽しみ』と『作る
楽しみ』を広げましょう。
※試飲もありますので、車でのご来館はお控えください。

〈作品例〉

やま    だ    けい   すけ

※定員になり次第締切

薬膳料理コース

時 間
定　員

家庭でできる冷え症対策のツボほか、「気血、全
身経絡を流し温かく保つ」ストレッチをし、中医の考
え方を楽しく、経絡・ツボで習得します。

13：30～15：30
18人

日　程
講　師
受講料
締　切

１月30日（火）
宇津原知世美（国際中医師）
1コース　1,000円　2コース　1,800円
1月12日（金）必着

経絡・ツボコース

材料費 1,200円

上記2講座とも

う     つ    はら    ち      よ     み

読売ジャイアンツ 杉内俊哉

スポーツ体験

 



問い合わせ TEL928-5000太宰府市五条三丁目1番1号いきいき情報センター 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
※11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

12/17(日)

1/27（土）

春日交響楽団2017クリスマスコンサート
1,200円　※3歳以上有料　14：00

ふれぶん音楽大学｠
第5回「音楽と認知症予防」
一般500円　スプリングメイト会員無料　14：00

東儀秀樹トーク＆ライブ
演奏予定曲目：「越天楽幻想曲」「JUPITER」「ハナミズキ」ほか
雅楽師・東儀秀樹が織りなす雅な世界をご堪能ください。
一般3,000円　高校生以下2,000円　※未就学児入場不可
全席指定　14：00

1/14(日)

筑紫野市文化会館 筑紫野市上古賀1-5-1 TEL（925）4321

１２/３(日)

１２/１７(日)

１/２８(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

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
※未就学児も入場可　14：00

「みんなの学校」上映会
～不登校も特別支援学級もない　同じ教室で一緒に学ぶ　
ふつうの公立小学校の　みんなが笑顔になる挑戦～
問合せ：(特)ちくしの子ども劇場TEL092-925-5630
大人1,000円　高校生800円　中学生以下無料
①10：30　②14：30

12/2（土）

12/16（土）

1/24（水）

キッズシネマ「ＳＩＮＧ」
①②日本語吹替版　③日本語字幕版
施設利用券：1枚300円　4枚回数券1,000円　※3才以上入場可
①10：00　②14：00　③17：00

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

かがみのかなたはたなかのなかに
出演：近藤良平、首藤康之、長塚圭史、松たか子
一般5,000円　U25 3,000円　※未就学児入場不可　19：00

大野城まどかぴあ 大野城市曙町2-3-1 TEL（586）4000

「バンブーオーケストラ那珂川  クリスマスコンサート」
入場無料　14：00～

平成29年度歴史講座「ちくし見聞録」「大宰府の羅城」
講師：山村信榮さん（太宰府市教育委員会）
入場無料（要事前申し込み）　10：00～12：00

平成29年度ミリカ文化講演会
「ぐつぐつ小説の鍋が煮えてくる」
講師：村田喜代子さん（芥川賞作家・梅光学院大学文学部客員教授）
全席自由1,000円　14：00

1/21(日)

1/28(日)

12/23
（土・祝）

★キック＆パンチ同好会 (エクササイズ)

：毎週1～2回　11:00～
：いきいき情報センター
：１回300円

問い合わせ／高巣小夜子090（9498）3265
たか す  さ    よ   こ

　キックボクシングの振りを音楽に合わ
せ、楽しくしっかり汗を流しましょう！
日 時
場 所
会 費 

日　時 ： 12月9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 202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。

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。

昭和62年に、日本の伝統文化を広く伝える
ために、と太宰府市に設立された、和太鼓の
会です。地域の祭り、ご老人施設、イベント会
場の場などで広く演奏活動を行っている。

昭和62年に、日本の伝統文化を広く伝える
ために、と太宰府市に設立された、和太鼓の
会です。地域の祭り、ご老人施設、イベント会
場の場などで広く演奏活動を行っている。

（公財）太宰府市文化スポーツ振興財団事務局
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/

き　 な 　　まさし

 テューバ 喜名 雅
さか  ぐち 　 ま　 ゆ

 ヴァイオリン 坂口 昌優
つる    み      あや

 ピアノ 鶴見 彩

入場
無料三味線

和太鼓

日時： 12月23日（土・祝）14：00～15：30
場所：いきいき情報センター　2Ｆフロア

藤本流三味線秀西都会　平島一輝
福岡県太宰府市出身。祖母の影響で幼少期
より三味線のお稽古を始める。藤本流師範
「藤本汐帆」に師事。
2003年芸名「藤本汐帆輝」を授かり、2006
年 藤本流師範の免許を取得。
現在地元太宰府で、指導・演奏活動を行って
いる。

太宰府梅ばやし隊
平成24年に発足。毎年恒例の太宰府天満宮
で行われる梅上げ行事に三味線、お囃子と
して参加している。他に支援学校、老人ホー
ムなどに慰問し伝統文化を伝える。

藤本流三味線秀西都会　平島一輝
福岡県太宰府市出身。祖母の影響で幼少期
より三味線のお稽古を始める。藤本流師範
「藤本汐帆」に師事。
2003年芸名「藤本汐帆輝」を授かり、2006
年 藤本流師範の免許を取得。
現在地元太宰府で、指導・演奏活動を行って
いる。

太宰府梅ばやし隊
平成24年に発足。毎年恒例の太宰府天満宮
で行われる梅上げ行事に三味線、お囃子と
して参加している。他に支援学校、老人ホー
ムなどに慰問し伝統文化を伝える。

■全施設の年末年始休館日は「広報だざいふ」12月号でお知らせしています。

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

コンサートPコード[100-263]コンサートPコード[100-263] 演劇Pコード[483-055]演劇Pコード[483-055]
電話予約 0570-02-9999

いきいき情報センター（休館日：12/27～1/4・1/24）
プラム・カルコア太宰府（休館日：月曜日・12/28～1/4）
チケットぴあ 電話予約 0570-02-9999

各公演、チケットが完売の場合、当日券はありません各公演、チケットが完売の場合、当日券はありません

「公開ミニ講座」2月3日（土）14：30～15：00 定員100人（要申込）。往復ハガキでお申し込みください。

★未就学児の入場はご遠慮ください。

★未就学児の入場はご遠慮ください。

チケット

日　時

会　場 プラム・カルコア太宰府

チケット

日　時

会　場 プラムカルコア太宰府

約130分
上演時間

（休息含む）

ヴァイオリン・テューバ・ピアノ３つの楽器で奏でる ♪名曲♪
こんなめずらしか 組合せの演奏会って

プラム・カルコア太宰府でしか聴かれんし、見られんとよ！！

征西将軍として一時代を築いた懐良親王も、今は病床にあった。
その脳裏に去来するのは、大保原の戦い、太宰府。征西府の黄金期、そして菊池武光…。

浮かんでは消えていく思い出達の中、親王は雲雀に己を重ねるのだった。
雲雀は再び雲井の空を飛ぶ。

＜演奏予定曲＞
チャルダッシュ（ﾓﾝﾃｨ作曲）
タイスの瞑想曲（ﾏｽﾈ作曲）
幻想即興曲（ｼｮﾊﾟﾝ作曲）
テューバ協奏曲より
（ｳﾞｫｰﾝ･ｳｨﾘｱﾑｽﾞ作曲）ほか



問い合わせ TEL928-5000太宰府市五条三丁目1番1号いきいき情報センター 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
※11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

12/17(日)

1/27（土）

春日交響楽団2017クリスマスコンサート
1,200円　※3歳以上有料　14：00

ふれぶん音楽大学｠
第5回「音楽と認知症予防」
一般500円　スプリングメイト会員無料　14：00

東儀秀樹トーク＆ライブ
演奏予定曲目：「越天楽幻想曲」「JUPITER」「ハナミズキ」ほか
雅楽師・東儀秀樹が織りなす雅な世界をご堪能ください。
一般3,000円　高校生以下2,000円　※未就学児入場不可
全席指定　14：00

1/14(日)

筑紫野市文化会館 筑紫野市上古賀1-5-1 TEL（925）4321

１２/３(日)

１２/１７(日)

１/２８(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

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
※未就学児も入場可　14：00

「みんなの学校」上映会
～不登校も特別支援学級もない　同じ教室で一緒に学ぶ　
ふつうの公立小学校の　みんなが笑顔になる挑戦～
問合せ：(特)ちくしの子ども劇場TEL092-925-5630
大人1,000円　高校生800円　中学生以下無料
①10：30　②14：30

12/2（土）

12/16（土）

1/24（水）

キッズシネマ「ＳＩＮＧ」
①②日本語吹替版　③日本語字幕版
施設利用券：1枚300円　4枚回数券1,000円　※3才以上入場可
①10：00　②14：00　③17：00

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

かがみのかなたはたなかのなかに
出演：近藤良平、首藤康之、長塚圭史、松たか子
一般5,000円　U25 3,000円　※未就学児入場不可　19：00

大野城まどかぴあ 大野城市曙町2-3-1 TEL（586）4000

「バンブーオーケストラ那珂川  クリスマスコンサート」
入場無料　14：00～

平成29年度歴史講座「ちくし見聞録」「大宰府の羅城」
講師：山村信榮さん（太宰府市教育委員会）
入場無料（要事前申し込み）　10：00～12：00

平成29年度ミリカ文化講演会
「ぐつぐつ小説の鍋が煮えてくる」
講師：村田喜代子さん（芥川賞作家・梅光学院大学文学部客員教授）
全席自由1,000円　14：00

1/21(日)

1/28(日)

12/23
（土・祝）

★キック＆パンチ同好会 (エクササイズ)

：毎週1～2回　11:00～
：いきいき情報センター
：１回300円

問い合わせ／高巣小夜子090（9498）3265
たか す  さ    よ   こ

　キックボクシングの振りを音楽に合わ
せ、楽しくしっかり汗を流しましょう！
日 時
場 所
会 費 

日　時 ： 12月9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 202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。

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。

昭和62年に、日本の伝統文化を広く伝える
ために、と太宰府市に設立された、和太鼓の
会です。地域の祭り、ご老人施設、イベント会
場の場などで広く演奏活動を行っている。

昭和62年に、日本の伝統文化を広く伝える
ために、と太宰府市に設立された、和太鼓の
会です。地域の祭り、ご老人施設、イベント会
場の場などで広く演奏活動を行っている。

（公財）太宰府市文化スポーツ振興財団事務局
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/

き　 な 　　まさし

 テューバ 喜名 雅
さか  ぐち 　 ま　 ゆ

 ヴァイオリン 坂口 昌優
つる    み      あや

 ピアノ 鶴見 彩

入場
無料三味線

和太鼓

日時： 12月23日（土・祝）14：00～15：30
場所：いきいき情報センター　2Ｆフロア

藤本流三味線秀西都会　平島一輝
福岡県太宰府市出身。祖母の影響で幼少期
より三味線のお稽古を始める。藤本流師範
「藤本汐帆」に師事。
2003年芸名「藤本汐帆輝」を授かり、2006
年 藤本流師範の免許を取得。
現在地元太宰府で、指導・演奏活動を行って
いる。

太宰府梅ばやし隊
平成24年に発足。毎年恒例の太宰府天満宮
で行われる梅上げ行事に三味線、お囃子と
して参加している。他に支援学校、老人ホー
ムなどに慰問し伝統文化を伝える。
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で行われる梅上げ行事に三味線、お囃子と
して参加している。他に支援学校、老人ホー
ムなどに慰問し伝統文化を伝える。

■全施設の年末年始休館日は「広報だざいふ」12月号でお知らせしています。
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