
（祝日のときは翌平日）

ミリカローデン那珂川 筑紫郡那珂川町仲2-5-1 TEL（954）2211

いきいき情報センター 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。

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

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

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

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

イッキーくん

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〉

筆文字アート受講生作品展
（いきいき情報センター主催講座）

1/12●～1/25●金 木

つくし お隣りさん情報
※12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

2/11
（日・祝）

3/18（日）

1/14（日）

平成29年度歴史講座　「ちくし見聞録」「『宝珠山紀行』に見る近世の旅」
講師：山村淳彦さん（筑紫野市歴史博物館）
入場無料（要事前申し込み）10：00～12：00

1/28（日）

2/18（日）

1/28（日）

春日市ふれあい文化センター 春日市大谷6-24 TEL（584）3366

1/27（土）

1/20（土） 土曜シアター 「スティーブ・ジョブズ」＜字幕スーパー＞
施設利用料1枚300円　※３歳以上有料　①10：00　②14：00

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

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

「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　①10：30②14：30

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

平成29年度歴史講座　「ちくし見聞録」「安徳台遺跡群とその後」
講師：岩滿聡さん（那珂川町教育委員会）
入場無料（要事前申し込み）10：00～12：00

大野城まどかぴあ 大野城市曙町2-3-1 TEL（586）4000

つるの剛士コンサート　～つるのうた名曲集～ in 大野城
出演：つるの剛士
5,000円　※未就学児入場不可　17：30

2/24（土）

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

1/24（水）

1/20（土）

まどかぴあ市民大学おとなの楽校　4時間目
文学から時代の動きをみる授業「夏目漱石と村上春樹」
講師：岡野進（九州大学言語文化研究院元教授)、生野文治（NHK「ためしてガッテン」ナレーター）
500円　※未就学児入場不可　14：00

筑紫地区文化財
写真展
1/6●～1/19●土 金

1/21●～1/30●日 火

※最終日　17：30まで※最終日　15：00まで

第22回年賀状と
季節の絵手紙交流展

※最終日　14：00まで

市民企画公募事業「プロデューサーズ2017」選定事業
ピュアハート 熊本地震被災地支援報告コンサート「風月同天Ⅴ」
手話通訳があります　入場無料　13：00

日　時 ： 1月13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!

★ごじょう歌謡カラオケ木曜教室

日　時 ： 第1～3木曜日(月3回)
　　　　13:30～15:30
場　所 ： いきいき情報センター
会　費 ： 月 3,000円
教材費 ： 500円
問い合わせ／本多たみ子
　　　　　　TEL090(5948)6006

ほんだ こ

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

　楽しい教室で健康に最適です。新曲
も歌えるようになり見学も歓迎です。

（公財）太宰府市文化スポーツ振興財団事務局

「正しいラジオ体操」
無料巡回 開催中！

　ちょっとしたコツを覚えると、たった３分ほどで身体にいいことがいっ
ぱい！太宰府市内の自治会や各種団体・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）までお問い合わせください。

詳しくは、財団事務局総務課へお問い合わせ
ください。TEL 920-7070／平日9時～17時

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/

共催：太宰府市・太宰府市教育委員会
後援：（一社）太宰府市体育協会
元気づくりポイント対象事業

契約職員及びパート職員
の登録を受付けます。

急募!!

Sports & Culture
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いきいき情報センター

文化ふれあい館

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

福岡都市圏の膨張とともに都市化していっ
た太宰府では、古くからの神社祭祀が守り伝え
られています。旧水城村地域の神社行事につい
て、宮座を中心に紹介します。

日　時
演　題
講　師
定　員
受講料
締　切

2月17日（土）13:30～15:30
旧水城村域の神社祭祀～宮座を中心に～

長谷部真弓（文化ふれあい館）

50人
200円
2月3日（土）必着

実用折り紙

第4回太宰府の専門職員が語る

太宰府学講座

日　時
講　師
定　員
受講料
材料費
締　切

日本の文化である「ORIGAMI」。脳を活性化する
ために指先を使って、かわいいふくろうやお箸入れ
などを折り、暮しの中に取り入れてみましょう。

3月1日(木) 10:00～12:00
池田紀子（日本折紙協会 福岡支部長）

20人 
500円
100円
2月15日（木）必着

いけ    だ     のり    こ

太宰府の土地食（昔料理）

日　時
講　師
定　員
受講料
材料費
献　立

締　切

地域に伝え継がれた昭和前半の『おやつ』を作
ります。古き良き時代の温もりが感じられる、素朴
なおいしさが新しい味として甦ってきます。

3月8日（木）10:00～13:00
太宰府市食生活改善推進員
20人
1,000円
400円程度
カリントウのリンかけ
よもぎダゴ
ナベヤキ
2月22日（木)必着

は　　せ　　べ　　ま　 ゆみ

「家族がいるからこその幸せや笑顔があ
る。」ヤフーニュースでも話題となった子育て
奮闘エピソードで、笑顔の輪を広げます。
★ふれあい遊びや交流会もあります。

日　時
講　師
対　象
定　員
受講料
申込方法

１月27日（土）10:00～12:00
森本好香（ベビーダンスインストラクター）

子育て中の保護者
50人
200円
電話又はホームページ
（定員になり次第締切）

もり   もと   よし     か

〒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

男女共同参画推進センタールミナス

ど　　ぢ　 しょく

芸人家族の笑って笑って三人四脚
～子どもの笑顔を引き出す魔法～　

男女共同参画セミナー③
託児託児

※託児締切　１月20日（土）必着

日　時

場　所

フェスタ参加者説明会日時

平成30年３月11日（日）
10:00～15:00（予定）
太宰府市体育センター
（男女共同参画推進センタールミナス向い）

２月17日（土）１４:００～１６:００
・男女共同参画推進センタールミナス

往復はがきに代表者の住所・氏名（ふりがな）・年齢・電話
番号・出店内容を記入し、お申し込みください。尚、窓口で
お申込みの場合は、郵便ハガキを1枚ご持参ください。※
ホームページのメールから申し込む場合は、講座名にフ
リーマーケット、備考欄に、出店内容を入力してください。

★ルミナスフェスタ 2018★

フリーマーケット出店者募集!
　ルミナスフェスタ2018において、フリーマーケットに
出店するグループ・団体を募集します。

当館は、緑豊かな四王寺山の山懐にいだ
かれ、水城跡を一望できる高台に位置し、太
宰府のいにしえを物語る多くの史跡地を結ぶ
「歴史の散歩道」の中核施設として開館22年
目を迎えました。
今月からは、昭和初期から中期の太宰府に

焦点をあて、人々の暮らしと生活道具など先
人の知恵と工夫を学ぶ「第22回くらしのうつり
かわり展」を開催いたします。
展示では、「五右衛門風呂」

「囲炉裏」や「かや」など当時の
生活道具にも触れられる体験
コーナーも設けていますので、
多くの皆さんのご来館を職員一
同お待ちいたしております。

あけましておめでとうございます。
当財団は、平成４年５月に太宰府市の文化・スポーツ振興を目的に設立され、平

成２５年度からは公益財団法人として活動しています。特に、平成２８年度からは当
財団の管理施設における事業に加え、「史跡のまちの事業」と位置づけた新たな文
化・スポーツ事業にも取り組んでいます。
昨年は、小さなお子さんからご高齢の皆さんまで多くのご参加をいただきました。

職員一同、心から感謝いたしております。
本年も、いろいろと趣向を凝らしながら皆さんのご希望に添えるような各種事業

を実施してまいりますので、奮ってご参加いただきますようお願いいたします。

館長 三笠哲生

当センターでは、市民の皆さんがいきいきと
生活を送るため、生涯を通して誰もが学び、社
会に参加できるよう、それぞれのニーズに合っ
た学習、文化活動やスポーツ・レクリエーショ
ン等の幅広い事業の充実を目指しています。
また、皆さんの自主的な文化活動を支援す

るために、自主サークル及び講師の紹介、研修
室の貸室業務等を積極的に行っています。
本年も、職員一同、より安全安心かつ快適

に、満足してご利用いただける
よう心掛ける所存でございます
ので、昨年同様のご利用を頂き
ますよう、お願い申しあげます。

所長 柴田信義

太宰府市民図書館
近年図書館を利用される人が減少しています。
テレビやネットから情報が溢れているのも一
因かもしれません。そういう中多くの皆さんに、
本から得られる知識や感動、多様な文化や価
値観に触れていただきたいと願いつつ本を手
渡ししています。
図書館の蔵書は、幅広い内容から職員が
選書したものと、利用者の皆さんのリクエスト
によって構成されます。皆さんの利用が多いほ
ど多様性に富んだ本棚が作られていくので
す。足を運ぶだけの価値のある
図書館となれるよう職員一同努
力してまいりますので、今年もご
利用よろしくお願いいたします。
＊図書館情報は、広報だざいふをご覧ください。

館長 田村幸光

当センターは、昭和52年4月に「働く婦人の
家」として開館した後、平成15年7月に「女性セ
ンタールミナス」へ、そして平成28年4月に「男女
共同参画推進センタールミナス」と名称と機能を
変更し、現在に至っています。
ルミナスでは、「女性だから」ということで門戸
を閉ざされない社会、つまり性別に関係なく
個々人の能力や特性が生かされる社会の実現
に向けて、新たな情報が発信できるよう各種講
座を開催しています。
その他、女性は勿論、男性向
けの楽しい講座を多数計画、貸
室も行っております。
多くの人が来館してくださるよ

う職員一同、お待ちいたしており
ます。

館長 今泉憲治

　←全講座の申込み方法は、3ページに掲載しています。

申込方法

募集条件

出店スペース
定　員
参加費
締　切

①営利を目的としない団体
②消費期限の表示が無い物や
　食品の手作り（作り置き）は不可。
③参加者説明会に必ず出席できること。
４㎡程度
12団体程度
５００円（経費補助なし）
１月31日（水）必着
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文化ふれあい館

文化ふれあい館
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お申込みの場合は、郵便ハガキを1枚ご持参ください。※
ホームページのメールから申し込む場合は、講座名にフ
リーマーケット、備考欄に、出店内容を入力してください。

★ルミナスフェスタ 2018★

フリーマーケット出店者募集!
　ルミナスフェスタ2018において、フリーマーケットに
出店するグループ・団体を募集します。

当館は、緑豊かな四王寺山の山懐にいだ
かれ、水城跡を一望できる高台に位置し、太
宰府のいにしえを物語る多くの史跡地を結ぶ
「歴史の散歩道」の中核施設として開館22年
目を迎えました。
今月からは、昭和初期から中期の太宰府に

焦点をあて、人々の暮らしと生活道具など先
人の知恵と工夫を学ぶ「第22回くらしのうつり
かわり展」を開催いたします。
展示では、「五右衛門風呂」

「囲炉裏」や「かや」など当時の
生活道具にも触れられる体験
コーナーも設けていますので、
多くの皆さんのご来館を職員一
同お待ちいたしております。

あけましておめでとうございます。
当財団は、平成４年５月に太宰府市の文化・スポーツ振興を目的に設立され、平

成２５年度からは公益財団法人として活動しています。特に、平成２８年度からは当
財団の管理施設における事業に加え、「史跡のまちの事業」と位置づけた新たな文
化・スポーツ事業にも取り組んでいます。
昨年は、小さなお子さんからご高齢の皆さんまで多くのご参加をいただきました。

職員一同、心から感謝いたしております。
本年も、いろいろと趣向を凝らしながら皆さんのご希望に添えるような各種事業

を実施してまいりますので、奮ってご参加いただきますようお願いいたします。

館長 三笠哲生

当センターでは、市民の皆さんがいきいきと
生活を送るため、生涯を通して誰もが学び、社
会に参加できるよう、それぞれのニーズに合っ
た学習、文化活動やスポーツ・レクリエーショ
ン等の幅広い事業の充実を目指しています。
また、皆さんの自主的な文化活動を支援す

るために、自主サークル及び講師の紹介、研修
室の貸室業務等を積極的に行っています。
本年も、職員一同、より安全安心かつ快適

に、満足してご利用いただける
よう心掛ける所存でございます
ので、昨年同様のご利用を頂き
ますよう、お願い申しあげます。

所長 柴田信義

太宰府市民図書館
近年図書館を利用される人が減少しています。
テレビやネットから情報が溢れているのも一
因かもしれません。そういう中多くの皆さんに、
本から得られる知識や感動、多様な文化や価
値観に触れていただきたいと願いつつ本を手
渡ししています。
図書館の蔵書は、幅広い内容から職員が
選書したものと、利用者の皆さんのリクエスト
によって構成されます。皆さんの利用が多いほ
ど多様性に富んだ本棚が作られていくので
す。足を運ぶだけの価値のある
図書館となれるよう職員一同努
力してまいりますので、今年もご
利用よろしくお願いいたします。
＊図書館情報は、広報だざいふをご覧ください。

館長 田村幸光

当センターは、昭和52年4月に「働く婦人の
家」として開館した後、平成15年7月に「女性セ
ンタールミナス」へ、そして平成28年4月に「男女
共同参画推進センタールミナス」と名称と機能を
変更し、現在に至っています。
ルミナスでは、「女性だから」ということで門戸
を閉ざされない社会、つまり性別に関係なく
個々人の能力や特性が生かされる社会の実現
に向けて、新たな情報が発信できるよう各種講
座を開催しています。
その他、女性は勿論、男性向
けの楽しい講座を多数計画、貸
室も行っております。
多くの人が来館してくださるよ

う職員一同、お待ちいたしており
ます。

館長 今泉憲治

　←全講座の申込み方法は、3ページに掲載しています。

申込方法

募集条件

出店スペース
定　員
参加費
締　切

①営利を目的としない団体
②消費期限の表示が無い物や
　食品の手作り（作り置き）は不可。
③参加者説明会に必ず出席できること。
４㎡程度
12団体程度
５００円（経費補助なし）
１月31日（水）必着
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太宰府梅林アスレチックスポーツ公園

太宰府梅林アスレチックスポーツ公園（太宰府市大字太宰府743-3）　TEL（921）5822

　サッカー、ラグビー、各種陸上競技などを幅広く行える人工芝の多目的広場。（要予約）
子どもたちに大好評のローラースライダーとアスレチック広場。
ウォーキングに最適な散歩道と梅が一面意描かれた巨大壁画など、健やかな
市民生活を応援する盛りだくさんの大型スポーツ公園です。

施設紹介

※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郵便ハガキ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。

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

2月24日（土）14:00～16:00
大賀信一郎（蔵元）

二十歳以上
30人
1,000円
1,000円（酒代）
2月10日（土）必着
大賀酒造株式会社

託児蔵元から学ぶ！日本酒入門

日 時
講　師
対　象
定　員
受講料
材料費
締　切
協　力

日本酒の種類・ラベルの見方が分かるとお酒選
びからもっと楽しめるようになります。試飲を交
え、適切な飲み方も学びます。日本酒初心者から
愛飲者にも役立つ講座です。
※試飲がありますので、車でのご来館はお控えください。

おお     が     しん   いち   ろう

3月10日（土）10:00～12:00
日高榮治
20人
1,000円
2,500円（竹ぬか床１kg・
たしぬか500ｇ・野菜代）

2月24日（土）必着

託児竹ぬか床づくり

日 時
講　師
定　員
受講料
材料費

締　切

糸島から生まれた「竹ぬか床」。竹パウダーを入
れることで、毎日の混ぜがいらない、管理も簡単な
「ぬか床」です。熟成していますので、捨て漬けは
不要、そのまま野菜を漬けられます。※胡瓜・パプ
リカを漬けます。

ひ     だか   えい     じ

3月3日（土） 10:00～13:00　　　
崔祥玉
20人
1,000円
1,000円
チャプチェ
キムチチゲ
チヂミ

2月17日（土）必着

託児コリアンクッキング

日 時
講　師
定　員
受講料
材料費
メニュー

締　切

釜山出身の講師が、初めての人でも家庭で美味
しく作れるように、韓国の伝統料理のコツを教え
ます。本場の味を習ってみませんか。

チェ   サン   オク

2月10日（土）10:00～13:00　
渡辺拓志（ホテルパティシエ）

20人
1,000円
1,000円
緑茶のゼリー
イチゴのグラタン

1月27日（土）必着

託児シェフ直伝！本格スイーツ

日 時
講　師
定　員
受講料
材料費
メニュー

締　切

お菓子作りに自信がない人も、ホテルのシェフ
が目の前で実演してくれるので大丈夫。家庭で簡
単に作れる本格スイーツの作り方を教えます。

わた   なべ   ひろ    し

2月2・9・16日（金）（全3回）13:00～15:00
安佑実（鑑定士）

8人
4,000円
3,000円
（タロットカード・資料代）

1月23日（火）必着

託児趣味で楽しむ！タロット入門

日 時
講　師
定　員
受講料
教材費

締　切

大アルカナカード22枚を使い、タロットカード
の意味や扱い方、趣味としての楽しみ方を学びま
す。自分を占ってみましょう。

あ      ゆ      み

2月19・26日（月）(全2回)10:00～12:00  
下川智子（前結び宗家 高等師範）

女性
12人
2,000円
2月5日（月）必着

託児前結び帯の体験

日 時
講　師
対 象
定　員
受講料
締　切

前で結んで後に回す“前結び”を袋帯と名古屋
帯で体験します。帯・帯枕・帯揚げ・帯締めを持参
してください。洋服のまま練習します。
※専用の帯板は貸し出します。

しも  かわ  とも   こ

2月22日（木）10:30～12:00
川島悟
(国土地理院 九州地方測量部 次長)

20人
200円
2月8日（木）必着

託児
地図で見る太宰府市　
～災害に備えるための地図とその活用～

日 時
講　師

定　員
受講料
締　切

土地の成り立ちや活断層の位置などを表した
地図を通して、私たちが住む地域を見てみましょ
う。自然災害のリスクを把握し、備えるための活
用法も学びます。

かわ   しま  さとる

2月6日（火）10:00～12:00
古藤佳子（鍼灸師、理学療法士）

女性
10人
1,000円
1,500円（台座灸・資料代）

1月23日（火）必着
レディース鍼灸ことう

託児お灸とツボ押し～頭皮や髪のトラブル対策～

日 時
講　師
対　象
定　員
受講料
材料費
締　切
協　賛

頭･首･肩･足の「ツボ押し」と腕への「お灸」で、
頭の血行を促します。頭皮への血液の流れが改善
されることで、薄毛･抜け毛･白髪などの予防対策
に活用できます。

こ     とう   よし    こ

太宰府梅林アスレチックスポーツ公園　料金表
＊予約可能時間　1回3時間まで（毎週月曜日休園）　　　　　　　　（円）

ご来園の際は、まほろば号をご利用ください。

使用料

2,160円 430円多目的広場

施設名 時　間

1時間 4,320円 2,160円

市内者
使用料

市外者
一般 小・中学生 一般 小・中学生
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太宰府梅林アスレチックスポーツ公園（太宰府市大字太宰府743-3）　TEL（921）5822

　サッカー、ラグビー、各種陸上競技などを幅広く行える人工芝の多目的広場。（要予約）
子どもたちに大好評のローラースライダーとアスレチック広場。
ウォーキングに最適な散歩道と梅が一面意描かれた巨大壁画など、健やかな
市民生活を応援する盛りだくさんの大型スポーツ公園です。

施設紹介

※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郵便ハガキ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。

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

2月24日（土）14:00～16:00
大賀信一郎（蔵元）

二十歳以上
30人
1,000円
1,000円（酒代）
2月10日（土）必着
大賀酒造株式会社

託児蔵元から学ぶ！日本酒入門

日 時
講　師
対　象
定　員
受講料
材料費
締　切
協　力

日本酒の種類・ラベルの見方が分かるとお酒選
びからもっと楽しめるようになります。試飲を交
え、適切な飲み方も学びます。日本酒初心者から
愛飲者にも役立つ講座です。
※試飲がありますので、車でのご来館はお控えください。

おお     が     しん   いち   ろう

3月10日（土）10:00～12:00
日高榮治
20人
1,000円
2,500円（竹ぬか床１kg・
たしぬか500ｇ・野菜代）

2月24日（土）必着

託児竹ぬか床づくり

日 時
講　師
定　員
受講料
材料費

締　切

糸島から生まれた「竹ぬか床」。竹パウダーを入
れることで、毎日の混ぜがいらない、管理も簡単な
「ぬか床」です。熟成していますので、捨て漬けは
不要、そのまま野菜を漬けられます。※胡瓜・パプ
リカを漬けます。

ひ     だか   えい     じ

3月3日（土） 10:00～13:00　　　
崔祥玉
20人
1,000円
1,000円
チャプチェ
キムチチゲ
チヂミ

2月17日（土）必着

託児コリアンクッキング

日 時
講　師
定　員
受講料
材料費
メニュー

締　切

釜山出身の講師が、初めての人でも家庭で美味
しく作れるように、韓国の伝統料理のコツを教え
ます。本場の味を習ってみませんか。

チェ   サン   オク

2月10日（土）10:00～13:00　
渡辺拓志（ホテルパティシエ）

20人
1,000円
1,000円
緑茶のゼリー
イチゴのグラタン

1月27日（土）必着

託児シェフ直伝！本格スイーツ

日 時
講　師
定　員
受講料
材料費
メニュー

締　切

お菓子作りに自信がない人も、ホテルのシェフ
が目の前で実演してくれるので大丈夫。家庭で簡
単に作れる本格スイーツの作り方を教えます。

わた   なべ   ひろ    し

2月2・9・16日（金）（全3回）13:00～15:00
安佑実（鑑定士）

8人
4,000円
3,000円
（タロットカード・資料代）

1月23日（火）必着

託児趣味で楽しむ！タロット入門

日 時
講　師
定　員
受講料
教材費

締　切

大アルカナカード22枚を使い、タロットカード
の意味や扱い方、趣味としての楽しみ方を学びま
す。自分を占ってみましょう。

あ      ゆ      み

2月19・26日（月）(全2回)10:00～12:00  
下川智子（前結び宗家 高等師範）

女性
12人
2,000円
2月5日（月）必着

託児前結び帯の体験

日 時
講　師
対 象
定　員
受講料
締　切

前で結んで後に回す“前結び”を袋帯と名古屋
帯で体験します。帯・帯枕・帯揚げ・帯締めを持参
してください。洋服のまま練習します。
※専用の帯板は貸し出します。

しも  かわ  とも   こ

2月22日（木）10:30～12:00
川島悟
(国土地理院 九州地方測量部 次長)

20人
200円
2月8日（木）必着

託児
地図で見る太宰府市　
～災害に備えるための地図とその活用～

日 時
講　師

定　員
受講料
締　切

土地の成り立ちや活断層の位置などを表した
地図を通して、私たちが住む地域を見てみましょ
う。自然災害のリスクを把握し、備えるための活
用法も学びます。

かわ   しま  さとる

2月6日（火）10:00～12:00
古藤佳子（鍼灸師、理学療法士）

女性
10人
1,000円
1,500円（台座灸・資料代）

1月23日（火）必着
レディース鍼灸ことう

託児お灸とツボ押し～頭皮や髪のトラブル対策～

日 時
講　師
対　象
定　員
受講料
材料費
締　切
協　賛

頭･首･肩･足の「ツボ押し」と腕への「お灸」で、
頭の血行を促します。頭皮への血液の流れが改善
されることで、薄毛･抜け毛･白髪などの予防対策
に活用できます。

こ     とう   よし    こ

太宰府梅林アスレチックスポーツ公園　料金表
＊予約可能時間　1回3時間まで（毎週月曜日休園）　　　　　　　　（円）

ご来園の際は、まほろば号をご利用ください。

使用料

2,160円 430円多目的広場

施設名 時　間

1時間 4,320円 2,160円

市内者
使用料

市外者
一般 小・中学生 一般 小・中学生
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（祝日のときは翌平日）

ミリカローデン那珂川 筑紫郡那珂川町仲2-5-1 TEL（954）2211

いきいき情報センター 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。

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

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

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

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

イッキーくん

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〉

筆文字アート受講生作品展
（いきいき情報センター主催講座）

1/12●～1/25●金 木

つくし お隣りさん情報
※12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

2/11
（日・祝）

3/18（日）

1/14（日）

平成29年度歴史講座　「ちくし見聞録」「『宝珠山紀行』に見る近世の旅」
講師：山村淳彦さん（筑紫野市歴史博物館）
入場無料（要事前申し込み）10：00～12：00

1/28（日）

2/18（日）

1/28（日）

春日市ふれあい文化センター 春日市大谷6-24 TEL（584）3366

1/27（土）

1/20（土） 土曜シアター 「スティーブ・ジョブズ」＜字幕スーパー＞
施設利用料1枚300円　※３歳以上有料　①10：00　②14：00

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

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

「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　①10：30②14：30

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

平成29年度歴史講座　「ちくし見聞録」「安徳台遺跡群とその後」
講師：岩滿聡さん（那珂川町教育委員会）
入場無料（要事前申し込み）10：00～12：00

大野城まどかぴあ 大野城市曙町2-3-1 TEL（586）4000

つるの剛士コンサート　～つるのうた名曲集～ in 大野城
出演：つるの剛士
5,000円　※未就学児入場不可　17：30

2/24（土）

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

1/24（水）

1/20（土）

まどかぴあ市民大学おとなの楽校　4時間目
文学から時代の動きをみる授業「夏目漱石と村上春樹」
講師：岡野進（九州大学言語文化研究院元教授)、生野文治（NHK「ためしてガッテン」ナレーター）
500円　※未就学児入場不可　14：00

筑紫地区文化財
写真展
1/6●～1/19●土 金

1/21●～1/30●日 火

※最終日　17：30まで※最終日　15：00まで

第22回年賀状と
季節の絵手紙交流展

※最終日　14：00まで

市民企画公募事業「プロデューサーズ2017」選定事業
ピュアハート 熊本地震被災地支援報告コンサート「風月同天Ⅴ」
手話通訳があります　入場無料　13：00

日　時 ： 1月13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!

★ごじょう歌謡カラオケ木曜教室

日　時 ： 第1～3木曜日(月3回)
　　　　13:30～15:30
場　所 ： いきいき情報センター
会　費 ： 月 3,000円
教材費 ： 500円
問い合わせ／本多たみ子
　　　　　　TEL090(5948)6006

ほんだ こ

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

　楽しい教室で健康に最適です。新曲
も歌えるようになり見学も歓迎です。

（公財）太宰府市文化スポーツ振興財団事務局

「正しいラジオ体操」
無料巡回 開催中！

　ちょっとしたコツを覚えると、たった３分ほどで身体にいいことがいっ
ぱい！太宰府市内の自治会や各種団体・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）までお問い合わせください。

詳しくは、財団事務局総務課へお問い合わせ
ください。TEL 920-7070／平日9時～17時

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/

共催：太宰府市・太宰府市教育委員会
後援：（一社）太宰府市体育協会
元気づくりポイント対象事業

契約職員及びパート職員
の登録を受付けます。

急募!!
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