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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
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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

いきいき情報センター 市民ギャラリー・イベント広場の展示情報は、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（920）7070　FAX（920）7149
平日 9時～17時

■事務局

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〉

平和祈念展

アートの絆ラブ＆
パイスグループ展

つくし お隣りさん情報
※7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

8/25（土）

申込期間
8/13（月）～
9/25（火）

8/19（日）

10/7（日）

9/9（日）

春日市ふれあい文化センター 春日市大谷6-24 TEL（584）3366

8/3（金）

第45回 「春日市文化祭 作品展」展示作品募集
展示期間：11月3日（土・祝）・4日（日）
※詳しくは春日市地域づくり課文化振興担当（Tel.092-584-1111）までお問い合わせください。

8/18（土） ふれぶんシネマ倶楽部「この世界の片隅に」
施設利用料　1枚300円　※3歳以上有料　①10：00　②14：00

Café de ブランチコンサート vol.3「スティールパンと7弦ギターの世界」
出演：サカモトジャイ庵・山田やーそ裕　入場無料　
※ワンドリンクオーダー制　11：00

ちくしのミュージックフェスタwith DA・N・KA・I vol.2
一般 1,000円　高校生以下 無料　１２：００

8/25（土） ちくしの混声合唱団 第2回定期演奏会
一般500円　小学生以下無料　１４：００

「第13回竹の里フェスタ2018 in 那珂川『竹の里コンサート』」　好評発売中!
全席自由　1,000円　※小学生以下無料　（保護者同伴のこと）17：00

「非・売れ線系ビーナス 第24回公演 関門オペラ」　好評発売中!
全席自由　2,500円　（学生1,500円）　※未就学児入場不可14：00

9/2（日）
「ちくし地区の少年少女合唱団による　好評発売中!
第15回少年少女合唱団ジョイントコンサート　ＷＡになっておどろう～音楽の輪～」
全席自由　500円　※3歳以上有料　14：00

大野城まどかぴあ 大野城市曙町2-3-1 TEL（586）4000
キッズシネマ「怪盗グルーのミニオン大脱走」＜日本語吹替版＞
施設利用券　1枚300円 4枚回数券1,000円　※3歳以上入場可
①10：00　②14：00　③17：00

8/11
（土・祝）

9/29（土）

9/15（土）

まどかぴあ市民大学　おとなの楽校2時間目
「見ること」の不思議を知る授業　「脳が見る世界」
講師：木藤恒夫（久留米大学文学部心理学科教授）
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.12
出演： 高橋 俊伎（サクソフォン）、岩松 知宏（ギター）、乙藤 健太（ドラム・パーカッション）
800円　※未就学児入場不可　14：00

※最終日16：00まで

8/23●～9/5●木 水

8/3●～8/15●金 水
8/9●10：00～18：30木

体成分測定会　　　

※休憩30分含む（参加無料）

航空自衛隊春日基地ふれあいコンサート in 筑紫野
※入場券申し込みは航空自衛隊春日基地広報班まで
無料　※要入場券　14:30

　初めてフラに触れる方も「踊れ
る!!」を実感でき楽しめるクラスです。

日　時：第２・４火曜（月２回）　
　　　 17:30～19:00
場　所：いきいき情報センター
会　費：月2,500円

問い合わせ／三好理恵
　　　　　　090（8002）8605

★Y＆Rフラサークル太宰府
　（ハワイアンダンス）

日　時 ： 8月11日 (土・祝)
　　　　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!

み よし  り   え

　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：第1～3水曜（月3回）
　　　 20：00～21：00
場　所：いきいき情報センター
会　費：月3,000円

問い合わせ／Aki
　　　　　　（555）4219

★お仕事帰りのヨガ教室

あ　き

※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・男女共
同参画推進センタールミナス・文化ふれあい館・市民図書館・南コミュニティセン
ター・体育センター・歴史スポーツ公園・大佐野スポーツ公園）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。

文化ふれあい館 TEL（928）0800問い合わせ

この展覧会は、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、先史時代から
古代・中世・近世・近現代まで、
まるごと紹介します。

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



2 11

往復はがきの書き方

往信

※

何
も
記
入
し
な
い
で

　
く
だ
さ
い
。

往
信
面
を
開
い
た
状
態

返
信
面
を
開
い
た
状
態

そ
れ
ぞ
れ
の
施
設
住
所

そ
れ
ぞ
れ
の
施
設
名

返信

●住所
●氏名（ふりがな）
●年齢
●電話番号
●講座名
(コース・クラス名)
●託児　有・無

受 

講 

者 

名

返
信
先
の
住
所

住所の郵便番号

折
り
目

折
り
目

（公財）太宰府市文化スポーツ振興財団事務局

太宰府を感じる風景や行事　　　
太宰府市在住の小学生
Ａ３の画用紙
自由
8月1日（水）～10月10日（水）まで
ふれあい館で配布している応募用
紙に必要事項を記入し、作品の裏
に貼り付けて持参してください。

『七重塔』を間近でスケッチ

文化ふれあい館のシンボル『七重塔』。この機
会に精巧に復元された模型の塔を近くでじっくり
観察し、その美しい姿を描いてみませんか。
※通常入れないエリアを解放します。

11月に開催する「筑紫美術協会展」にあわ
せて行う絵画コンクールです。応募された作
品は会期中エントランスホールに展示。入賞
者には賞状と副賞が贈られます。

※作品は一人1点のみ。未発表のもので、必ず本人が描
いた作品に限ります。詳しくは、文化ふれあい館ホー
ムページをご覧ください。

日　時

講　師
定　員
受講料
締　切

10月2日（火）
10:00～12:00
尾花剛（筑紫美術協会理事長）
20人
1,000円
9月19日（水）必着

作品テーマ　　　
対　　象
用紙サイズ　　　　　 
画　　材
募集期間
応募方法　

野菜酵素ドリンク作り

約30種類の野菜とくだものを使って、美容と
健康に効果的な酵素ジュースを作ります。1週間
後に約1ℓの酵素ジュースが出来上がります。　

日　時

講　師
定　員
受講料
材料費
締　切

9月11日（火）
10:00～12:00
舩越舞（発酵研究家）
20人
1,000円
1,500円
8月28日(火)必着

お   ばな つよし

※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。
ふな   こし  まい

しげ   まつ   とし   ひこ

三つの機能をめぐる大宰府の変容をふま
えて、中後期の大宰府を総合的に整理し、中
世における大宰府のあり方を展望します。

日　時

演　題

講　師
定　員
受講料
締　切

9月15日（土）
13:30～15:30
平安時代中後期の大宰府
～中世への展望～
重松敏彦（文化ふれあい館） 
50人
200円
9月1日（土）必着

第4回シリーズ講座

しげ   まつ   とし   ひこ

筑前国分寺周辺の史跡や文化遺産を訪ねま
す。ふれあい館から歴史めぐりに出かけましょ
う。当日は筑前国分寺本尊の拝観もします。

日　時

講　師
定　員
受講料
締　切

9月29日（土）
10:00～12:00
重松敏彦（文化ふれあい館） 
20人
800円
9月15日（土）必着

第2回歴史の散歩道を歩く
筑前国分寺編

太宰府学講座

あふち

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

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。

※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。

※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。 託児

「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）までお問い合
わせください。

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

　転びにくい走り方や、親子でできるストレッ
チを学びます。
日　時
場　所
講　師
対　象
定　員
受講料
締　切

9月9日（日）10：00～11：00
体育センター（太宰府市白川2番1号）
河村茂（スポーツトレーナー）
年中・年長児と保護者
20組
1組500円
8月23日（木）必着

幼児かけっこ教室

かわむらしげる

※兄弟でお申し込みの場合のみ、連名での記入可。

【プロフィール】　
　19歳で無形文化財保持
者中村旭園(現在101歳
筑前琵琶旭会最高顧問)
に師事。社中として各地､
フランスボルドー､釜山で
出演。現在「筑前琵琶恵美
企画」として活動中。千古
の余韻筑前琵琶の伝承と
発展のため美しい大和の
心発信中。

申込先　〒818-0125 太宰府市五条三丁目1番1号
事業課・事業係  TEL 080（1705）6793

9月1日（土）14:00～15:10
垣花真由美とてぃんさぐ組
安里屋ゆんた、十九の春
与那国小唄 ほか

　「まるごと太宰府歴史展」のオープンにあ
わせての演奏会。太宰府にちなんだ曲の演
奏とお話しをします。

　「まるごと太宰府歴史展」オープニングコン
サート終了後、15時頃より1時間程度、展示担
当者による解説を行います。

日　時
出　演

曲　目

〈逢知コンサート〉

8月4日（土）14:00～15:00
東旭秀（旭会大師範） 
(無形文化財保持者 中村旭園直弟子)

祝賀の曲、筑紫十二景、秋風故郷山　

　沖縄八重山の島 で々歌い継がれてきた民謡をお楽しみください。

日　時
出　演
曲　目

八重山の島歌コンサート 入場無料

かき はな  ま    ゆ   み

ひがしきょくしゅう

ギャラリートーク

〈イベント情報〉

筑前琵琶演奏会 入場無料

筑紫美術協会展開催記念

だざいふ子ども絵画コンクール
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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

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。

※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。

※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。 託児

「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）までお問い合
わせください。

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

　転びにくい走り方や、親子でできるストレッ
チを学びます。
日　時
場　所
講　師
対　象
定　員
受講料
締　切

9月9日（日）10：00～11：00
体育センター（太宰府市白川2番1号）
河村茂（スポーツトレーナー）
年中・年長児と保護者
20組
1組500円
8月23日（木）必着

幼児かけっこ教室

かわむらしげる

※兄弟でお申し込みの場合のみ、連名での記入可。

【プロフィール】　
　19歳で無形文化財保持
者中村旭園(現在101歳
筑前琵琶旭会最高顧問)
に師事。社中として各地､
フランスボルドー､釜山で
出演。現在「筑前琵琶恵美
企画」として活動中。千古
の余韻筑前琵琶の伝承と
発展のため美しい大和の
心発信中。

申込先　〒818-0125 太宰府市五条三丁目1番1号
事業課・事業係  TEL 080（1705）6793

9月1日（土）14:00～15:10
垣花真由美とてぃんさぐ組
安里屋ゆんた、十九の春
与那国小唄 ほか

　「まるごと太宰府歴史展」のオープンにあ
わせての演奏会。太宰府にちなんだ曲の演
奏とお話しをします。

　「まるごと太宰府歴史展」オープニングコン
サート終了後、15時頃より1時間程度、展示担
当者による解説を行います。

日　時
出　演

曲　目

〈逢知コンサート〉

8月4日（土）14:00～15:00
東旭秀（旭会大師範） 
(無形文化財保持者 中村旭園直弟子)

祝賀の曲、筑紫十二景、秋風故郷山　

　沖縄八重山の島 で々歌い継がれてきた民謡をお楽しみください。

日　時
出　演
曲　目

八重山の島歌コンサート 入場無料

かき はな  ま    ゆ   み

ひがしきょくしゅう

ギャラリートーク

〈イベント情報〉

筑前琵琶演奏会 入場無料

筑紫美術協会展開催記念

だざいふ子ども絵画コンクール
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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

　夏の暑さに負けていませんか。この時期、
屋外での運動は熱中症の危険があります。快
適なトレーニングルームを上手に活用し、基
礎体力をつけ暑い夏を乗り切りましょう。
　トレーニングルームでは、随時会員を募集
しています。初めて利用する人は各種マシン
の使い方やマナーなどスタッフがわかりやす
く指導しますので登録講習会を受け会員に
なりましょう。

利用時間 9:00～21:30　(最終受付21:00)

一　般／340円
高校生／240円

65歳以上／170円
身障者・介護者／170円

料　　金
1回(2時間)

　8月9日（木）、毎回好評の「体成分測定会」
がいきいき情報センター2Ｆのイベント広場
で実施されます。10：00～18：30（休憩30
分含む）の間、どなたでも無料で測定できま
す。ぜひ、軽装でお越しください。

登録講習会
木曜日／13：00～　日曜日／10：30～
参加費：1回の利用料金と同額
＊講習会は1時間程度です。残り時間は自由にご利用ください。

トレーニングルーム便り

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

託児

　牛革を使って、手縫いの特徴である強度とス
テッチの美しさを兼ねそなえたポーチを作りま
す。通帳や印鑑入れ、化粧ポーチなどに使えます。

日　時

講　師
定　員
受講料
材料費
締　切

9月3日（月）
10:00～13:00
河野通正（革工芸教室 主宰）
20人
1,000円
2,000円
8月20日（月）必着

手縫いで作る革工芸

こう  の  みち まさ

託児

　観葉植物を使って、苔だまを作ります。リビング
や書斎に緑をひとつ飾りましょう！苔だまのサイ
ズは野球ボールくらい。長く楽しむポイントも伝
授してもらいます。※器付きです。

日　時

講　師
定　員
受講料
材料費
締　切
協　力

9月13日（木）
10:30～12:00
國分豊（寄せ植えマイスター）
10人
500円
1,800円
8月30日（木）必着
（株）グッデイ

苔だま作り

こく   ぶ ゆたか

託児

　選んだ色の糸を規則的に釘に掛けていくと、
美しい幾何学模様が生まれます。シュタイナー教
育で素数を学ぶ時に使われる不思議なアートを
体感しましょう。

　7月1日に開館20周年記念祭を開催したと
ころ、多数の市民の皆さんにご来館頂き盛況
のうちに終えました事を心よりお礼申しあげ
ます。
　ステージ発表、展示、体験コーナーを開催
されました定期利用団体や主催講座の皆さ
んにはご多忙中にも関わらず記念祭を盛り上
げて頂き感謝申しあげます。
　当センターでは、生涯学習を図る施設とし
て、文化に関する広範囲な情報の提供と交流
の促進、また市民の皆さんの憩いの場所とな
るように今後もスタッフ一同努力してまいり
ます。これからもい
きいき情報セン
ターをよろしくお
願いいたします。

日　時

講　師
定　員
受講料
材料費
締　切

9月29日（土）
10:00～13:00
龍石修
10人
500円
3,900円
9月15日（土）必着

糸かけ曼荼羅

たついしおさむ

託児

　基本のステッチを学び、ちくちく刺繍を楽し
みましょう。バッグとクリスマスオーナメント
を作ります。

日　時

講　師
定　員
受講料
材料費
締　切

10月1日～11月19日　第1・3月曜日
（全5回）※10月は第5月曜日あり
10：00～12：00　
池邉美咲
8人
6,000円
2,600円（道具代込）
9月18日（火）必着

ちくちく可愛い刺繍

託児

　カクテルに詳しくなりたい、バーをもっと楽し
みたい。興味はあるけれど一歩が踏み出せない
人に、カクテルやバーでの楽しみ方を教えます。
※試飲がありますので、車でのご来館はお控えください。

日　時

講　師
定　員
受講料
材料費
締　切

9月22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
9月8日（土）必着

ホテルバーの美味しいカクテル

やま  だ  けい すけ

託児

　マジックの仕組みや演じ方を、講師が軽妙な
トークを交えて楽しく教えてくれます。家族や友
人に披露して驚かせてみませんか。

日　時

講　師
定　員
受講料
教材費
締　切
協　賛

9月27日～11月22日 
第4木曜日（全3回）　
10：30～12：00
布田川博文（マジックグッズショップオーナー）
12人
3,000円
4,000円
9月13日（木）必着
マジックファニー

マジックを楽しもう！

ふ    た  がわ ひろふみ

託児

　十割そばの産地の違いを感じながら、さらに
技術を深め、そば打ちを極めましょう。

日　時

講　師
対　象
定　員
受講料
材料費
締　切

9月11日～12月11日 
第2火曜日（全4回）
10：00～12：00　※最終日のみ13：00まで
長友寿雄（そば屋店主）
そば打ち経験者
12人
5,000円
1,500円×4回
8月27日（月）必着

そば打ち～上達コース～

ながとも とし お

託児

　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。川柳の歴史か
ら俳句との違い、創作のコツまで楽しく川柳を学
びましょう。

日　時

講　師
定　員
受講料
締　切

9月11日～25日
毎週火曜日（全3回）
10：00～12：00
白水祐樹
12人
2,500円
8月27日（月）必着

やさしい川柳

しろみず ゆう き

いけ  べ    み   さき

託児

　3色の毛糸で、縦切り替えのプルオーバーを編
みます。袖や丈の長さは自由。自分仕様に編み上
げましょう。
※糸の色は2パターンから選べます。（茶系・モノトーン） 

日　時

講　師
対　象
定　員
受講料
材料費
締　切

10月2日～12月4日　第1・3火曜日
（全6回）※10月は第5火曜日あり
10：00～12：00　
宮嵜壽子（日本手芸普及協会 師範）
長編みが出来る人
12人
6,000円
5,000円
9月18日（火）必着

カギ針で編む3色ニットのプルオーバー

みやざき かず こ

※見本展示中（11×22×4.5）

※見本展示中

※見本展示中

20周年記念祭お 礼
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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

　夏の暑さに負けていませんか。この時期、
屋外での運動は熱中症の危険があります。快
適なトレーニングルームを上手に活用し、基
礎体力をつけ暑い夏を乗り切りましょう。
　トレーニングルームでは、随時会員を募集
しています。初めて利用する人は各種マシン
の使い方やマナーなどスタッフがわかりやす
く指導しますので登録講習会を受け会員に
なりましょう。

利用時間 9:00～21:30　(最終受付21:00)

一　般／340円
高校生／240円

65歳以上／170円
身障者・介護者／170円

料　　金
1回(2時間)

　8月9日（木）、毎回好評の「体成分測定会」
がいきいき情報センター2Ｆのイベント広場
で実施されます。10：00～18：30（休憩30
分含む）の間、どなたでも無料で測定できま
す。ぜひ、軽装でお越しください。

登録講習会
木曜日／13：00～　日曜日／10：30～
参加費：1回の利用料金と同額
＊講習会は1時間程度です。残り時間は自由にご利用ください。

トレーニングルーム便り

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

託児

　牛革を使って、手縫いの特徴である強度とス
テッチの美しさを兼ねそなえたポーチを作りま
す。通帳や印鑑入れ、化粧ポーチなどに使えます。

日　時

講　師
定　員
受講料
材料費
締　切

9月3日（月）
10:00～13:00
河野通正（革工芸教室 主宰）
20人
1,000円
2,000円
8月20日（月）必着

手縫いで作る革工芸

こう  の  みち まさ

託児

　観葉植物を使って、苔だまを作ります。リビング
や書斎に緑をひとつ飾りましょう！苔だまのサイ
ズは野球ボールくらい。長く楽しむポイントも伝
授してもらいます。※器付きです。

日　時

講　師
定　員
受講料
材料費
締　切
協　力

9月13日（木）
10:30～12:00
國分豊（寄せ植えマイスター）
10人
500円
1,800円
8月30日（木）必着
（株）グッデイ

苔だま作り

こく   ぶ ゆたか

託児

　選んだ色の糸を規則的に釘に掛けていくと、
美しい幾何学模様が生まれます。シュタイナー教
育で素数を学ぶ時に使われる不思議なアートを
体感しましょう。

　7月1日に開館20周年記念祭を開催したと
ころ、多数の市民の皆さんにご来館頂き盛況
のうちに終えました事を心よりお礼申しあげ
ます。
　ステージ発表、展示、体験コーナーを開催
されました定期利用団体や主催講座の皆さ
んにはご多忙中にも関わらず記念祭を盛り上
げて頂き感謝申しあげます。
　当センターでは、生涯学習を図る施設とし
て、文化に関する広範囲な情報の提供と交流
の促進、また市民の皆さんの憩いの場所とな
るように今後もスタッフ一同努力してまいり
ます。これからもい
きいき情報セン
ターをよろしくお
願いいたします。

日　時

講　師
定　員
受講料
材料費
締　切

9月29日（土）
10:00～13:00
龍石修
10人
500円
3,900円
9月15日（土）必着

糸かけ曼荼羅

たついしおさむ

託児

　基本のステッチを学び、ちくちく刺繍を楽し
みましょう。バッグとクリスマスオーナメント
を作ります。

日　時

講　師
定　員
受講料
材料費
締　切

10月1日～11月19日　第1・3月曜日
（全5回）※10月は第5月曜日あり
10：00～12：00　
池邉美咲
8人
6,000円
2,600円（道具代込）
9月18日（火）必着

ちくちく可愛い刺繍

託児

　カクテルに詳しくなりたい、バーをもっと楽し
みたい。興味はあるけれど一歩が踏み出せない
人に、カクテルやバーでの楽しみ方を教えます。
※試飲がありますので、車でのご来館はお控えください。

日　時

講　師
定　員
受講料
材料費
締　切

9月22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
9月8日（土）必着

ホテルバーの美味しいカクテル

やま  だ  けい すけ

託児

　マジックの仕組みや演じ方を、講師が軽妙な
トークを交えて楽しく教えてくれます。家族や友
人に披露して驚かせてみませんか。

日　時

講　師
定　員
受講料
教材費
締　切
協　賛

9月27日～11月22日 
第4木曜日（全3回）　
10：30～12：00
布田川博文（マジックグッズショップオーナー）
12人
3,000円
4,000円
9月13日（木）必着
マジックファニー

マジックを楽しもう！

ふ    た  がわ ひろふみ

託児

　十割そばの産地の違いを感じながら、さらに
技術を深め、そば打ちを極めましょう。

日　時

講　師
対　象
定　員
受講料
材料費
締　切

9月11日～12月11日 
第2火曜日（全4回）
10：00～12：00　※最終日のみ13：00まで
長友寿雄（そば屋店主）
そば打ち経験者
12人
5,000円
1,500円×4回
8月27日（月）必着

そば打ち～上達コース～

ながとも とし お

託児

　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。川柳の歴史か
ら俳句との違い、創作のコツまで楽しく川柳を学
びましょう。

日　時

講　師
定　員
受講料
締　切

9月11日～25日
毎週火曜日（全3回）
10：00～12：00
白水祐樹
12人
2,500円
8月27日（月）必着

やさしい川柳

しろみず ゆう き

いけ  べ    み   さき

託児

　3色の毛糸で、縦切り替えのプルオーバーを編
みます。袖や丈の長さは自由。自分仕様に編み上
げましょう。
※糸の色は2パターンから選べます。（茶系・モノトーン） 

日　時

講　師
対　象
定　員
受講料
材料費
締　切

10月2日～12月4日　第1・3火曜日
（全6回）※10月は第5火曜日あり
10：00～12：00　
宮嵜壽子（日本手芸普及協会 師範）
長編みが出来る人
12人
6,000円
5,000円
9月18日（火）必着

カギ針で編む3色ニットのプルオーバー

みやざき かず こ

※見本展示中（11×22×4.5）

※見本展示中

※見本展示中

20周年記念祭お 礼
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男女共同参画推進センタールミナス 〒818-0102 太宰府市白川2-2
 http://dazaifu-ruminas.jp/

TEL（925）5404申込先

日　時

講　師
定　員
受講料
教材費
締　切

9月6日～11月15日
第1・3木曜日（全6回）
10:00～12:00
的野佑妃子（日本経済大学講師）
16人
10,000円
2,800円程度（資料等含む）
8月21日（火）必着

秘書検定対策講座 託児

就職に備える資格取得の１つとして秘書検定
にチャレンジ！基礎的な接遇マナー、情報整理
の仕方、 コミュニケーションの取り方等、一般常
識について学びます。

日　時

講　師
対　象
定　員
受講料
材料費
締　切

9月22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
9月4日（火）必着

カレールウを使わないスパイスカリーと手作りナン 託児

夏バテのリフレッシュに最適！あなただけの
スパイス調合であっさりスパイシー薬膳カリー
と美味しいナン作りに挑戦します。

〈男のこだわり料理シリーズ〉

こ   が   み さと

日　時

講　師
対　象

定　員
受講料
締　切

9月30日（日）
10：30～11：30
吉村裕美（ベビーダンスインストラクター・助産師）
首がすわった健康な生後3ヶ月～2歳
くらいまでのお子さんと保護者（男性）
12組
1,000円
9月14日（金）必着

ベビーダンス体験♪（秋） 託児

赤ちゃんが安眠できる心地よいステップを踏
んで、癒しのひとときを過ごしませんか。運動不
足解消にも最適です。

子育て応援！イクメン•育ジイ

よしむら ひろ み

講　師
定　員
受講料

材料費
締　切

宇津原知世美（国際中医師）
薬膳 20人　経絡 18人
1コース　1,000円
2コース　1,800円
1,200円（薬膳料理コースのみ）
9月8日（土）必着

日　時

講　師
対　象
定　員
受講料
申込方法

※託児締切

お手玉と遊ぼう！
託児

日本に古くから伝わるお手玉遊びを、家族み
んなで楽しみながら、コミュニケーションを深め
ましょう。マジックショーあり！？

～伝えていきたい昔ながらの遊び～

9月15日（土）
10:00～12:00
長寿美子・岡文子（日本のお手玉の会）
小学生とその保護者
20組
無料　※お手玉はこちらで用意
電話又はホームページ
（定員になり次第締切）

9月8日（土）必着

まと の   ゆ   き  こ

期　日
コース・時間

メニュー

9月27日（木）

薬膳料理コース　10：00～13：00

経絡ストレッチコース　13：30～15：00

・かぼちゃの四物湯ポタージュ
・陳皮と牛肉の金針菜炒め
・キャベツと紫蘇のあえもの
・生姜皮と小豆ごはん
・棗と白きくらげのデザート
・ジャスミンティ

家族のための秋養生【妊活編】 託児

心身共に健康になるための美味しい薬膳料
理を作り、身体のしくみと季節・環境との関係を
学びます。また、身体の症状に応じた経絡・ツボ
を学び、家庭でできる経絡ストレッチを習得しま
す。薬膳と経絡を学ぶとより効果が期待できる
のでオススメです。

～心に通じる中医学～

し  もつ とう

う   つ  はら ち   よ  み

ちょうす   み  こ     おかふみ こ

自分磨きにもなります。
自分に自信がついて、
魅力度UP!!

（公財）太宰府市文化スポーツ振興財団事務局 申込・問い合わせ先　〒818-0125 太宰府市五条三丁目1番1号

事業課・事業係  TEL 080（1705）6793

※コースの選択できます。

日時　11月10日(土)
会場　男女共同参画推進センタールミナス

秘書検定（2級or3級取得）試験
〈参考〉

大阪府出身。東京藝術大学附
属音楽高等学校を卒業と同時
に文化庁在外派遣員としてフ
ライブルク音楽大学に留学。
ベルリン芸術大学に移籍後、
ディプロマを最優秀で取得。
更に同大学大学院ソリスト
コースにて、国家演奏家資格
取得。2011－13年兵庫芸術文
化センター管弦楽団トップ奏
者。ソロから室内楽、オーケス
トラまで幅広く活動している
ほか、小学校へのアウトリーチ
活動にも力を入れている。
2016年デビューCD「 t h e  
SWAN」をリリース。（一財）地
域創造公共ホール音楽活性化
事業登録アーティスト。

熊本県出身。東京芸術大学音
楽部付属高等学校を経て同大
学・大学院を首席で卒業・修
了。在学時にｱﾘｱﾄ゙ ﾈ･ﾑｼ ｶ゙賞、ｱｶ
ﾝ ｻ ｽ音楽賞ほか各賞受賞。
2008年、第77回日本音楽ｺﾝｸｰ
ﾙﾋﾟｱﾉ部門第1位、ほか多数入
賞。ｿﾛ活動だけでなく、国内主
要ｵｰｹｽﾄﾗとの共演や室内楽・ｱ
ﾝｻﾝﾌ ﾙ゙等多岐に渡る。12/13年
度(公財)ﾛｰﾑﾐｭｰｼ ｯ゙ｸﾌｧﾝﾃﾞー ｼｮﾝ・
15年度文化庁より助成を受
け、ﾛｼｱ国立ﾓｽｸﾜ音楽院研究科
に在籍。2016年夏にﾃ ｨ゙ﾌ ﾛ゚ﾏを
取得し帰国。17年4月より東京
藝大室内音楽家非常勤講師。

たきもとゆういち

PianoCello
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男女共同参画推進センタールミナス 〒818-0102 太宰府市白川2-2
 http://dazaifu-ruminas.jp/

TEL（925）5404申込先
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教材費
締　切
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日　時
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定　員
受講料
材料費
締　切

9月22日（土）
10:00～13:00
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男性
16人
1,000円　
1,000円
9月4日（火）必着

カレールウを使わないスパイスカリーと手作りナン 託児

夏バテのリフレッシュに最適！あなただけの
スパイス調合であっさりスパイシー薬膳カリー
と美味しいナン作りに挑戦します。

〈男のこだわり料理シリーズ〉
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定　員
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締　切
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10：30～11：30
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首がすわった健康な生後3ヶ月～2歳
くらいまでのお子さんと保護者（男性）
12組
1,000円
9月14日（金）必着

ベビーダンス体験♪（秋） 託児

赤ちゃんが安眠できる心地よいステップを踏
んで、癒しのひとときを過ごしませんか。運動不
足解消にも最適です。

子育て応援！イクメン•育ジイ

よしむら ひろ み

講　師
定　員
受講料

材料費
締　切

宇津原知世美（国際中医師）
薬膳 20人　経絡 18人
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2コース　1,800円
1,200円（薬膳料理コースのみ）
9月8日（土）必着

日　時

講　師
対　象
定　員
受講料
申込方法

※託児締切

お手玉と遊ぼう！
託児

日本に古くから伝わるお手玉遊びを、家族み
んなで楽しみながら、コミュニケーションを深め
ましょう。マジックショーあり！？

～伝えていきたい昔ながらの遊び～

9月15日（土）
10:00～12:00
長寿美子・岡文子（日本のお手玉の会）
小学生とその保護者
20組
無料　※お手玉はこちらで用意
電話又はホームページ
（定員になり次第締切）

9月8日（土）必着
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コース・時間
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9月27日（木）

薬膳料理コース　10：00～13：00

経絡ストレッチコース　13：30～15：00

・かぼちゃの四物湯ポタージュ
・陳皮と牛肉の金針菜炒め
・キャベツと紫蘇のあえもの
・生姜皮と小豆ごはん
・棗と白きくらげのデザート
・ジャスミンティ

家族のための秋養生【妊活編】 託児

心身共に健康になるための美味しい薬膳料
理を作り、身体のしくみと季節・環境との関係を
学びます。また、身体の症状に応じた経絡・ツボ
を学び、家庭でできる経絡ストレッチを習得しま
す。薬膳と経絡を学ぶとより効果が期待できる
のでオススメです。

～心に通じる中医学～

し  もつ とう
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ちょうす   み  こ     おかふみ こ

自分磨きにもなります。
自分に自信がついて、
魅力度UP!!

（公財）太宰府市文化スポーツ振興財団事務局 申込・問い合わせ先　〒818-0125 太宰府市五条三丁目1番1号

事業課・事業係  TEL 080（1705）6793

※コースの選択できます。

日時　11月10日(土)
会場　男女共同参画推進センタールミナス

秘書検定（2級or3級取得）試験
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大阪府出身。東京藝術大学附
属音楽高等学校を卒業と同時
に文化庁在外派遣員としてフ
ライブルク音楽大学に留学。
ベルリン芸術大学に移籍後、
ディプロマを最優秀で取得。
更に同大学大学院ソリスト
コースにて、国家演奏家資格
取得。2011－13年兵庫芸術文
化センター管弦楽団トップ奏
者。ソロから室内楽、オーケス
トラまで幅広く活動している
ほか、小学校へのアウトリーチ
活動にも力を入れている。
2016年デビューCD「 t h e  
SWAN」をリリース。（一財）地
域創造公共ホール音楽活性化
事業登録アーティスト。
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楽部付属高等学校を経て同大
学・大学院を首席で卒業・修
了。在学時にｱﾘｱﾄ゙ ﾈ･ﾑｼ ｶ゙賞、ｱｶ
ﾝ ｻ ｽ音楽賞ほか各賞受賞。
2008年、第77回日本音楽ｺﾝｸｰ
ﾙﾋﾟｱﾉ部門第1位、ほか多数入
賞。ｿﾛ活動だけでなく、国内主
要ｵｰｹｽﾄﾗとの共演や室内楽・ｱ
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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

Sports & Culture
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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

いきいき情報センター 市民ギャラリー・イベント広場の展示情報は、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（920）7070　FAX（920）7149
平日 9時～17時

■事務局

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〉

平和祈念展

アートの絆ラブ＆
パイスグループ展

つくし お隣りさん情報
※7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

8/25（土）

申込期間
8/13（月）～
9/25（火）

8/19（日）

10/7（日）

9/9（日）

春日市ふれあい文化センター 春日市大谷6-24 TEL（584）3366

8/3（金）

第45回 「春日市文化祭 作品展」展示作品募集
展示期間：11月3日（土・祝）・4日（日）
※詳しくは春日市地域づくり課文化振興担当（Tel.092-584-1111）までお問い合わせください。

8/18（土） ふれぶんシネマ倶楽部「この世界の片隅に」
施設利用料　1枚300円　※3歳以上有料　①10：00　②14：00

Café de ブランチコンサート vol.3「スティールパンと7弦ギターの世界」
出演：サカモトジャイ庵・山田やーそ裕　入場無料　
※ワンドリンクオーダー制　11：00

ちくしのミュージックフェスタwith DA・N・KA・I vol.2
一般 1,000円　高校生以下 無料　１２：００

8/25（土） ちくしの混声合唱団 第2回定期演奏会
一般500円　小学生以下無料　１４：００

「第13回竹の里フェスタ2018 in 那珂川『竹の里コンサート』」　好評発売中!
全席自由　1,000円　※小学生以下無料　（保護者同伴のこと）17：00

「非・売れ線系ビーナス 第24回公演 関門オペラ」　好評発売中!
全席自由　2,500円　（学生1,500円）　※未就学児入場不可14：00

9/2（日）
「ちくし地区の少年少女合唱団による　好評発売中!
第15回少年少女合唱団ジョイントコンサート　ＷＡになっておどろう～音楽の輪～」
全席自由　500円　※3歳以上有料　14：00

大野城まどかぴあ 大野城市曙町2-3-1 TEL（586）4000
キッズシネマ「怪盗グルーのミニオン大脱走」＜日本語吹替版＞
施設利用券　1枚300円 4枚回数券1,000円　※3歳以上入場可
①10：00　②14：00　③17：00

8/11
（土・祝）

9/29（土）

9/15（土）

まどかぴあ市民大学　おとなの楽校2時間目
「見ること」の不思議を知る授業　「脳が見る世界」
講師：木藤恒夫（久留米大学文学部心理学科教授）
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.12
出演： 高橋 俊伎（サクソフォン）、岩松 知宏（ギター）、乙藤 健太（ドラム・パーカッション）
800円　※未就学児入場不可　14：00

※最終日16：00まで

8/23●～9/5●木 水

8/3●～8/15●金 水
8/9●10：00～18：30木

体成分測定会　　　

※休憩30分含む（参加無料）

航空自衛隊春日基地ふれあいコンサート in 筑紫野
※入場券申し込みは航空自衛隊春日基地広報班まで
無料　※要入場券　14:30

　初めてフラに触れる方も「踊れ
る!!」を実感でき楽しめるクラスです。

日　時：第２・４火曜（月２回）　
　　　 17:30～19:00
場　所：いきいき情報センター
会　費：月2,500円

問い合わせ／三好理恵
　　　　　　090（8002）8605

★Y＆Rフラサークル太宰府
　（ハワイアンダンス）

日　時 ： 8月11日 (土・祝)
　　　　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!

み よし  り   え

　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：第1～3水曜（月3回）
　　　 20：00～21：00
場　所：いきいき情報センター
会　費：月3,000円

問い合わせ／Aki
　　　　　　（555）4219

★お仕事帰りのヨガ教室

あ　き

※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・男女共
同参画推進センタールミナス・文化ふれあい館・市民図書館・南コミュニティセン
ター・体育センター・歴史スポーツ公園・大佐野スポーツ公園）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。

文化ふれあい館 TEL（928）0800問い合わせ

この展覧会は、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、先史時代から
古代・中世・近世・近現代まで、
まるごと紹介します。

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


