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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〉

第17回写真コンテスト
入賞作品展

アトリエ絵画
造形教室作品展

つくし お隣りさん情報
※8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

9/16（日）

10/7（日）

10/28（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

9/11（火）

9/15（土） ふれぶんシネマ倶楽部「きっと、うまくいく」
施設利用料　1枚300円　※3歳以上有料　①10：00　②14：00

9/23
（日・祝）

9/23
（日・祝）

ふれあい文化サークル特別講座
子どもの料理教室「オリーブで和三盆菓子づくり」
申込締切：9月15日（土）　参加費500円　10：00

Café de ブランチコンサート vol.4 実は渋くてかっこいい！ヴィオラの世界
出演：中村匡希（ヴィオラ）、古賀美代子（ピアノ）
※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

第14回ハーモニーフェスタ in ちくしの～お気に入りの歌を～
一般300円　高校生以下無料　※未就学児も入場できます　13:30

第3回親子鑑賞劇 劇団さんぽ
「まっくろネリノ・おじさんのかさ」 好評発売中!
全席自由　500円　ペア券800円　※3歳以上有料　14：00

「バスの日」記念イベント～I♡BUS～
入場無料（一部有料）　10:00～15:00

10/7（日）
宝くじ文化公演
東京フィルハーモニー交響楽団　室内楽特別演奏会
全席指定　一般2,000円　※宝くじの助成による特別料金です。　14：00

大野城まどかぴあ 大野城市曙町2-3-1 TEL（586）4000
シネマランド「グレイテスト・ショーマン」＜日本語字幕版＞
①日本語吹替版、②③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
①10：00　②14：00　③17：00

9/29（土）

9/15（土）

9/8（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
「爽やかな風にのせて～サックス&ギター&ドラム～」
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17：00まで

※最終日16：00まで
※最終日13：00まで

（いきいき情報センター主催講座）

9/21●～9/29●金 土 9/22●～9/29●土 土

9/7●～9/19●金 水 9/7●～9/20●金 木

ペーパー・スクリーン
版画講師作品展　　

※最終日18：00まで

木工パズル
教室作品展

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

（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
事業課事業係  TEL 080（1705）6793

日　時 ： 9月15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!

トレーニングルーム便り

会員募集中!

問い合わせ／TEL（920）9900 （㊡毎月最終水曜日）

初回登録講習（要予約）を受講
すれば、都合のよい時間に利
用できます。
見学自由。（9：00～21：30）
まずはお電話ください。

「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

問い合わせ （公財）太宰府市文化スポーツ振興財団事務局 事業課

みんなの体操・
ラジオ体操講習会
みんなの体操・
ラジオ体操講習会

と　き

ところ

平成31年
3月21日（木・祝）
１３:００～

とびうめアリーナ

と　き

ところ

12月2日（日）
13:00～15:00
松川運動公園
体育館

と　き

ところ

平成31年2月17日（日）
プラム・カルコア太宰府 市民ホール

新･岩屋城の戦い新･岩屋城の戦い

（公財）太宰府市文化スポーツ振興財団  文化スポーツ振興事業

ラジオ体操
イメージキャラクター ラタ坊

高橋紹運肖像/
大牟田市立三池カルタ・歴史資料館蔵

と　き 平成31年1月26日（土）14:00開演
ところ プラム・カルコア太宰府 市民ホール

5人制サッカー体験5人制サッカー体験

　平成28年度から市民への文化およびスポーツの振興を進めるため、“史跡のまち”シリーズとして
プラム・カルコア太宰府市民ホールを利用した各種公演や、市内の各地域や各施設に出向いて講座等を

開催するアウトリーチ形式（出張・訪問）の事業・スポーツ体験の催しを行っています。

（別名：ブラインドサッカー）（別名：ブラインドサッカー）
～演劇公演～

2020年
東京オリンピック・パラリンピック

正式種目

NHKテレビ･ラジオ体操指導者
岡本 美佳 先生 

NHKテレビ･ラジオ体操アシスタント

鈴木 沙希 さん

TEL080（1705）6793

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

白石光隆 
(ピアノ) 

高見信行
（トランペット）

©岩切等

～本格だけど、気軽なクラシック～
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　自然の美しさ、季節の移ろいなどを5・7・5、
17音に切り取り表現します。基本や季語など
ルールを学び、自分らしい句作が楽しめるよう
指導します。

「お酢」のパワーたっぷりメニュー

・酸辣湯麵（サンラータンメン）
・まろやかな黒酢酢豚
・季節野菜の中華風ピクルス

・八宝菜　→　中華丼にアレンジ
・ぷりぷり海老餃子
・中華風コーンスープ

第1回

第2回

応用力抜群「あんかけ」のアレンジメニュー

日　時コース

昼

夜

10月25日（木）13:00～15:00

10月23日（火）19:00～21:00

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

　秋は涼しさと共に夏からの疲れやだるさが
出やすい｢秋バテ｣の季節です。自分でできるお
灸とツボ押しを学び、自立神経のバランスを整
え、改善･予防に役立てましょう。使い易い台座
灸を使います。

日　時
講　師
対　象
定　員
受講料
材料費
締　切
協　賛

10月2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）
9月18日（火）必着
レディース鍼灸ことう

お灸とツボ押し～秋バテ編～

こ  とう よし  こ

託児

　海の恵み“ふのり”を使ったふっくらとした洗
い心地の石鹸と、みつろうを使った優しい温か
な炎のキャンドルを作ります。

日　時

講　師

定　員
受講料
材料費
締　切
協　賛

10月11日、11月8日 第2木曜日（全2回）
10:00～12:00
安藤佐知子
（AEAJ認定アロマセラピスト&インストラクター）

15人
1,500円
2,500円
9月27日（木）必着
海神商店

アロマ石鹸&みつろうキャンドル

託児

日　時

講　師
定　員
受講料
締　切

10月9日～12月11日　
第2・4火曜日（全5回）　
10:00～12:00　
白水祐樹
12人
4,000円
9月24日（月・祝）必着

はじめての俳句

しろ みず ゆう き

託児

託児

託児

　足もみがカラダに良いのはどうして。病気の予
防や回復に効果的な足もみの楽しさと大切さを
体験します。自分や家族の健康に役立てましょう。

日　時

講　師
定　員
受講料
締　切

10月10日～24日　毎週水曜日（全3回）　
10:00～11:30
松嶋友至（足もみ健康普及士）
15人
2,000円
9月27日（木）必着

自分でできる！足もみ健康法

まつしま ゆう じ

あんどう　さ　ち　こ

わたつみ

託児

　安全でおいしい本物の味と肌のぬくもりを感
じさせる手作りの味。そんな、おいしい手前みそ
を作ります。

日　時
定　員
受講料
材料費

締　切

10月19日（金）　10:00～12:00
24人
1,000円
1,100円（大豆・あわせこうじ代）
※1人約2Kgを仕込みます。

10月4日（木）必着

手前みそ作り

　基本やテクニックを学べば、奥深い中国料理
も手際よく作れるようになります。ホテルの料理
長が教えるプロのレシピを家庭のメニューに加
えましょう。

日　時

講　師
定　員
受講料
材料費
締　切

10月13日・27日（土）（全2回）
10:00～13:00
片岡徹（中国料理料理長）
20人
2,000円
2,000円
9月29日（土）必着

シェフ直伝！本格中国料理

かた おかとおる

　スマートフォンを初めて使う人や持ってはい
るけどなかなか活用出来ていない人へ。今さら
聞けない基本操作からアプリの楽しみ方などわ
かりやすく説明します。
※iphone・アンドロイド、どちらのスマートフォンにも対応

日　時

講　師
対　象
定　員
受講料
締　切

10月15・22日、11月5・12日（月）（全4回）
10:00～12:00
置鮎正則
スマートフォンを持ってる人(タブレット可)
20人
2,000円　
10月1日（月）必着

～基本から便利な活用法まで～

おきあゆ まさ のり

託児

　産地や種類が異なるオリーブオイルをテイス
ティングし、色・香り・味の違いを感じてみましょ
う。料理との相性や特性、使用法など、その奥深
さを楽しく学びます。

日　時

講　師
定　員
受講料
材料費
締　切

10月27日(土)
10:30～12:30
大島聖子（フードスタイリスト）
12人
1,000円
1,500円
10月13日（土）必着　　

オリーブオイルテイスティング

おおしましょうこ

託児

　書道や絵手紙の仕上げに華を添える篆刻。手
彫りや造形の美しさを楽しみながら、課題や味
わい深い自分の印を作ります。まずは年賀はがき
用に簡単な作品から挑戦してみませんか。

日　時

講　師
追加募集人員
受講料
教材費

締　切

10月16日～平成31年3月19日
第1・3火曜日（12回）※1月は第2･4火曜日
13:00～15:00
中野公信
　　若干人
5,400円×2回（分納）
別途徴収　
※必要に応じ別途道具･石材等購入を要します。

10月2日（火）必着

てん刻

託児

　ハワイの自然や人を愛する歌を手やステップ
で表現するフラダンス。ゆっくりと美しく踊って
みましょう。

日　時

講　師
対　象
追加募集人員
受講料
締　切

10月4日～平成31年3月14日
第1～3木曜日（全18回）※変更月あり
15:00～16:00
江口佳乃
女性
　　若干人
8,000円×2回（分納）
9月20日（木）必着 

癒しのフラダンス

託児

　ストールの巻き方ひとつで、印象が変わります。
洋服やコートを引き立て、自分に似合うおしゃれ
な巻き方を習得しましょう。

日　時

講　師
定　員
受講料
教材費
締　切

10月24日（水）
10：00～12：00 
宮崎佐智子（ストールコーディネーター）
12人
1,000円
100円
10月10日（水）必着

おしゃれなストールの巻き方

みやざき　さ　ち　こ

託児

　ちょっとしたポイントを知るだけで気軽に楽
しむことができる手相占い！自分の手相と照ら
し、基本線の見方などをやさしく学びます。手相
だけが知っている自分自身をのぞいてみませ
んか。

講　師
定　員
受講料
締　切

安佑実（鑑定士）
各10人
各1,500円
10月9日（火）必着

知って楽しい！手相入門

あ    ゆ   み

え ぐち よし の

（昼のみ）

スマートフォンの楽しみ方

なか  の  きみ のぶ
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日　時

講　師
定　員
受講料
締　切

10月10日～24日　毎週水曜日（全3回）　
10:00～11:30
松嶋友至（足もみ健康普及士）
15人
2,000円
9月27日（木）必着

自分でできる！足もみ健康法

まつしま ゆう じ

あんどう　さ　ち　こ

わたつみ

託児

　安全でおいしい本物の味と肌のぬくもりを感
じさせる手作りの味。そんな、おいしい手前みそ
を作ります。

日　時
定　員
受講料
材料費

締　切

10月19日（金）　10:00～12:00
24人
1,000円
1,100円（大豆・あわせこうじ代）
※1人約2Kgを仕込みます。

10月4日（木）必着

手前みそ作り

　基本やテクニックを学べば、奥深い中国料理
も手際よく作れるようになります。ホテルの料理
長が教えるプロのレシピを家庭のメニューに加
えましょう。

日　時

講　師
定　員
受講料
材料費
締　切

10月13日・27日（土）（全2回）
10:00～13:00
片岡徹（中国料理料理長）
20人
2,000円
2,000円
9月29日（土）必着

シェフ直伝！本格中国料理

かた おかとおる

　スマートフォンを初めて使う人や持ってはい
るけどなかなか活用出来ていない人へ。今さら
聞けない基本操作からアプリの楽しみ方などわ
かりやすく説明します。
※iphone・アンドロイド、どちらのスマートフォンにも対応

日　時

講　師
対　象
定　員
受講料
締　切

10月15・22日、11月5・12日（月）（全4回）
10:00～12:00
置鮎正則
スマートフォンを持ってる人(タブレット可)
20人
2,000円　
10月1日（月）必着

～基本から便利な活用法まで～

おきあゆ まさ のり

託児

　産地や種類が異なるオリーブオイルをテイス
ティングし、色・香り・味の違いを感じてみましょ
う。料理との相性や特性、使用法など、その奥深
さを楽しく学びます。

日　時

講　師
定　員
受講料
材料費
締　切

10月27日(土)
10:30～12:30
大島聖子（フードスタイリスト）
12人
1,000円
1,500円
10月13日（土）必着　　

オリーブオイルテイスティング

おおしましょうこ

託児

　書道や絵手紙の仕上げに華を添える篆刻。手
彫りや造形の美しさを楽しみながら、課題や味
わい深い自分の印を作ります。まずは年賀はがき
用に簡単な作品から挑戦してみませんか。

日　時

講　師
追加募集人員
受講料
教材費

締　切

10月16日～平成31年3月19日
第1・3火曜日（12回）※1月は第2･4火曜日
13:00～15:00
中野公信
　　若干人
5,400円×2回（分納）
別途徴収　
※必要に応じ別途道具･石材等購入を要します。

10月2日（火）必着

てん刻

託児

　ハワイの自然や人を愛する歌を手やステップ
で表現するフラダンス。ゆっくりと美しく踊って
みましょう。

日　時

講　師
対　象
追加募集人員
受講料
締　切

10月4日～平成31年3月14日
第1～3木曜日（全18回）※変更月あり
15:00～16:00
江口佳乃
女性
　　若干人
8,000円×2回（分納）
9月20日（木）必着 

癒しのフラダンス

託児

　ストールの巻き方ひとつで、印象が変わります。
洋服やコートを引き立て、自分に似合うおしゃれ
な巻き方を習得しましょう。

日　時

講　師
定　員
受講料
教材費
締　切

10月24日（水）
10：00～12：00 
宮崎佐智子（ストールコーディネーター）
12人
1,000円
100円
10月10日（水）必着

おしゃれなストールの巻き方

みやざき　さ　ち　こ

託児

　ちょっとしたポイントを知るだけで気軽に楽
しむことができる手相占い！自分の手相と照ら
し、基本線の見方などをやさしく学びます。手相
だけが知っている自分自身をのぞいてみませ
んか。

講　師
定　員
受講料
締　切

安佑実（鑑定士）
各10人
各1,500円
10月9日（火）必着

知って楽しい！手相入門

あ    ゆ   み

え ぐち よし の

（昼のみ）

スマートフォンの楽しみ方

なか  の  きみ のぶ
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リラクゼーションヨガ　（後期）

女性の不調を和らげるためのリラックスヨ
ガ。月ごとのテーマに沿って、緊張した心と身体
を穏やかに緩めます。年齢・体力に関係なく参加
できます。

日　時

講　師
対　象
定　員
受講料
締　切

10月10日～3月27日　
第2・4水曜日（全12回）
10：30～11：30　　
松尾賢子（ヨガインストラクター）
女性
15人
10,200円　
9月26日（水）必着

※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。

しげ   まつ   とし   ひこ

大宰府政庁跡や観世音寺周辺の史跡や文
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。

日　時
講　師
定　員
受講料
締　切

10月21日（日）10:00～12:00
重松敏彦（文化ふれあい館） 
20人
800円
10月7日（日）必着

平成30年は大宰府史跡の発掘調査50年
の節目にあたります。これまでの調査研究で
古代の役所「大宰府」の実像がどこまで明ら
かにされたのかをふりかえります。

日　時
演　題

講　師
定　員
受講料
締　切

11月3日（土・祝）13:30～15:30
大宰府史跡発掘50年記念
「大宰府」とは何か
―大宰府研究50年のあゆみ―
松川博一（九州歴史資料館）
70人
500円
10月20日（土）必着

第2回テーマ講座

第3回歴史の散歩道を歩く
大宰府政庁編（2）

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

9月8日（土）14:00～15:30
だざいふリコーダーアンサンブル
半分、青い・We are the world
リコーダーソナタ　ほか

　幻想的な灯りの中、ピアノソロ演奏とピア
ノの伴奏でナツメロ・童謡・唱歌をみんなで
一緒に歌います。
日　時

出　演
曲　目

〈逢知コンサート〉

9月23日（日・祝）
19:00～20:00
有吉祐子
ムーン・リバー、荒城の月、乾杯 ほか

　6種類のリコーダーのあたたかい音色をお届けします。

日　時
出　演
曲　目

ぬくもりの笛の音をあなたに 入場無料

9月30日（日）13:30～14:30
ベルクルール
秋の歌・花の二重唱・この地上の魂をも　ほか

　山口芸術短期大学卒業生による声楽・ピアノアンサンブル

です。
日　時
出　演
曲　目

オータムコンサート 入場無料

〈イベント情報〉

「第13回 古都の光」ピアノの夕べ
～ピアノ伴奏で共に歌う～ 入場無料

まつ かわ　ひろ かず

まつ    お   さと   こ

陶芸（後期）

電動ろくろを使って土練りから窯入れまで一
連の作業を行い、自分の作りたい作品にも挑戦
できます。手指を動かし、集中力を高めることで
脳を活性化しましょう。

日　時

講　師
対　象
定　員
受講料
材料費
締　切

10月13日～11月24日　
第2・4土曜日（全4回）
9：30～12：00
長沼武久（辰巳窯・小石原焼窯元）
初心者～経験者
10人
6,000円
1,000円程度
9月29日(土)必着

なが ぬま たけ ひさ

秋の里山を歩いて食べる

文化ふれあい館から市民の森を散策し、秋の
味覚のむかご、あけび、しいのみなどを探します。
また、どんぐり（マテバシイ）のクッキーを作って
いただきます。

日　時
講　師
対　象

定　員
受講料
材料費
締　切

10月20日（土）10:00～15:00
須田隆一（福岡県保健環境研究所）
小学生～大人
※子どものみの受講は小学4年生から

20人
500円
200円
10月6日（土）必着

す   だ   りゅういち

北欧伝統ドリンク『ハーブコーディアル』づくり

ハーブの様々な薬効を美味しく取り込むこと
ができるノンアルコール濃縮ドリンク。ハーブが苦
手な人も飲みやすく、料理の隠し味などアレンジ
豊富に年中楽しめます。

日　時
講　師
定　員
受講料
材料費
締　切

10月30日（火）10:00～12:00
奈木野亜紀（ハーブ学習指導員）
20人
1,000円
1,000円
10月16日（火)必着

な     ぎ    の     あ    き

※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込できます。
（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。

あり  よし  ゆう   こ

「連歌」は和歌から派生した文芸
です。連歌最大の特徴は、５・７・５・７・

７という歌の形式のうち、上の句（５・７・５）と下の
句（７・７）とを別人が詠みつないでいくところに見
られます。現在開催中の「まるごと太宰府歴史展
2018」では、この連歌に関連した資料として「夢
想之連歌」を展示しています。「夢想之連歌」とは、
神より得た句を一句目とする連歌のことで、展示
している資料は、江戸時代はじめに戦国武将・黒
田如水が開催した連歌会で詠まれたものです。連
衆（参加者）には、如水の妻や息子、孫などがいま
す。如水が夢の中で感得したという一首「松梅や
末長かれと緑立つ／山よりつづく里は福岡」は、
「福岡」という地名の初見資料としても貴重です。
如水は詠んだ歌を太宰府天満宮へ奉納しており、
その控えを黒田家に遺しました。
今回の展覧会では①太宰府天満宮所蔵分と②
福岡市博物館所蔵分とを並べて展示しています。
（※①は写真パネルでの展示）ぜひご覧ください。
　　　　　　　　　　　 学芸員　髙松麻美

展覧会注目資料紹介

gakugeiin-dayori ga
ku

ge
iin
-d
ay
or
i g
akug

eiin-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2018

　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。今年は
「大宰府史跡」の発掘調査
を開始して50年を迎える
ことから、特設コーナー展示も行っています。

会　期 ～11月3日（土・祝）

入場無料

9：00～17：00
毎週月曜日（祝日のときは翌平日）

開館時間
休 館 日

開催中

光りのオブジェ（灯りの作品）展

　｢第13回古都の光｣にあわ
せて開催する、定期利用団体
による灯りの作品展。古都の
光(23日)は、夜間開館します。
幻想的な灯りで演出されたふ
れあい館にぜひお越し下さい。

会　期 9月4日(火)～24日（月・振）
23日(日・祝)のみ21:00まで開館

入場無料

巡回パネル展　
「大宰府史跡発掘50年のあゆみ」
　昭和43（1968）年に始まった大宰府史跡の発
掘調査。九州歴史資料館では、巡回パネル展を開
催して、この50年間の発掘調査成果を広く紹介
します。
会　期　9月8日（土）～30日（日）
会　場　文化ふれあい館　多目的ホール
主　催　九州歴史資料館　　
共　催　太宰府市文化ふれあい館

入場無料



34 34

リラクゼーションヨガ　（後期）

女性の不調を和らげるためのリラックスヨ
ガ。月ごとのテーマに沿って、緊張した心と身体
を穏やかに緩めます。年齢・体力に関係なく参加
できます。

日　時

講　師
対　象
定　員
受講料
締　切

10月10日～3月27日　
第2・4水曜日（全12回）
10：30～11：30　　
松尾賢子（ヨガインストラクター）
女性
15人
10,200円　
9月26日（水）必着

※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。

しげ   まつ   とし   ひこ

大宰府政庁跡や観世音寺周辺の史跡や文
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。

日　時
講　師
定　員
受講料
締　切

10月21日（日）10:00～12:00
重松敏彦（文化ふれあい館） 
20人
800円
10月7日（日）必着

平成30年は大宰府史跡の発掘調査50年
の節目にあたります。これまでの調査研究で
古代の役所「大宰府」の実像がどこまで明ら
かにされたのかをふりかえります。

日　時
演　題

講　師
定　員
受講料
締　切

11月3日（土・祝）13:30～15:30
大宰府史跡発掘50年記念
「大宰府」とは何か
―大宰府研究50年のあゆみ―
松川博一（九州歴史資料館）
70人
500円
10月20日（土）必着

第2回テーマ講座

第3回歴史の散歩道を歩く
大宰府政庁編（2）

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

9月8日（土）14:00～15:30
だざいふリコーダーアンサンブル
半分、青い・We are the world
リコーダーソナタ　ほか

　幻想的な灯りの中、ピアノソロ演奏とピア
ノの伴奏でナツメロ・童謡・唱歌をみんなで
一緒に歌います。
日　時

出　演
曲　目

〈逢知コンサート〉

9月23日（日・祝）
19:00～20:00
有吉祐子
ムーン・リバー、荒城の月、乾杯 ほか

　6種類のリコーダーのあたたかい音色をお届けします。

日　時
出　演
曲　目

ぬくもりの笛の音をあなたに 入場無料

9月30日（日）13:30～14:30
ベルクルール
秋の歌・花の二重唱・この地上の魂をも　ほか

　山口芸術短期大学卒業生による声楽・ピアノアンサンブル

です。
日　時
出　演
曲　目

オータムコンサート 入場無料

〈イベント情報〉

「第13回 古都の光」ピアノの夕べ
～ピアノ伴奏で共に歌う～ 入場無料

まつ かわ　ひろ かず

まつ    お   さと   こ

陶芸（後期）

電動ろくろを使って土練りから窯入れまで一
連の作業を行い、自分の作りたい作品にも挑戦
できます。手指を動かし、集中力を高めることで
脳を活性化しましょう。

日　時

講　師
対　象
定　員
受講料
材料費
締　切

10月13日～11月24日　
第2・4土曜日（全4回）
9：30～12：00
長沼武久（辰巳窯・小石原焼窯元）
初心者～経験者
10人
6,000円
1,000円程度
9月29日(土)必着

なが ぬま たけ ひさ

秋の里山を歩いて食べる

文化ふれあい館から市民の森を散策し、秋の
味覚のむかご、あけび、しいのみなどを探します。
また、どんぐり（マテバシイ）のクッキーを作って
いただきます。

日　時
講　師
対　象

定　員
受講料
材料費
締　切

10月20日（土）10:00～15:00
須田隆一（福岡県保健環境研究所）
小学生～大人
※子どものみの受講は小学4年生から

20人
500円
200円
10月6日（土）必着

す   だ   りゅういち

北欧伝統ドリンク『ハーブコーディアル』づくり

ハーブの様々な薬効を美味しく取り込むこと
ができるノンアルコール濃縮ドリンク。ハーブが苦
手な人も飲みやすく、料理の隠し味などアレンジ
豊富に年中楽しめます。

日　時
講　師
定　員
受講料
材料費
締　切

10月30日（火）10:00～12:00
奈木野亜紀（ハーブ学習指導員）
20人
1,000円
1,000円
10月16日（火)必着

な     ぎ    の     あ    き

※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込できます。
（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。

あり  よし  ゆう   こ

「連歌」は和歌から派生した文芸
です。連歌最大の特徴は、５・７・５・７・

７という歌の形式のうち、上の句（５・７・５）と下の
句（７・７）とを別人が詠みつないでいくところに見
られます。現在開催中の「まるごと太宰府歴史展
2018」では、この連歌に関連した資料として「夢
想之連歌」を展示しています。「夢想之連歌」とは、
神より得た句を一句目とする連歌のことで、展示
している資料は、江戸時代はじめに戦国武将・黒
田如水が開催した連歌会で詠まれたものです。連
衆（参加者）には、如水の妻や息子、孫などがいま
す。如水が夢の中で感得したという一首「松梅や
末長かれと緑立つ／山よりつづく里は福岡」は、
「福岡」という地名の初見資料としても貴重です。
如水は詠んだ歌を太宰府天満宮へ奉納しており、
その控えを黒田家に遺しました。
今回の展覧会では①太宰府天満宮所蔵分と②
福岡市博物館所蔵分とを並べて展示しています。
（※①は写真パネルでの展示）ぜひご覧ください。
　　　　　　　　　　　 学芸員　髙松麻美

展覧会注目資料紹介

gakugeiin-dayori ga
ku

ge
iin
-d
ay
or
i g

akug
eiin-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2018

　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。今年は
「大宰府史跡」の発掘調査
を開始して50年を迎える
ことから、特設コーナー展示も行っています。

会　期 ～11月3日（土・祝）

入場無料

9：00～17：00
毎週月曜日（祝日のときは翌平日）

開館時間
休 館 日

開催中

光りのオブジェ（灯りの作品）展

　｢第13回古都の光｣にあわ
せて開催する、定期利用団体
による灯りの作品展。古都の
光(23日)は、夜間開館します。
幻想的な灯りで演出されたふ
れあい館にぜひお越し下さい。

会　期 9月4日(火)～24日（月・振）
23日(日・祝)のみ21:00まで開館

入場無料

巡回パネル展　
「大宰府史跡発掘50年のあゆみ」
　昭和43（1968）年に始まった大宰府史跡の発
掘調査。九州歴史資料館では、巡回パネル展を開
催して、この50年間の発掘調査成果を広く紹介
します。
会　期　9月8日（土）～30日（日）
会　場　文化ふれあい館　多目的ホール
主　催　九州歴史資料館　　
共　催　太宰府市文化ふれあい館

入場無料
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日　時
講　師

定　員
受講料
締　切

11月2日（金）10:00～12:00
武藤桐子
（ＮＰＯ法人福岡ジェンダー研究所研究員）

20人
500円
10月19日（金）必着

日　時

講　師
対　象
定　員
受講料
締　切

10月17日～3月20日　
第1・3水曜日　（全10回）
14:30～15:30
安武真由美（ジャズダンサー）
女性
10人
8,000円
10月3日（水）必着

やすたけ  ま   ゆ   み

む  とう きり こ

朝コース  9:45～10:45　
昼コース 13:00～14:00
夜コース 20:00～21:00

メニュー ・リンゴの酵素シロップ作り
・野菜サラダ酵素ドレッシング和え
・鶏ハムのリンゴ酵素ソースチキンスープ
・塩こうじを使ったチキンスープ

カリキュラム（質問に応じて柔軟に指導します）

①オリエンテーション／共感的理解と基本的態度の形成

②利用者の理解とコミュニケーション／実習（1）シーツ・体位・姿勢交換の介護

③住宅及び福祉用具に関する知識／実習（2）車いすへの移乗・移動等の介護

④高齢者・障がい者の疾病の理解／実習（3）衣服着脱・手浴の介護

⑤医学関連領域の基礎的知識／実習（4）排泄・尿失禁の介護

※各回、ベッド、シーツ、車いす、トイレ等実習有り

「避難所運営」 託児

災害対応に備え、避難所運営ゲーム（ＨＵＧ）を
使って、男女共同参画の視点から避難所運営の
模擬体験をします。

多様な視点で考える

日　時

定　員
受講料
締　切

11月8日～12月6日
毎週木曜日（全５回）
9:30～13:00
※初回のみ9:15～13:15

12人
15,000円
10月25日（木）必着

定年後の必須 実践介護 託児

在宅介護の知識と技術を身に付け、家族介護
や介護ボランティアなど即実践で役立てます。

～親と妻を介護する～

日　時

講　師
定　員
受講料
材料費
メニュー

締　切

11月10日（土） 
10:00～13:00
舩越舞（発酵研究家）
20人
1,000円
1,500円
塩こうじを使ったベーコンほか　
ピザ・フライドチキン・チキンスープ
10月27日（土）必着

家族みんなで酵素生活！ 託児

安心安全無添加ベーコンを簡単に美味しく作
り、発酵食品の良さや酵素を活かした使い方を
習得します。

なか む   た   と    き   え

日　時

講　師
受講料

10月11日～3月28日
第2・4木曜日（全12回） 13:00～15:00
中野公信（福岡県展会員、筑紫美術協会会員）
12,000円　締　切   9月27日（木）必着

なか の    きみ のぶ

昨今人気のある「ガウチョパンツ」と、おしゃ
れな「ポンチョ」にリフォームします。秋冬のお
しゃれを楽しみませんか。

日　時

講　師
定　員
受講料
締　切

10月13・27日、11月10・24日　
土曜日（全4回）
9:30～12:30
池田美代子
10人
8,000円
9月28日（金）必着

いけ  だ   み   よ   こ

ガウチョ＆ポンチョ作り 託児
～着物リフォーム～

日　時

講　師
受講料

10月14日～3月24日　
第2・4日曜日（全12回）　
9:30～10:30
古野透（JATI認定トレーニング指導者）
10,000円　締　切　9月30日（日）必着

ふる の とおる

体幹スイッチ・トレーニング【秋期】

～タイ式ヨガ～ルーシーダットン【後期】　　　
タイの伝統的な自己整体法。

日　時

講　師

受講料

10月4日～3月28日　
第1・3・4木曜日（全16回）
10:00～11:00
岩永満美
（日本ルースィーダットン協会認定アドヴァンストレーナー）

11,000円　締　切　9月20日（木）必着

いわ なが    ま    み

実用的な漢字の基本を学びます。

基礎代謝を上げて筋力アップと身体の動きを改善。

体幹リセット・ストレッチ【秋期】
ゆっくりとした動きで体幹を鍛えます。

追加募集講座（各講座若干人） 託児

日　時

講　師

受講料

10月14日～3月24日　
第2・4日曜日（全12回）
10:45～11:45
岡島友古
（コアコンディショニングBasicインストラクター）

10,000円　締　切　9月30日（日）必着

おか じま とも こ

心と体をキレイにするピラティス（後期）

基本の書道～漢詩を味わう～【後期】　

日　時

講　師
受講料

10月11日～3月28日
第2・4木曜日（全12回） 10:00～12：00
中牟田登喜枝（日本経済大学 講師）
12,000円　締　切   9月27日（木）必着

お店や街角で役立つ接客英語を学びます。

～基礎から始めよう～おもてなし英会話【後期】　　　

心地良い呼吸法で歪みを直し、インナーマッス
ルを鍛えます。（女性対象）

講　師
受講料

荒牧知子（ＦＴＰマットピラティス）
13,000円　締　切　10月2日（火）必着

あらまき とも   こ

専門のアドバイザーが個別に就職準備の相談
に応じ、場合によっては、その日のうちに、仕事の
斡旋までを可能にしたワンストップの相談会です。

日　時

定　員
受講料
申込方法

10月19日（金）
①10：00～ ②11：30～ ③14：00～
3人（１人あたり１時間）
無料
電話(先着で希望時間を受付）

託児

日　時 10月16日～3月26日　
毎週火曜日（全20回）　

再就職支援相談会
子育て女性のための

目指せ!ＷＢＫ♪ジャズダンス
日常生活で使われていない筋肉を目覚めさ
せ、若さ（W）・美容（B）・健康（K）・脳まで若返り
ましょう。ダンスで爽快リフレッシュ！

託児

日　時
講　師
定　員
受講料
材料費

10月27日（土）10:00～13:00
舩越舞（発酵研究家）
20人
1,000円
1,500円　

ふな こしまい

はじめての手作り酵素クッキング
はじめての人のための基礎、美味しくできるコ

ツを習得するクッキングです。身体に良い酵素作
りを学び、酵素を使った料理作りにチャレンジ！

託児

日　時
講　師

対　象

定　員
受講料
締　切

10月31日（水） 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ヵ月～2歳
くらいまでのお子さんと保護者
12組
1,000円
10月17日（水）必着

よし むら ひろ み

赤ちゃんと家族の心を温かくするベビーダンス
♪季節に合わせた童謡を口ずさみながら、運動不
足、ストレス解消で、心も体もリフレッシュします。

託児

男女が共に協力する、住みよい街づくりに
ついて、生活の中で、地域で、学校で、いろい
ろな立場からみんなで考えてみませんか。
日　時
講　師
定　員
受講料
締　切

10月6日（土）10:00～13:00
八代由美（ずっと住みたい那珂川ネット21副会長）
50人
200円　申込方法　電話又はホームページ
定員になり次第

仕事と家庭の両立支援セミナー
地域で取り組む男女共同参画～足元から見つめよう～

男女共同参画セミナー②

※託児締切　9月29日（土）必着

託児締切　10月11日（木）必着

託児

やつ　しろ　 ゆ       み

共　催　福岡県福岡労働者支援事務所
　　　　（福岡県子育て女性就職支援センター）

締　切　10月13日（土）必着

ＨＡＰＰＹ♡ベビーダンス体験♪（秋）
家族みんなで！※1階ロビー作品展示中

ふなこしまい
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日　時
講　師

定　員
受講料
締　切

11月2日（金）10:00～12:00
武藤桐子
（ＮＰＯ法人福岡ジェンダー研究所研究員）

20人
500円
10月19日（金）必着

日　時

講　師
対　象
定　員
受講料
締　切

10月17日～3月20日　
第1・3水曜日　（全10回）
14:30～15:30
安武真由美（ジャズダンサー）
女性
10人
8,000円
10月3日（水）必着

やすたけ  ま   ゆ   み

む  とう きり こ

朝コース  9:45～10:45　
昼コース 13:00～14:00
夜コース 20:00～21:00

メニュー ・リンゴの酵素シロップ作り
・野菜サラダ酵素ドレッシング和え
・鶏ハムのリンゴ酵素ソースチキンスープ
・塩こうじを使ったチキンスープ

カリキュラム（質問に応じて柔軟に指導します）

①オリエンテーション／共感的理解と基本的態度の形成

②利用者の理解とコミュニケーション／実習（1）シーツ・体位・姿勢交換の介護

③住宅及び福祉用具に関する知識／実習（2）車いすへの移乗・移動等の介護

④高齢者・障がい者の疾病の理解／実習（3）衣服着脱・手浴の介護

⑤医学関連領域の基礎的知識／実習（4）排泄・尿失禁の介護

※各回、ベッド、シーツ、車いす、トイレ等実習有り

「避難所運営」 託児

災害対応に備え、避難所運営ゲーム（ＨＵＧ）を
使って、男女共同参画の視点から避難所運営の
模擬体験をします。

多様な視点で考える

日　時

定　員
受講料
締　切

11月8日～12月6日
毎週木曜日（全５回）
9:30～13:00
※初回のみ9:15～13:15

12人
15,000円
10月25日（木）必着

定年後の必須 実践介護 託児

在宅介護の知識と技術を身に付け、家族介護
や介護ボランティアなど即実践で役立てます。

～親と妻を介護する～

日　時

講　師
定　員
受講料
材料費
メニュー

締　切

11月10日（土） 
10:00～13:00
舩越舞（発酵研究家）
20人
1,000円
1,500円
塩こうじを使ったベーコンほか　
ピザ・フライドチキン・チキンスープ
10月27日（土）必着

家族みんなで酵素生活！ 託児

安心安全無添加ベーコンを簡単に美味しく作
り、発酵食品の良さや酵素を活かした使い方を
習得します。

なか む   た   と    き   え

日　時

講　師
受講料

10月11日～3月28日
第2・4木曜日（全12回） 13:00～15:00
中野公信（福岡県展会員、筑紫美術協会会員）
12,000円　締　切   9月27日（木）必着

なか の    きみ のぶ

昨今人気のある「ガウチョパンツ」と、おしゃ
れな「ポンチョ」にリフォームします。秋冬のお
しゃれを楽しみませんか。

日　時

講　師
定　員
受講料
締　切

10月13・27日、11月10・24日　
土曜日（全4回）
9:30～12:30
池田美代子
10人
8,000円
9月28日（金）必着

いけ  だ   み   よ   こ

ガウチョ＆ポンチョ作り 託児
～着物リフォーム～

日　時

講　師
受講料

10月14日～3月24日　
第2・4日曜日（全12回）　
9:30～10:30
古野透（JATI認定トレーニング指導者）
10,000円　締　切　9月30日（日）必着

ふる の とおる

体幹スイッチ・トレーニング【秋期】

～タイ式ヨガ～ルーシーダットン【後期】　　　
タイの伝統的な自己整体法。

日　時

講　師

受講料

10月4日～3月28日　
第1・3・4木曜日（全16回）
10:00～11:00
岩永満美
（日本ルースィーダットン協会認定アドヴァンストレーナー）

11,000円　締　切　9月20日（木）必着

いわ なが    ま    み

実用的な漢字の基本を学びます。

基礎代謝を上げて筋力アップと身体の動きを改善。

体幹リセット・ストレッチ【秋期】
ゆっくりとした動きで体幹を鍛えます。

追加募集講座（各講座若干人） 託児

日　時

講　師

受講料

10月14日～3月24日　
第2・4日曜日（全12回）
10:45～11:45
岡島友古
（コアコンディショニングBasicインストラクター）

10,000円　締　切　9月30日（日）必着

おか じま とも こ

心と体をキレイにするピラティス（後期）

基本の書道～漢詩を味わう～【後期】　

日　時

講　師
受講料

10月11日～3月28日
第2・4木曜日（全12回） 10:00～12：00
中牟田登喜枝（日本経済大学 講師）
12,000円　締　切   9月27日（木）必着

お店や街角で役立つ接客英語を学びます。

～基礎から始めよう～おもてなし英会話【後期】　　　

心地良い呼吸法で歪みを直し、インナーマッス
ルを鍛えます。（女性対象）

講　師
受講料

荒牧知子（ＦＴＰマットピラティス）
13,000円　締　切　10月2日（火）必着

あらまき とも   こ

専門のアドバイザーが個別に就職準備の相談
に応じ、場合によっては、その日のうちに、仕事の
斡旋までを可能にしたワンストップの相談会です。

日　時

定　員
受講料
申込方法

10月19日（金）
①10：00～ ②11：30～ ③14：00～
3人（１人あたり１時間）
無料
電話(先着で希望時間を受付）

託児

日　時 10月16日～3月26日　
毎週火曜日（全20回）　

再就職支援相談会
子育て女性のための

目指せ!ＷＢＫ♪ジャズダンス
日常生活で使われていない筋肉を目覚めさ
せ、若さ（W）・美容（B）・健康（K）・脳まで若返り
ましょう。ダンスで爽快リフレッシュ！

託児

日　時
講　師
定　員
受講料
材料費

10月27日（土）10:00～13:00
舩越舞（発酵研究家）
20人
1,000円
1,500円　

ふな こしまい

はじめての手作り酵素クッキング
はじめての人のための基礎、美味しくできるコ

ツを習得するクッキングです。身体に良い酵素作
りを学び、酵素を使った料理作りにチャレンジ！

託児

日　時
講　師

対　象

定　員
受講料
締　切

10月31日（水） 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ヵ月～2歳
くらいまでのお子さんと保護者
12組
1,000円
10月17日（水）必着

よし むら ひろ み

赤ちゃんと家族の心を温かくするベビーダンス
♪季節に合わせた童謡を口ずさみながら、運動不
足、ストレス解消で、心も体もリフレッシュします。

託児

男女が共に協力する、住みよい街づくりに
ついて、生活の中で、地域で、学校で、いろい
ろな立場からみんなで考えてみませんか。
日　時
講　師
定　員
受講料
締　切

10月6日（土）10:00～13:00
八代由美（ずっと住みたい那珂川ネット21副会長）
50人
200円　申込方法　電話又はホームページ
定員になり次第

仕事と家庭の両立支援セミナー
地域で取り組む男女共同参画～足元から見つめよう～

男女共同参画セミナー②

※託児締切　9月29日（土）必着

託児締切　10月11日（木）必着

託児

やつ　しろ　 ゆ       み

共　催　福岡県福岡労働者支援事務所
　　　　（福岡県子育て女性就職支援センター）

締　切　10月13日（土）必着

ＨＡＰＰＹ♡ベビーダンス体験♪（秋）
家族みんなで！※1階ロビー作品展示中

ふなこしまい
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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〉

第17回写真コンテスト
入賞作品展

アトリエ絵画
造形教室作品展

つくし お隣りさん情報
※8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

9/16（日）

10/7（日）

10/28（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

9/11（火）

9/15（土） ふれぶんシネマ倶楽部「きっと、うまくいく」
施設利用料　1枚300円　※3歳以上有料　①10：00　②14：00

9/23
（日・祝）

9/23
（日・祝）

ふれあい文化サークル特別講座
子どもの料理教室「オリーブで和三盆菓子づくり」
申込締切：9月15日（土）　参加費500円　10：00

Café de ブランチコンサート vol.4 実は渋くてかっこいい！ヴィオラの世界
出演：中村匡希（ヴィオラ）、古賀美代子（ピアノ）
※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

第14回ハーモニーフェスタ in ちくしの～お気に入りの歌を～
一般300円　高校生以下無料　※未就学児も入場できます　13:30

第3回親子鑑賞劇 劇団さんぽ
「まっくろネリノ・おじさんのかさ」 好評発売中!
全席自由　500円　ペア券800円　※3歳以上有料　14：00

「バスの日」記念イベント～I♡BUS～
入場無料（一部有料）　10:00～15:00

10/7（日）
宝くじ文化公演
東京フィルハーモニー交響楽団　室内楽特別演奏会
全席指定　一般2,000円　※宝くじの助成による特別料金です。　14：00

大野城まどかぴあ 大野城市曙町2-3-1 TEL（586）4000
シネマランド「グレイテスト・ショーマン」＜日本語字幕版＞
①日本語吹替版、②③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
①10：00　②14：00　③17：00

9/29（土）

9/15（土）

9/8（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
「爽やかな風にのせて～サックス&ギター&ドラム～」
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17：00まで

※最終日16：00まで
※最終日13：00まで

（いきいき情報センター主催講座）

9/21●～9/29●金 土 9/22●～9/29●土 土

9/7●～9/19●金 水 9/7●～9/20●金 木

ペーパー・スクリーン
版画講師作品展　　

※最終日18：00まで

木工パズル
教室作品展

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

（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
事業課事業係  TEL 080（1705）6793

日　時 ： 9月15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!

トレーニングルーム便り

会員募集中!

問い合わせ／TEL（920）9900 （㊡毎月最終水曜日）

初回登録講習（要予約）を受講
すれば、都合のよい時間に利
用できます。
見学自由。（9：00～21：30）
まずはお電話ください。

「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

問い合わせ （公財）太宰府市文化スポーツ振興財団事務局 事業課

みんなの体操・
ラジオ体操講習会
みんなの体操・
ラジオ体操講習会

と　き

ところ

平成31年
3月21日（木・祝）
１３:００～

とびうめアリーナ

と　き

ところ

12月2日（日）
13:00～15:00
松川運動公園
体育館

と　き

ところ

平成31年2月17日（日）
プラム・カルコア太宰府 市民ホール

新･岩屋城の戦い新･岩屋城の戦い

（公財）太宰府市文化スポーツ振興財団  文化スポーツ振興事業

ラジオ体操
イメージキャラクター ラタ坊

高橋紹運肖像/
大牟田市立三池カルタ・歴史資料館蔵

と　き 平成31年1月26日（土）14:00開演
ところ プラム・カルコア太宰府 市民ホール

5人制サッカー体験5人制サッカー体験

　平成28年度から市民への文化およびスポーツの振興を進めるため、“史跡のまち”シリーズとして
プラム・カルコア太宰府市民ホールを利用した各種公演や、市内の各地域や各施設に出向いて講座等を

開催するアウトリーチ形式（出張・訪問）の事業・スポーツ体験の催しを行っています。

（別名：ブラインドサッカー）（別名：ブラインドサッカー）
～演劇公演～

2020年
東京オリンピック・パラリンピック

正式種目

NHKテレビ･ラジオ体操指導者
岡本 美佳 先生 

NHKテレビ･ラジオ体操アシスタント

鈴木 沙希 さん

TEL080（1705）6793

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

白石光隆 
(ピアノ) 

高見信行
（トランペット）

©岩切等

～本格だけど、気軽なクラシック～


