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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
http://www.dazaifu-z.jp/←H.Pリニューアル
事務局　事業課・事業係　TEL080(1705)6793

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

★太宰府マンドリン倶楽部

★しゅんこうの和紙ちぎり絵

日時/場所:毎週水曜日 13:00～16:00
　　　　   いきいき情報センター
　　　　　毎週土曜日 10:00～16:00
　　　　　南コミュニティセンター 
会　費：月2,500円

問い合わせ／稲益
　　　　　　090（7447）0751

日　時：第３火曜日（月1回）　
　　　 10：00～12：00
場　所：いきいき情報センター
会　費：月1,000円
材料費：月1,000円程度

問い合わせ／赤司克子
　　　　　　080（6409）4782

いなます

あかしかつ こ 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

※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。

　様々な曲を練習しています。初心者
大歓迎。「だざマン」をクリック！

　初心者でも素敵な和紙の絵が出来
上がります。初回のみ会費無料です。

「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

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。

フロアオープン時間 9：00～21：30
〈市民ギャラリー〉

写真同好会 アンダンテ
写真展
10/1●～10/8月

〈イベント広場〉

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

※最終日17：00まで

姉妹都市・友好都市
パネル展
10/10●～10/19●
第21回古河南珙教室
水墨画展

水 金

10/23●～10/30●火 火

※最終日16：00まで

※最終日15：00まで

★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
　　　　　　090（5948）6006　

　楽しい教室で健康に最適です。新曲
も歌えるようになります。見学歓迎！

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・文化ふれあい館では、年間
を通して自主的に活動される団体（グループ・
サークル）を募集します。来年度（平成31年4月
～翌年3月まで）の１年間、一般利用の予約受
付開始日より前に施設利用の予約が可能です。
定期利用を希望される団体は、利用する各

施設の受付で登録申込書を配布しますので、期
間内に申込ください。
※現在承認されている団体もこの期間に再度申し込みが
　必要です。

＜いきいき情報センター＞
①構成員が10人以上とし、毎回の出席者数が3分の
2以上になるように努める。

②「太宰府市団体情報」に登録しており、毎年更新を
行っていること。

＜男女共同参画推進センタールミナス＞
①構成員が10人以上とし、毎回の出席者数が3分の
2以上になるように努める。

②当館または市の行事に必ず参加協力できること。
（男女共同参画セミナーやフェスタなど）

＜文化ふれあい館＞
①構成員が5人以上とし、毎回の出席者数が3分の2
以上になるように努める。

＜共通＞
●各利用施設の設置目的に沿った団体であること。
●利益及び営業を目的にしないこと。
●個人の教室（名称も含む）、又は私物化した団体で
ないこと。

●構成員は原則として市内在住者・在勤者であること。
●使用する曜日・時間・会場が年間を通して一定であ
り、月1回以上の利用実績が1年以上あること（10
月1日現在）

●各利用施設の行事に参加協力できること。

●セミナー・講座の開催
男女共同参画に関するセミナーや、就業・スキルアップに役立つ講座、
子育て支援・食と健康に関する講座などを開催しています。
●市民活動の支援や交流の場の提供
男女共同参画に関する市民活動を支援し、ルミナス登録団体と協働し
た取り組みや、学びの場・交流の場づくりを進めています。
●情報の提供
男女共同参画に関する情報やイベント情報を収集し、ロビーや情報
コーナーで提供しています。
●相談
ＤＶなどに悩む方を対象に相談員による相談を行っています。

講座受講及び利用時の託児
無料で行っています。
（満2歳以上就学前まで）
※利用日の一週間前までに要申込

学習などに無料開放して
います。
※独占使用不可。主催講座などで利
用できない場合あり。

問い合わせ 男女共同参画推進センタールミナス TEL（925）5404

「筑紫野の風」
写真展示会
10/1●～10/13●月 土

※最終日17：00まで

第19回 通所系
介護事業所合同作品展
10/17●～10/24●水 水

※最終日13：00まで

ペン・筆ペン・書き方・
毛筆作品展
10/28●～11/4●日 日

（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

～岩屋城と宝満山城～
〝境〟と言われている、太宰府。これは歴史上、
軍事面においても、政治面においても非常に大
きな意味合いを持ってきました。太宰府以南の
武士たちが商業盛んな港町、博多を手に入れよ
うとすれば必ずこの地を通らなければなりませ
ん。北九州や本州の武士たちが、九州を手に入れ
ようとすれば〝境〟はその障害となります。こ
こに位置する、いわば門番の役割を果たしたの
が、太宰府にあった〝岩屋城〟と〝宝満山城〟
の二城というわけです。戦国時代、豊後大友氏の
家臣である高橋氏によって築かれたこの二城
は、それを引き継いだ高橋紹運によって九州の
戦国史に燦然と輝く軌跡を残したのですが、こ
の〝境〟を任された高橋紹運がいかに主家であ
る大友氏に信頼されていたのかが伺えるといえ
ます。

－登場人物①－
高橋紹運（たかはし じょううん）1548～1586
戦国期の九州を代表する名将の一人。
豊後大友氏の家臣、立花宗茂の実父。
天正14年(1586)、島津氏が大友氏を滅ぼすべく大軍を率いて、紹
運が籠もる岩屋城を攻撃。
高橋勢は、わずか763名でありながら、島津軍の降伏勧告を断り
徹底抗戦を行う。半月ほどの攻防戦により、紹運をはじめとする
岩屋城の将兵は全員玉砕。岩屋城は陥落するも、この戦いが島津
軍による九州制覇阻止の遠因となった。
筑紫広門（つくし ひろかど）1556～1623
戦国時代、安土桃山時代の武将・大名。
妻が高橋紹運の妻と姉妹関係。
父(筑紫惟門)が大友氏に降伏した後、家督を継いだが、大友氏に
反旗を翻すなど反抗的であった。しかし、天正14年(1586)には紹
運の次男 統増(のちの立花直次)に娘を嫁がせ、再び大友の傘下
となる。同年に起こった岩屋城の戦いでは、大友氏の味方として
戦った。

－作品背景①－
天正14年(1586年)筑前国御笠郡（現太宰府市）にあった岩屋城に
おいて、九州北部を支配する大友氏の家臣・高橋紹運と、九州制
覇を目指す薩摩の島津氏が起こした戦い。各地の武将を次々に
下し、勢いに乗って九州全土の掌握を目指す薩摩の島津氏。最後
に残った筑前の地を手に入れるため、当主・島津義久の命により
島津軍勢が出陣。　次号へつづく　

定期利用団体を募集

◆受付期間　10月2日(火 ) ～ 21日(日)

◆定期利用団体の資格（※「利用基準」より抜粋）

平成31年度 

ルミナス 日　時 ： 10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)

つくし お隣りさん情報
※9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

春日市ふれあい文化センター 春日市大谷6-24 TEL（584）3366

10/6（土） ふれぶんシネマ倶楽部　「あん」
施設利用料1枚300円 ※３歳以上有料　①10：00　②14：00

10/27（土）
11/10（土）
11/17（土）

11/17（土）

ふれあい文化サークル特別講座　あなたもできる創作ワークショップ
奴国の丘の歌物語 ～なりきり弥生人でtankaを詠もう！～ ＜全3回＞
講師：田坂哲郎（非・売れ線系ビーナス主宰）　　申込締切：10/19（金）
対象：小学4年生～大人　※小学生は要保護者同伴　参加費2,000円
14：00　※11/17のみ14：30

10/8（月・祝）
10/13（土）
10/20（土）

11/23
（金・祝）

ふれあい文化サークル特別講座
オシャレな『あづま袋』つき　クラフトバッグを作ろう　＜全3回＞
講師：柴田洋子　申込締切：9/30（日）　対象：大人　※原則全講座参加
参加費3,000円　※材料費込　10：00

大野城まどかぴあ 大野城市曙町2-3-1 TEL（586）4000

11/23 
（金・祝）

12/2（日）

10/28（日）

第33回名曲コンサート～チェロとソプラノとアルパの祭典～
一般 2,000円　大学生以下1,000円　※未就学児入場不可　15:00　

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 

開催中～
10/7（日）

10/7（日）

10/21（日）

第11回大野城まどかぴあ版画ビエンナーレ
入賞・入選作品展覧会
無料　10：00～17：00 ※金・土曜日のみ19：00まで　※10/3（水）休館　

まどかぴあ市民大学　おとなの楽校3時間目　
最新の天文学を知る授業「ここまでわかった宇宙のなぞ」
講師：鴈野 重之（九州産業大学理工学部特任講師）
500円　※未就学児入場不可　14：00

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

劇団ミリカ夢e-studio第8回定期公演
「折り鶴」～サダコと家族の愛の物語～
一般1,000円　中･高生500円　小学生以下無料　開場13：00　開演13：30

11/25（日）那珂川吹奏楽団　第22回定期演奏会
全席自由500円(中学生以上有料)　開場13：30　開演14：00

深夜放送同窓会Part8 ～Foreverずっと青春～
出演：山崎 ハコ、永井 龍雲、佐田 玲子 ほか　
3,500円　※未就学児入場不可　17：00

第16回ちくしの人形劇まつり
11月3日(土・祝)10:30～16:30、筑紫野市民図書館で前売り券を販売。なくなり次第終了。
お問合せ：筑紫野市民図書館 TEL092-928-4943
【プロ公演観劇券・1回券】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(予定)

イッキーくん

月・祝

託児室

貸 室

学習室

男女共同参画セミナーの様子

（有料）会議室・和室・軽体育室・調理室があります。

「ルミナス」の名称には「光り輝く」という意味が込められています。
ルミナスに集い、ルミナスでつながるすべてのみなさんの生活に光輝く時間をプラスし、

男女共同参画の和を広げていける施設でありたいと考えています。

男女
共同参画推進センター



11月4日（日）は収蔵庫燻蒸（ガス消毒）
のため、臨時休館いたします。

くんじょう燻蒸臨時休館のお知らせ

こだわりの部位と調味料を使用し、豚肉
100％安心・安全な生ソーセージ作りに、スタ
ファーを使い一から挑戦します。パーティーに
最適です。

ちょ古旅♪太宰府パネル展
　水城跡から太宰府天満宮までを
つなぐ「歴史の散歩道」に沿った史
跡や周辺スポットを紹介♪ふれあ
い館から歴史めぐりに出発しよう！

　思わず口ずさむ70～80年代の歌謡曲。全国
カラオケ選手権にも出場したボーカルほか若者
が奏でる楽曲で、ノスタルジーを感じませんか。

会　期　10月2日（火）～11月3日（土・祝）
会　場　文化ふれあい館　多目的ホール

日　時　10月13日（土）14:00～15:00
出　演　虹色サイダーNeo with 山口まりの
曲　目　見上げてごらん夜の星を
　　　　ロンリーチャップリン ほか

入場無料

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。古代の
役所「大宰府」をイラストで表した
解説シートも配布しています。

会　期　～11月3日（土・祝）

入場無料

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
材料費
締　切

11月14日（水）
10:00～13:00
安淳花（韓国家庭料理アドバイザー・韓国語教師）
20人
1,000円
1,000円
10月31日（水）必着

日本の風土に合った失敗しないキムチの作
り方と、昨今、若者に大人気の韓国料理「チー
ズタッカルビ」を、手軽においしく作ります。
※作ったキムチは持ち帰ります。

韓国家庭料理
～キムチとチーズタッカルビ～

シニアも受験生も目指せ健康脳
日々の食事で脳力アップ！

あん すん ふぁ

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

太宰府市内の弥生時代の遺跡につい
て、初めてでもわかりやすくお話します。
市内の遺跡から実際に出土した土器の
観察タイムもあります。

日　時　11月17日（土）13:30～15:30
演　題　初心者向け 太宰府の弥生時代
講　師　遠藤茜（太宰府市教育委員会）
定　員　50人
受講料　200円
締　切　11月3日（土・祝）必着

自家製ヘルシーこんにゃく

無添加手作りソーセージ

第１回太宰府の専門職員が語る

こんにゃく芋から様々な風味のこんにゃく
に挑戦します。低カロリーで食物繊維が豊富。
手作りならではの食感を体験します。

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

託児

　あったかお鍋にかかせない！我が家のゆず胡
椒を作りましょう。完熟ゆずを使用し、まろやかな
味です。おまけにゆず茶（ジャム）も作ります。

日　時　11月17日（土）10：00～12：00
講　師　中村千枝
定　員　20人
受講料　800円　　　　　　　　　　　　
材料費　1,000円
締　切　11月3日（土・祝）必着

ゆず胡椒づくり

＜見本展示中＞

なかむら ち   え

託児

託児

託児

　坐禅の呼吸法は精神の安定をもたらすと注目
されています。姿勢や呼吸の整え方について指導
を受け、いきいき情報センターの和室で実際に体
験します。

日　時　11月19日（月）10:00～11:00
講　師　森不會 (禅僧)
定　員　12人
受講料　800円
締　切　11月5日（月）必着

秋の坐禅

もり  ふ   え

託児

　コットンパールと、素材の異なるビーズやパー
ツを組み合わせて、ちょっぴりゴージャスなネッ
クレスを作ります。シンプルなセーターなどに合
わせてみませんか。※色は当日選べます

日　時　11月24日（土）10:30～12:00
講　師　岡部すが子
定　員　16人
受講料　1,000円
材料費　1,800円
締　切　11月9日（金）必着　　

コットンパールのネックレス

おか べ　　　　　　こ

託児

　息が切れず長続きできるスロージョギング®
と、足腰を無理なく丈夫にするステップ運動をわ
かりやすく指導します。脳と体が元気になる方法
を楽しく学びましょう！

日　時　11月30日（金）10:00～11:30
講　師　佐藤紀子（健康運動指導士）
定　員　20人　　　　　　　　　　　
受講料　1,000円
締　切　11月16日（金）必着

やってみよう！
スロージョギング®＆ステップ運動

～きれいな文字で運を引き寄せよう～
はじめての楽しい筆文字

さ　とう のり こ

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

　8月9日（木）、いきいき情報センター2Ｆフロアに
て「体成分測定会」が行われました。今回は、109人
（女性75人・男性34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。
　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。

トレーニングルーム便り

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。

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。

えん   どう  あかね

長沼賢海をはじめとする九州帝国大学
文学部教授陣と太宰府との関わりを、太
宰府天満宮宮司西高辻信貞との親交など
も交えて考えます。

日　時　11月23日（金・祝）13:30～15:30
演　題　九州帝国大学教授と太宰府
講　師　梶島政司
　　　　　 （九州大学附属図書館付設記録資料館）

定　員　70人
受講料　500円
締　切　11月9日（金）必着

第3回テーマ講座

かじ   しま   まさ     し

日　時　11月15日（木）10:00～12:00
講　師　久保山克代
定　員　20人
受講料　1,000円
材料費　500円
締　切　11月１日（木）必着

く       ぼ    やま   かつ    よ

筆跡心理学に基づき運気の上がる名前の
書き方をアドバイスします。まずは、普段何気
なく書いている自分の名前を診断してみま
しょう。

日　時　11月27日 (火) 10:00～12:00
講　師　中村恵理子(日本筆跡診断士協会筆跡診断士)
定　員　20人 
受講料　1,000円
材料費　200円
締　切　11月13日（火）必着

なか   むら    え      り      こ

い ち

日　時　12月6日(木) 10:00～13:00
講　師　西原礼二
定　員　20人
受講料　1,000円
材料費　1,200円
メニュー　ホットドック
締　切　11月22日（木）必着

にし   はら   れい    じ

にじ　いろ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 や ま  ぐ ち

 

螺鈿細工風 小物入れづくり
ら　で　ん

螺鈿細工について学びながら、貝シートを
自由にデザインして、螺鈿細工風のオリジナル
小物入れを作ります。

日　時　12月9日（日）10:00～12:00
講　師　髙松麻美（文化ふれあい館）

定　員　15人
受講料　800円
材料費　1,000円
締　切　11月25日（日）必着

たか   まつ   あさ    み

開館時間　9:00～17:00
休 館 日　毎週月曜日は休館・祝日の場合翌平日

※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。

あふち

開催中

【プロフィール】　
　20代中心のバンドで昭和歌謡、特にJ-POP系を
中心に演奏。まだ結成まもないメンバーですが、福
岡市にあるライブハウスで、精力的に活動中。若い
世代には新しく、昭和世代の人には、懐かしいサウ
ンドをお届けします。

日　時
講　師
定　員
受講料
材料費
メニュー

締　切

脳に良いとされる食材や栄養を効果的にと
る組み合わせについて学びながら、食べる事
で健康になる食事作りを身に付けましょう。

まつ  お   ま  い   こ
11月29日（木）10:00～13:00
松尾麻衣子（料理教室主宰）
16人
1,200円
1,300円
●サバ缶ハンバーグ
●ブロッコリーのナッツ和え
●イワシ缶とセロリのオーブン焼き
●キャベツと豆腐のみそ汁
●玄米しらすご飯
11月15日（木）必着

プチ起業・小商いのすすめセミナー
女性の起業応援！

託児

日　時

講　師
対　象
定　員
受講料
締　切

月に数万円でも稼ぐことができれば、それ
はプチ起業。女性起業家がその感性を活かし
た企画提案や売り上げアップにつながる販促
物をサポート。まずは小さく始めて気軽にチャ
レンジしてみませんか。

まつながさち こ

11月30日（金）
10:00～15:00（1時間休憩含）
松永幸子（福岡県よろず支援拠点コーディネーター）
起業を考えている女性
20人
無料
11月16日（金）必着

太宰府学講座

〈逢知コンサート〉

　男声二人による懐かしいメロディをお届けします。

恩師と教え子による愛唱歌コンサート

昭和歌謡演奏会

日　時　10月21日（日）14:00～15:30

出　演　松田和晏、荒木健雄、小宮綾子（ピアノ）
曲　目　旅愁、あの素晴らしい愛をもう一度、
　　　　もしもピアノが弾けたなら ほか

入場無料

まつ だ   かずやす   あら   き   たけ   お　     こ   みやりょう  こ

〈イベント情報〉

入場無料

※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。

　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。



11月4日（日）は収蔵庫燻蒸（ガス消毒）
のため、臨時休館いたします。

くんじょう燻蒸臨時休館のお知らせ

こだわりの部位と調味料を使用し、豚肉
100％安心・安全な生ソーセージ作りに、スタ
ファーを使い一から挑戦します。パーティーに
最適です。

ちょ古旅♪太宰府パネル展
　水城跡から太宰府天満宮までを
つなぐ「歴史の散歩道」に沿った史
跡や周辺スポットを紹介♪ふれあ
い館から歴史めぐりに出発しよう！

　思わず口ずさむ70～80年代の歌謡曲。全国
カラオケ選手権にも出場したボーカルほか若者
が奏でる楽曲で、ノスタルジーを感じませんか。

会　期　10月2日（火）～11月3日（土・祝）
会　場　文化ふれあい館　多目的ホール

日　時　10月13日（土）14:00～15:00
出　演　虹色サイダーNeo with 山口まりの
曲　目　見上げてごらん夜の星を
　　　　ロンリーチャップリン ほか

入場無料

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。古代の
役所「大宰府」をイラストで表した
解説シートも配布しています。

会　期　～11月3日（土・祝）

入場無料

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
材料費
締　切

11月14日（水）
10:00～13:00
安淳花（韓国家庭料理アドバイザー・韓国語教師）
20人
1,000円
1,000円
10月31日（水）必着

日本の風土に合った失敗しないキムチの作
り方と、昨今、若者に大人気の韓国料理「チー
ズタッカルビ」を、手軽においしく作ります。
※作ったキムチは持ち帰ります。

韓国家庭料理
～キムチとチーズタッカルビ～

シニアも受験生も目指せ健康脳
日々の食事で脳力アップ！

あん すん ふぁ

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

太宰府市内の弥生時代の遺跡につい
て、初めてでもわかりやすくお話します。
市内の遺跡から実際に出土した土器の
観察タイムもあります。

日　時　11月17日（土）13:30～15:30
演　題　初心者向け 太宰府の弥生時代
講　師　遠藤茜（太宰府市教育委員会）
定　員　50人
受講料　200円
締　切　11月3日（土・祝）必着

自家製ヘルシーこんにゃく

無添加手作りソーセージ

第１回太宰府の専門職員が語る

こんにゃく芋から様々な風味のこんにゃく
に挑戦します。低カロリーで食物繊維が豊富。
手作りならではの食感を体験します。

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

託児

　あったかお鍋にかかせない！我が家のゆず胡
椒を作りましょう。完熟ゆずを使用し、まろやかな
味です。おまけにゆず茶（ジャム）も作ります。

日　時　11月17日（土）10：00～12：00
講　師　中村千枝
定　員　20人
受講料　800円　　　　　　　　　　　　
材料費　1,000円
締　切　11月3日（土・祝）必着

ゆず胡椒づくり

＜見本展示中＞

なかむら ち   え

託児

託児

託児

　坐禅の呼吸法は精神の安定をもたらすと注目
されています。姿勢や呼吸の整え方について指導
を受け、いきいき情報センターの和室で実際に体
験します。

日　時　11月19日（月）10:00～11:00
講　師　森不會 (禅僧)
定　員　12人
受講料　800円
締　切　11月5日（月）必着

秋の坐禅

もり  ふ   え

託児

　コットンパールと、素材の異なるビーズやパー
ツを組み合わせて、ちょっぴりゴージャスなネッ
クレスを作ります。シンプルなセーターなどに合
わせてみませんか。※色は当日選べます

日　時　11月24日（土）10:30～12:00
講　師　岡部すが子
定　員　16人
受講料　1,000円
材料費　1,800円
締　切　11月9日（金）必着　　

コットンパールのネックレス

おか べ　　　　　　こ

託児

　息が切れず長続きできるスロージョギング®
と、足腰を無理なく丈夫にするステップ運動をわ
かりやすく指導します。脳と体が元気になる方法
を楽しく学びましょう！

日　時　11月30日（金）10:00～11:30
講　師　佐藤紀子（健康運動指導士）
定　員　20人　　　　　　　　　　　
受講料　1,000円
締　切　11月16日（金）必着

やってみよう！
スロージョギング®＆ステップ運動

～きれいな文字で運を引き寄せよう～
はじめての楽しい筆文字

さ　とう のり こ

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

　8月9日（木）、いきいき情報センター2Ｆフロアに
て「体成分測定会」が行われました。今回は、109人
（女性75人・男性34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。
　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。

トレーニングルーム便り

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。

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。

えん   どう  あかね

長沼賢海をはじめとする九州帝国大学
文学部教授陣と太宰府との関わりを、太
宰府天満宮宮司西高辻信貞との親交など
も交えて考えます。

日　時　11月23日（金・祝）13:30～15:30
演　題　九州帝国大学教授と太宰府
講　師　梶島政司
　　　　　 （九州大学附属図書館付設記録資料館）

定　員　70人
受講料　500円
締　切　11月9日（金）必着

第3回テーマ講座

かじ   しま   まさ     し

日　時　11月15日（木）10:00～12:00
講　師　久保山克代
定　員　20人
受講料　1,000円
材料費　500円
締　切　11月１日（木）必着

く       ぼ    やま   かつ    よ

筆跡心理学に基づき運気の上がる名前の
書き方をアドバイスします。まずは、普段何気
なく書いている自分の名前を診断してみま
しょう。

日　時　11月27日 (火) 10:00～12:00
講　師　中村恵理子(日本筆跡診断士協会筆跡診断士)
定　員　20人 
受講料　1,000円
材料費　200円
締　切　11月13日（火）必着

なか   むら    え      り      こ

い ち

日　時　12月6日(木) 10:00～13:00
講　師　西原礼二
定　員　20人
受講料　1,000円
材料費　1,200円
メニュー　ホットドック
締　切　11月22日（木）必着

にし   はら   れい    じ

にじ　いろ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 や ま  ぐ ち

 

螺鈿細工風 小物入れづくり
ら　で　ん

螺鈿細工について学びながら、貝シートを
自由にデザインして、螺鈿細工風のオリジナル
小物入れを作ります。

日　時　12月9日（日）10:00～12:00
講　師　髙松麻美（文化ふれあい館）

定　員　15人
受講料　800円
材料費　1,000円
締　切　11月25日（日）必着

たか   まつ   あさ    み

開館時間　9:00～17:00
休 館 日　毎週月曜日は休館・祝日の場合翌平日

※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。

あふち

開催中

【プロフィール】　
　20代中心のバンドで昭和歌謡、特にJ-POP系を
中心に演奏。まだ結成まもないメンバーですが、福
岡市にあるライブハウスで、精力的に活動中。若い
世代には新しく、昭和世代の人には、懐かしいサウ
ンドをお届けします。

日　時
講　師
定　員
受講料
材料費
メニュー

締　切

脳に良いとされる食材や栄養を効果的にと
る組み合わせについて学びながら、食べる事
で健康になる食事作りを身に付けましょう。

まつ  お   ま  い   こ
11月29日（木）10:00～13:00
松尾麻衣子（料理教室主宰）
16人
1,200円
1,300円
●サバ缶ハンバーグ
●ブロッコリーのナッツ和え
●イワシ缶とセロリのオーブン焼き
●キャベツと豆腐のみそ汁
●玄米しらすご飯
11月15日（木）必着

プチ起業・小商いのすすめセミナー
女性の起業応援！

託児

日　時

講　師
対　象
定　員
受講料
締　切

月に数万円でも稼ぐことができれば、それ
はプチ起業。女性起業家がその感性を活かし
た企画提案や売り上げアップにつながる販促
物をサポート。まずは小さく始めて気軽にチャ
レンジしてみませんか。

まつながさち こ

11月30日（金）
10:00～15:00（1時間休憩含）
松永幸子（福岡県よろず支援拠点コーディネーター）
起業を考えている女性
20人
無料
11月16日（金）必着

太宰府学講座

〈逢知コンサート〉

　男声二人による懐かしいメロディをお届けします。

恩師と教え子による愛唱歌コンサート

昭和歌謡演奏会

日　時　10月21日（日）14:00～15:30

出　演　松田和晏、荒木健雄、小宮綾子（ピアノ）
曲　目　旅愁、あの素晴らしい愛をもう一度、
　　　　もしもピアノが弾けたなら ほか

入場無料

まつ だ   かずやす   あら   き   たけ   お　     こ   みやりょう  こ

〈イベント情報〉

入場無料

※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。

　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。



11月4日（日）は収蔵庫燻蒸（ガス消毒）
のため、臨時休館いたします。

くんじょう燻蒸臨時休館のお知らせ

こだわりの部位と調味料を使用し、豚肉
100％安心・安全な生ソーセージ作りに、スタ
ファーを使い一から挑戦します。パーティーに
最適です。

ちょ古旅♪太宰府パネル展
　水城跡から太宰府天満宮までを
つなぐ「歴史の散歩道」に沿った史
跡や周辺スポットを紹介♪ふれあ
い館から歴史めぐりに出発しよう！

　思わず口ずさむ70～80年代の歌謡曲。全国
カラオケ選手権にも出場したボーカルほか若者
が奏でる楽曲で、ノスタルジーを感じませんか。

会　期　10月2日（火）～11月3日（土・祝）
会　場　文化ふれあい館　多目的ホール

日　時　10月13日（土）14:00～15:00
出　演　虹色サイダーNeo with 山口まりの
曲　目　見上げてごらん夜の星を
　　　　ロンリーチャップリン ほか

入場無料

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。古代の
役所「大宰府」をイラストで表した
解説シートも配布しています。

会　期　～11月3日（土・祝）

入場無料

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
材料費
締　切

11月14日（水）
10:00～13:00
安淳花（韓国家庭料理アドバイザー・韓国語教師）
20人
1,000円
1,000円
10月31日（水）必着

日本の風土に合った失敗しないキムチの作
り方と、昨今、若者に大人気の韓国料理「チー
ズタッカルビ」を、手軽においしく作ります。
※作ったキムチは持ち帰ります。

韓国家庭料理
～キムチとチーズタッカルビ～

シニアも受験生も目指せ健康脳
日々の食事で脳力アップ！

あん すん ふぁ

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

太宰府市内の弥生時代の遺跡につい
て、初めてでもわかりやすくお話します。
市内の遺跡から実際に出土した土器の
観察タイムもあります。

日　時　11月17日（土）13:30～15:30
演　題　初心者向け 太宰府の弥生時代
講　師　遠藤茜（太宰府市教育委員会）
定　員　50人
受講料　200円
締　切　11月3日（土・祝）必着

自家製ヘルシーこんにゃく

無添加手作りソーセージ

第１回太宰府の専門職員が語る

こんにゃく芋から様々な風味のこんにゃく
に挑戦します。低カロリーで食物繊維が豊富。
手作りならではの食感を体験します。

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

託児

　あったかお鍋にかかせない！我が家のゆず胡
椒を作りましょう。完熟ゆずを使用し、まろやかな
味です。おまけにゆず茶（ジャム）も作ります。

日　時　11月17日（土）10：00～12：00
講　師　中村千枝
定　員　20人
受講料　800円　　　　　　　　　　　　
材料費　1,000円
締　切　11月3日（土・祝）必着

ゆず胡椒づくり

＜見本展示中＞

なかむら ち   え

託児

託児

託児

　坐禅の呼吸法は精神の安定をもたらすと注目
されています。姿勢や呼吸の整え方について指導
を受け、いきいき情報センターの和室で実際に体
験します。

日　時　11月19日（月）10:00～11:00
講　師　森不會 (禅僧)
定　員　12人
受講料　800円
締　切　11月5日（月）必着

秋の坐禅

もり  ふ   え

託児

　コットンパールと、素材の異なるビーズやパー
ツを組み合わせて、ちょっぴりゴージャスなネッ
クレスを作ります。シンプルなセーターなどに合
わせてみませんか。※色は当日選べます

日　時　11月24日（土）10:30～12:00
講　師　岡部すが子
定　員　16人
受講料　1,000円
材料費　1,800円
締　切　11月9日（金）必着　　

コットンパールのネックレス

おか べ　　　　　　こ

託児

　息が切れず長続きできるスロージョギング®
と、足腰を無理なく丈夫にするステップ運動をわ
かりやすく指導します。脳と体が元気になる方法
を楽しく学びましょう！

日　時　11月30日（金）10:00～11:30
講　師　佐藤紀子（健康運動指導士）
定　員　20人　　　　　　　　　　　
受講料　1,000円
締　切　11月16日（金）必着

やってみよう！
スロージョギング®＆ステップ運動

～きれいな文字で運を引き寄せよう～
はじめての楽しい筆文字

さ　とう のり こ

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

　8月9日（木）、いきいき情報センター2Ｆフロアに
て「体成分測定会」が行われました。今回は、109人
（女性75人・男性34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。
　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。

トレーニングルーム便り

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。

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。

えん   どう  あかね

長沼賢海をはじめとする九州帝国大学
文学部教授陣と太宰府との関わりを、太
宰府天満宮宮司西高辻信貞との親交など
も交えて考えます。

日　時　11月23日（金・祝）13:30～15:30
演　題　九州帝国大学教授と太宰府
講　師　梶島政司
　　　　　 （九州大学附属図書館付設記録資料館）

定　員　70人
受講料　500円
締　切　11月9日（金）必着

第3回テーマ講座

かじ   しま   まさ     し

日　時　11月15日（木）10:00～12:00
講　師　久保山克代
定　員　20人
受講料　1,000円
材料費　500円
締　切　11月１日（木）必着

く       ぼ    やま   かつ    よ

筆跡心理学に基づき運気の上がる名前の
書き方をアドバイスします。まずは、普段何気
なく書いている自分の名前を診断してみま
しょう。

日　時　11月27日 (火) 10:00～12:00
講　師　中村恵理子(日本筆跡診断士協会筆跡診断士)
定　員　20人 
受講料　1,000円
材料費　200円
締　切　11月13日（火）必着

なか   むら    え      り      こ

い ち

日　時　12月6日(木) 10:00～13:00
講　師　西原礼二
定　員　20人
受講料　1,000円
材料費　1,200円
メニュー　ホットドック
締　切　11月22日（木）必着

にし   はら   れい    じ

にじ　いろ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 や ま  ぐ ち

 

螺鈿細工風 小物入れづくり
ら　で　ん

螺鈿細工について学びながら、貝シートを
自由にデザインして、螺鈿細工風のオリジナル
小物入れを作ります。

日　時　12月9日（日）10:00～12:00
講　師　髙松麻美（文化ふれあい館）

定　員　15人
受講料　800円
材料費　1,000円
締　切　11月25日（日）必着

たか   まつ   あさ    み

開館時間　9:00～17:00
休 館 日　毎週月曜日は休館・祝日の場合翌平日

※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。

あふち

開催中

【プロフィール】　
　20代中心のバンドで昭和歌謡、特にJ-POP系を
中心に演奏。まだ結成まもないメンバーですが、福
岡市にあるライブハウスで、精力的に活動中。若い
世代には新しく、昭和世代の人には、懐かしいサウ
ンドをお届けします。

日　時
講　師
定　員
受講料
材料費
メニュー

締　切

脳に良いとされる食材や栄養を効果的にと
る組み合わせについて学びながら、食べる事
で健康になる食事作りを身に付けましょう。

まつ  お   ま  い   こ
11月29日（木）10:00～13:00
松尾麻衣子（料理教室主宰）
16人
1,200円
1,300円
●サバ缶ハンバーグ
●ブロッコリーのナッツ和え
●イワシ缶とセロリのオーブン焼き
●キャベツと豆腐のみそ汁
●玄米しらすご飯
11月15日（木）必着

プチ起業・小商いのすすめセミナー
女性の起業応援！

託児

日　時

講　師
対　象
定　員
受講料
締　切

月に数万円でも稼ぐことができれば、それ
はプチ起業。女性起業家がその感性を活かし
た企画提案や売り上げアップにつながる販促
物をサポート。まずは小さく始めて気軽にチャ
レンジしてみませんか。

まつながさち こ

11月30日（金）
10:00～15:00（1時間休憩含）
松永幸子（福岡県よろず支援拠点コーディネーター）
起業を考えている女性
20人
無料
11月16日（金）必着

太宰府学講座

〈逢知コンサート〉

　男声二人による懐かしいメロディをお届けします。

恩師と教え子による愛唱歌コンサート

昭和歌謡演奏会

日　時　10月21日（日）14:00～15:30

出　演　松田和晏、荒木健雄、小宮綾子（ピアノ）
曲　目　旅愁、あの素晴らしい愛をもう一度、
　　　　もしもピアノが弾けたなら ほか

入場無料

まつ だ   かずやす   あら   き   たけ   お　     こ   みやりょう  こ

〈イベント情報〉

入場無料

※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。

　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。



ミリカローデン那珂川 那珂川市仲2-5-1 TEL（954）2211

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

Sports & Culture

2018
10スポーツ&

　 カルチャー
スポーツ&
　 カルチャー

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
http://www.dazaifu-z.jp/←H.Pリニューアル
事務局　事業課・事業係　TEL080(1705)6793

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

★太宰府マンドリン倶楽部

★しゅんこうの和紙ちぎり絵

日時/場所:毎週水曜日 13:00～16:00
　　　　   いきいき情報センター
　　　　　毎週土曜日 10:00～16:00
　　　　　南コミュニティセンター 
会　費：月2,500円

問い合わせ／稲益
　　　　　　090（7447）0751

日　時：第３火曜日（月1回）　
　　　 10：00～12：00
場　所：いきいき情報センター
会　費：月1,000円
材料費：月1,000円程度

問い合わせ／赤司克子
　　　　　　080（6409）4782

いなます

あかしかつ こ 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

※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。

　様々な曲を練習しています。初心者
大歓迎。「だざマン」をクリック！

　初心者でも素敵な和紙の絵が出来
上がります。初回のみ会費無料です。

「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

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。

フロアオープン時間 9：00～21：30
〈市民ギャラリー〉

写真同好会 アンダンテ
写真展
10/1●～10/8月

〈イベント広場〉

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

※最終日17：00まで

姉妹都市・友好都市
パネル展
10/10●～10/19●
第21回古河南珙教室
水墨画展

水 金

10/23●～10/30●火 火

※最終日16：00まで

※最終日15：00まで

★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
　　　　　　090（5948）6006　

　楽しい教室で健康に最適です。新曲
も歌えるようになります。見学歓迎！

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・文化ふれあい館では、年間
を通して自主的に活動される団体（グループ・
サークル）を募集します。来年度（平成31年4月
～翌年3月まで）の１年間、一般利用の予約受
付開始日より前に施設利用の予約が可能です。
定期利用を希望される団体は、利用する各

施設の受付で登録申込書を配布しますので、期
間内に申込ください。
※現在承認されている団体もこの期間に再度申し込みが
　必要です。

＜いきいき情報センター＞
①構成員が10人以上とし、毎回の出席者数が3分の
2以上になるように努める。

②「太宰府市団体情報」に登録しており、毎年更新を
行っていること。

＜男女共同参画推進センタールミナス＞
①構成員が10人以上とし、毎回の出席者数が3分の
2以上になるように努める。

②当館または市の行事に必ず参加協力できること。
（男女共同参画セミナーやフェスタなど）

＜文化ふれあい館＞
①構成員が5人以上とし、毎回の出席者数が3分の2
以上になるように努める。

＜共通＞
●各利用施設の設置目的に沿った団体であること。
●利益及び営業を目的にしないこと。
●個人の教室（名称も含む）、又は私物化した団体で
ないこと。

●構成員は原則として市内在住者・在勤者であること。
●使用する曜日・時間・会場が年間を通して一定であ
り、月1回以上の利用実績が1年以上あること（10
月1日現在）

●各利用施設の行事に参加協力できること。

●セミナー・講座の開催
男女共同参画に関するセミナーや、就業・スキルアップに役立つ講座、
子育て支援・食と健康に関する講座などを開催しています。
●市民活動の支援や交流の場の提供
男女共同参画に関する市民活動を支援し、ルミナス登録団体と協働し
た取り組みや、学びの場・交流の場づくりを進めています。
●情報の提供
男女共同参画に関する情報やイベント情報を収集し、ロビーや情報
コーナーで提供しています。
●相談
ＤＶなどに悩む方を対象に相談員による相談を行っています。

講座受講及び利用時の託児
無料で行っています。
（満2歳以上就学前まで）
※利用日の一週間前までに要申込

学習などに無料開放して
います。
※独占使用不可。主催講座などで利
用できない場合あり。

問い合わせ 男女共同参画推進センタールミナス TEL（925）5404

「筑紫野の風」
写真展示会
10/1●～10/13●月 土

※最終日17：00まで

第19回 通所系
介護事業所合同作品展
10/17●～10/24●水 水

※最終日13：00まで

ペン・筆ペン・書き方・
毛筆作品展
10/28●～11/4●日 日

（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

～岩屋城と宝満山城～
〝境〟と言われている、太宰府。これは歴史上、
軍事面においても、政治面においても非常に大
きな意味合いを持ってきました。太宰府以南の
武士たちが商業盛んな港町、博多を手に入れよ
うとすれば必ずこの地を通らなければなりませ
ん。北九州や本州の武士たちが、九州を手に入れ
ようとすれば〝境〟はその障害となります。こ
こに位置する、いわば門番の役割を果たしたの
が、太宰府にあった〝岩屋城〟と〝宝満山城〟
の二城というわけです。戦国時代、豊後大友氏の
家臣である高橋氏によって築かれたこの二城
は、それを引き継いだ高橋紹運によって九州の
戦国史に燦然と輝く軌跡を残したのですが、こ
の〝境〟を任された高橋紹運がいかに主家であ
る大友氏に信頼されていたのかが伺えるといえ
ます。

－登場人物①－
高橋紹運（たかはし じょううん）1548～1586
戦国期の九州を代表する名将の一人。
豊後大友氏の家臣、立花宗茂の実父。
天正14年(1586)、島津氏が大友氏を滅ぼすべく大軍を率いて、紹
運が籠もる岩屋城を攻撃。
高橋勢は、わずか763名でありながら、島津軍の降伏勧告を断り
徹底抗戦を行う。半月ほどの攻防戦により、紹運をはじめとする
岩屋城の将兵は全員玉砕。岩屋城は陥落するも、この戦いが島津
軍による九州制覇阻止の遠因となった。
筑紫広門（つくし ひろかど）1556～1623
戦国時代、安土桃山時代の武将・大名。
妻が高橋紹運の妻と姉妹関係。
父(筑紫惟門)が大友氏に降伏した後、家督を継いだが、大友氏に
反旗を翻すなど反抗的であった。しかし、天正14年(1586)には紹
運の次男 統増(のちの立花直次)に娘を嫁がせ、再び大友の傘下
となる。同年に起こった岩屋城の戦いでは、大友氏の味方として
戦った。

－作品背景①－
天正14年(1586年)筑前国御笠郡（現太宰府市）にあった岩屋城に
おいて、九州北部を支配する大友氏の家臣・高橋紹運と、九州制
覇を目指す薩摩の島津氏が起こした戦い。各地の武将を次々に
下し、勢いに乗って九州全土の掌握を目指す薩摩の島津氏。最後
に残った筑前の地を手に入れるため、当主・島津義久の命により
島津軍勢が出陣。　次号へつづく　

定期利用団体を募集

◆受付期間　10月2日(火 ) ～ 21日(日)

◆定期利用団体の資格（※「利用基準」より抜粋）

平成31年度 

ルミナス 日　時 ： 10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)

つくし お隣りさん情報
※9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

春日市ふれあい文化センター 春日市大谷6-24 TEL（584）3366

10/6（土） ふれぶんシネマ倶楽部　「あん」
施設利用料1枚300円 ※３歳以上有料　①10：00　②14：00

10/27（土）
11/10（土）
11/17（土）

11/17（土）

ふれあい文化サークル特別講座　あなたもできる創作ワークショップ
奴国の丘の歌物語 ～なりきり弥生人でtankaを詠もう！～ ＜全3回＞
講師：田坂哲郎（非・売れ線系ビーナス主宰）　　申込締切：10/19（金）
対象：小学4年生～大人　※小学生は要保護者同伴　参加費2,000円
14：00　※11/17のみ14：30

10/8（月・祝）
10/13（土）
10/20（土）

11/23
（金・祝）

ふれあい文化サークル特別講座
オシャレな『あづま袋』つき　クラフトバッグを作ろう　＜全3回＞
講師：柴田洋子　申込締切：9/30（日）　対象：大人　※原則全講座参加
参加費3,000円　※材料費込　10：00

大野城まどかぴあ 大野城市曙町2-3-1 TEL（586）4000

11/23 
（金・祝）

12/2（日）

10/28（日）

第33回名曲コンサート～チェロとソプラノとアルパの祭典～
一般 2,000円　大学生以下1,000円　※未就学児入場不可　15:00　

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 

開催中～
10/7（日）

10/7（日）

10/21（日）

第11回大野城まどかぴあ版画ビエンナーレ
入賞・入選作品展覧会
無料　10：00～17：00 ※金・土曜日のみ19：00まで　※10/3（水）休館　

まどかぴあ市民大学　おとなの楽校3時間目　
最新の天文学を知る授業「ここまでわかった宇宙のなぞ」
講師：鴈野 重之（九州産業大学理工学部特任講師）
500円　※未就学児入場不可　14：00

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

劇団ミリカ夢e-studio第8回定期公演
「折り鶴」～サダコと家族の愛の物語～
一般1,000円　中･高生500円　小学生以下無料　開場13：00　開演13：30

11/25（日）那珂川吹奏楽団　第22回定期演奏会
全席自由500円(中学生以上有料)　開場13：30　開演14：00

深夜放送同窓会Part8 ～Foreverずっと青春～
出演：山崎 ハコ、永井 龍雲、佐田 玲子 ほか　
3,500円　※未就学児入場不可　17：00

第16回ちくしの人形劇まつり
11月3日(土・祝)10:30～16:30、筑紫野市民図書館で前売り券を販売。なくなり次第終了。
お問合せ：筑紫野市民図書館 TEL092-928-4943
【プロ公演観劇券・1回券】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(予定)

イッキーくん

月・祝

託児室

貸 室

学習室

男女共同参画セミナーの様子

（有料）会議室・和室・軽体育室・調理室があります。

「ルミナス」の名称には「光り輝く」という意味が込められています。
ルミナスに集い、ルミナスでつながるすべてのみなさんの生活に光輝く時間をプラスし、

男女共同参画の和を広げていける施設でありたいと考えています。

男女
共同参画推進センター



ミリカローデン那珂川 那珂川市仲2-5-1 TEL（954）2211

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

Sports & Culture

2018
10スポーツ&

　 カルチャー
スポーツ&
　 カルチャー

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
http://www.dazaifu-z.jp/←H.Pリニューアル
事務局　事業課・事業係　TEL080(1705)6793

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

★太宰府マンドリン倶楽部

★しゅんこうの和紙ちぎり絵

日時/場所:毎週水曜日 13:00～16:00
　　　　   いきいき情報センター
　　　　　毎週土曜日 10:00～16:00
　　　　　南コミュニティセンター 
会　費：月2,500円

問い合わせ／稲益
　　　　　　090（7447）0751

日　時：第３火曜日（月1回）　
　　　 10：00～12：00
場　所：いきいき情報センター
会　費：月1,000円
材料費：月1,000円程度

問い合わせ／赤司克子
　　　　　　080（6409）4782

いなます

あかしかつ こ 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

※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。

　様々な曲を練習しています。初心者
大歓迎。「だざマン」をクリック！

　初心者でも素敵な和紙の絵が出来
上がります。初回のみ会費無料です。

「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

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。

フロアオープン時間 9：00～21：30
〈市民ギャラリー〉

写真同好会 アンダンテ
写真展
10/1●～10/8月

〈イベント広場〉

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

※最終日17：00まで

姉妹都市・友好都市
パネル展
10/10●～10/19●
第21回古河南珙教室
水墨画展

水 金

10/23●～10/30●火 火

※最終日16：00まで

※最終日15：00まで

★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
　　　　　　090（5948）6006　

　楽しい教室で健康に最適です。新曲
も歌えるようになります。見学歓迎！

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・文化ふれあい館では、年間
を通して自主的に活動される団体（グループ・
サークル）を募集します。来年度（平成31年4月
～翌年3月まで）の１年間、一般利用の予約受
付開始日より前に施設利用の予約が可能です。
定期利用を希望される団体は、利用する各

施設の受付で登録申込書を配布しますので、期
間内に申込ください。
※現在承認されている団体もこの期間に再度申し込みが
　必要です。

＜いきいき情報センター＞
①構成員が10人以上とし、毎回の出席者数が3分の
2以上になるように努める。

②「太宰府市団体情報」に登録しており、毎年更新を
行っていること。

＜男女共同参画推進センタールミナス＞
①構成員が10人以上とし、毎回の出席者数が3分の
2以上になるように努める。

②当館または市の行事に必ず参加協力できること。
（男女共同参画セミナーやフェスタなど）

＜文化ふれあい館＞
①構成員が5人以上とし、毎回の出席者数が3分の2
以上になるように努める。

＜共通＞
●各利用施設の設置目的に沿った団体であること。
●利益及び営業を目的にしないこと。
●個人の教室（名称も含む）、又は私物化した団体で
ないこと。

●構成員は原則として市内在住者・在勤者であること。
●使用する曜日・時間・会場が年間を通して一定であ
り、月1回以上の利用実績が1年以上あること（10
月1日現在）

●各利用施設の行事に参加協力できること。

●セミナー・講座の開催
男女共同参画に関するセミナーや、就業・スキルアップに役立つ講座、
子育て支援・食と健康に関する講座などを開催しています。
●市民活動の支援や交流の場の提供
男女共同参画に関する市民活動を支援し、ルミナス登録団体と協働し
た取り組みや、学びの場・交流の場づくりを進めています。
●情報の提供
男女共同参画に関する情報やイベント情報を収集し、ロビーや情報
コーナーで提供しています。
●相談
ＤＶなどに悩む方を対象に相談員による相談を行っています。

講座受講及び利用時の託児
無料で行っています。
（満2歳以上就学前まで）
※利用日の一週間前までに要申込

学習などに無料開放して
います。
※独占使用不可。主催講座などで利
用できない場合あり。

問い合わせ 男女共同参画推進センタールミナス TEL（925）5404

「筑紫野の風」
写真展示会
10/1●～10/13●月 土

※最終日17：00まで

第19回 通所系
介護事業所合同作品展
10/17●～10/24●水 水

※最終日13：00まで

ペン・筆ペン・書き方・
毛筆作品展
10/28●～11/4●日 日

（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

～岩屋城と宝満山城～
〝境〟と言われている、太宰府。これは歴史上、
軍事面においても、政治面においても非常に大
きな意味合いを持ってきました。太宰府以南の
武士たちが商業盛んな港町、博多を手に入れよ
うとすれば必ずこの地を通らなければなりませ
ん。北九州や本州の武士たちが、九州を手に入れ
ようとすれば〝境〟はその障害となります。こ
こに位置する、いわば門番の役割を果たしたの
が、太宰府にあった〝岩屋城〟と〝宝満山城〟
の二城というわけです。戦国時代、豊後大友氏の
家臣である高橋氏によって築かれたこの二城
は、それを引き継いだ高橋紹運によって九州の
戦国史に燦然と輝く軌跡を残したのですが、こ
の〝境〟を任された高橋紹運がいかに主家であ
る大友氏に信頼されていたのかが伺えるといえ
ます。

－登場人物①－
高橋紹運（たかはし じょううん）1548～1586
戦国期の九州を代表する名将の一人。
豊後大友氏の家臣、立花宗茂の実父。
天正14年(1586)、島津氏が大友氏を滅ぼすべく大軍を率いて、紹
運が籠もる岩屋城を攻撃。
高橋勢は、わずか763名でありながら、島津軍の降伏勧告を断り
徹底抗戦を行う。半月ほどの攻防戦により、紹運をはじめとする
岩屋城の将兵は全員玉砕。岩屋城は陥落するも、この戦いが島津
軍による九州制覇阻止の遠因となった。
筑紫広門（つくし ひろかど）1556～1623
戦国時代、安土桃山時代の武将・大名。
妻が高橋紹運の妻と姉妹関係。
父(筑紫惟門)が大友氏に降伏した後、家督を継いだが、大友氏に
反旗を翻すなど反抗的であった。しかし、天正14年(1586)には紹
運の次男 統増(のちの立花直次)に娘を嫁がせ、再び大友の傘下
となる。同年に起こった岩屋城の戦いでは、大友氏の味方として
戦った。

－作品背景①－
天正14年(1586年)筑前国御笠郡（現太宰府市）にあった岩屋城に
おいて、九州北部を支配する大友氏の家臣・高橋紹運と、九州制
覇を目指す薩摩の島津氏が起こした戦い。各地の武将を次々に
下し、勢いに乗って九州全土の掌握を目指す薩摩の島津氏。最後
に残った筑前の地を手に入れるため、当主・島津義久の命により
島津軍勢が出陣。　次号へつづく　

定期利用団体を募集

◆受付期間　10月2日(火 ) ～ 21日(日)

◆定期利用団体の資格（※「利用基準」より抜粋）

平成31年度 

ルミナス 日　時 ： 10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)

つくし お隣りさん情報
※9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

春日市ふれあい文化センター 春日市大谷6-24 TEL（584）3366

10/6（土） ふれぶんシネマ倶楽部　「あん」
施設利用料1枚300円 ※３歳以上有料　①10：00　②14：00

10/27（土）
11/10（土）
11/17（土）

11/17（土）

ふれあい文化サークル特別講座　あなたもできる創作ワークショップ
奴国の丘の歌物語 ～なりきり弥生人でtankaを詠もう！～ ＜全3回＞
講師：田坂哲郎（非・売れ線系ビーナス主宰）　　申込締切：10/19（金）
対象：小学4年生～大人　※小学生は要保護者同伴　参加費2,000円
14：00　※11/17のみ14：30

10/8（月・祝）
10/13（土）
10/20（土）

11/23
（金・祝）

ふれあい文化サークル特別講座
オシャレな『あづま袋』つき　クラフトバッグを作ろう　＜全3回＞
講師：柴田洋子　申込締切：9/30（日）　対象：大人　※原則全講座参加
参加費3,000円　※材料費込　10：00

大野城まどかぴあ 大野城市曙町2-3-1 TEL（586）4000

11/23 
（金・祝）

12/2（日）

10/28（日）

第33回名曲コンサート～チェロとソプラノとアルパの祭典～
一般 2,000円　大学生以下1,000円　※未就学児入場不可　15:00　

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 

開催中～
10/7（日）

10/7（日）

10/21（日）

第11回大野城まどかぴあ版画ビエンナーレ
入賞・入選作品展覧会
無料　10：00～17：00 ※金・土曜日のみ19：00まで　※10/3（水）休館　

まどかぴあ市民大学　おとなの楽校3時間目　
最新の天文学を知る授業「ここまでわかった宇宙のなぞ」
講師：鴈野 重之（九州産業大学理工学部特任講師）
500円　※未就学児入場不可　14：00

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

劇団ミリカ夢e-studio第8回定期公演
「折り鶴」～サダコと家族の愛の物語～
一般1,000円　中･高生500円　小学生以下無料　開場13：00　開演13：30

11/25（日）那珂川吹奏楽団　第22回定期演奏会
全席自由500円(中学生以上有料)　開場13：30　開演14：00

深夜放送同窓会Part8 ～Foreverずっと青春～
出演：山崎 ハコ、永井 龍雲、佐田 玲子 ほか　
3,500円　※未就学児入場不可　17：00

第16回ちくしの人形劇まつり
11月3日(土・祝)10:30～16:30、筑紫野市民図書館で前売り券を販売。なくなり次第終了。
お問合せ：筑紫野市民図書館 TEL092-928-4943
【プロ公演観劇券・1回券】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(予定)

イッキーくん

月・祝

託児室

貸 室

学習室

男女共同参画セミナーの様子

（有料）会議室・和室・軽体育室・調理室があります。

「ルミナス」の名称には「光り輝く」という意味が込められています。
ルミナスに集い、ルミナスでつながるすべてのみなさんの生活に光輝く時間をプラスし、

男女共同参画の和を広げていける施設でありたいと考えています。

男女
共同参画推進センター




