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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/

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〉

日高ばあちゃんと
福女短の作品展

第24回
デジタルカメラ
写真展

つくし お隣りさん情報
※10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

12/2（日）

12/23（日）

12/16（日）

11/18（日）

12/7（金）

11/4（日）

春日市ふれあい文化センター 春日市大谷6-24 TEL（584）3366

11/17（土）

11/23
（金・祝）

11/23
（金・祝）

ふれぶんシネマ倶楽部「マダム・フローレンス！夢見るふたり」
施設利用券　1枚300円 ※3歳以上有料　①10：00　②14：00　③18：00

ふれあい文化サークル特別講座“絵本くん”と語る お父さんの読み聞かせ ①
講師：中村卓二（俳優）　　申込締切：11月3日（土・祝）
対象：子育て中のお父さん または 読み聞かせに興味のある男性　参加費500円　14：00

第45回春日市文化祭　音楽の玉手箱プレミアムライブ
「尺八と筝が奏でる霜月の韻」
出演：山崎箜山（尺八）、宮本直美（筝）
※問合先：春日市地域づくり課文化振興担当（Tel.092-584-1111）  入場無料　13：30

第16回ちくしの人形劇まつり
前売券は11月3日(土・祝)10:30～16:30、筑紫野市民図書館で販売。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
10:00～15:10

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

筑紫野市吹奏楽団 第３９回定期演奏会
一般　500円　ペア券2枚で800円　小学生以下無料　※3歳以下入場不可　14:00

年忘れ大爆笑！ミリカ寄席
～第7回おもしろアマ落語家競演会～
前売500円 　当日800円　※未就学児入場不可　18:00

第8回裂田溝ライトアップ
会場：山田区（伏見神社）～安徳区（カワセミ公園）　無料　16:00～20:00

12/16（日）
那珂川黎明2018 特別歴史講演会
DNAからみた弥生人と安徳台の有力首長たち
入場無料　※要入場整理券、電話での取り置き可　10:00

大野城まどかぴあ 大野城市曙町2-3-1 TEL（586）4000
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

11/17（土）

11/17（土）

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

ティータイムスペシャルコンサート vol.13
①「歌と絵本で楽しむクリスマス」 ②「おとなのためのジャズ＆映画音楽」
出演：佐伯 真由子（歌）、松本 さくら（ヴァイオリン）、菅野 大地（ピアノ）、榊 孝仁（ドラム）
①800円ほか ※3歳未満入場不可　②800円 ※未就学児入場不可　
①13：30 ②16：00

※最終日16：00まで

※最終日17：00まで
※最終日12：30まで

（いきいき情報センター主催講座）
11/2●～8●金 木

太宰府市民遺産
パネル展

※最終日16：00まで

11/10●～18●土 日 11/22●～30●木 金

11/22●～12/4●木 火

11/7●～20●水 火

てん刻講座
受講生作品展

※最終日20：00まで

金川一さんの
絵画展

　身体能力の向上、リズム感を養い
楽しくポンポンやバトンで踊ります。
日　時：毎週金曜日　
　　　  キッズ：16:30～17:30
           ジュニア：17：30～18：30
場　所：南コミュニティセンター
会　費：月2,500円
問い合わせ／宮下和子
　　　　　　090（5288）6930

★チアダンス
　（キッズ・ジュニアクラス）

みやした かず こ

　産後、育児などで凝り固まった骨盤
周りをほぐし、しなやかな身体に！
日　時：毎週木曜日　
　　　 10：00～11：00
場　所：南コミュニティセンター
会　費：月2,500円
問い合わせ／宮下和子
　　　　　　090（5288）6930

★骨盤ヨガストレッチ
　（子連れクラス）

みやした かず こ

※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。

日　時 ： 11月10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回開院!

会場・問い合わせ文化ふれあい館　TEL(928)0800
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

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

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
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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
材料費

12月8日（土）
10：00～13：00
木和幸子
20人
1,000円
1,500円

メニュー ・鮭の利休焼き・うなぎのけんちん巻き
・海老のつや煮・黒豆
・干し柿とチーズフライ・二色卵
・ローストビーフ・菊花かぶ

簡単・本格おせち料理 託児

伝統的な本格おせちといつもと違ったア
レンジメニューも加えておせち作りをします。

暦を学ぼう 万年カレンダー作り

こだわりの味噌づくり～寒仕込み～

数字と曜日の組み合わせだけで、ずっと使え
るカレンダーを作ります。日本で使われてきた暦
の歴史や世界の暦についても学びましょう。

日　時
講　師
対　象
定　員
受講料
材料費
締　切

12月22日（土）10:00～12:00
後藤夏実（文化ふれあい館）
小学生
15人
500円
200円
12月8日（土）必着

現代に残る社寺や古民家、遺跡となってい
る建物跡まで、歴史的な建造物の見方を解
説。今後の歴史探訪の手助けをします。

日　時
演　題
講　師
定　員
受講料
締　切

12月15日（土）13:30～15:30
歴史的な建造物の見方
宮崎亮一（太宰府市教育委員会）
50人
200円
12月1日（土）必着

講師が大切に育てた大豆や麹を使って、無添
加の美味しい味噌（一人約2kg）を仕込みます。
味噌や麹の活用法を学びながら、麦や合わせ
味噌の食べ比べも行います。

日　時
講　師

定　員
受講料
材料費
締　切

12月13日（木）13:30～15:30
井上ユキヱ
（農山漁村女性実践専門家･醸しにすと）

20人
1,000円
1,300円程度
11月29日（木）必着
※申込時に米か合わせの
希望を記入してください。

第2回太宰府の専門職員が語る

太宰府学講座

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

　重厚なサックスの響きに乗せ、洗練され
ながらも大衆に馴染み深いスムースジャズ
の世界、この貴重な機会に贅沢な時間をい
かがですか。

日　時
出　演
曲　目

11月24日（土）14:00～15:00
安武玄晃（サックス奏者）
星に願いを（When You Wish Upon a Star）
愛燦々、ハナミズキ ほか

〈イベント情報〉

～晩秋に贈る～サックス奏者
『安武玄晃』コンサート　　 入場無料

文化ふれあい館の収蔵品は、主に皆さんから寄贈
していただいた資料で構成されています。拓本や農具
などの民俗資料のほか、太宰府に関連するものなど
があります。
収蔵品のひとつに、昭和10年に発行された観光地

図があります。大正から昭和にかけて鉄道の整備が
進み、人々は全国各地の観光地まで足を伸ばす機会
が増え、多種多様な地図が作られました。福岡で発行
された地図には、太宰府天満宮や水城跡、大宰府政
庁跡なども掲載されており、当時から観光スポット
だったようです。
また、昭和３３年に発行された『史蹟と詩情豊かな

太宰府』という書籍では、市内の史跡が当時の研究
成果に基づいて紹介されています。本の終わりには、
鉄道を使った史跡を巡る観光コースが複数紹介され
ており、こうした書籍が太宰府の歴史を伝えるだけで
なく観光ガイドブックの役割も果たしていたことが
分かります。
これらの地図や書籍を見て、どれだけの人々が太

宰府を訪れたのかは分かりませんが、今も昔も有数
の観光スポットであったことは間違いありません。
　　　　　　　　　　　        学芸員　後藤夏実

観光と太宰府
―収蔵品紹介―

gakugeiin-dayori ga
ku

ge
iin
-d
ay
or
i g

aku
geiin-dayori学芸員

だより
学芸員
だより
学芸員
だより

筑紫美術協会展開催記念
だざいふ子ども絵画展
　市内の小学生を対象に募集した絵画コンクー
ルの作品展です。今回のテーマは「太宰府を感じ
る風景や行事」。11月18日（日）には入賞者の表
彰式も行います。
会　期　11月13日（火）～12月9日（日）
会　場　文化ふれあい館エントランスホール
主　催　筑紫美術協会、
　　　　太宰府市文化ふれあい館

入場無料

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

みや   ざき りょう いち

いの　うえ

ご   とう  なつ   み

やす たけ もと あき

文化ふれあい館では、毎年1月から3月にかけて開
催している「くらしのうつりかわり展」において、子ど
もたちの学習のお手伝いしてくださる学習支援ボラ
ンティアを募集しています。また、年間を通じて、ボラ
ンティアのスキルアップをめざした勉強会も開催して
います。
学習支援ボランティアとし
て活動してみたいと思われた
方は、文化ふれあい館学芸係
までご連絡ください。

文化ふれあい館
１．「くらしのうつりかわり展」の簡単な展示解説
２．体験学習においての作業補助
電話連絡の上、文化ふれあい館学芸係までお申
し込みください。随時受付中。
文化ふれあい館　学芸係　ＴＥＬ928－0800

おたすけまん募集中!!
文化ふれあい館 学習支援ボランティア

活 動 場 所
活 動 内 容

応 募 方 法

問 い 合 わ せ

【プロフィール】　
　小郡市出身。病をきっかけに16
歳よりアルトサックスを始める。
2009年ダイアナロスやスティー
ビーワンダーと共演した世界最高
峰SAX奏者Ron Brown氏に弟
子入り。2011年から復興支援コ
ンサートを今までに15回開催。
TV・ラジオ多数ゲスト出演。締　切

き　わ  さち こ　

11月24日（土）必着

＜前年度のおせち料理＞

１１月１２日～２５日「女性に対する暴力をなくす運動」
紫色のパープルリボンには
　　「あなたはひとりではないよ」
　　　　　　というメッセージが込められています。
男女共同参画推進センタールミナスでは
「パープルリボン」の普及啓発活動を行っています。
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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
材料費

12月8日（土）
10：00～13：00
木和幸子
20人
1,000円
1,500円

メニュー ・鮭の利休焼き・うなぎのけんちん巻き
・海老のつや煮・黒豆
・干し柿とチーズフライ・二色卵
・ローストビーフ・菊花かぶ

簡単・本格おせち料理 託児

伝統的な本格おせちといつもと違ったア
レンジメニューも加えておせち作りをします。

暦を学ぼう 万年カレンダー作り

こだわりの味噌づくり～寒仕込み～

数字と曜日の組み合わせだけで、ずっと使え
るカレンダーを作ります。日本で使われてきた暦
の歴史や世界の暦についても学びましょう。

日　時
講　師
対　象
定　員
受講料
材料費
締　切

12月22日（土）10:00～12:00
後藤夏実（文化ふれあい館）
小学生
15人
500円
200円
12月8日（土）必着

現代に残る社寺や古民家、遺跡となってい
る建物跡まで、歴史的な建造物の見方を解
説。今後の歴史探訪の手助けをします。

日　時
演　題
講　師
定　員
受講料
締　切

12月15日（土）13:30～15:30
歴史的な建造物の見方
宮崎亮一（太宰府市教育委員会）
50人
200円
12月1日（土）必着

講師が大切に育てた大豆や麹を使って、無添
加の美味しい味噌（一人約2kg）を仕込みます。
味噌や麹の活用法を学びながら、麦や合わせ
味噌の食べ比べも行います。

日　時
講　師

定　員
受講料
材料費
締　切

12月13日（木）13:30～15:30
井上ユキヱ
（農山漁村女性実践専門家･醸しにすと）

20人
1,000円
1,300円程度
11月29日（木）必着
※申込時に米か合わせの
希望を記入してください。

第2回太宰府の専門職員が語る

太宰府学講座

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

　重厚なサックスの響きに乗せ、洗練され
ながらも大衆に馴染み深いスムースジャズ
の世界、この貴重な機会に贅沢な時間をい
かがですか。

日　時
出　演
曲　目

11月24日（土）14:00～15:00
安武玄晃（サックス奏者）
星に願いを（When You Wish Upon a Star）
愛燦々、ハナミズキ ほか

〈イベント情報〉

～晩秋に贈る～サックス奏者
『安武玄晃』コンサート　　 入場無料

文化ふれあい館の収蔵品は、主に皆さんから寄贈
していただいた資料で構成されています。拓本や農具
などの民俗資料のほか、太宰府に関連するものなど
があります。
収蔵品のひとつに、昭和10年に発行された観光地

図があります。大正から昭和にかけて鉄道の整備が
進み、人々は全国各地の観光地まで足を伸ばす機会
が増え、多種多様な地図が作られました。福岡で発行
された地図には、太宰府天満宮や水城跡、大宰府政
庁跡なども掲載されており、当時から観光スポット
だったようです。
また、昭和３３年に発行された『史蹟と詩情豊かな

太宰府』という書籍では、市内の史跡が当時の研究
成果に基づいて紹介されています。本の終わりには、
鉄道を使った史跡を巡る観光コースが複数紹介され
ており、こうした書籍が太宰府の歴史を伝えるだけで
なく観光ガイドブックの役割も果たしていたことが
分かります。
これらの地図や書籍を見て、どれだけの人々が太

宰府を訪れたのかは分かりませんが、今も昔も有数
の観光スポットであったことは間違いありません。
　　　　　　　　　　　        学芸員　後藤夏実

観光と太宰府
―収蔵品紹介―

gakugeiin-dayori ga
ku

ge
iin
-d
ay
or
i g

aku
geiin-dayori学芸員

だより
学芸員
だより
学芸員
だより

筑紫美術協会展開催記念
だざいふ子ども絵画展
　市内の小学生を対象に募集した絵画コンクー
ルの作品展です。今回のテーマは「太宰府を感じ
る風景や行事」。11月18日（日）には入賞者の表
彰式も行います。
会　期　11月13日（火）～12月9日（日）
会　場　文化ふれあい館エントランスホール
主　催　筑紫美術協会、
　　　　太宰府市文化ふれあい館

入場無料

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

みや   ざき りょう いち

いの　うえ

ご   とう  なつ   み

やす たけ もと あき

文化ふれあい館では、毎年1月から3月にかけて開
催している「くらしのうつりかわり展」において、子ど
もたちの学習のお手伝いしてくださる学習支援ボラ
ンティアを募集しています。また、年間を通じて、ボラ
ンティアのスキルアップをめざした勉強会も開催して
います。
学習支援ボランティアとし
て活動してみたいと思われた
方は、文化ふれあい館学芸係
までご連絡ください。

文化ふれあい館
１．「くらしのうつりかわり展」の簡単な展示解説
２．体験学習においての作業補助
電話連絡の上、文化ふれあい館学芸係までお申
し込みください。随時受付中。
文化ふれあい館　学芸係　ＴＥＬ928－0800

おたすけまん募集中!!
文化ふれあい館 学習支援ボランティア

活 動 場 所
活 動 内 容

応 募 方 法

問 い 合 わ せ

【プロフィール】　
　小郡市出身。病をきっかけに16
歳よりアルトサックスを始める。
2009年ダイアナロスやスティー
ビーワンダーと共演した世界最高
峰SAX奏者Ron Brown氏に弟
子入り。2011年から復興支援コ
ンサートを今までに15回開催。
TV・ラジオ多数ゲスト出演。締　切

き　わ  さち こ　

11月24日（土）必着

＜前年度のおせち料理＞

１１月１２日～２５日「女性に対する暴力をなくす運動」
紫色のパープルリボンには
　　「あなたはひとりではないよ」
　　　　　　というメッセージが込められています。
男女共同参画推進センタールミナスでは
「パープルリボン」の普及啓発活動を行っています。
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　様 な々色合い、形を持つ生のモミの枝、ヒムロ杉、
ヒイラギなどのグリーンや木の実などを重ねて、爽
やかな森の香りのクリスマスリースを作ります。
※直径25㎝程度、花材は変更になる場合があります。

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

　年齢とともに凝り固まって行く顔の筋肉をほ
ぐし、自然なリフトアップを促すエクササイズで
す。普段使っていない表情筋をしっかり動かし
てみましょう。

日　時
講　師
定　員
受講料
締　切

12月10日（月）13:30～15:00
青柳恵奈(素肌美師)
12人
1,200円
11月26日（月）必着　

顔ヨガ(表情筋エクササイズ)

あお やぎ  え   な

託児

　造花やラタボールなどを使用したオリジナ
ルの和モダンなお正月飾りを作ります。遊び心
のある手作りのしめ縄で新しい年の幸を願い
ましょう。

日　時
講　師
定　員
受講料
材料費
締　切

12月12日（水）10:00～12:00
大澤真由美（フラワーコーディネーター）　　
15人　
1,000円
1,600円
11月29日（木）必着

華やかにお正月飾り

託児

日　時
講　師
定　員
受講料
材料費
締　切
協　賛

12月11日（火）10:30～12:00
吉原育夫
10人
800円
3,500円
11月26日（月）必着
有限会社　花咲

森の香りのフレッシュリース作り

よし はら いく  お

託児

託児

　贈答品にかけられる紐、水引。カラフルで軽
くて道具をあまり必要とせず、指先から生まれ
る伝統美を気軽にふれてみませんか。基本の結
び方から習います。
※希望する日または両日希望と明記して申し込んでください。

時　間
講　師
定　員
受講料
材料費
締　切

各13:00～15:00
吉田忍
各12人
各800円
各1,000円
11月30日（金）必着

水引アート ～シンプルで素敵な和雑貨作り～

おお さわ  ま    ゆ   み

託児

　シンプルでおいしい！手づくりのデコレー
ションケーキ（1組18cm型1台を持ち帰り）と、
他にもう１品、簡単なおやつを作って試食しま
す。お楽しみに！

12月12日（水）：梅結びのポチ袋
梅結びの水引で飾るミニ祝儀袋を一人３袋作ります。

12月14日（金）：玉結びのアクセサリー
玉結びの水引でアクセサリーや小物（イヤリング・ピア
ス・ストラップ・ピン）から一人１点を作ります。

日　時
講　師
対　象
定　員
受講料

締　切

12月23日（日･祝）13:00～16:00
中村千枝
保護者と子ども※小学生以上
12組
１組2,500円（材料費・箱代込み）　
※１組2～4人可。
全参加者の氏名･年齢を
明記のうえ申し込む。
11月18日（日）必着

親子でクリスマスケーキを作ろう！

　豆の産地や選び方、焙煎や挽き方の基本、器
具、上手なドリップコーヒーの淹れ方など、美
味しいコーヒーを楽しむためのポイントを教
えます。※オリジナルクッキー・コーヒー付き。

日　時
講　師
定　員
受講料
材料費
締　切
協　賛

12月13日（木）10:00～12:00
三宅淳司（カフェオーナー）
20人
700円
700円
11月29日（木）必着
Morrow珈琲

もっとおいしい コーヒー学

みやけ  あつ し

日　時

講　師
定　員
受講料
材料費
締　切

1月16日～3月20日第1･3水曜日（全6回）
※１月のみ第3･4水曜日　 
10:00～12:00
太田まゆみ
10人
6,000円
月2,000円程度
12月20日（木）必着

託児

　ミシンを使って着心地の良い服や小物を作っ
てみませんか。初心者でも作りやすいシンプル
でおしゃれなデザインです。
※使い慣れたミシンを持参してください。

簡単ナチュラルソーイング（冬）
（昼のみ）

気温の変化に体
調を崩しがちなこ
の季節。元気に冬
を乗り切るため
に、体力をつけ自
己免疫力を高めま
せんか。食事や休養と同じように、運動も無理
なく日々の生活に取り入れましょう。
いきいき情報センター2Fのトレーニング
ルームなら、お買い物のついでに利用できま
す。また、夜は21時30分（受付は21時）まで利
用できますので、仕事の帰りでも気軽にお立ち
寄りください。
トレーニングルームでは、随時会員を募集中
です。マシンの使い方や個人に合ったプログラ
ムなど、スタッフが丁寧に指導しますので、登
録講習会を受け会員になりましょう。

トレーニングルーム便り

利用時間

登録講習会

9：00～21：30（最終受付21:00）

木曜日／13：00～　日曜日／10：30～
参加費：1回の利用料金と同額

一　般／340円
高校生／240円

＊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。

65歳以上／170円
身障者・介護者／170円

料　　金
1回（2時間）

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

「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

（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

おお  た

よし  だ しのぶ

(A)

(B)

日程＆コース

さち

モ ロ  ー

なかむら　ち   え

＜作品例＞

＜作品例＞
初回：あずま袋

（公財）太宰府市文化スポーツ振興財団に
勤務を希望する人は、登録が必要です。

公益財団法人 太宰府市文化スポーツ振興財団

職員任用登録者受付

施設事務員・受付・管理員

保育士（有資格者）

時給
845円

時給
1,000円

1日6時間程度
（約週3日）勤務

月20時間程度
勤務

●勤務時間　勤務施設により異なる
　
○登録受付
　常時受付（土日・祝日を除く 8：30～17：00）
　
○提出書類
　・登録申込書（財団事務局に用意しています）写真添付
　 ホームページからもダウンロードできます
　　http://www.dazaifu-info.or.jp/spo-cul/
　・資格証明書の写し（有資格者）
　
○採用方法
　雇用を必要とするときに、財団事務局から連絡します。

問い合わせ・書類提出先／
（公財）太宰府市文化スポーツ振興財団事務局
　 TEL 920-7070（いきいき情報センター2階）

●パート職員
職　員 賃　金 条　件

施設事務員

学芸員（歴史専攻）

図書司書（有資格者）

月給
150,500円
程度

・シフト勤務
 週5日（1日8時間程度）
・各種保険あり

●契約職員
職　員 賃　金 条　件

〈花材例〉
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　様 な々色合い、形を持つ生のモミの枝、ヒムロ杉、
ヒイラギなどのグリーンや木の実などを重ねて、爽
やかな森の香りのクリスマスリースを作ります。
※直径25㎝程度、花材は変更になる場合があります。

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

　年齢とともに凝り固まって行く顔の筋肉をほ
ぐし、自然なリフトアップを促すエクササイズで
す。普段使っていない表情筋をしっかり動かし
てみましょう。

日　時
講　師
定　員
受講料
締　切

12月10日（月）13:30～15:00
青柳恵奈(素肌美師)
12人
1,200円
11月26日（月）必着　

顔ヨガ(表情筋エクササイズ)

あお やぎ  え   な

託児

　造花やラタボールなどを使用したオリジナ
ルの和モダンなお正月飾りを作ります。遊び心
のある手作りのしめ縄で新しい年の幸を願い
ましょう。

日　時
講　師
定　員
受講料
材料費
締　切

12月12日（水）10:00～12:00
大澤真由美（フラワーコーディネーター）　　
15人　
1,000円
1,600円
11月29日（木）必着

華やかにお正月飾り

託児

日　時
講　師
定　員
受講料
材料費
締　切
協　賛

12月11日（火）10:30～12:00
吉原育夫
10人
800円
3,500円
11月26日（月）必着
有限会社　花咲

森の香りのフレッシュリース作り

よし はら いく  お

託児

託児

　贈答品にかけられる紐、水引。カラフルで軽
くて道具をあまり必要とせず、指先から生まれ
る伝統美を気軽にふれてみませんか。基本の結
び方から習います。
※希望する日または両日希望と明記して申し込んでください。

時　間
講　師
定　員
受講料
材料費
締　切

各13:00～15:00
吉田忍
各12人
各800円
各1,000円
11月30日（金）必着

水引アート ～シンプルで素敵な和雑貨作り～

おお さわ  ま    ゆ   み

託児

　シンプルでおいしい！手づくりのデコレー
ションケーキ（1組18cm型1台を持ち帰り）と、
他にもう１品、簡単なおやつを作って試食しま
す。お楽しみに！

12月12日（水）：梅結びのポチ袋
梅結びの水引で飾るミニ祝儀袋を一人３袋作ります。

12月14日（金）：玉結びのアクセサリー
玉結びの水引でアクセサリーや小物（イヤリング・ピア
ス・ストラップ・ピン）から一人１点を作ります。

日　時
講　師
対　象
定　員
受講料

締　切

12月23日（日･祝）13:00～16:00
中村千枝
保護者と子ども※小学生以上
12組
１組2,500円（材料費・箱代込み）　
※１組2～4人可。
全参加者の氏名･年齢を
明記のうえ申し込む。
11月18日（日）必着

親子でクリスマスケーキを作ろう！

　豆の産地や選び方、焙煎や挽き方の基本、器
具、上手なドリップコーヒーの淹れ方など、美
味しいコーヒーを楽しむためのポイントを教
えます。※オリジナルクッキー・コーヒー付き。

日　時
講　師
定　員
受講料
材料費
締　切
協　賛

12月13日（木）10:00～12:00
三宅淳司（カフェオーナー）
20人
700円
700円
11月29日（木）必着
Morrow珈琲

もっとおいしい コーヒー学

みやけ  あつ し

日　時

講　師
定　員
受講料
材料費
締　切

1月16日～3月20日第1･3水曜日（全6回）
※１月のみ第3･4水曜日　 
10:00～12:00
太田まゆみ
10人
6,000円
月2,000円程度
12月20日（木）必着

託児

　ミシンを使って着心地の良い服や小物を作っ
てみませんか。初心者でも作りやすいシンプル
でおしゃれなデザインです。
※使い慣れたミシンを持参してください。

簡単ナチュラルソーイング（冬）
（昼のみ）

気温の変化に体
調を崩しがちなこ
の季節。元気に冬
を乗り切るため
に、体力をつけ自
己免疫力を高めま
せんか。食事や休養と同じように、運動も無理
なく日々の生活に取り入れましょう。
いきいき情報センター2Fのトレーニング
ルームなら、お買い物のついでに利用できま
す。また、夜は21時30分（受付は21時）まで利
用できますので、仕事の帰りでも気軽にお立ち
寄りください。
トレーニングルームでは、随時会員を募集中
です。マシンの使い方や個人に合ったプログラ
ムなど、スタッフが丁寧に指導しますので、登
録講習会を受け会員になりましょう。

トレーニングルーム便り

利用時間

登録講習会

9：00～21：30（最終受付21:00）

木曜日／13：00～　日曜日／10：30～
参加費：1回の利用料金と同額

一　般／340円
高校生／240円

＊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。

65歳以上／170円
身障者・介護者／170円

料　　金
1回（2時間）

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

「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

（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

おお  た

よし  だ しのぶ

(A)

(B)

日程＆コース

さち

モ ロ  ー

なかむら　ち   え

＜作品例＞

＜作品例＞
初回：あずま袋

（公財）太宰府市文化スポーツ振興財団に
勤務を希望する人は、登録が必要です。

公益財団法人 太宰府市文化スポーツ振興財団

職員任用登録者受付

施設事務員・受付・管理員

保育士（有資格者）

時給
845円

時給
1,000円

1日6時間程度
（約週3日）勤務

月20時間程度
勤務

●勤務時間　勤務施設により異なる
　
○登録受付
　常時受付（土日・祝日を除く 8：30～17：00）
　
○提出書類
　・登録申込書（財団事務局に用意しています）写真添付
　 ホームページからもダウンロードできます
　　http://www.dazaifu-info.or.jp/spo-cul/
　・資格証明書の写し（有資格者）
　
○採用方法
　雇用を必要とするときに、財団事務局から連絡します。

問い合わせ・書類提出先／
（公財）太宰府市文化スポーツ振興財団事務局
　 TEL 920-7070（いきいき情報センター2階）

●パート職員
職　員 賃　金 条　件

施設事務員

学芸員（歴史専攻）

図書司書（有資格者）

月給
150,500円
程度

・シフト勤務
 週5日（1日8時間程度）
・各種保険あり

●契約職員
職　員 賃　金 条　件

〈花材例〉
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参 加 費　大人 ３００円  ／　高校生以下 １００円
対　  象　どなたでも
        　　☆幼児から高齢者までどなたでも参加できます。
　　　　　  個人での参加も可。
定　　員　１００人
締　　切　定員になり次第
応募方法　往復ハガキに参加者全員の名前（ふりがな）、年齢、性別、代表者住所、電話番号を記入し
　　　　　財団事務局事業課（〒818-0125 五条3-1-1-2F）までお申込ください。

●「ブラインドサッカー」ってなんだろう？ 
　　歴史やルールの説明

●ブラインド体験　  
　　アイマスクをつけてみよう！

●ブラインドサッカーを見てみよう
　★選手によるデモンストレーション
　　ブラインドサッカー選手の迫力を実際に見てみよう！

●ブラインドサッカーに挑戦
　　ブラインドサッカーに関する6つのコーナーに挑戦！！
　① アイマスクをつけて歩いてみよう、走ってみよう
   ② バランス歩きに挑戦してみよう
　③ 音をたよりに素早く歩こう
　④ ドリブル歩きに挑戦しよう
　⑤ ドリブル走りに挑戦しよう
　⑥ ゴールに向かってレッツシュート

ブラインドサッカー（５人制サッカー）とは、パラリンピック競技のひとつで、
アイマスクを付けた状態で音の鳴るボールを使ってプレーするサッカーです。
２０２０年の東京オリンピック・パラリンピックの開催まであと２年！
LEO STYLE北九州の選手と一緒に、ブラインドサッカーの世界を体験してみませんか？

　「勇敢（LEO）な姿（STYLE）」
どんな相手にでも臆することな
くプレーするという意味が込め
られています。

　「スポーツは楽しく！」を合言葉
に、子どもから高齢者まで、障
がいの有無や体力の程度にかか
わらず、誰もがスポーツを楽し
み、競技を通じて「スポーツの
持つ力＝楽しさ・面白さ・感動・
爽快感等」をたくさん実感でき
る場にしたいと思っています。脚本･演出の瀧本雄壱氏と重松敏彦氏が「岩屋城の魅力」について語ります。

歴史的背景や登場人物、演劇公演の見どころなど、二人の愉快なトークをお楽しみください。
日　時  １２月１４日（金）　１９:００～　＊２０:００終了予定
場　所  いきいき情報センター２０５（多目的ホール）
定　員  １００人　　　参加費  無料
受付開始  １１月１２日（月）９:００～　★定員になり次第締切
申込方法  電話受付 080-1705-6793  （事業係）
　　　　  受付時間 平日９:００～１７:００

（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

『新・岩屋城の戦い』の主人公の一人、筑紫広門は当物語以前から大宰府と因縁がある。彼が当主を務める筑紫
氏は、その昔大宰府を領有した名門少弐氏の一族である。少弐氏の名は武藤資頼の時、大宰府の次官である大
宰少弐に任命されたことから始まっている。だが、南北朝時代・戦国時代と時のうつりかわりと共に少弐氏は
衰退し、ついには他氏に譲り渡すことになってしまった。その子孫が筑紫広門である。彼は小名クラスの武将
でありながら大勢力を渡り歩き、その扱いの難しさから“肥前の悍馬”とあだ名された人物である。悍馬とは暴
れ馬の意味であり、彼が己という馬に誰も乗せる気がないという気性がよく表れている。忠義を旨としたこ
の物語の主人公「高橋紹運」と、肥前の悍馬「筑紫広門」。正反対の両者の物語が二月に上演される「新・岩屋城
の戦い」(原作：白梅悍馬)である。

－作品背景②－
島津軍およそ6万に対し、岩屋城にはわずか763名の城兵が籠り、圧倒的戦力差でありながら、島津軍からの降伏勧告に応じず、徹底抗戦を行った。
7月14日、島津氏による岩屋城攻撃。しかし、紹運の采配により、島津軍は撃退され続け、兵の数を大きく消耗。苦戦する島津は更なる降伏宣告を出
すが、これにも紹運は応じなかった。諦めずに抗戦を続けた紹運だが、最後は高櫓に登り、割腹により自害。岩屋城に籠った紹運以下全員が討死、
自害して戦いの幕は降りた。一方、島津氏は岩屋城を攻略したものの、この戦いで多くの将兵を失い、立花宗茂が籠る立花山城も攻めきれず、つい
に、九州制覇という島津氏の夢はかなわなかった。

島津忠長（しまづ ただなが･ただたけ）1551～1610
戦国時代の武将。島津尚久の子。島津義久と島津義弘の従兄
弟に当たる。島津義久に仕え、戦において多くの軍功をあげ
たが、天正14年(1586)大友を倒し、九州制覇を成すために起こ
した岩屋城の戦いにおいて、大友氏の家臣 高橋紹運をはじ
め、わずかな城兵の反撃により多数の死傷者を出す。最終的
には岩屋城を落とすことに成功したが、豊臣秀吉軍の九州上
陸までの時間を与えてしまい、ついに九州制覇の夢は叶わな
かった。

秋月種実（あきづき たねざね）1548～1596
筑前の戦国大名。秋月氏の第16代当主。天正12年(1584)、勢力
を伸ばしてきた島津義久に従い、大友領を次々に占領してい
く。最終的には、筑前、豊前、筑後北部に36万石にも及ぶ広大な
領地を得て、秋月氏の最盛期を築き上げた。天正14年(1586)に
は島津氏の大友領侵攻に従って岩屋城の戦いに参加。苦戦の
末、岩屋城を攻略するものの、その後、九州上陸した豊臣秀吉
軍に降伏。

★本公演(2/17)がもっと楽しくなる★ トークショー開催決定！ 

チケット販売／12月12日(水 )10：0 0～ ＊詳細はスポーツ＆カルチャー12月号に掲載します。

～第2回～

かん  ば

はくばい かん  ば

チケット販売／12月12日(水)10:00～ チケット販売／12月12日(水)10:00～ ＊詳細はスポーツ＆カルチャー12月号に掲載します。

12月2日●13：30 ～ 15：30日日　時

場　所 松川運動公園　体育館 （太宰府市御笠5-3-1）

LEO STYLE 北九州

【全席自由】 一般 1,000円／高校生以下 500円　※未就学児の入場はできません。

【全席指定】 1,000円　※未就学児の入場はできません。

－登場人物②－

発

着

発

着

＊1グループ5人以上で申込の場合は別途問合せください。

瀧本雄壱 重松敏彦

公演日  2 月 17 日（日）14：00 開演
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参 加 費　大人 ３００円  ／　高校生以下 １００円
対　  象　どなたでも
        　　☆幼児から高齢者までどなたでも参加できます。
　　　　　  個人での参加も可。
定　　員　１００人
締　　切　定員になり次第
応募方法　往復ハガキに参加者全員の名前（ふりがな）、年齢、性別、代表者住所、電話番号を記入し
　　　　　財団事務局事業課（〒818-0125 五条3-1-1-2F）までお申込ください。

●「ブラインドサッカー」ってなんだろう？ 
　　歴史やルールの説明

●ブラインド体験　  
　　アイマスクをつけてみよう！

●ブラインドサッカーを見てみよう
　★選手によるデモンストレーション
　　ブラインドサッカー選手の迫力を実際に見てみよう！

●ブラインドサッカーに挑戦
　　ブラインドサッカーに関する6つのコーナーに挑戦！！
　① アイマスクをつけて歩いてみよう、走ってみよう
   ② バランス歩きに挑戦してみよう
　③ 音をたよりに素早く歩こう
　④ ドリブル歩きに挑戦しよう
　⑤ ドリブル走りに挑戦しよう
　⑥ ゴールに向かってレッツシュート

ブラインドサッカー（５人制サッカー）とは、パラリンピック競技のひとつで、
アイマスクを付けた状態で音の鳴るボールを使ってプレーするサッカーです。
２０２０年の東京オリンピック・パラリンピックの開催まであと２年！
LEO STYLE北九州の選手と一緒に、ブラインドサッカーの世界を体験してみませんか？

　「勇敢（LEO）な姿（STYLE）」
どんな相手にでも臆することな
くプレーするという意味が込め
られています。

　「スポーツは楽しく！」を合言葉
に、子どもから高齢者まで、障
がいの有無や体力の程度にかか
わらず、誰もがスポーツを楽し
み、競技を通じて「スポーツの
持つ力＝楽しさ・面白さ・感動・
爽快感等」をたくさん実感でき
る場にしたいと思っています。脚本･演出の瀧本雄壱氏と重松敏彦氏が「岩屋城の魅力」について語ります。

歴史的背景や登場人物、演劇公演の見どころなど、二人の愉快なトークをお楽しみください。
日　時  １２月１４日（金）　１９:００～　＊２０:００終了予定
場　所  いきいき情報センター２０５（多目的ホール）
定　員  １００人　　　参加費  無料
受付開始  １１月１２日（月）９:００～　★定員になり次第締切
申込方法  電話受付 080-1705-6793  （事業係）
　　　　  受付時間 平日９:００～１７:００

（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

『新・岩屋城の戦い』の主人公の一人、筑紫広門は当物語以前から大宰府と因縁がある。彼が当主を務める筑紫
氏は、その昔大宰府を領有した名門少弐氏の一族である。少弐氏の名は武藤資頼の時、大宰府の次官である大
宰少弐に任命されたことから始まっている。だが、南北朝時代・戦国時代と時のうつりかわりと共に少弐氏は
衰退し、ついには他氏に譲り渡すことになってしまった。その子孫が筑紫広門である。彼は小名クラスの武将
でありながら大勢力を渡り歩き、その扱いの難しさから“肥前の悍馬”とあだ名された人物である。悍馬とは暴
れ馬の意味であり、彼が己という馬に誰も乗せる気がないという気性がよく表れている。忠義を旨としたこ
の物語の主人公「高橋紹運」と、肥前の悍馬「筑紫広門」。正反対の両者の物語が二月に上演される「新・岩屋城
の戦い」(原作：白梅悍馬)である。

－作品背景②－
島津軍およそ6万に対し、岩屋城にはわずか763名の城兵が籠り、圧倒的戦力差でありながら、島津軍からの降伏勧告に応じず、徹底抗戦を行った。
7月14日、島津氏による岩屋城攻撃。しかし、紹運の采配により、島津軍は撃退され続け、兵の数を大きく消耗。苦戦する島津は更なる降伏宣告を出
すが、これにも紹運は応じなかった。諦めずに抗戦を続けた紹運だが、最後は高櫓に登り、割腹により自害。岩屋城に籠った紹運以下全員が討死、
自害して戦いの幕は降りた。一方、島津氏は岩屋城を攻略したものの、この戦いで多くの将兵を失い、立花宗茂が籠る立花山城も攻めきれず、つい
に、九州制覇という島津氏の夢はかなわなかった。

島津忠長（しまづ ただなが･ただたけ）1551～1610
戦国時代の武将。島津尚久の子。島津義久と島津義弘の従兄
弟に当たる。島津義久に仕え、戦において多くの軍功をあげ
たが、天正14年(1586)大友を倒し、九州制覇を成すために起こ
した岩屋城の戦いにおいて、大友氏の家臣 高橋紹運をはじ
め、わずかな城兵の反撃により多数の死傷者を出す。最終的
には岩屋城を落とすことに成功したが、豊臣秀吉軍の九州上
陸までの時間を与えてしまい、ついに九州制覇の夢は叶わな
かった。

秋月種実（あきづき たねざね）1548～1596
筑前の戦国大名。秋月氏の第16代当主。天正12年(1584)、勢力
を伸ばしてきた島津義久に従い、大友領を次々に占領してい
く。最終的には、筑前、豊前、筑後北部に36万石にも及ぶ広大な
領地を得て、秋月氏の最盛期を築き上げた。天正14年(1586)に
は島津氏の大友領侵攻に従って岩屋城の戦いに参加。苦戦の
末、岩屋城を攻略するものの、その後、九州上陸した豊臣秀吉
軍に降伏。

★本公演(2/17)がもっと楽しくなる★ トークショー開催決定！ 

チケット販売／12月12日(水 )10：0 0～ ＊詳細はスポーツ＆カルチャー12月号に掲載します。

～第2回～

かん  ば

はくばい かん  ば

チケット販売／12月12日(水)10:00～ チケット販売／12月12日(水)10:00～ ＊詳細はスポーツ＆カルチャー12月号に掲載します。

12月2日●13：30 ～ 15：30日日　時

場　所 松川運動公園　体育館 （太宰府市御笠5-3-1）

LEO STYLE 北九州

【全席自由】 一般 1,000円／高校生以下 500円　※未就学児の入場はできません。

【全席指定】 1,000円　※未就学児の入場はできません。

－登場人物②－

発

着

発

着

＊1グループ5人以上で申込の場合は別途問合せください。

瀧本雄壱 重松敏彦

公演日  2 月 17 日（日）14：00 開演



ひびき

ミリカローデン那珂川 那珂川市仲2-5-1 TEL（954）2211

Sports & Culture

2018
11

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/

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〉

日高ばあちゃんと
福女短の作品展

第24回
デジタルカメラ
写真展

つくし お隣りさん情報
※10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

12/2（日）

12/23（日）

12/16（日）

11/18（日）

12/7（金）

11/4（日）

春日市ふれあい文化センター 春日市大谷6-24 TEL（584）3366

11/17（土）

11/23
（金・祝）

11/23
（金・祝）

ふれぶんシネマ倶楽部「マダム・フローレンス！夢見るふたり」
施設利用券　1枚300円 ※3歳以上有料　①10：00　②14：00　③18：00

ふれあい文化サークル特別講座“絵本くん”と語る お父さんの読み聞かせ ①
講師：中村卓二（俳優）　　申込締切：11月3日（土・祝）
対象：子育て中のお父さん または 読み聞かせに興味のある男性　参加費500円　14：00

第45回春日市文化祭　音楽の玉手箱プレミアムライブ
「尺八と筝が奏でる霜月の韻」
出演：山崎箜山（尺八）、宮本直美（筝）
※問合先：春日市地域づくり課文化振興担当（Tel.092-584-1111）  入場無料　13：30

第16回ちくしの人形劇まつり
前売券は11月3日(土・祝)10:30～16:30、筑紫野市民図書館で販売。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
10:00～15:10

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

筑紫野市吹奏楽団 第３９回定期演奏会
一般　500円　ペア券2枚で800円　小学生以下無料　※3歳以下入場不可　14:00

年忘れ大爆笑！ミリカ寄席
～第7回おもしろアマ落語家競演会～
前売500円 　当日800円　※未就学児入場不可　18:00

第8回裂田溝ライトアップ
会場：山田区（伏見神社）～安徳区（カワセミ公園）　無料　16:00～20:00

12/16（日）
那珂川黎明2018 特別歴史講演会
DNAからみた弥生人と安徳台の有力首長たち
入場無料　※要入場整理券、電話での取り置き可　10:00

大野城まどかぴあ 大野城市曙町2-3-1 TEL（586）4000
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

11/17（土）

11/17（土）

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

ティータイムスペシャルコンサート vol.13
①「歌と絵本で楽しむクリスマス」 ②「おとなのためのジャズ＆映画音楽」
出演：佐伯 真由子（歌）、松本 さくら（ヴァイオリン）、菅野 大地（ピアノ）、榊 孝仁（ドラム）
①800円ほか ※3歳未満入場不可　②800円 ※未就学児入場不可　
①13：30 ②16：00

※最終日16：00まで

※最終日17：00まで
※最終日12：30まで

（いきいき情報センター主催講座）
11/2●～8●金 木

太宰府市民遺産
パネル展

※最終日16：00まで

11/10●～18●土 日 11/22●～30●木 金

11/22●～12/4●木 火

11/7●～20●水 火

てん刻講座
受講生作品展

※最終日20：00まで

金川一さんの
絵画展

　身体能力の向上、リズム感を養い
楽しくポンポンやバトンで踊ります。
日　時：毎週金曜日　
　　　  キッズ：16:30～17:30
           ジュニア：17：30～18：30
場　所：南コミュニティセンター
会　費：月2,500円
問い合わせ／宮下和子
　　　　　　090（5288）6930

★チアダンス
　（キッズ・ジュニアクラス）

みやした かず こ

　産後、育児などで凝り固まった骨盤
周りをほぐし、しなやかな身体に！
日　時：毎週木曜日　
　　　 10：00～11：00
場　所：南コミュニティセンター
会　費：月2,500円
問い合わせ／宮下和子
　　　　　　090（5288）6930

★骨盤ヨガストレッチ
　（子連れクラス）

みやした かず こ

※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。

日　時 ： 11月10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回開院!

会場・問い合わせ文化ふれあい館　TEL(928)0800
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

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

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


