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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/

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〉

キャンパス
ネットワーク　
パネル展

私たちの
トールペイント
作品展

つくし お隣りさん情報
※11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）

①12/9（日）

12/23
（日・祝）

12/16（日）

1/18（金）

12/7（金）

12/8（土）

春日市ふれあい文化センター 春日市大谷6-24 TEL（584）3366

②12/15（土）

２０１９/
２/１１
（月・祝）

ふれぶん新春寄席 三遊亭円楽独演会
一般3,500円　※未就学児入場不可　18:30

ふれあい文化サークル特別講座 遊んで考え、身体で楽しむ！ゲームの世界
バランスゲームで健康に！「ロコモでバラミンゴ」体験講座
講師：松隈浩之（九州大学大学院芸術工学研究院准教授）
申込締切：①12/1（土）　②12/9（日）　1回500円　10：30

ふれぶんシネマ倶楽部「パディントン2」　《日本語吹替版》
施設利用券　1枚300円 ※3歳以上有料　①10：00　②14：00

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　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　14:00

市民企画公募事業「プロデューサーズ2018」選定事業
歌って踊ろう！『つくしのロックンロール』チキンナゲッツライブ
主催・お問合せ：歌って踊ろう企画委員会TEL090-2391-5603（副島）
大人2,000円　高校生以下500円　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 　※未就学児入場不可　18:00

12/16（日）

1/20（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
講師：篠田謙一氏（国立科学博物館副館長兼人類研究部長）
入場無料　※要入場整理券、電話での取り置き可　10:00

平成30年度歴史講座「ちくし見聞録」
第4回「都市大宰府の成立」
講師：山村信榮氏（太宰府市教育委員会）　入場無料 ※要事前申込　10:00

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
「サンタクロースになった少年」
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　①10:00　②14：00　③18：00

まどかぴあ市民大学　おとなの楽校4時間目　美術から仏教の世界を学ぶ授業　
「蓮華から読み解く仏教美術の見方～インドと日本～」
講師：永田 郁（崇城大学芸術学部美術学科（視覚芸術）教授）
500円　※未就学児入場不可　14：00

12/15（土）

1/19（土）

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15：00まで

※最終日15：00まで
※最終日15：00まで

12/6●～14●金木

12/17●～25●火月
12/10●～21●金月

MOA美術館
太宰府地域
児童作品展

※最終日15：00まで

12/22●～25●土 火

12/2●～7●日 金

天満宮梅上げ行事の
パネル展示

※最終日17：00まで

平成30年度
筑紫地区文化財写真展

※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。

★フラワーサークルT五条

日時：第２～４火曜日（月３回）
       19:00～20:30　
　　　※月１回からOK
場所：いきいき情報センター
会費：1回3,500円（材料費込）

問い合わせ／野口智子
　　　　　　090（4511）7799

の ぐちともこ

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

　初めての方、大歓迎！基礎から楽しく
学べます。資格も取れます。

問い合わせ

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

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。

クリス
タルハ

イトー
ン

ボイス
で贈る

入場無料

いきいき情報センター 太宰府市五条三丁目1番1号　TEL928-5000

フロアコンサート

■全施設の年末年始休館日は「広報だざいふ」12月号でお知らせしています。

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
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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

追加募集人員
受講料
締　切

1月9日～3月13日 毎週水曜日
14:00～15:15（全10回）　　　　　　　　　
倉田恵美
（ＮＰＯ法人日本ゆる協会公認ゆる体操正指導員）

　　　若干人
6,000円
12月19日（水）必着

日　時 ： 12月8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!

～心と体のリラックス～
やさしいゆる体操初級（3期） 託児

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

　自然や暮らしの中で生まれる想いを31文字
で表現する短歌。古典や近現代の作品など幅広
く取り上げ、作り方のポイントや楽しみ方、その
世界を味わいます。

　運動経験のない方でも安心！ヨガ、気功、呼吸
法、ストレッチ、武術のエッセンスを取り入れ独
自に開発されたやさしい体操で、ゆるめる習慣
をつけませんか。

　女性の体は７年ごとに変化を迎えるといわ
れ、特に49歳前後に大きく変化をします。それ
ぞれの節目で養生は大切です。

　一生を通じての身体の事、食べ物などを薬膳
料理を通して学びます。

　不調やストレスを緩和し、気血が作られ流さ
れるツボや経絡を刺激し、心も体もさわやかに
なりましょう。

日　時

講　師
定　員
受講料
締　切

1月22日～3月19日 第2・4火曜日 
※3月のみ第2・3火曜日　（全5回）
10:00～12:00　
白水祐樹
12人
4,000円
1月8日（火）必着

短歌 ～その世界を味わう～

しろ みず　ゆう き

託児

　キラキラと透明感があり、飴のカリっとした
食感も楽しめる美味しいクッキーです！アイシ
ングでメッセージを書き、とっておきの一枚をバ
レンタインに贈りませんか。

日　時
講　師
対　象
定　員
受講料
材料費
締　切

2月2日（土）10:30～12:30
宮本美和(ステンドグラスクッキー作家)
小学生～大人　※小学生は保護者同伴
12人
1,000円
2,500円　
1月18日（金）必着

ステンドグラスクッキー作り

みやもと み　わ

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

くら  た   え   み

～心に通じる中医学～　
家族のための冬養生 【更年期編】 託児

日　時
講　師
対　象

定　員
受講料
締　切

1月30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ヶ月～
2歳くらいまでのお子さんと保護者
12組　
1,000円
1月16日（水）必着

家族みんなで！
ＨＡＰＰＹ♡ベビーダンス体験♪（冬） 託児

　赤ちゃんと家族の心と体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、運動不足やストレスを解消し、心も体もリフ
レッシュします。

よし むら ひろ み

太宰府梅林アスレチックスポーツ公園

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

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

施設紹介

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

ご来園の際は、まほろば号をご利用ください。

使用料

2,160 430多目的広場

施設名 時　間

1時間 4,320 2,160

市内者
使用料（円）

市外者
一般 小・中学生 一般 小・中学生

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）
1月17日（木）必着

期　日
コース・時間

メニュー

1月31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

・ほうれん草と黒木耳の餃子
・金針菜入り温そば
・クラゲとゴマの酢の物
・きな粉と水あめ
・枸杞白果飲

う   つ  はら ち   よ  み

※コースの選択できます。

♬♪

♩

き く ら げ

きんしん さい

く     こ  はく   か   いん
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託児の対象は満2歳（講座開講日の時点）から
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※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。
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　往復ハガキに住所・氏名（ふりがな）・年齢・電話
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くら  た   え   み

～心に通じる中医学～　
家族のための冬養生 【更年期編】 託児

日　時
講　師
対　象

定　員
受講料
締　切

1月30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ヶ月～
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1,000円
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家族みんなで！
ＨＡＰＰＹ♡ベビーダンス体験♪（冬） 託児
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よし むら ひろ み

太宰府梅林アスレチックスポーツ公園

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

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

施設紹介

太宰府梅林アスレチックスポーツ公園　料金表
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使用料
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施設名 時　間
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市内者
使用料（円）

市外者
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講　師
定　員
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材料費
締　切
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薬膳 20人　経絡 18人
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1月17日（木）必着

期　日
コース・時間

メニュー

1月31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

・ほうれん草と黒木耳の餃子
・金針菜入り温そば
・クラゲとゴマの酢の物
・きな粉と水あめ
・枸杞白果飲

う   つ  はら ち   よ  み

※コースの選択できます。

♬♪

♩

き く ら げ

きんしん さい

く     こ  はく   か   いん
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12月16日（日）14:00～15:30
邦楽倶楽部　花音
落葉する頃、
宍道湖の夕、
ふるさと　ほか

ほう  がく    く     ら     ぶ            か   のん

正しいラジオ体操
無料巡回 開催中！

史跡のまちのラジオ体操

　あら不思議！？なぜか身体が覚えている“ラジオ
体操”なんとなくできる と、正しくできる とでは大違
い！！体操講師が、ラジオ体操の〝コツ〟を楽しく・詳し
く無料で指導します！

詳しくは、財団事務局事業係
TEL:080-1705-6793（平日9：00～17：00）
までお問合せください。

　たった ３分ちょっと、されど ３分ちょっと。
屋内・屋外を問わず自分のペースで無理なく続け
られる全身運動を〝コツコツ〟続けてみましょう！

　岡本先生の明るいトークと詳しい指
導で、みんなの体操とラジオ体操を学び
ましょう！どなたでも楽しく参加できる講
習会です。

＊NPO法人全国ラジオ体操連盟が年2回開催している講習会と
同等のカリキュラムが太宰府で受講できます。
　希望者は別途手続きにより「指導員資格」取得可能です。

★講習会の詳細はスポーツ＆カルチャー1月号に掲載します。

（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
金さんの本格カクテキ作り

本場韓国（釜山）のカクトゥギ『大根キムチ』と
手軽で簡単な韓国料理を作ります。漬けた後の欠
かせない食文化や本物の技とコツ、美味しく楽し
く学びます。

日　時
講　師
定　員
受講料
材料費
メニュー

締　切

1月31日（木）10:00～12:00
金銀眞（韓国家庭料理アドバイザー）
20人
1,000円
1,300円程度
・カクテキ
・ポッサム（茹で豚肉）
・オジンオムチム（するめの甘辛和え）
1月17日（木)必着

キム ウン　ジン

節分を楽しむ 鬼のお面と豆入れ作り

節分に向けて、親子で鬼のお面や豆入れなど
を作りましょう。地域に伝わる風習も分かりやす
くお話します。

日　時

講　師
対　象
定　員
受講料
材料費
締　切

1月14日（月・祝）
10:00～12:00
後藤夏実（文化ふれあい館）
親子
10組（1組3人まで）
1組800円
1人200円
1月5日（土）必着

対　    象

１回の時間

指導メニュー

日　時
会　場
講　師
　
参加費

太宰府市内の自治会、子ども会、
各種団体・サークル・企業・各種施設
などの５人以上のグループ。
３０分～９０分以内
＊内容により時間の調整可。
＊土日・祝・早朝の時間帯可。
ラジオ体操第１　
ラジオ体操第２　
みんなの体操
＊各体操、座位の指導も可能です。

3月21日（木・祝） 13:30～16:30
太宰府市総合体育館とびうめアリーナ
岡本美佳（NHKテレビ･ラジオ体操指導者）
清水沙希（NHKテレビ･ラジオ体操アシスタント）
500円　＊高校生以下無料

ご   とう  なつ    み

江戸のおもちゃ「紙つばめ」を作ろう

紐をもって回すと、つばめが飛んでいるように
見える、江戸時代の伝統的なおもちゃ「紙つばめ」
をつくってみましょう。

日　時
講　師
対　象
定　員
受講料
材料費
締　切

2月2日（土）10：00～12：00
長谷部真弓（文化ふれあい館）
小学生　　　
20人
500円
400円
1月19日（土）必着

は    せ    べ     ま    ゆみ

つまみ細工の花マグネット作り

ちりめん布をつまんで折って「梅」「桔梗」の花
を作ります。裏面にはマグネットを貼り付け、日常
で使えるアイテムに仕上げます。

日　時

講　師
定　員
受講料
材料費
締　切

1月27日（日）
10：00～12：00
髙松麻美（文化ふれあい館）
15人
800円
500円
1月13日（日）必着

たか まつ  あさ  み

岡本美佳先生

※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
あふち
〈逢知コンサート〉

　どこか懐かしい和の音楽で、午後のひと時をゆっくり
お過ごしください。
日　時
出　演
曲　目

会　期
開館時間

箏、尺八で日本の調べ 入場無料

さわ　だ　よ　　し　 こ　　さわ　だ
12月22日（土）14:00～15:30
澤田庸支子、澤田あやな、
アンサンブル・ソレイユ
第九より「歓びの歌」、
真田丸のメインテーマ、
結婚行進曲　ほか

　クラシックから童謡、ポップスなどトークを交えて楽
しくお届けします。
日　時
出　演

曲　目

フルートコンサート　 入場無料

1月5日（土）～3月10日（日）
9：00～17：00
（毎週月曜日は休館・祝日の場合翌平日）

第23回

くらしのうつりかわり展がやって来る！

おやつ付き（無料）
昔遊び大会

１月12日（土）
13:00～15:00　　　

もうすぐ
入場無料

期　間
開館時間

日　時

第49回筑紫美術協会展
　相互研さんと地域文化向上を目指し結成され
た、筑紫美術協会会員による作品展です。今年は、
地元出身の洋画家・井上寛信の作品も展示します。

～12月9日（日）
9:00～17:00（最終日は13:00まで）

入場無料開催中

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

※エントランスホールの一角で行うミニ展示

12月4日（火）～平成31年１月30日（水）
文化ふれあい館　エントランスホール

〈太宰府歴史トピック展示〉

　太宰府における五卿と太宰府天満宮の関係を
うかがうことのできる史料を展示します。会期中
に開催される太宰府学講座（専門職員が語る、
1月20日）の内容にあわせて展示するものです。

会　期
会　場

「五卿と太宰府天満宮」 入場無料

幕末に京都の尊攘派の公家（五卿）が太宰
府天満宮に滞在し、大きな影響をもたらしま
した。当時の日記などから、五卿と太宰府天
満宮との関わりをみていきます。 

日　時

演　題
講　師
定　員
受講料
締　切

1月20日（日）
13:30～15:30
五卿と太宰府天満宮
朱雀信城（太宰府市公文書館）
50人
200円
1月6日（日）必着

第3回太宰府の専門職員が語る

太宰府学講座

す   じゃく  しん  じょう

きむ

いつでも 
どこでも 

だれでも

平成30年度 文化スポーツ振興事業

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆

～ みんなの体操・ラジオ体操第１・第２ ～

【お知らせ】
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★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆

～ みんなの体操・ラジオ体操第１・第２ ～

【お知らせ】
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平成3
0年度 文化スポーツ振興事業
          公共ホール音楽活性化支援事

業

お問い合わせ先 ： （公財）太宰府市文化スポーツ振興財団 事業課事業係　ＴＥＬ 080-1705-6793（平日９：００～１７：００）
主 催 ： （公財）太宰府市文化スポーツ振興財団　共 催 ： 太宰府市・太宰府市教育委員会　後 援 ： 太宰府市文化協会・ケーブルステーション福岡
助 成 ： （一財）地域創造　制作協力 ： （一社）日本クラシック音楽事業協会

～本格だけど、気軽なクラシック～～本格だけど 気軽なクラシック

ピアノ＆トランペット
TrumpetTrumpet

トランペット
たか み　 のぶ ゆき

高見 信行

しら いし　みつたか

白石 光隆

ピアノ

Vol.8史跡のまちの音楽隊

©岩切等

●土
開演１4：00（開場13：30）

太宰府市観世音寺１丁目３番１号

プラム・カルコア太宰府（太宰府市中央公民館）
市民ホール

●太宰府市いきいき情報センター（休館日 ： 12/26、12/28～1/4）
●プラム・カルコア太宰府（休館日 ： 月曜日、12/28～1/4）

チケット取扱い
2018年12月12日（水） 10 ： 00～チケット発売日

一般 １，０００円　高校生以下 ５００円
※未就学児の入場不可。　※チケット完売の場合、当日券の販売はありません。

全席自由料　金
ラヴランド / You Raise Me Up（共演：Sounds of DAZ）
ベートーヴェン / 「わが心うつろになりて」の主題による
　　　　　　　  ６つの変奏曲 ト長調 WoO.70（ピアノソロ）
テレマン / トランペット協奏曲 ニ長調　ほか

演 

奏 

曲 

目

（
予
定
）

スペシャルコラボ　Sounds of DAZ　 　
　 　 　

　 　 　 　 　 　 　 サ ウ ン ズ  オ ブ  ダ ズ

PianoPiano

（公財）太宰府市文化スポーツ振興財団事務局 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

紹運再来 ！ ！ 430年前の太宰府には、日本一の忠義があった。 ピアノのレジェンドとトランペットの魔法使いが音どけする、
本物の音楽と愉快な二人のトークをお楽しみください。
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平成3
0年度 文化スポーツ振興事業
          公共ホール音楽活性化支援事

業

お問い合わせ先 ： （公財）太宰府市文化スポーツ振興財団 事業課事業係　ＴＥＬ 080-1705-6793（平日９：００～１７：００）
主 催 ： （公財）太宰府市文化スポーツ振興財団　共 催 ： 太宰府市・太宰府市教育委員会　後 援 ： 太宰府市文化協会・ケーブルステーション福岡
助 成 ： （一財）地域創造　制作協力 ： （一社）日本クラシック音楽事業協会

～本格だけど、気軽なクラシック～～本格だけど 気軽なクラシック

ピアノ＆トランペット
TrumpetTrumpet

トランペット
たか み　 のぶ ゆき

高見 信行

しら いし　みつたか

白石 光隆

ピアノ

Vol.8史跡のまちの音楽隊

©岩切等

●土
開演１4：00（開場13：30）

太宰府市観世音寺１丁目３番１号

プラム・カルコア太宰府（太宰府市中央公民館）
市民ホール

●太宰府市いきいき情報センター（休館日 ： 12/26、12/28～1/4）
●プラム・カルコア太宰府（休館日 ： 月曜日、12/28～1/4）

チケット取扱い
2018年12月12日（水） 10 ： 00～チケット発売日

一般 １，０００円　高校生以下 ５００円
※未就学児の入場不可。　※チケット完売の場合、当日券の販売はありません。

全席自由料　金
ラヴランド / You Raise Me Up（共演：Sounds of DAZ）
ベートーヴェン / 「わが心うつろになりて」の主題による
　　　　　　　  ６つの変奏曲 ト長調 WoO.70（ピアノソロ）
テレマン / トランペット協奏曲 ニ長調　ほか

演 

奏 

曲 

目

（
予
定
）

スペシャルコラボ　Sounds of DAZ　 　
　 　 　

　 　 　 　 　 　 　 サ ウ ン ズ  オ ブ  ダ ズ

PianoPiano

（公財）太宰府市文化スポーツ振興財団事務局 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

紹運再来 ！ ！ 430年前の太宰府には、日本一の忠義があった。 ピアノのレジェンドとトランペットの魔法使いが音どけする、
本物の音楽と愉快な二人のトークをお楽しみください。



ミリカローデン那珂川 那珂川市仲2-5-1 TEL（954）2211

Sports & Culture
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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/

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〉

キャンパス
ネットワーク　
パネル展

私たちの
トールペイント
作品展

つくし お隣りさん情報
※11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）

①12/9（日）

12/23
（日・祝）

12/16（日）

1/18（金）

12/7（金）

12/8（土）

春日市ふれあい文化センター 春日市大谷6-24 TEL（584）3366

②12/15（土）

２０１９/
２/１１
（月・祝）

ふれぶん新春寄席 三遊亭円楽独演会
一般3,500円　※未就学児入場不可　18:30

ふれあい文化サークル特別講座 遊んで考え、身体で楽しむ！ゲームの世界
バランスゲームで健康に！「ロコモでバラミンゴ」体験講座
講師：松隈浩之（九州大学大学院芸術工学研究院准教授）
申込締切：①12/1（土）　②12/9（日）　1回500円　10：30

ふれぶんシネマ倶楽部「パディントン2」　《日本語吹替版》
施設利用券　1枚300円 ※3歳以上有料　①10：00　②14：00

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　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　14:00

市民企画公募事業「プロデューサーズ2018」選定事業
歌って踊ろう！『つくしのロックンロール』チキンナゲッツライブ
主催・お問合せ：歌って踊ろう企画委員会TEL090-2391-5603（副島）
大人2,000円　高校生以下500円　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 　※未就学児入場不可　18:00

12/16（日）

1/20（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
講師：篠田謙一氏（国立科学博物館副館長兼人類研究部長）
入場無料　※要入場整理券、電話での取り置き可　10:00

平成30年度歴史講座「ちくし見聞録」
第4回「都市大宰府の成立」
講師：山村信榮氏（太宰府市教育委員会）　入場無料 ※要事前申込　10:00

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
「サンタクロースになった少年」
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　①10:00　②14：00　③18：00

まどかぴあ市民大学　おとなの楽校4時間目　美術から仏教の世界を学ぶ授業　
「蓮華から読み解く仏教美術の見方～インドと日本～」
講師：永田 郁（崇城大学芸術学部美術学科（視覚芸術）教授）
500円　※未就学児入場不可　14：00

12/15（土）

1/19（土）

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15：00まで

※最終日15：00まで
※最終日15：00まで

12/6●～14●金木

12/17●～25●火月
12/10●～21●金月

MOA美術館
太宰府地域
児童作品展

※最終日15：00まで

12/22●～25●土 火

12/2●～7●日 金

天満宮梅上げ行事の
パネル展示

※最終日17：00まで

平成30年度
筑紫地区文化財写真展

※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。

★フラワーサークルT五条

日時：第２～４火曜日（月３回）
       19:00～20:30　
　　　※月１回からOK
場所：いきいき情報センター
会費：1回3,500円（材料費込）

問い合わせ／野口智子
　　　　　　090（4511）7799

の ぐちともこ

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

　初めての方、大歓迎！基礎から楽しく
学べます。資格も取れます。

問い合わせ

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

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。

クリス
タルハ

イトー
ン

ボイス
で贈る

入場無料

いきいき情報センター 太宰府市五条三丁目1番1号　TEL928-5000

フロアコンサート

■全施設の年末年始休館日は「広報だざいふ」12月号でお知らせしています。

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


