
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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　 カルチャー

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/

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〉

写楽会水彩画教室
作品展

つくし お隣りさん情報
※3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

6/30（日）

春日市ふれあい文化センター 春日市大谷6-24 TEL（584）3366

音楽の楽しみ方講座スペシャルライブ
野田愛子･悠子＆イグナツ･リシェツキ コンサート
【全席自由】一般1,000円 ペア1,500円 大学生以下500円
※未就学児は入場できません　14:00　

宗次郎オカリナコンサート～昔むかしの物語を聴かせてよ～
【全席指定】4,000円　※未就学児入場不可　15:30

4/7（日）

4/20（土）

6/22（土）

4/28（日）

6/30（日）

5/26（日）

6/9（日）

4/7（日）

那珂川吹奏楽団　ロビーコンサート
入場無料　13：00

九州シティフィルハーモニー室内合奏団　第1回定期演奏会
全席指定2,000円　ペア3,500円　学生1,000円　18：30

ご存知!ど素人田舎芝居
劇団「やまもも」第32回定期公演 『長屋御医者』
全席自由一般1,000円　13：00

春日市少年少女合唱団 第23回定期演奏会
問合せ先：春日市地域づくり課文化振興担当 TEL092-584-1111（代）
500円　※3才以上有料　14:00

中川晃教コンサート2019
New Wind with the Trio in Early Summer
4,500円　※未就学児入場不可　15：00

九州北部豪雨災害復興支援
鍵盤男子チャリティコンサートinちくしの
主催・お問合せ／（特）ちくしの子ども劇場チャリティコンサート実行委員会
TEL092-925-5630　【全席自由】　一般3,500円　
※未就学児は入場できません　14:00

4/13（土） ふれぶんシネマ倶楽部「ボス・ベイビー」　《日本語吹替版》
施設利用料　1枚300円　10：00　14：00

大野城まどかぴあ 大野城市曙町2-3-1 TEL（586）4000

ティータイムスペシャルコンサートVol.15
「情熱と哀愁の調べ～アルゼンチンタンゴの世界～」
4/18（木）チケット発売開始
800円　※未就学児入場不可　14：00

4/13（土）
シネマランド　「シング・ストリート 未来へのうた」
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

※最終日13：00まで

4/6●～12●金土

4/16●～22●月火

※最終日16:30まで

4/6●～12●金土

春の刺し子装い展

みかさ写遊会
写真展

※最終日16：00まで

イッキーくん

　フラを通して心と体をストレッチ!!
無料体験募集中。初心者大歓迎♡ 

日　時：第1～3金曜日（月3回）
　　　 10:00～11:00
場　所：いきいき情報センター
会　費：月2,600円（教材費込）
問い合わせ／七條志賀子
　　　　　　090（3604）4556　

★フラサークル ナニ フラ

しちじょうし   が   こ

ほん　だ　　　　　　　こ

　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！

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（教材費込）
教材費：500円
問い合わせ／本多たみ子
　　　　　　090（5948）6006　　

★ごじょう歌謡カラオケ木曜教室

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。

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

（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/
事務局　事業課・事業係　TEL080(1705)6793

※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。

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

日　時 ： 4月13日 (土)
　　　　13:30～15:30（受付は14:30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!

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。

はなし

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



古代の技 藍染めたいけん

板締め技法で2本のガーゼを染め、ストールを作
ります。人類最古の染料とも言われ、年数をかけて魅
力が増す『藍』を生活の中に取り入れてみませんか。

日　時
講　師
定　員
受講料
材料費
締　切

6月1日（土）10:00～12:30
田中祥允（染色工芸舎 主宰）
15人
1,000円
1,000円
5月18日(土)必着

ぷち「だざいふ学」入門編

太宰府の歴史スポット、水城跡・大宰府政庁
跡・太宰府天満宮など歴史を知るはじめの一歩
を学芸員がソフトにわかりやすく解説します。

日　時
講　師
定　員
受講料
締　切

6月2日（日）10：00～11：30
髙松麻美(文化ふれあい館)
20人
200円
5月21日（火）必着

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

サークル体験サークル体験

はなみずきクラブ
　パソコン始めてみたいけど自信がない…そんな貴
方はぜひ体験を!!講師がしっかりフォローいたします。

日　時
定　員
材料費
申込・問い合わせ

4月16日（火)　9:45～11:45
10人
無料　※ノートパソコン持参

　　四宮悦子
　　TEL 090-8410-2471

各サークルへ直接問い合せ下さい。
みなさまの参加・見学をおまちしています。

体験・見学可

しの みや　えつ　こ

グラスアート教室
　ガラスやアクリル板に色付きフィルムを貼り、ステンドグ
ラスのようなあなたのオリジナル作品をつくりませんか。

日　時
定　員
申込・問い合わせ

4月18日（木）13:00～15:00
6人
　　牛嶋千惠子
　　TEL 090-5739-6859

体験・見学可

ふれあい木彫りサークル
　木彫りの楽しさを体験してみませんか。金曜の
ひととき続ければ大型の作品も作れます。

日　時
定　員
申込・問い合わせ

5月10日（金)10:00～15:00
5人
　　中垣幸子
　　TEL 092-918-6533

体験・見学可

うし じま  ち    え    こ

材料費 1,000円

材料費 1,000円
なか  がき さち こ

た   なか よし まさ

たか まつ あさ み

未経験でも初歩的なことから安心して学べ、
無形の土からひとつのカタチを作り出す喜び
と、土に向き合い創造する楽しい時間を味わう
ことができます。

日　時

講　師
対　象
定　員
受講料
材料費
締　切

5月11日～6月22日　
第2・4土曜日（全4回）
9：30～12：00
長沼武久（小石原焼窯元・辰巳窯）
初心者～経験者
10人
6,000円
1,000円程度
4月23日(火)必着

～大発見プロジェクト～
太宰府出土品講座　　　
数百年前の土器洗浄と復元の作業を通し、
掘ったばかりの遺物に触ることができます。太
宰府の生の歴史と魅力を知るチャンス！今回特
別に収蔵庫見学もあります。

日　時
講　師
定　員
受講料
締　切

6月4日(火) 10:00～12:30
宮崎亮一（文化財課技師）　　　　　　
14人
500円
5月21日（火）必着

みや ざきりょういち

なが ぬまたけ ひさ

アミノ酸や酵素などの栄養価に優れた調味
料をかんたんに作ります。ひしおを毎日ス
プーン一杯頂くだけで身体の中から綺麗に
なります。

日　時

講　師

定　員
受講料
材料費
締　切

5月14日（火）
10:00～12:00
上田利花
（腸美人コンシェルジュプロ）

20人
1,000円
500円
4月23日（火）必着

うえ だ     り     か

～華やかに香るインテリア～
キャンドルサシェ作り

～気軽にはじめる～
陶芸（春編）

オブジェでありながら香りにも癒やされるワ
ンランク上のギフトを作りましょう。大きさは手
の平サイズ。色、香り、飾りは好みで選べます。

日　時

講　師
定　員
受講料
材料費
締　切

日　時
講　師
定　員
受講料
材料費
締　切

5月21日(火) 
10:00～12:00
江崎幸子（キャンドルマイスター）
20人
1,000円
600円
5月8日（水）必着

え　ざき さち こ

美味しく香るハーブ美ネガー
自家製フレッシュハーブの香りと薬効が

ぎゅっと詰まったハーブ酢を作ります。見た目も
美しく、美容･料理･掃除など様々なアレンジ方
法を楽しく学びましょう。

5月28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
5月14日（火）必着
※3種類のハーブから選べます。

な　 ぎ    の    あ    き

〈前回初受講者の作品例〉

〈作品例〉

発酵調味料
～ひしお作り～

2 1



古代の技 藍染めたいけん

板締め技法で2本のガーゼを染め、ストールを作
ります。人類最古の染料とも言われ、年数をかけて魅
力が増す『藍』を生活の中に取り入れてみませんか。

日　時
講　師
定　員
受講料
材料費
締　切

6月1日（土）10:00～12:30
田中祥允（染色工芸舎 主宰）
15人
1,000円
1,000円
5月18日(土)必着

ぷち「だざいふ学」入門編

太宰府の歴史スポット、水城跡・大宰府政庁
跡・太宰府天満宮など歴史を知るはじめの一歩
を学芸員がソフトにわかりやすく解説します。

日　時
講　師
定　員
受講料
締　切

6月2日（日）10：00～11：30
髙松麻美(文化ふれあい館)
20人
200円
5月21日（火）必着

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

サークル体験サークル体験

はなみずきクラブ
　パソコン始めてみたいけど自信がない…そんな貴
方はぜひ体験を!!講師がしっかりフォローいたします。

日　時
定　員
材料費
申込・問い合わせ

4月16日（火)　9:45～11:45
10人
無料　※ノートパソコン持参

　　四宮悦子
　　TEL 090-8410-2471

各サークルへ直接問い合せ下さい。
みなさまの参加・見学をおまちしています。

体験・見学可

しの みや　えつ　こ

グラスアート教室
　ガラスやアクリル板に色付きフィルムを貼り、ステンドグ
ラスのようなあなたのオリジナル作品をつくりませんか。

日　時
定　員
申込・問い合わせ

4月18日（木）13:00～15:00
6人
　　牛嶋千惠子
　　TEL 090-5739-6859

体験・見学可

ふれあい木彫りサークル
　木彫りの楽しさを体験してみませんか。金曜の
ひととき続ければ大型の作品も作れます。

日　時
定　員
申込・問い合わせ

5月10日（金)10:00～15:00
5人
　　中垣幸子
　　TEL 092-918-6533

体験・見学可

うし じま  ち    え    こ

材料費 1,000円

材料費 1,000円
なか  がき さち こ

た   なか よし まさ

たか まつ あさ み

未経験でも初歩的なことから安心して学べ、
無形の土からひとつのカタチを作り出す喜び
と、土に向き合い創造する楽しい時間を味わう
ことができます。

日　時

講　師
対　象
定　員
受講料
材料費
締　切

5月11日～6月22日　
第2・4土曜日（全4回）
9：30～12：00
長沼武久（小石原焼窯元・辰巳窯）
初心者～経験者
10人
6,000円
1,000円程度
4月23日(火)必着

～大発見プロジェクト～
太宰府出土品講座　　　
数百年前の土器洗浄と復元の作業を通し、
掘ったばかりの遺物に触ることができます。太
宰府の生の歴史と魅力を知るチャンス！今回特
別に収蔵庫見学もあります。

日　時
講　師
定　員
受講料
締　切

6月4日(火) 10:00～12:30
宮崎亮一（文化財課技師）　　　　　　
14人
500円
5月21日（火）必着

みや ざきりょういち

なが ぬまたけ ひさ

アミノ酸や酵素などの栄養価に優れた調味
料をかんたんに作ります。ひしおを毎日ス
プーン一杯頂くだけで身体の中から綺麗に
なります。

日　時

講　師

定　員
受講料
材料費
締　切

5月14日（火）
10:00～12:00
上田利花
（腸美人コンシェルジュプロ）

20人
1,000円
500円
4月23日（火）必着

うえ だ     り     か

～華やかに香るインテリア～
キャンドルサシェ作り

～気軽にはじめる～
陶芸（春編）

オブジェでありながら香りにも癒やされるワ
ンランク上のギフトを作りましょう。大きさは手
の平サイズ。色、香り、飾りは好みで選べます。

日　時

講　師
定　員
受講料
材料費
締　切

日　時
講　師
定　員
受講料
材料費
締　切

5月21日(火) 
10:00～12:00
江崎幸子（キャンドルマイスター）
20人
1,000円
600円
5月8日（水）必着

え　ざき さち こ

美味しく香るハーブ美ネガー
自家製フレッシュハーブの香りと薬効が

ぎゅっと詰まったハーブ酢を作ります。見た目も
美しく、美容･料理･掃除など様々なアレンジ方
法を楽しく学びましょう。

5月28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
5月14日（火）必着
※3種類のハーブから選べます。

な　 ぎ    の    あ    き

〈前回初受講者の作品例〉

〈作品例〉

発酵調味料
～ひしお作り～

2 1



3

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

昭和に活躍した小説家・松本清張の初期
作品に「断碑」という短編小説があります。ミステリー作家と
して知られる清張ですが、初期には不遇な人間の孤独と
執念を描いた作品が多くあり、この「断碑」もまたそうした
作品の一つです。32歳の若さで亡くなった考古学界の鬼
才・森本六爾をモデルにその生涯が悲劇的に描かれてお
り、六爾だけでなく周辺の人々に至るまでが作中に登場す
るものの、それらの人々が作品発表当時存命であったこと
に配慮したためか、イニシャルや別名が使われています。
そんな登場人物の一人を国分出身の言語学者・中島利一
郎がモデルであるとする説があります。六爾夫人は利一郎
の親戚であり、その事実と作品とを照らし合わせると、作
中人物「小山貞輔」は利一郎だと言えます。
利一郎が関わり、現在でも私たちの身近に存在するもの

として、国分寺境内に建つ「聖武帝勅建筑前国分寺碑」があ
ります。この石碑の裏面には国分寺の創建由来やその規模
が立派であったことなどが刻まれていますが、これは利一
郎が綴った文章です。この碑の拓本は４月２日からの企画
展示「碑帖辿歴―拓本で紡ぐ史跡のかたち」で展示をしま
すので、ぜひご覧下さい。                  学芸員　髙松麻美

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
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文化ふれあい館から筑前国分寺、水城跡ま
での史跡・文化遺産をめぐります。いにしえの史
跡やまちかどに隠れた歴史スポットなど、まと
めてご紹介します。

日　時
講　師
定　員
受講料
締　切

5月12日（日）10:00～12:00
重松敏彦（文化ふれあい館）
20人
800円
4月25日（木）必着

第1回歴史の散歩道を歩く　
筑前国分寺・水城編

太宰府学講座

4月・5月に九州プロレスのメンバーが、
市内施設(10箇所)を訪問し、レスラーの話や

パフォーマンスを披露します。
当日はリング上で「ちびっこプロレス体験教室」

を開催します。 中島利一郎と松本清張「断碑」
なか   しま     り    いち    ろう まつ   もと    せい ちょう

日　時
出　演

曲　目

4月13日（土）14:00～15:00
太宰陽子（歌とハープ）
太宰敏雄（インド太鼓）
月ノ祈リ、さくら、
ルピカの星、
空から贈り物 ほか
※曲目は変更する場合があります。

4月13日（土）14:00～15:00
太宰陽子（歌とハープ）
太宰敏雄（インド太鼓）
月ノ祈リ、さくら、
ルピカの星、
空から贈り物 ほか
※曲目は変更する場合があります。

〈イベント情報〉

　穏やかな春の午後、澄み渡る歌声と心地
良い演奏が織りなす音色。感動的な出会いで
日頃の喧噪を忘れる癒やしのひとときを過
ごしませんか。

～澄み渡る音色～チェレステ楽団　 入場無料

だ   ざい  よう    こ

だ   ざい  とし   お

しげ　まつ   とし   ひこ

観世音寺には、大正3年に詠まれた長塚節の
歌碑があります。明治45年に太宰府を初訪し、
同寺に魅せられた節の病床日誌や書簡を見て、
彼の歌を鑑賞します。

日　時
演　題

講　師
定　員
受講料
締　切

5月18日（土）13:30～15:30
太宰府と文学―観世音寺の
長塚節碑のことなど
赤塚睦男（元筑紫女学園大学教授）
70人
500円
5月6日（月・祝）必着

第1回テーマ講座
なが つか たかし

あか  つか  むつ   お

　手足の動かし方やスタートなど、かけっこの基本を学びます。

日　時

場　所

5月12日（日）
小学1～2年生クラス　  9:30～10:30
小学3～4年生クラス　11:00～12:00

体育センター（太宰府市白川2番1号）

河村茂（スポーツトレーナー）
各30人
一人500円
4月24日（水）必着

小学生かけっこ教室

※兄弟でお申し込みの場合のみ、連名での記入可。

講　師
定　員
受講料
締　切
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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。

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。

（公財）太宰府市文化スポーツ振興財団事務局

本公演は、入場無料・観覧自由 です。

史跡のまちのスポーツ体験

入場者数によっては、立ち見および入場をお断りする場合があります。
★ご来場の際は、公共交通機関をご利用ください。
★車椅子でご来場の方は、事前にお問い合わせください。

【お知らせ】
平成31年度 文化スポーツ振興事業

34

【プロフィール】
・チェレステ（イタリア語で天空）。空からの恵みや
小さな幸せを紡ぎ、心温まる出会いを求めて、全
国各地夫婦で演奏の旅を続けている。

・ミュージカル女優出身の太宰陽子と北インド古典
音楽家プレーマダーサ・へーコダ師に師事した
太宰敏雄のタブラで構成。
　CD/紙デザイン/映像なども二人で制作。
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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

昭和に活躍した小説家・松本清張の初期
作品に「断碑」という短編小説があります。ミステリー作家と
して知られる清張ですが、初期には不遇な人間の孤独と
執念を描いた作品が多くあり、この「断碑」もまたそうした
作品の一つです。32歳の若さで亡くなった考古学界の鬼
才・森本六爾をモデルにその生涯が悲劇的に描かれてお
り、六爾だけでなく周辺の人々に至るまでが作中に登場す
るものの、それらの人々が作品発表当時存命であったこと
に配慮したためか、イニシャルや別名が使われています。
そんな登場人物の一人を国分出身の言語学者・中島利一
郎がモデルであるとする説があります。六爾夫人は利一郎
の親戚であり、その事実と作品とを照らし合わせると、作
中人物「小山貞輔」は利一郎だと言えます。
利一郎が関わり、現在でも私たちの身近に存在するもの

として、国分寺境内に建つ「聖武帝勅建筑前国分寺碑」があ
ります。この石碑の裏面には国分寺の創建由来やその規模
が立派であったことなどが刻まれていますが、これは利一
郎が綴った文章です。この碑の拓本は４月２日からの企画
展示「碑帖辿歴―拓本で紡ぐ史跡のかたち」で展示をしま
すので、ぜひご覧下さい。                  学芸員　髙松麻美

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
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文化ふれあい館から筑前国分寺、水城跡ま
での史跡・文化遺産をめぐります。いにしえの史
跡やまちかどに隠れた歴史スポットなど、まと
めてご紹介します。

日　時
講　師
定　員
受講料
締　切

5月12日（日）10:00～12:00
重松敏彦（文化ふれあい館）
20人
800円
4月25日（木）必着

第1回歴史の散歩道を歩く　
筑前国分寺・水城編

太宰府学講座

4月・5月に九州プロレスのメンバーが、
市内施設(10箇所)を訪問し、レスラーの話や

パフォーマンスを披露します。
当日はリング上で「ちびっこプロレス体験教室」

を開催します。 中島利一郎と松本清張「断碑」
なか   しま     り    いち    ろう まつ   もと    せい ちょう

日　時
出　演

曲　目

4月13日（土）14:00～15:00
太宰陽子（歌とハープ）
太宰敏雄（インド太鼓）
月ノ祈リ、さくら、
ルピカの星、
空から贈り物 ほか
※曲目は変更する場合があります。

4月13日（土）14:00～15:00
太宰陽子（歌とハープ）
太宰敏雄（インド太鼓）
月ノ祈リ、さくら、
ルピカの星、
空から贈り物 ほか
※曲目は変更する場合があります。

〈イベント情報〉

　穏やかな春の午後、澄み渡る歌声と心地
良い演奏が織りなす音色。感動的な出会いで
日頃の喧噪を忘れる癒やしのひとときを過
ごしませんか。

～澄み渡る音色～チェレステ楽団　 入場無料
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観世音寺には、大正3年に詠まれた長塚節の
歌碑があります。明治45年に太宰府を初訪し、
同寺に魅せられた節の病床日誌や書簡を見て、
彼の歌を鑑賞します。

日　時
演　題

講　師
定　員
受講料
締　切

5月18日（土）13:30～15:30
太宰府と文学―観世音寺の
長塚節碑のことなど
赤塚睦男（元筑紫女学園大学教授）
70人
500円
5月6日（月・祝）必着

第1回テーマ講座
なが つか たかし

あか  つか  むつ   お

　手足の動かし方やスタートなど、かけっこの基本を学びます。

日　時

場　所

5月12日（日）
小学1～2年生クラス　  9:30～10:30
小学3～4年生クラス　11:00～12:00

体育センター（太宰府市白川2番1号）

河村茂（スポーツトレーナー）
各30人
一人500円
4月24日（水）必着

小学生かけっこ教室

※兄弟でお申し込みの場合のみ、連名での記入可。
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定　員
受講料
締　切
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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。

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。

（公財）太宰府市文化スポーツ振興財団事務局

本公演は、入場無料・観覧自由 です。

史跡のまちのスポーツ体験

入場者数によっては、立ち見および入場をお断りする場合があります。
★ご来場の際は、公共交通機関をご利用ください。
★車椅子でご来場の方は、事前にお問い合わせください。

【お知らせ】
平成31年度 文化スポーツ振興事業
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【プロフィール】
・チェレステ（イタリア語で天空）。空からの恵みや
小さな幸せを紡ぎ、心温まる出会いを求めて、全
国各地夫婦で演奏の旅を続けている。

・ミュージカル女優出身の太宰陽子と北インド古典
音楽家プレーマダーサ・へーコダ師に師事した
太宰敏雄のタブラで構成。
　CD/紙デザイン/映像なども二人で制作。



託児 託児

託児

日　時

講　師

定　員
受講料
締　切

薬膳料理～家族のための春養生 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://dazaifu-info.or.jp/

TEL（928）5000申込先

　好きな歌がうまく歌えたらもっと楽しい！声
量をアップして歌いたい歌を自由に歌える力を
つけます。

日　時

講　師

定　員
受講料
材料費
メニュー

締　切

　梅雨の体に備えて、胃腸の働きや体の代謝
を助ける食材で薬膳料理を作ります。大切なこ
の時期の食べ物、養生の大切さを、おいしい料
理とともに学びます。

5月8・15・22日、6月5・19日、
7月10・17日（水）（全7回）
10:30～12:00
由夏-Yuka
（ボーカリスト、シンガーソングライター）

12人
8,000円
4月23日（火）必着

カギ針で編む初夏のベスト

手作りのアロマレシピ

　初夏にピッタリなベストを編みます。長さや大
きさなど自分仕様に仕上げましょう。糸の色は3
色から選べます。

5月14日～7月2日　
第1・3火曜日（全5回）
※5月は第2・3火曜日　
10：00～12：00 
宮嵜壽子（日本手芸普及協会 師範）
長編みが出来る人
12人
5,000円
5,400円
4月23日（火）必着

日　時

講　師
対　象
定　員
受講料
材料費
締　切

　アロマオイルやハーブなどの自然素材を使っ
て、肌にやさしく安心して使える、キッチンソー
プとバスボムを作ります。重曹とクエン酸を使っ
た生活に役立つ活用法も学びます。

5月 9日（木）：キッチンソープ
6月13日（木）：バスボム
（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
2,000円
4月23日（火）必着
海神商店

日　時

講　師

定　員
受講料
材料費
締　切
協　賛

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

託児

　９つのタイプに分類した性格分類学で、自分
本来の性格や思考・行動パターンを知り、人間
関係をより楽に、仕事や人生の方向性を見つ
けましょう。

ハッピー・ボイストレーニング入門
～はじめての人でも、いきいき・楽しく・健康に～　

う   つ  はら  ち   よ   み

日　時

講　師

定　員
受講料
締　切

5月31日（金）
10:00～16:00（休憩含）

山田琳子
（日本ｴﾆｱｸ ﾗ゙ﾑ学会認定ﾌｧｼﾘﾃｰﾀｰ）

20人
2,500円
5月17日（金）必着

やま  だ  りん  こ

あんどう　さ　ち　 こ

わたつみしょうてん

美と健康のための歩き方

　美しく歩くことは、姿勢の矯正に必要な筋肉
を鍛え身体のゆがみを整えます。常によい姿勢
を意識し、基礎代謝が活発な健康な身体を目指
しましょう。

5月13日～平成32年3月23日　 
毎週月曜日（全27回）※8月・12月は休講
19:00～21:00
西村瑞穂(モデル・ウォーキング講師)　
女性        　　　　　　　　
15人
9,000円×3回（分納）
4月25日（木）必着

日　時

講　師
対　象
定　員
受講料
締　切

にし むら みず ほ

（見本展示中）

※ラメ入り紺系（写真見本）・ブルーグレー系・ベージュ系

みやざき かず こ

託児苔だま作り
　観葉植物の苔だまと、プラントハンガー(フェルト製)
を作ります。窓辺に置いたり、吊るして飾ることが出
来ます。部屋をお気に入りの植物で彩ってみませんか。

5月23日（木）10:30～12:00
國分豊（寄せ植えマイスター）
10人
500円
5月9日（木）必着
（株）グッデイ

日　時
講　師
定　員
受講料
締　切
協　力

託児簡単ナチュラルソーイング（春から夏へ）
　リネンやコットン素材で着心地の良い服や小
物を作りませんか。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。

5月15日～8月7日
第1･3水曜日（全6回） 
10:00～12:00
太田まゆみ　        　　　　　　　　
10人
6,000円
月2,000円程度
4月25日（木）必着

日　時

講　師
定　員
受講料
材料費
締　切

＜作品例＞
初回：ギャルソンエプロン

＜作品例＞

〈素数〉　　　　 　〈夕日〉

おお  た

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

5月20日（月）10:00～13:00
龍石修
10人
500円
3,900円
5月7日（火）必着

日　時
講　師
定　員
受講料
材料費
締　切

たついしおさむ

こく  ぶ ゆたか

託児ピカピカ長持ち、靴磨き
　「靴」は第一印象を決定づける重要なポイント
です。簡単に長く輝きが続く「革靴」の正しい磨き
方やお手入れ方法を学びませんか。

5月25日（土）10:30～12:30 
岡元直哉
小学5年生～大人
（小学生は保護者同伴）

15人
800円
5月11日（土）必着

日　時
講　師
対　象

定　員
受講料
締　切

おかもと なお や

託児一眼レフカメラを楽しもう
　動いている被写体、室内写真や夜景など、カメ
ラの基礎から人目を惹く構図、撮影テクニック
までプロの手法を学びます。
※屋外撮影があります。

5月27日～11月11日　
第2・4月曜日（全12回）
10：30～12：00
小原大典（プロカメラマン）
デジタル一眼レフカメラを持っている人
12人
6,000円×2回（分納）
5月13日（月）必着

日　時

講　師
対　象
定　員
受講料
締　切

お ばる だい すけ

※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。

材料費  1,800円

材料費  300円

5月30日（木）
10:00～13:00
宇津原知世美
（国際中医師）

20人　
1,000円
1,200円
トマトと雑穀米の牛丼
大豆の陳皮入り具だくさんコロッケ
空豆とえんどう豆のポタージュ
新ごぼうの山 子酢蒸し焼き
夏みかんのミントゼリー
菊花とケツメイシのお茶
5月16日（木）必着

自己成長のためのエニアグラム
（性格分類学）

※パターンを｢素数｣か｢夕日｣から選んで申し込んでください。
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託児 託児

託児

日　時

講　師

定　員
受講料
締　切

薬膳料理～家族のための春養生 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://dazaifu-info.or.jp/

TEL（928）5000申込先

　好きな歌がうまく歌えたらもっと楽しい！声
量をアップして歌いたい歌を自由に歌える力を
つけます。

日　時

講　師

定　員
受講料
材料費
メニュー

締　切

　梅雨の体に備えて、胃腸の働きや体の代謝
を助ける食材で薬膳料理を作ります。大切なこ
の時期の食べ物、養生の大切さを、おいしい料
理とともに学びます。

5月8・15・22日、6月5・19日、
7月10・17日（水）（全7回）
10:30～12:00
由夏-Yuka
（ボーカリスト、シンガーソングライター）

12人
8,000円
4月23日（火）必着

カギ針で編む初夏のベスト

手作りのアロマレシピ

　初夏にピッタリなベストを編みます。長さや大
きさなど自分仕様に仕上げましょう。糸の色は3
色から選べます。

5月14日～7月2日　
第1・3火曜日（全5回）
※5月は第2・3火曜日　
10：00～12：00 
宮嵜壽子（日本手芸普及協会 師範）
長編みが出来る人
12人
5,000円
5,400円
4月23日（火）必着

日　時

講　師
対　象
定　員
受講料
材料費
締　切

　アロマオイルやハーブなどの自然素材を使っ
て、肌にやさしく安心して使える、キッチンソー
プとバスボムを作ります。重曹とクエン酸を使っ
た生活に役立つ活用法も学びます。

5月 9日（木）：キッチンソープ
6月13日（木）：バスボム
（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
2,000円
4月23日（火）必着
海神商店

日　時

講　師

定　員
受講料
材料費
締　切
協　賛

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

託児

　９つのタイプに分類した性格分類学で、自分
本来の性格や思考・行動パターンを知り、人間
関係をより楽に、仕事や人生の方向性を見つ
けましょう。

ハッピー・ボイストレーニング入門
～はじめての人でも、いきいき・楽しく・健康に～　

う   つ  はら  ち   よ   み

日　時

講　師

定　員
受講料
締　切

5月31日（金）
10:00～16:00（休憩含）

山田琳子
（日本ｴﾆｱｸ ﾗ゙ﾑ学会認定ﾌｧｼﾘﾃｰﾀｰ）

20人
2,500円
5月17日（金）必着

やま  だ  りん  こ

あんどう　さ　ち　 こ

わたつみしょうてん

美と健康のための歩き方

　美しく歩くことは、姿勢の矯正に必要な筋肉
を鍛え身体のゆがみを整えます。常によい姿勢
を意識し、基礎代謝が活発な健康な身体を目指
しましょう。

5月13日～平成32年3月23日　 
毎週月曜日（全27回）※8月・12月は休講
19:00～21:00
西村瑞穂(モデル・ウォーキング講師)　
女性        　　　　　　　　
15人
9,000円×3回（分納）
4月25日（木）必着

日　時

講　師
対　象
定　員
受講料
締　切

にし むら みず ほ

（見本展示中）

※ラメ入り紺系（写真見本）・ブルーグレー系・ベージュ系

みやざき かず こ

託児苔だま作り
　観葉植物の苔だまと、プラントハンガー(フェルト製)
を作ります。窓辺に置いたり、吊るして飾ることが出
来ます。部屋をお気に入りの植物で彩ってみませんか。

5月23日（木）10:30～12:00
國分豊（寄せ植えマイスター）
10人
500円
5月9日（木）必着
（株）グッデイ

日　時
講　師
定　員
受講料
締　切
協　力

託児簡単ナチュラルソーイング（春から夏へ）
　リネンやコットン素材で着心地の良い服や小
物を作りませんか。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。

5月15日～8月7日
第1･3水曜日（全6回） 
10:00～12:00
太田まゆみ　        　　　　　　　　
10人
6,000円
月2,000円程度
4月25日（木）必着

日　時

講　師
定　員
受講料
材料費
締　切

＜作品例＞
初回：ギャルソンエプロン

＜作品例＞

〈素数〉　　　　 　〈夕日〉

おお  た

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

5月20日（月）10:00～13:00
龍石修
10人
500円
3,900円
5月7日（火）必着

日　時
講　師
定　員
受講料
材料費
締　切

たついしおさむ

こく  ぶ ゆたか

託児ピカピカ長持ち、靴磨き
　「靴」は第一印象を決定づける重要なポイント
です。簡単に長く輝きが続く「革靴」の正しい磨き
方やお手入れ方法を学びませんか。

5月25日（土）10:30～12:30 
岡元直哉
小学5年生～大人
（小学生は保護者同伴）

15人
800円
5月11日（土）必着

日　時
講　師
対　象

定　員
受講料
締　切

おかもと なお や

託児一眼レフカメラを楽しもう
　動いている被写体、室内写真や夜景など、カメ
ラの基礎から人目を惹く構図、撮影テクニック
までプロの手法を学びます。
※屋外撮影があります。

5月27日～11月11日　
第2・4月曜日（全12回）
10：30～12：00
小原大典（プロカメラマン）
デジタル一眼レフカメラを持っている人
12人
6,000円×2回（分納）
5月13日（月）必着

日　時

講　師
対　象
定　員
受講料
締　切

お ばる だい すけ

※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。

材料費  1,800円

材料費  300円

5月30日（木）
10:00～13:00
宇津原知世美
（国際中医師）

20人　
1,000円
1,200円
トマトと雑穀米の牛丼
大豆の陳皮入り具だくさんコロッケ
空豆とえんどう豆のポタージュ
新ごぼうの山 子酢蒸し焼き
夏みかんのミントゼリー
菊花とケツメイシのお茶
5月16日（木）必着

自己成長のためのエニアグラム
（性格分類学）

※パターンを｢素数｣か｢夕日｣から選んで申し込んでください。
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ミリカローデン那珂川 那珂川市仲2-5-1 TEL（954）2211

Sports & Culture

2019
4スポーツ&

　 カルチャー
スポーツ&
　 カルチャー

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/

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〉

写楽会水彩画教室
作品展

つくし お隣りさん情報
※3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

6/30（日）

春日市ふれあい文化センター 春日市大谷6-24 TEL（584）3366

音楽の楽しみ方講座スペシャルライブ
野田愛子･悠子＆イグナツ･リシェツキ コンサート
【全席自由】一般1,000円 ペア1,500円 大学生以下500円
※未就学児は入場できません　14:00　

宗次郎オカリナコンサート～昔むかしの物語を聴かせてよ～
【全席指定】4,000円　※未就学児入場不可　15:30

4/7（日）

4/20（土）

6/22（土）

4/28（日）

6/30（日）

5/26（日）

6/9（日）

4/7（日）

那珂川吹奏楽団　ロビーコンサート
入場無料　13：00

九州シティフィルハーモニー室内合奏団　第1回定期演奏会
全席指定2,000円　ペア3,500円　学生1,000円　18：30

ご存知!ど素人田舎芝居
劇団「やまもも」第32回定期公演 『長屋御医者』
全席自由一般1,000円　13：00

春日市少年少女合唱団 第23回定期演奏会
問合せ先：春日市地域づくり課文化振興担当 TEL092-584-1111（代）
500円　※3才以上有料　14:00

中川晃教コンサート2019
New Wind with the Trio in Early Summer
4,500円　※未就学児入場不可　15：00

九州北部豪雨災害復興支援
鍵盤男子チャリティコンサートinちくしの
主催・お問合せ／（特）ちくしの子ども劇場チャリティコンサート実行委員会
TEL092-925-5630　【全席自由】　一般3,500円　
※未就学児は入場できません　14:00

4/13（土） ふれぶんシネマ倶楽部「ボス・ベイビー」　《日本語吹替版》
施設利用料　1枚300円　10：00　14：00

大野城まどかぴあ 大野城市曙町2-3-1 TEL（586）4000

ティータイムスペシャルコンサートVol.15
「情熱と哀愁の調べ～アルゼンチンタンゴの世界～」
4/18（木）チケット発売開始
800円　※未就学児入場不可　14：00

4/13（土）
シネマランド　「シング・ストリート 未来へのうた」
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

※最終日13：00まで

4/6●～12●金土

4/16●～22●月火

※最終日16:30まで

4/6●～12●金土

春の刺し子装い展

みかさ写遊会
写真展

※最終日16：00まで

イッキーくん

　フラを通して心と体をストレッチ!!
無料体験募集中。初心者大歓迎♡ 

日　時：第1～3金曜日（月3回）
　　　 10:00～11:00
場　所：いきいき情報センター
会　費：月2,600円（教材費込）
問い合わせ／七條志賀子
　　　　　　090（3604）4556　

★フラサークル ナニ フラ

しちじょうし   が   こ

ほん　だ　　　　　　　こ

　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！

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（教材費込）
教材費：500円
問い合わせ／本多たみ子
　　　　　　090（5948）6006　　

★ごじょう歌謡カラオケ木曜教室

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。

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

（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/
事務局　事業課・事業係　TEL080(1705)6793

※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。

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

日　時 ： 4月13日 (土)
　　　　13:30～15:30（受付は14:30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!

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。

はなし

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


