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　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。

こだわりの味噌づくり～寒仕込み～

12月12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28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。

日 時

講 師

定　 員

受講料

材料費
締 切

　アロマ講座２回目はアロマの素晴らしさとそ
の魅力についてお話をして頂きます。ウィルス
感染で広がるインフルエンザ予防のスプレー
を作ります。

身体にいいアロマ生活
～インフルエンザ対策編～

12月19日（木）10:00～12:00

上田利花(ｾﾗﾋﾟｽﾄ)

20人

1,000円

500円

12月5日（木)必着

日 時

講 師

定　 員

受講料

材料費

締 切

10月8日（火）～12月8日（日）会　期 

〈太宰府歴史トピック展示〉※エントランスホールの一角で行うミニ展示

　新元号「令和」は、大宰府の長官・大伴旅人邸での「梅
花の宴」にちなむものです。諸説あ
る旅人邸推定地出土の遺物を紹介
します。

新元号「令和」と大宰府 入場無料

入場無料

〈イベント情報〉

　晩秋のひととき、マリンバの澄んだ音色と、

楽器の構造を知って親しむコンサートです。
※マリンバを弾いてみる体験があります。楽器を分解して解説をします。

楽器を知るコンサート
＜マリンバ編＞

日　時

出　演

曲　目

11月23日（土・祝）

14:00～15:00

吉﨑りえ(ﾏﾘﾝﾊﾞ)

辻圭代(ﾋﾟｱﾉ）
おもちゃの兵隊の行進

マリンバとピアノのための「わらべ歌春秋」

犬のおまわりさんニューシネマパラダイス、

情熱大陸　他　＊曲目は、変更することもあります。

第50回筑紫美術協会展開催記念
だざいふ子ども絵画展

入場無料

　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「わたしのまちの好きなところ」。
11月17日(日)には入賞者の表彰式もおこないます。

11月12日(火)～12月8日(日)
筑紫美術協会
文化ふれあい館

会　期 
主　催

　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

活動場所

活動内容

応募方法

問い合わせ

おたすけまん募集中!!

12月21日（土）13:30～15:30

太宰府を訪れた近代作家

－漱石・虚子・節

髙松麻美（文化ふれあい館）

50人

200円

12月７日（土）必着

日 時

演 　 題

講 師

定 員

受講料

締 切

　近代に活躍した３人の作家、夏目漱石・高

浜虚子・長塚節をとりあげ、太宰府との関わ

りに迫ります。また作品を通して、この地が

彼らの目にどう映ったか見ていきます。

第４回専門職員が語る

太宰府学講座

文化ふれあい館 学習支援ボランティア

いの うえ

うえ  だ　　 り　　か

よし ざき

つじ たま  よ

た か  ま つ  あ さ 　 み

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



（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

12月14日(土)

10:00～13:00

木和幸子

20人

1,000円

1,500円

•黒豆のぶどう煮

•数の子の柚子胡椒和え

•ｽﾓｰｸｻｰﾓﾝのｸﾘｰﾑﾁｰｽﾞ巻き　ほか

11月30日(土)必着

日 時

講 師

定　 員

受講料

材料費

メ ニ ュ ー

締 切

　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。

簡単・本格おせち料理 託児

〈前年度のおせち料理〉

※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 の外以市府宰太（。すまきでみ込し申もらか

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

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。

（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  TEL 080（1705）6793

「正しいラジオ体操」

無料巡回 開催中！

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

　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）まで問い合わ

せてください。

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。 

１１月１２日～２５日「女性に対する暴力をなくす運動」

き　　わ　 さち  こ

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



12月14日（土）10:00～13:00

龍石修

10人

500円

5,000円から
※光源が必要な人は別途1,500円

11月29日（金）必着

日 時

講 師

定　 員

受講料

材料費

締 切

　糸島で大切に育てられたひょうたんは皮の

厚みが薄く、光を程よく通します。簡単な工

具などで穴を開け、味わいのあるランプ

シェードを作ります。
※ひょうたんの大きさにより材料費が異なります。

ひょうたんランプ作り 託児

12月17日（火）10:30～12:00

吉原育夫

10人

800円

2,500円

12月3日（火）必着

有限会社　花咲

日 時

講 師

定　 員

受講料

材料費

締 切

協 　 賛

　モミの枝やスギ、ユーカリなど季節のフレッ

シュグリーンと木の実を使い、ドライになる

までの色の変化が楽しめる、爽やかな香りの

クリスマスリースを作ります。

フレッシュグリーンのリースづくり 託児

12月22日（日）13:00～16:00

中村千枝

保護者と子ども
※小学生以上

12組

1組1,200円

1組1,300円（箱代込み）

※１組2～4人可。全参加者の氏名･年齢(学年)を

　 明記のうえ申し込む。

11月17日（日）必着

日 時

講 師

対 　 象

定　 員

受講料

材料費

締 切

　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！

親子でクリスマスケーキを作ろう！ 託児

12月9日（月）13:30～15:00

青柳恵奈 (素肌美師)

12人

1,200円

11月25日（月）必着

日 時

講 師

定　 員

受講料

締 切

　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。

顔ヨガ(表情筋エクササイズ)　託児

12月11日（水）10:00～12:00

大澤真由美（ﾌﾗﾜｰｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ）

15人　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

1,000円

1,600円

11月28日（木）必着

日 時

講 師

定　 員

受講料

材料費

締 切

　貝細工やラグラス、ニゲラの実などのドラ

イフラワーを使用したオリジナルのお正月飾

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(さち)を願いましょう。

華やかにお正月飾り 託児

12月14日（土）10:00～12:00

三宅淳司（ｶﾌｪｵｰﾅｰ）

20人

700円

1,200円

11月30日（土）必着

Morrow 珈琲

日 時

講 師

定　 員

受講料

材料費

締 切

協 　 賛

　豆の違いや味の特徴、ハンドドリップでの美

味しい淹れ方を学び、飲み比べながら自分好

みの配合のブレンドコーヒーを作ります。
※自分で配合したコーヒー豆100gとお菓子付き

オリジナルブレンドを作ろう 託児

日　時

場　所
診察代

 ：

：
：

11月9日 (土)
13:30～15:30（受付は14:30まで）
いきいき情報センター 202号室
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。

〈前年度のケーキ〉

〈直径約25cm〉

たつ いし おさむ

よし はら いく  お

なか むら　 ち　　え

あお やぎ　 え　　な

おお さわ　ま　　ゆ　　み

 み　 やけ あつ　し

モ ロ ー

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



(公財)太宰府市文化スポーツ振興財団事務局
〒818-0125 太宰府市五条三丁目1番1号

事業係　TEL080（1705）6793

問い合わせ

令和元年度(公財)太宰府市文化スポーツ振興財団 文化スポーツ振興事業

　9月4日（水）・5日（木）の2日間、国内外で活躍するトンボーン奏者の加藤直明さん・ピアニストの城綾乃

さんが太宰府を訪れ、“本物の音”をお届けするアウトリーチ＆インリーチを開催しました。

　どこからともなく聴こえるトロンボーンの音。ホールでは客席から登場し、文化ふれあい館では展示室か

ら登場するなど会場を生かした音をつくり、45分間のアクティビティがスタートしました。トロンボーンの

歴史や仕組み、音の出し方を軽快なトークで分かりやすく、ピアノの中を覗いたり弦に触れてみたり普段

できない体験・作曲家の話や曲の経緯などクラシックに接する機会のない方でもワクワクするような特別

プログラムで開催されました。各回違うプログラムでしたが、最後は、加藤さんが着ていた衣装の話（震

災で被災した着物をボランティアの方々が洗い、縫製したリメイク衣装）と、伸びやかなトロンボーンの音

色で『花が咲く』を演奏し締めくくりました。アーティストがつくりだす音楽の世界へ引き込まれた特別なプ

ログラムに、参加者からは「目の前で見ることができて感激した」「話が分かりやすく、初心者でも演奏が

より楽しく思えた」「ミニコンサートのようでそうではない。アーティストの思いが伝わってきて感動した」

などのご感想をいただきました。

＊次回は、令和２年１月２４日（金）午前中に太宰府館まほろばホールで開催予定です。（出演／加藤直明・中川賢一）

海外でも活躍する演奏家が市民のみなさまのところへ直接出向いて本物の音楽を届ける(アウトリーチ)事業とホー

ルでのコンサート～本格だけど、気軽なクラシック～を開催しています。（アウトリーチは、演奏家の息づかいを感じら

れる距離で開催する少人数を対象とした、聴くだけでなく音楽の楽しみ方などを演奏家が直接みなさまにお届けする

体験型の訪問演奏会です。）

史跡のまちの音楽隊Vol.９　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 コンサート開催のお知らせ～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～

※未就学児の入場不可

★2020年1月23日(木)・24日(金)は、出演者による市内アウトリーチを4回開催します。

＜日　時＞ ２０２０年１月２５日（土）１４:００開演

＜会　場＞ プラム・カルコア太宰府 市民ホール

＜出　演＞ 加藤直明（トロンボーン）・中川賢一（ピアノ）

＜料　金＞ 一般1,000円　高校生以下500円

史跡のまちの音楽隊とは史跡のまちの音楽隊とは

©Mika Oizumi©Mika Oizumi

Ken’ichi NakagawaTadaaki Kato♪抱腹絶倒のトーク＆聴かせる本物の演奏をお楽しみに♪

史跡のまちの音楽隊　アウトリーチ＆インリーチ開催報告

加藤さん　 　       　　　　　　　　　　城さん

ﾌﾟﾗﾑ･ｶﾙｺｱ太宰府(小学生・親子) 文化ふれあい館(坂本自治区・来館者) ﾌﾟﾗﾑ･ｶﾙｺｱ太宰府(太宰府中学校吹奏楽部) 

チケット販売12月10日(火)10:00～
か  とう ただ あき なか がわ けん いち



ミリカローデン那珂川 那珂川市仲2-5-1 TEL（954）2211

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/

つくし お隣りさん情報

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

大野城まどかぴあ 大野城市曙町2-3-1 TEL（586）4000

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

○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

○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

○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

○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（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　TEL080(1705)6793

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〉

※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。

11/23
（土・祝）

11/16（土）

12/1（日）

12/6(金)

11/30（土）

12/6（金）

11/24（日）

第9回裂田溝ライトアップ

年忘れ大爆笑！ミリカ寄席～第8回おもしろアマ落語家競演会～

虹のかけら～もうひとりのジュディ

構成・演出：三谷 幸喜　出演：戸田 恵子 ほか
一般6,000円　※未就学児入場不可　　19：00

2/1（土）
ぐっさんのハッピーオンステージ全国50ヵ所ツアー
presented by 東急リバブル in 春日

一般3,800円　※4歳以下膝上無料　　17：00

ちくしの人形劇まつり

ふれぶんシネマ倶楽部 「フジコ・ヘミングの時間」

八代亜紀 プレミアムJAZZコンサート

11/9（土）

シネマランド「サムライマラソン」
出演：佐藤　健、小松 菜奈、森山 未來 ほか
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

11/24（日）

まどかぴあ市民大学　おとなの楽校3時間目

優しい社会をつくる。優しい人を育てる。ユニバーサルデザインのお話
講師：定村 俊満（株式会社ソーシャルデザインネットワークス 代表取締役社長）
500円　　※未就学児入場不可　　14：00

ヒット曲からジャズナンバーまで生バンドでおくるスペシャルプログラム！
一般6,000円　※未就学児入場不可　　①13：00　②17：00

施設使用料　1枚300円　※3歳以上有料　　①10：00　②14：00

会場：山田区（伏見神社）～安徳区（カワセミ公園）
入場無料　　17:00～20:30

11月2日(土)11:00～16:30、筑紫野市民図書館で前売券を販売。
売り切れ次第終了。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700円、3歳以上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歳以上100円
10:00～15:00(予定)

11/9（土）

12/1（日）

森山良子コンサートツアー2019～2020〜Prime Songs〜

アコースティックバージョン

【全席指定】一般4,000円　　15:30

那珂川吹奏楽団　第23回定期演奏会
500円　　14：00

500円　※未就学児入場不可　　18:00

第34回名曲コンサート

左手が織り成す命の音楽“奇跡のピアニスト”舘野 泉
【全席指定】一般2,000円　大学生以下1,000円　　15:00

● ●

日高ばあちゃんと
仲間たち作品展

※最終日　16：00まで

11/2 土 ～11/8 金 ● ●
※最終日　12：30まで

※最終日　15：00まで

11/6 水 ～11/19 火

● ●
※最終日　16:00まで

11/13 水 ～11/26 火

てん刻講座受講生作品展
（いきいき情報センター主催講座）

太宰府市民遺産
パネル展

● ●
※最終日　16：00まで

11/28 木 ～12/8 日

キャンパスネットワーク
パネル展

● ●
※最終日　16：00まで

11/21 木 ～11/26 火

絵手紙交流展

● ●11/28 木 ～11/30 土

MOA美術館
太宰府地域児童作品展

日時：第1・3金曜日

　　　 10:00～12:00

場所：いきいき情報センター

会費：2,500円

問い合わせ／中川恵090（1353）4962

★ゴスペルクワイア・プラムズなかま募集
 （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

※スポーツ＆カルチャー10月号の「施設使用料変更のお知らせ」に誤りがありました。いきいき

情報センターのトレーニングルーム使用料は高校生(2時間まで)250円、体育センターの市

外(小・中学生)1時間の使用料は550円です。訂正してお詫びします。

　みんなで楽しく大きな声で歌いましょう。

老若男女・子連れもＯＫです！

なか がわめぐみ

イッキーくん
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