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文化ふれあい館 定期利用団体作品展 2021

生涯学習の場として文化ふれあい館を定期利用している団体の活動成果作品展です

＜会　期＞ ３月２７日（土）～ ４月１８日（日）　休館日　３／２９（月）、４／５（月）、４／１２（月）

陶遊会Ａ 陶遊会Ｂ 楽陶会 グラスアート教室

絵手紙の会　遊々 国分書の会 ふれあい木彫りサークル 字手紙国分教室

各サークルへ直接問い合わせ下さい。

皆様の参加・見学をおまちしています。

グラスアート教室

日　 時
定　員
申込・問い合わせ

4月15日(木) 13:00～15:00
5～6人　　材料費　1,000円

　　　牛嶋千惠子
　　　TEL 090-5739-6859

体験・見学可

うし じま　ち 　  え  　 こ

ガラスやアクリル板にカラーフィルムを貼り、ステン
ドグラスのようなオリジナル作品をつくりませんか。

字手紙 国分教室

日　 時
定　員
申込・問い合わせ

4月9日(金) 13:00～15:00
5～6人　　材料費　200円

　　　きくち
　　　TEL 070-5533-1911

体験・見学可

お習字の経験がなくても大丈夫。一緒に自分ら
しい字手紙を書きましょう！！

ふれあい木彫りサークル

日　 時
定　員
申込・問い合わせ

4月2日(金) 10:00～14:00
5～6人　　材料費　1,000円

　　　武藤重美
　　　TEL 090-4997-8348

体験・見学可

む　とう しげ　み

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。

サークル体験・見学サークル体験・見学



5月8日(土)10：00～12：00

長沼武久（辰巳窯・小石原焼窯元）

16人

1,000円

1,000円

4月22日(木)必着

日 時

講 師

定 員

受講料

材料費

締 切

泡の細かい美味しいビールが飲める陶器の

ビアグラスを作ります。小石原焼窯元の講師が

手びねりの手法で指導します。
※登り窯で焼成のため、作品の受取は1～2ヶ月後となります。

陶器のビアグラスをつくろう！

5月29日、6月5日 土曜日(全2回)

10:00～12:30

田中祥允（染色工芸舎 主宰）

15人

2,000円

2,000円

5月12日(水)必着

日 時

講 師

定 員

受講料

材料費

締 切

縫い絞りの基本技法を用いて藍染めを楽しみ

ます。工夫次第でテーブルセンターやのれんなど

多用途に使用や加工が可能です。
※素材はﾌ ｯ゙ﾁｬｰ生地です。

藍染め体験

5月9日（日） 10:00～11:30

体育センター(太宰府市白川2番1号)

河村茂 (ｽﾎﾟｰﾂﾄﾚｰﾅｰ)

4･5歳児（未就学児）と保護者

20組

500円

4月20日(火)必着

日 時

場 所

講 　 師

対 象

定 員

受講料

締 　 切

親子でできる、姿勢をよくするためのストレッ

チを学びます。

親子体操教室

5月15日(土)13:30～15:30

「太宰府のエビスさま」

松川博一（九州歴史資料館）

36人 

500円

4月28日(水)必着

日 時

演 　 題

講 師

定 員

受講料

締 切

太宰府のエビスさまは、「さいふまいり」
の流行や門前町の移り変わりを見守ってき
ました。謎多きエビス信仰のルーツにせま
ります。

第１回　太宰府学講座

ま つ  か わ  ひ ろ  か ず

入場無料

開館から25年を迎える文化ふれあい館のこれま
でのあゆみを、展覧会のポスターや写真パネルで
紹介します。

4月29日(木・祝)
　　～6月6日(日)
文化ふれあい館
　　多目的ホール

会　期

会　場 

〈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です

「恵比須図」
太宰府市教育委員会蔵

路傍の石や掛軸などに、多くのえびす像を残した吉

嗣家・萱島家の絵師たち。彼らに絵の手ほどきをした

齋藤秋圃にゆかりの深い資料の中から、えびすさまを

描いた下絵をご紹介します。

文化ふれあい館開館25周年記念

25年のあゆみパネル展

「画稿で見る えびすさま」 入場無料

4月1日(木)～5月29日(土)
※会期中展示替えあり

文化ふれあい館
展示室入口横（ケース2台）

会　期

会　場 

展覧会担当学芸員による展示解説を行います。

4月25日(日)14時から40分程度
10人　　参加費　無料
4月8日(木)必着　※申込方法は、講座と同じです。

日　時
定　員
締　切 

要申込

（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

〈30×200㎝〉

第１回 
おえびすさん！ ギャラリートーク

なが ぬま たけ ひさ

 た　 なか　よし　まさ
かわ むら しげる

文化ふれあい館開館２５周年記念特別展関連の催し

よ し

か や  し ま

さい とう しゅう ほ

つ ぐ

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



各講座の申込方法
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。

※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。

●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。

ホームページ　各施設の画面から必要事項を入力してください。

往復ハガキ　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

郵送してくだい。

施設の窓口　郵便ハガキ1枚を持参し、申込書に記入してください。

（太宰府市以外の人も受講可）

高齢者介護をめぐる家族同士の殺人、またそのうち４割が
認知症での老老介護（夫婦間）の殺人事件となる悲劇が確
認されいる調査結果を受け、このようなことをできるだけ０(ゼ
ロ）に近づけていきたいという想いをセミナーに込められた。

鹿児島で一人暮らす認知症の父親を遠距離介護する中
で、わからないことが多かった実体験を皆さんに参考にしてい
ただきたいと新聞に連載。

認知症の症状をどうやってキャッチするか、治療の面でも、
またスムーズに介護のある生活に移行する面でも、今回の
テーマ「仕事と両立」という面でも認知症は早期発見が大事
になってくる。その認知症に気付くポイントや介護の実体験を
基にした心構えや予防等についてクイズ形式で分かり易く伝
えられた。

介護をする当事者になった場合、自分で全て抱え込まず、
介護保険制度をしっかり活用して、ケアマネージャーや利用施
設の職員などチームで解決すること。また、職場での情報共
有や協力、地域でのかかわりが大切です。と話された。

自分の大切な人が認知症とわかったら、まずは誰かに話
しましょう。相談しましょう。

●太宰府市地域包括支援センター　　　　　 ℡092-929-3211
　　　（太宰府・太宰府東中学校区 担当）

●太宰府市地域包括支援サブセンター　 ℡092-918-2200
　　　（学業院・太宰府西中学校区 担当）

『男女共同参画セミナー③』報告

オトコの介護と働く環境
講師 藤崎　真二(西日本新聞社論説委員)

ふ じ  さ き 　 　 　 し ん 　 じ

心理カウンセラーから学ぶ 託児

5月15・22日土曜日(全2回)

10：00～12：00

植村恵美(上級心理ｶｳﾝｾﾗｰ、行動心理士)

12人

3,000円

5月1日(土)必着

日 時

講 師

定　 員

受講料

締 切

人間関係によるストレスを激減させる心理

学セミナー。悩み解決のヒントを学びます。

薬膳料理～家族のための梅雨養生 託児

5月27日(木)10:00～13:00

宇津原知世美(国際中医師）

16人

1,000円

1,200円

・梅雨の八宝粥　
・ﾊﾄ麦と牛肉の塩炒め
・ｺｰﾝﾌﾗﾜｰｸﾚｰﾌﾟ 他2品

5月13日(木)必着

日 時

講 師

定　 員

受講料

材料費

メ ニ ュ ー

締 切

胃腸の働きを整え、身体のむくみなど余分

な水を代謝することがこの時期の大切な養

生です。身体のことを学び、おいしい料理を

作りましょう。

医療事務講座・歯科コース 託児

6月2日～7月7日毎週水曜日(全6回)

10:00～16：00(1時間休憩含む)

18人

15,000円

4,400円
(テキスト代・受験料含む)

5月19日(水)必着

日 時

定　 員

受講料

教材費

締 切

就職に有利な歯科3級医療事務技能検定

の資格取得を目指します。
※出席率8割で修了証、正解率7割で合格証を取得。

 【カリキュラム】
・医療事務概論、歯科用語、基本知識
・Cの解説～症例、Pulの解説
・Pul症例、Perの解説～症例
・レセプト手書き　・修了テスト（60分）

高齢者の総合相談窓口

う え  む ら 　 え 　  み

 う 　  つ   は ら 　 ち 　 　 よ 　  み

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



いきいき情報センターをご利用のみなさまへ

●利用制限期間　

　 令和３年４月１日から７月３１日まで （※状況により変更になる場合があります）

●利用できない場所

　 ２階フロアおよび貸室(全室)

　 新聞・雑誌の閲覧　

《主催講座について》
2・3月号で募集いたしました講座につきましては、下記のとおり会場を変更して開講、もしくは

延期することとなりました。
※今後の状況につきましては、いきいき情報センターホームページおよびスポーツ&カルチャーにてお知らせいたします。

＊券売機は201号室に移動します。
　 トレーニングルームをご利用の際はご注意ください。

＊いきいき情報センターの受付業務は201号室で通常どおり行います。
　 (施設利用料、受講料などの徴収、還付)

＊お車でお越しの際は、なるべく第2駐車場をご利用ください。

4月開講：会場「プラム・カルコア太宰府(中央公民館)」に変更。

開講延期：いきいき情報センターが使用できるようになりましたら開講予定。

この度、新型コロナウイルスワクチン接種会場となるため、一般の利用が制限されます。

大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

●利用できる場所および受付内容

・トレーニングルーム

・施設利用料・受講料納入・還付　２０１号室

　まほろば号フリーパス券発行

・学習室　　　　　　　　　　　　　　　２０２号室

・インターネットの閲覧

・コピー機

楽しくフラダンス

葦ペンスケッチ

チャオ★イタリア語

韓国語(全8コース)

やさしいベリーダンス

華やかな糸まり

Doki☆Doki英会話

ヨガ(全3コース)

いきいき茶道(全2コース)

中国語(全3コース)

骨盤矯正★エクササイズ

文字を楽しむ　篆刻

使える英会話(全6コース)

バトントワリング(全3コース)

いきいきストレッチ

ペーパー・スクリーン版画

ファイトエアロ(朝・夜)

楽しい健康吹き矢

エアロビクス　(朝・夜)

スロービクス

前結び着付け

わくわく子ども体操（A・Ｂ）

囲碁

五条駅

201

トレーニングルーム

エスカレーター

エレベーター

受付

階段

202

スタッフルーム

学習室

トイレ

コピー機入る

券売機

〈拡大図〉

五条駅

201

トレーニングルーム

エスカレーター

エレベーター

受付

階段

202

スタッフルーム

学習室

トイレ

コピー機入る

券売機

出る

ワクチン接種会場

〈ワクチン接種についての問い合わせ先〉

コールセンター　0570-003-336
平日　9:00〜19:00／土日祝　9:00〜17:00

いきいき情報センター前
バス停

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



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〉

※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・南小学校開放教室・体育センター・歴史スポーツ公園・梅林アスレチックスポーツ公園・
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。

※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。

音楽の楽しみ方講座Vol.1

インド宮廷音楽の弦楽器「シタール」の魅力
出演：若林忠宏(シタール)　　会場：2階多目的ホール
一般1,000円　大学生以下500円　※小学生から入場できます　　14:00

●募集中●

4/17（土）

募集開始
4/3（土）

4/29
（木・祝）

ふれぶんシネマ倶楽部　「教誨師」（日本語字幕付）

たにぞう＆きよこ＆タニケンの遊育計画in春日
全席指定　一般2,500円　親子ペア3,500円　※3歳以上有料　　14：00

5/16（日）

4/10（土）

5/15(土)

4/25（日）

シネマランド「キツツキと雨」

2021年度大野城まどかぴあ友の会グランド会員募集

出演：役所広司、小栗旬　ほか　　※入場制限あり
施設利用券300円　※未就学児入場不可
①10:00（日本語字幕付き）　②15:00

主催事業のチケット先行発売や特別料金などお得な特典あり。
まどかぴあ総合案内、まどかぴあWEBサービスにてお申し込みください。
年会費1,500円

劇場って楽しい!! 2021in 大野城まどかぴあ
対象：知的・発達障がい児(者)、支援者
申込締切；4/28(水)必着／先着順（定員100名）
※詳細はホームページ等でご確認ください。
500円(要申込)　※4歳以上有料　　14；00

出演：大杉蓮、玉置玲央、光石研　ほか
会場：サンホール（入場制限あり）
施設利用料　1枚300円　※要電話予約　　①10:00　②14:00

ふれあい文化サークル特別講座

ママのための手づくりワークショップ～ベビーシューズを作ろう～
8,000円(材料費込)　　13：00

あなたもピアニスト！
実施日：5/7（金）、5/9（日）※多目的ホールは5月9日のみです。
対象：中学生以上のピアノ経験者
申込方法：4/3（土）9:00から電話で受け付けます。
詳しくはお問合せください。定員になり次第、締め切ります。
大ホール500円　多目的ホール200円
11:00～12:00　13:00～19:00

4/24(土)

5/16(日)

ミリカ「なかがわ自然さんぽ」第１弾
～野の花のブーケとティータイム～
1,500円（バス代、材料費込）　　10：00～12:30

みりかれっじ～見たい！聞きたい！学びたい！第1弾　

「応援とチャレンジの連鎖がまちを変える
～元気な那珂川市づくりをみんなで考える～」
講師：木藤亮太氏（株式会社ホーホゥ代表取締役）
1,200円　　14：00～15:30

6/13(日)
桂三四郎・三度　兄弟会
一般1,500円　学生500円　　15：30

5月21日(金)
①10：00～11：00　
②11：15～12：15
プラム・カルコア太宰府(中央公民館)

満2歳～就学前の親子
各5組
無料
100円
受付（201号室）・電話申込（定員になり次第締切）

日　 時

場　 所
対　 象
定　 員
参加費
材料費
申　 込

 

《あそびの広場》親子で楽しむ

た か は ら け い  じ

日　時：

場　所：
会　費：
入会金：

第1・3水曜日 午前9：30～12：30
　　　　　　　　　午後13：00～16:00
文化ふれあい館
3,000円（材料費別）
1,000円

問い合わせ／高原敬治
090（4353）1201　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

★陶遊会（陶芸）
全員電動ロクロで作陶、年１回

先生（小石原）の登り窯で焼成。

日　時：
場　所：
会　費：
教材費：

毎週月曜日　16:30～17:30
いきいき情報センター
5,640円
1,500円程度

問い合わせ／ティモシ・ディケンズ
070（5417）9934

★Tim’ｓ ＫＩｄｓ（子ども英会話）
幼児～低学年向けの楽しいク

ラス。無料体験（3回）あり。

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

（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

「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。

<市民ギャラリー><イベント広場>は、新型コロナウイルスのワクチン接種期間が
終了するまで使用できません。ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解・ご協力のほど
よろしくお願いいたします。　※4月1日からの受付は8月から10月利用分です。

～わなげつくり～

※いきいき情報センターが使用できない期間は上記の会場で行います。

イッキーくん
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