
問い合わせ （いきいき情報センター2F）TEL（920）9900トレーニングルーム

冬になり、体は脂肪を蓄える季節になりました。寒さで出かけるのも億劫になり
がちな今こそ、運動で筋肉量を増やし基礎代謝をあげ、太りにくい体を作りま
しょう。初めて利用する人は、登録講習を受けてください。見学は自由です。お気
軽にお立ち寄りください。
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ミリカローデン那珂川 筑紫郡那珂川町仲2-5-1 TEL（954）2211

＊「体成分測定会」を3/27(火）に予定しています。

9：00 ～ 21：30（最終受付 21：00）

一　般／ 340 円　　65 歳以上／ 170 円

高校生／ 240 円　　身障者・介護者／ 170 円

木曜日／ 13：00 ～ 14：00　日曜日／ 10：30 ～ 11：30

利 用 時 間

料　　　金

（2 時 間）

登録講習会

か ね よ し 　 し ん の う き く  ち  た け  み つ

ひ ば り と こ

いきいき情報センター ギャラリーやイベント広場貸出の空き状況は、ホームページでもお知らせしています。

http://www.dazaifu-info.or.jp/

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

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

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〉

葦ペンスケッチ講座
受講生作品展
（いきいき情報センター主催講座）

2/3●～2/16●土 金

つくし お隣りさん情報
※1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

3/25（日）

3/25（日）

3/18（日）

2/24（土）

那珂川町少年少女合唱団第5回定期演奏会
全席自由500円　※小学生以上有料　14：00

3/11（日）

3/18（日）

2/18（日）

春日市ふれあい文化センター 春日市大谷6-24 TEL（584）3366

3/25（日）

3/4（日）

土曜シアター 「湯を沸かすほどの熱い愛」
施設利用料1枚300円　※３歳以上有料　①10：00　②14：00　③18：00

レオナルド・ブラーボ タンゴトリオ
～パッションとノスタルジーが綾なすアルゼンチンタンゴの世界～
一般2,000円　高校生以下1,000円　※未就学児入場不可　15：00

伊藤京子ピアノコンサート 未来へ紡ぐ音楽 ～ピアノは語る～
※スプリングメイト会員・高校生以下 無料でご招待（要申込）
一般1,000円　大学生500円　※未就学児入場不可　14：00

市民企画公募事業「プロデューサーズ2017」選定事業
熊本地震 東日本大震災 九州北部豪雨 被災地支援報告コンサート
ピュアハート「風月同天Ⅴ」
入場無料(事前申込不要)　13：00

平成29年度ミリカ文化・健康サークル 受講生文化祭　舞台発表
入場無料　午前の部10：00　午後の部14：00

チャレンジ７　第7回夢文化祭 ★ダンスや表現活動にチャレンジ★
入場無料（一部要事前申込） 13：00～

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．10 「名曲から楽しむ歌の世界」
出演：松竹玲奈（ソプラノ）、新見準平（バリトン）、岡直美（ピアノ）
800円　※未就学児入場不可　14：00

3/11（日）

つるの剛士コンサート ～つるのうた名曲集～ in 大野城
出演：つるの剛士　5,000円　※未就学児入場不可　17：30

ちくしのブラスフェスタVol.2
入場無料　12：30

2/24（土）

2/10（土）
シネマランド「燦燦」
施設利用料：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12：00まで

華やかな糸まり講座
受講生作品展
（いきいき情報センター主催講座）

2/22●～2/27●木 火
※最終日13：00まで

筑紫野市ちくしの少年少女合唱団 第３回定期演奏会
300円　※未就学児入場無料　14：00

日　時 ： 2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（第２土曜日）開院!

★レイ・ナ・ラー・フラ

日　時 ： 第2・4月曜日　
　　　　13:30～15:00
場　所 ： いきいき情報センター
会　費 ： 月3,200円
問い合わせ／前川直子
　　　　　　TEL090(4344)7050

まえかわなおこ

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

　笑顔で美しく、をモットーに楽しく
レッスンしています。

※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

場 所

2月3日(土)開演16:00～
　  4日(日)開演13:00～
プラム・カルコア太宰府

演劇公演

両日とも 残席わずか！

（公財）太宰府市文化スポーツ振興財団事務局

上演時間 約130分
(休憩含む)

さんさん

トレーニングルーム

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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スポーツ＆カルチャー1月号の表紙で写真提供者の氏名に誤りがありました。
お詫びして訂正します。　　
（誤）写真提供／神原弼さん　（正）写真提供／八尋千世さん

今年も「くらしのうつりかわり展」には、市内外
の多くの小学校から見学に訪れています。この
期間中、活躍するのが学習支援ボランティア「お
たすけまん」。おたすけまんは、昭和の生活用品
の解説や、実際に道具に触れる体験学習の際、
子どもたちの学習活動をサポートしています。

子どもたちも、おたすけまんの解説に真剣に耳
を傾け、道具に込められている、昔の人の知恵に
驚きの声を上げています。また、体験では初めて
触る道具に興味深々。楽しそうに学んでいる姿が
見られました。そしておたすけまんも、子どもたち
とのふれあいから、多くの元気をもらっています。
おたすけまんの活動は、「くらしのうつりかわり
展」開催期間中のみですが、その他の期間にスキ
ルアップのための研修や勉強会を行っています。
ボランティアは、随時募集しています。子どもと博
物館を結ぶ架け橋として活動してみませんか。

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

第22回くらしのうつりかわり展
昔は当たり前に使っていた生活道具には、先人
のくらしの知恵や工夫がつまっています。くらしの
うつりかわり展では、道具や古写真を通して、時代
によって変化してきた暮らしを紹介しています。
また、体験コーナーでは五右衛門風呂や囲炉裏
などに触れることもできます。

日　時 1月5日（金）～3月11日（日）9:00～17:00
（毎週月曜日は休館、祝日の場合翌平日）

プロフィール

　「昭和の遺産を歌い継ぐ」をテーマに、今こそ
聴きたい、心に残る昭和の歌を歌います。

日　時
出　演
曲　目

2月10日（土）14:00～15:00
長谷川万大
襟裳岬、イミテーションゴールド、
星影のワルツ　ほか
※曲目は変更する場合があります。

〈イベント情報〉

甦る！昭和歌謡 入場無料
よみがえ

は  せ  がわゆう だい

「おたすけまん」が
大活躍！！

※エントランスホールを利用して自主的に展示されるギャラリーです。〈逢知ギャラリー〉
あふ　ち

　22年間を費やして作成した手
づくりの作品を斬新に展示します。

日　時

出展者

2月3日（土）～１4日（水）
9:00～17：00　（最終日は13：00まで）
坂井悠紀子
さか い    ゆ   き   こ

開催中 入場無料

入場無料華麗な｢さげもんとマリ｣の世界

★フェスタ各コーナーは、申込不要です。皆様のご来場をお待ちしています。
★今年のフリーマーケット出店の会場は、体育センター内（全天候型）で開催します。

★健康体操体験　★お抹茶席（菓子付き400円）　★ハーブティサロン（１杯150円50杯限定・生姜紅茶/フルーツティ/ハーブティ） ほか
★ステージ発表（舞踊・子どもバレエ・ダンスなど・・）　★飲食バザー（ぜんざい・豚汁・お弁当・サンドイッチ・コーヒーほか）
☆フリーマーケット出店　10：00～　☆主催講座書道作品展　☆ピザバス

３月11日●日

　来る３月10日（土）・11日（日）ルミナスフェスタ2018準備と開催日の為、下記のとおり、全館ご利用できませ
ん（卓球場を含む）のでご了承のうえ、お間違いのないようお願いいたします。ルミナス受付の通常の施設使用
料の納入や講座の申し込みは可能です。

男女共同参画推進センタールミナス・体育センター利用者の皆さまへ

★ルミナスフェスタ2018へのご来場をお待ちしております★

休館日のお知らせ

男女共同参画推進センタールミナス

体育センター

3月9日（金）  9：00から　11日（日）17：00まで
3月8日（木）12：00から　11日（日）19：00まで

スタンプラリー参加者は、先着100人、飲料プレゼント
協力：アサヒみどり販売株式会社鳥栖支店/中央福岡ヤクルト販売株式会社/㈱パブリック･ベンディング・サービス

AED体験コーナー13：00～15：00

アート体験コーナー12：00～14：30

男女共同参画体験コーナー13：00～15：00

日 時

入場無料

会 場

協力：牟田アトリエ・
　　  NPO法人太宰府アートのたね

協力：太宰府市女性消防団

2018
ふれ愛

語らい

思い
やり

男女共同参画推進センタールミナス・体育センター
10：00～15：00

（ずっと住みたい那珂川ネット21　副会長・那珂川町男女共同参画審議会委員）
男女共同参画がよくわかる！那珂川にわかと寸劇もお楽しみください。

男女共同参画講演会『あなたの身の周りにあること』
八代由美さんと「座・しゃくなげ」

題目：

講師： 要約筆記・手話通訳あり

申込不要
入場無料

★星のランタン★ 実費400円

★花のランタン★ 実費200円

10：00～11：30

AED（自動体外式除細動器）

水彩画用紙のワトソン紙を多角形
に切り抜き、貼り合わせて作る。ロウ
ソクを入れると浮かびあがる綺麗
な模様たち…♥

心臓けいれんなどの、緊急事態に、医療従事者でな
い一般市民でも、使用できる救命医療機器。この機
器を、正しく使用できる様に体験しましょう。

テーマ
みんなでハートを彩ろう！～だれもがいきいきと輝
く未来へ願いを込めて～
内容
パネル展示を見た感想等を紙（いろいろな色・形）に
記入してもらい、それをハートの形を印刷した紙に
張り付けてもらいます！

折り紙で簡単に折れて灯りの色を
楽しめるクラフト

★ウィンドウスター★ 
　実費200円
専用の紙で作り、様々な色や形を
窓の光などに透かして楽しむ。

実費は、災害被災地へ寄付します

男女共同参画
講演会

　男女共同参画推進センタールミナスでは、
当センターを利用されている団体・グループの日頃の学習活動の成果を

発表し、ネットワークづくりと次へのステップへつながる場として開催します。

やつ　しろ　ゆ　　み

gakugeiin-dayori ga
ku

ge
iin
-d
ay
or
i g

akug
eiin-dayori学芸員

だより
学芸員
だより
学芸員
だより

長谷川万大
(シンガーソングライター）

は  せ  がわゆうだい

昭和70年生ま
れ(22歳）
宮崎県出身。 
福岡県在住。 
2010年『昭和
の遺産を歌い継ぐ』音楽活動を開始。   
2012年に宮崎銀行のCMコンテスト
でグランプリを受賞し、同行CMに出演。 
以降は、昭和シンガーとしてNHK「お
はよう日本」ほかTV番組に取り上げられ
出演するなど、宮崎と福岡を拠点に年間
50本を超えるステージやメディアで活
躍中。
2017年には地元・日南警察署の一日
警察署長を務めた。
大学4年生の現在、年間50本を越える
イベント・メディア出演のほか、オリジナ
ルアルバムの制作にも精力的に取り組
んでいる。 
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☆フリーマーケット出店　10：00～　☆主催講座書道作品展　☆ピザバス

３月11日●日

　来る３月10日（土）・11日（日）ルミナスフェスタ2018準備と開催日の為、下記のとおり、全館ご利用できませ
ん（卓球場を含む）のでご了承のうえ、お間違いのないようお願いいたします。ルミナス受付の通常の施設使用
料の納入や講座の申し込みは可能です。

男女共同参画推進センタールミナス・体育センター利用者の皆さまへ

★ルミナスフェスタ2018へのご来場をお待ちしております★

休館日のお知らせ

男女共同参画推進センタールミナス

体育センター

3月9日（金）  9：00から　11日（日）17：00まで
3月8日（木）12：00から　11日（日）19：00まで

スタンプラリー参加者は、先着100人、飲料プレゼント
協力：アサヒみどり販売株式会社鳥栖支店/中央福岡ヤクルト販売株式会社/㈱パブリック･ベンディング・サービス

AED体験コーナー13：00～15：00

アート体験コーナー12：00～14：30

男女共同参画体験コーナー13：00～15：00

日 時

入場無料

会 場

協力：牟田アトリエ・
　　  NPO法人太宰府アートのたね

協力：太宰府市女性消防団

2018
ふれ愛

語らい

思い
やり

男女共同参画推進センタールミナス・体育センター
10：00～15：00

（ずっと住みたい那珂川ネット21　副会長・那珂川町男女共同参画審議会委員）
男女共同参画がよくわかる！那珂川にわかと寸劇もお楽しみください。

男女共同参画講演会『あなたの身の周りにあること』
八代由美さんと「座・しゃくなげ」

題目：

講師： 要約筆記・手話通訳あり

申込不要
入場無料

★星のランタン★ 実費400円

★花のランタン★ 実費200円

10：00～11：30

AED（自動体外式除細動器）

水彩画用紙のワトソン紙を多角形
に切り抜き、貼り合わせて作る。ロウ
ソクを入れると浮かびあがる綺麗
な模様たち…♥

心臓けいれんなどの、緊急事態に、医療従事者でな
い一般市民でも、使用できる救命医療機器。この機
器を、正しく使用できる様に体験しましょう。

テーマ
みんなでハートを彩ろう！～だれもがいきいきと輝
く未来へ願いを込めて～
内容
パネル展示を見た感想等を紙（いろいろな色・形）に
記入してもらい、それをハートの形を印刷した紙に
張り付けてもらいます！

折り紙で簡単に折れて灯りの色を
楽しめるクラフト

★ウィンドウスター★ 
　実費200円
専用の紙で作り、様々な色や形を
窓の光などに透かして楽しむ。

実費は、災害被災地へ寄付します

男女共同参画
講演会

　男女共同参画推進センタールミナスでは、
当センターを利用されている団体・グループの日頃の学習活動の成果を

発表し、ネットワークづくりと次へのステップへつながる場として開催します。

やつ　しろ　ゆ　　み

gakugeiin-dayori ga
ku

ge
iin
-d
ay
or
i g

akug
eiin-dayori学芸員

だより
学芸員
だより
学芸員
だより

長谷川万大
(シンガーソングライター）

は  せ  がわゆうだい

昭和70年生ま
れ(22歳）
宮崎県出身。 
福岡県在住。 
2010年『昭和
の遺産を歌い継ぐ』音楽活動を開始。   
2012年に宮崎銀行のCMコンテスト
でグランプリを受賞し、同行CMに出演。 
以降は、昭和シンガーとしてNHK「お
はよう日本」ほかTV番組に取り上げられ
出演するなど、宮崎と福岡を拠点に年間
50本を超えるステージやメディアで活
躍中。
2017年には地元・日南警察署の一日
警察署長を務めた。
大学4年生の現在、年間50本を越える
イベント・メディア出演のほか、オリジナ
ルアルバムの制作にも精力的に取り組
んでいる。 



34

姜文淑
（日韓言語文化交流センター代表）

各15人
各14,000円×2回(分納)
各3,000円
3月1日(木)必着

ニーハオ！楽しい中国語 やさしいイタリア語

4月12日～9月27日　
第2・4木曜日（全12回）
13:00～15:00
中野公信（福岡県展会員、筑紫美術協会会員）
18人
12,000円（2回に分納）
1,000円程度（テキスト代）
3月23日（金）必着
※書道道具一式は、各自準備してください。 
　（筆については、大小1本ずつ使います。）

〒818-0102 太宰府市白川2番2号
 http://dazaifu-ruminas.jp/ TEL（925）5404

申込先

男女共同参画推進センタールミナス

使える英会話

Doki ☆ Doki 英会話

〈平成30年度講座〉

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

※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。

　食文化や歴史、芸術など魅力いっぱいのイ
タリア。日本語堪能でとっても明るいベテラン
講師から、生きたイタリア語を無理なく、楽しく
学びませんか。年２回、料理実習も楽しめます。

日　時

講　師

定　員
受講料
教材費

締　切

4月3日～平成31年3月19日　
毎週火曜日　（全45回）※変更月あり　
19:00～20:30
レオナルドマローネ
（イタリア会館講師）

10人
13,500円×4回（分納）
3,780円程度
※初めての人のみ
※料理実習費1,500円程度（年2回）

3月20日（火）必着

4月20日～平成31年3月8日　
毎週金曜日（全36回）

託児

　英語を習いたい！英会話ができたらいいな！でも
はずかしい…むずかしい…と思っている人、一から
始めたい人向けの、初歩から学ぶ英会話講座です。
日　時

講　師
定　員
受講料
教材費
締　切

4月10日～平成31年3月19日　
毎週火曜日（全45回）
11:00～12:00
日本人講師
12人
12,000円×3回（分納）
別途徴収
3月27日（火）必着

託児

中 国 語 託児

韓 国 語 託児

　ニーハオ！から始める全く初めての人向けの
講座です。今すぐに使える会話などをおりこみな
がら、みんなで楽しく学びましょう。

日　程

講　師

定　員
受講料
教材費
締　切

4月20日～平成31年3月8日　
毎週金曜日（全36回）
13:00～14:00
李霜華
（福岡漢語学院 学院長）

15人
13,500円×2回（分納）
2,000円程度
4月6日（金）必着

　中国の文化や観光地などの楽しい話も交えながら、
基礎からしっかり学びます。少し勉強した方むけです。

講　師

定　員
教材費
締　切

李霜華
（福岡漢語学院 学院長）

各15人
各2,000円程度
4月6日（金）必着

託児

　日常使える英会話を外国人講師から楽しく学
びます。

昼コースのみ

（朝コースのみ）

基礎会話

中級①

中級②

初級

入門
はじめての韓国語
文字発音の体系から
※レべルチェック不要

初級

中級

対　象 時　間 受　講　料

4月19日～平成31年3月7日

4月17日～平成31年3月5日

朝

夜

朝

夜

朝

夜

1～2年程度
学習した人

2年以上
学習した人

13,500円×2回
（分納）

14：10～15：10

15：20～16：20

4月19日～平成31年3月7日

4月19日～平成31年3月7日

木

火

○10:00～11:00

○20:15～21:15

火

木

○11:15～12:15

○19:00～20:00

4月17日～平成31年3月5日

木

木

○11:15～12:15

○20:15～21:15

4月17日～平成31年3月5日

4月17日～平成31年3月5日

4月19日～平成31年3月7日

火○19:00～20:00

火○10:00～11:00

対象・内容曜日（毎週）・時間クラス コース 日  程

学習歴2年程度
ハングルが読める人

学習歴2～3年程度
基礎文法がわかる人

学習歴3～4年程度
日常会話のトレーニング

学習歴4～5年程度
リスニング･リーディング
語彙力アップ

※各クラスとも全36回

レベルチェックの日程（1人15分程度）

2月27日(火)・3月1日（木）　17:00～19:00
※「入門コース」希望者と29年度の受講者はレベルチェック不要です。
レベルチェック申込締切：2月21日（水）必着

講　師

定　員
受講料
教材費
締　切

かんむん  すく

無料　自分に合ったレベルで楽しく学習しましょう！
※希望コースとレベルチェックの希望日を必ず
　明記して申し込んでください。

講　師
定　員
受講料

教材費
締　切

日　程　4月10日～平成31年3月19日　
　　　　毎週火曜日（全45回）
コース＆時間　※希望コースを必ず選択してください。
初心者コース　12：30～13：30
入門昼コース　13：45～14：45
初級昼コース　15：00～16：00
中　級コース　16：15～17：15
入門夜コース　19：00～20：00　
初級夜コース　20：15～21：15

3月13・20日（火）
17：30～19：00
※どちらか希望日を選択してください。
レベルチェック申込締切：3／6（火）

レベルチェックの日程
外国人講師
各12人
各12,000円×
3回(分納)
別途徴収
3月20日(火) 必着

無料

日　程

り　そう  か

り　そう  か

ルーシーダットン（前期） 託児

託児

日　時

講　師

定　員
受講料

締　切

4月5日～9月27日　第1・3・4木曜日
（全17回）10：00～11：00　
※5月3日は祝日の為休講

岩永満美
（日本ルースィーダットン協会認定アドヴァンストレーナー）

12人
12,000円
※今期は、アロマ調合
　実習はありません。

3月15日（木）必着

タイの伝統的な自己整体法。簡単に出来る
ポーズが多いので、カラダが硬い方でも大丈
夫！バランス感覚を強化、リラクゼーションに
も効果大！

パパの抱っこから生ま
れたベビーダンス！パパ
も育児を楽しみ、抱っこ
で親子の絆を深めません
か。目指せイクメンパパ！！

いわなが　ま　み

なか　の　きみ のぶ

～漢詩を味わう～（前期）
基本の書道

託児

日　時

講　師　　
定　員
受講料
教材費
締　切

日　時
講　師　　
定　員

受講料
締　切

2月24日（土）10：30～11：30
渡邉恵里香（ベビーダンスインストラクター）
12組　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お父さん
1,000円
2月16日（金）必着

李白や杜甫など、日本人に馴染み深い唐詩選
から題材をとり、古典に親しみつつ、実用的な漢
字の基本をしっかり学びます。

り   はく          と    ほ            　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 とう　し　せん　

子育て応援講座！

～タイ式ヨガ～

わたなべ え   り   か

イクメン☆ベビーダンス体験♪

コース
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姜文淑
（日韓言語文化交流センター代表）

各15人
各14,000円×2回(分納)
各3,000円
3月1日(木)必着

ニーハオ！楽しい中国語 やさしいイタリア語

4月12日～9月27日　
第2・4木曜日（全12回）
13:00～15:00
中野公信（福岡県展会員、筑紫美術協会会員）
18人
12,000円（2回に分納）
1,000円程度（テキスト代）
3月23日（金）必着
※書道道具一式は、各自準備してください。 
　（筆については、大小1本ずつ使います。）

〒818-0102 太宰府市白川2番2号
 http://dazaifu-ruminas.jp/ TEL（925）5404

申込先

男女共同参画推進センタールミナス

使える英会話

Doki ☆ Doki 英会話

〈平成30年度講座〉

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

※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。

　食文化や歴史、芸術など魅力いっぱいのイ
タリア。日本語堪能でとっても明るいベテラン
講師から、生きたイタリア語を無理なく、楽しく
学びませんか。年２回、料理実習も楽しめます。

日　時

講　師

定　員
受講料
教材費

締　切

4月3日～平成31年3月19日　
毎週火曜日　（全45回）※変更月あり　
19:00～20:30
レオナルドマローネ
（イタリア会館講師）

10人
13,500円×4回（分納）
3,780円程度
※初めての人のみ
※料理実習費1,500円程度（年2回）

3月20日（火）必着

4月20日～平成31年3月8日　
毎週金曜日（全36回）

託児

　英語を習いたい！英会話ができたらいいな！でも
はずかしい…むずかしい…と思っている人、一から
始めたい人向けの、初歩から学ぶ英会話講座です。
日　時

講　師
定　員
受講料
教材費
締　切

4月10日～平成31年3月19日　
毎週火曜日（全45回）
11:00～12:00
日本人講師
12人
12,000円×3回（分納）
別途徴収
3月27日（火）必着

託児

中 国 語 託児

韓 国 語 託児

　ニーハオ！から始める全く初めての人向けの
講座です。今すぐに使える会話などをおりこみな
がら、みんなで楽しく学びましょう。

日　程

講　師

定　員
受講料
教材費
締　切

4月20日～平成31年3月8日　
毎週金曜日（全36回）
13:00～14:00
李霜華
（福岡漢語学院 学院長）

15人
13,500円×2回（分納）
2,000円程度
4月6日（金）必着

　中国の文化や観光地などの楽しい話も交えながら、
基礎からしっかり学びます。少し勉強した方むけです。

講　師

定　員
教材費
締　切

李霜華
（福岡漢語学院 学院長）

各15人
各2,000円程度
4月6日（金）必着

託児

　日常使える英会話を外国人講師から楽しく学
びます。

昼コースのみ

（朝コースのみ）

基礎会話

中級①

中級②

初級

入門
はじめての韓国語
文字発音の体系から
※レべルチェック不要

初級

中級

対　象 時　間 受　講　料

4月19日～平成31年3月7日

4月17日～平成31年3月5日

朝

夜

朝

夜

朝

夜

1～2年程度
学習した人

2年以上
学習した人

13,500円×2回
（分納）

14：10～15：10

15：20～16：20

4月19日～平成31年3月7日

4月19日～平成31年3月7日

木

火

○10:00～11:00

○20:15～21:15

火

木

○11:15～12:15

○19:00～20:00

4月17日～平成31年3月5日

木

木

○11:15～12:15

○20:15～21:15

4月17日～平成31年3月5日

4月17日～平成31年3月5日

4月19日～平成31年3月7日

火○19:00～20:00

火○10:00～11:00

対象・内容曜日（毎週）・時間クラス コース 日  程

学習歴2年程度
ハングルが読める人

学習歴2～3年程度
基礎文法がわかる人

学習歴3～4年程度
日常会話のトレーニング

学習歴4～5年程度
リスニング･リーディング
語彙力アップ

※各クラスとも全36回

レベルチェックの日程（1人15分程度）

2月27日(火)・3月1日（木）　17:00～19:00
※「入門コース」希望者と29年度の受講者はレベルチェック不要です。
レベルチェック申込締切：2月21日（水）必着

講　師

定　員
受講料
教材費
締　切

かんむん  すく

無料　自分に合ったレベルで楽しく学習しましょう！
※希望コースとレベルチェックの希望日を必ず
　明記して申し込んでください。

講　師
定　員
受講料

教材費
締　切

日　程　4月10日～平成31年3月19日　
　　　　毎週火曜日（全45回）
コース＆時間　※希望コースを必ず選択してください。
初心者コース　12：30～13：30
入門昼コース　13：45～14：45
初級昼コース　15：00～16：00
中　級コース　16：15～17：15
入門夜コース　19：00～20：00　
初級夜コース　20：15～21：15

3月13・20日（火）
17：30～19：00
※どちらか希望日を選択してください。
レベルチェック申込締切：3／6（火）

レベルチェックの日程
外国人講師
各12人
各12,000円×
3回(分納)
別途徴収
3月20日(火) 必着

無料

日　程

り　そう  か

り　そう  か

ルーシーダットン（前期） 託児

託児

日　時

講　師

定　員
受講料

締　切

4月5日～9月27日　第1・3・4木曜日
（全17回）10：00～11：00　
※5月3日は祝日の為休講

岩永満美
（日本ルースィーダットン協会認定アドヴァンストレーナー）

12人
12,000円
※今期は、アロマ調合
　実習はありません。

3月15日（木）必着

タイの伝統的な自己整体法。簡単に出来る
ポーズが多いので、カラダが硬い方でも大丈
夫！バランス感覚を強化、リラクゼーションに
も効果大！

パパの抱っこから生ま
れたベビーダンス！パパ
も育児を楽しみ、抱っこ
で親子の絆を深めません
か。目指せイクメンパパ！！

いわなが　ま　み

なか　の　きみ のぶ

～漢詩を味わう～（前期）
基本の書道

託児

日　時

講　師　　
定　員
受講料
教材費
締　切

日　時
講　師　　
定　員

受講料
締　切

2月24日（土）10：30～11：30
渡邉恵里香（ベビーダンスインストラクター）
12組　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お父さん
1,000円
2月16日（金）必着

李白や杜甫など、日本人に馴染み深い唐詩選
から題材をとり、古典に親しみつつ、実用的な漢
字の基本をしっかり学びます。

り   はく          と    ほ            　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 とう　し　せん　

子育て応援講座！

～タイ式ヨガ～

わたなべ え   り   か

イクメン☆ベビーダンス体験♪

コース
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基礎から学ぶ　筆文字アート

※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。

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

　色を幾重にも重ね多彩なグラデーションを楽
しむ色鮮やかな版画です。季節ごとのカードや壁
掛け、年賀状など作ります。

日　時

講　師
定　員
受講料
教材費

締　切

4月5日～平成31年3月14日　
第1・3木曜日（全24回）　
※変更月あり

11：00～13：30
大場寿子
8人
月6,000円                          
10,000円（年間インク代）
※初めての人のみ別途道具購入を要します。　　　
3月15日（木）必着

　バトンを通じ、美しさだけではなく、リズム感、協調性などを身
につけ、正しい姿勢やバランスの取れた柔軟な筋力が得られま
す。音楽に合わせて技を楽しく学びましょう。

4月10日～平成31年3月19日
第2･4火曜日（全24回）　
※各コース共変更月あり

山浦二三子（表千家教授）
初級  15人　　  中級  12人
初級  月800円　中級  月1,000円
3月27日（火）必着

かま うら  ゆ   き

4月4日～平成31年3月20日　
第1～3水曜日（全36回）
※各クラス共変更月あり

蒲浦幸樹（日本バトン協会公認指導員）
各12人
各5,250円
※初めての人のみ
※イベント出演希望者のみ衣装代別途徴収

3月22日（木）必着

日　程

講　師
定　員
教材費

締　切

日　程

講　師
定　員
教材費
締　切

おお  ば ひさ  こ

託児

　腹式・胸式呼吸で的を射抜く健康にもよいス
ポーツ吹矢。命中させる集中力とゲーム性がストレ
ス解消にもなります。初心者も楽しく参加できます。

日　時

講　師
定　員
受講料
教材費

締　切

4月4日～平成31年3月20日　
第1・3水曜日（全24回）※変更月あり　
13：00～15：00　 
秦恒彦（（一社）日本スポーツ吹矢協会公認指導員）
12人
8,000円×3回（分納）
10,000円～
30,000円程度
※初めての人のみ

3月22日（木）必着

　植物の葦で作ったペンを使い、独特で味のあ
る線を生かした作品に仕上げます。太宰府市周
辺や福岡近郊で描く風景画などもあり、１人ひと
りのペースで楽しめます。

日　時

講　師
定　員
受講料
教材費

締　切

4月6日～平成31年3月15日　 
第1･3金曜日（全24回）※変更月あり 
10:00～12:00
中村洋一
15人
6,000円×4回（分納）
5,000円程度
※初めての人のみ

3月23日（金）必着

なかむら よう いち

しん つね ひこ

　ハワイの自然を敬い人を愛する歌を手やステッ
プで表現するフラダンス。振りを覚える脳トレと足
腰を鍛えながらゆっくりと美しく踊りましょう。
初心者向けです。

日　時

講　師
対　象
定　員
受講料
締　切

4月12日～平成31年3月7日　
第1～3木曜日（全36回）※変更月あり 
15:00～16:00
江口佳乃
女性
15人
8,000円×4回（分納）
3月29日（木）必着

え  ぐち よし  の　

バトントワリング

わくわく子ども体操

託児いきいき茶道

（Ａのみ）

　鉄棒、跳び箱、マット、トランポリンなどを使い、楽しみながら一
つ一つを達成していくことで、健やかなココロとカラダを育てます。

日　程

講　師
定　員
締　切
協　賛

4月6日～平成31年3月15日　
第1～3金曜日(全36回)　
※各クラス共変更月あり

福治顕永・龍喜仁（幼児体育指導員）
各15人
3月23日（金）必着
リノラスポーツクラブ

ふく　じ  あき ひさ りゅうよし ひと

　基本のお点前を学び、お茶を点てておもてなしができるレベル
まで稽古します。美しい身のこなしやマナーを身につけ、日本の伝
統を大切にする心を養います。

やま うら　ふ　み 　こ

キッズ

ジュニアA

ジュニアB

対　象クラス

クラス

コース

時　間 受　講　料

満3歳～就学前

小学1年～3年生

小学4年～6年生

7,200円×4回
（分納）15:30～16:45

17:00～18:30

18:45～20:15

託児

癒しのフラダンス 託児

楽しいスポーツ吹矢 託児ペーパー・スクリーン版画 託児

葦ペンスケッチ 託児

華やかな糸まり 託児

　文字を自由に表現する筆文字アート。アートな
ものへと創り上げていくための文字デザインの
コツや表現方法を基礎から学びます。

日　時

講　師
定　員
受講料
材料費
締　切

4月12日～平成31年3月14日　
第2･4木曜日（全24回）※変更月あり　

13：00～15：00
吉垣奈美代      　　　　　　　　
15人
6,000円×4回（分納）
3,000円
3月29日（木）必着

よし　がき　 な　   み　   よ

　柳川地方に伝わる糸まりには、「家庭が丸くおさ
まる」との願いがこめられています。桃の節句を彩
る表情豊かなまりを一針ひとはり縫い上げます。
日　時

講　師
定　員
受講料

材料費

締　切

4月18日～平成31年2月20日
第3水曜日(全11回)
※8月は第4水曜日

13:00～16:00
梅﨑和代
16人
月2,000円
(4ヵ月分ずつ分納)
まり(大)2,500円程度×4個
(小)500円程度×10個製作予定　
3月20日(火)必着

うめざき かず よ

Ａ

Ｂ

対　象 時　間 受　講　料

満3歳～4歳まで

満5歳～就学前まで

7,200円×4回
（分納）

16:00～17:00

17:10～18:10

初級

中級

内　容 時　間 受　講　料

薄　茶

濃　茶
（薄茶の経験のある人）

4,000円×6回
（分納）

6,000円×6回
（分納）

10:00～12:00

13:00～15:00

9,000円×4回
（分納）
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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。

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

　色を幾重にも重ね多彩なグラデーションを楽
しむ色鮮やかな版画です。季節ごとのカードや壁
掛け、年賀状など作ります。

日　時

講　師
定　員
受講料
教材費

締　切

4月5日～平成31年3月14日　
第1・3木曜日（全24回）　
※変更月あり

11：00～13：30
大場寿子
8人
月6,000円                          
10,000円（年間インク代）
※初めての人のみ別途道具購入を要します。　　　
3月15日（木）必着

　バトンを通じ、美しさだけではなく、リズム感、協調性などを身
につけ、正しい姿勢やバランスの取れた柔軟な筋力が得られま
す。音楽に合わせて技を楽しく学びましょう。

4月10日～平成31年3月19日
第2･4火曜日（全24回）　
※各コース共変更月あり

山浦二三子（表千家教授）
初級  15人　　  中級  12人
初級  月800円　中級  月1,000円
3月27日（火）必着

かま うら  ゆ   き

4月4日～平成31年3月20日　
第1～3水曜日（全36回）
※各クラス共変更月あり

蒲浦幸樹（日本バトン協会公認指導員）
各12人
各5,250円
※初めての人のみ
※イベント出演希望者のみ衣装代別途徴収

3月22日（木）必着

日　程

講　師
定　員
教材費

締　切

日　程

講　師
定　員
教材費
締　切

おお  ば ひさ  こ

託児

　腹式・胸式呼吸で的を射抜く健康にもよいス
ポーツ吹矢。命中させる集中力とゲーム性がストレ
ス解消にもなります。初心者も楽しく参加できます。

日　時

講　師
定　員
受講料
教材費

締　切

4月4日～平成31年3月20日　
第1・3水曜日（全24回）※変更月あり　
13：00～15：00　 
秦恒彦（（一社）日本スポーツ吹矢協会公認指導員）
12人
8,000円×3回（分納）
10,000円～
30,000円程度
※初めての人のみ

3月22日（木）必着

　植物の葦で作ったペンを使い、独特で味のあ
る線を生かした作品に仕上げます。太宰府市周
辺や福岡近郊で描く風景画などもあり、１人ひと
りのペースで楽しめます。

日　時

講　師
定　員
受講料
教材費

締　切

4月6日～平成31年3月15日　 
第1･3金曜日（全24回）※変更月あり 
10:00～12:00
中村洋一
15人
6,000円×4回（分納）
5,000円程度
※初めての人のみ

3月23日（金）必着

なかむら よう いち

しん つね ひこ

　ハワイの自然を敬い人を愛する歌を手やステッ
プで表現するフラダンス。振りを覚える脳トレと足
腰を鍛えながらゆっくりと美しく踊りましょう。
初心者向けです。

日　時

講　師
対　象
定　員
受講料
締　切

4月12日～平成31年3月7日　
第1～3木曜日（全36回）※変更月あり 
15:00～16:00
江口佳乃
女性
15人
8,000円×4回（分納）
3月29日（木）必着

え  ぐち よし  の　

バトントワリング

わくわく子ども体操

託児いきいき茶道

（Ａのみ）

　鉄棒、跳び箱、マット、トランポリンなどを使い、楽しみながら一
つ一つを達成していくことで、健やかなココロとカラダを育てます。

日　程

講　師
定　員
締　切
協　賛

4月6日～平成31年3月15日　
第1～3金曜日(全36回)　
※各クラス共変更月あり

福治顕永・龍喜仁（幼児体育指導員）
各15人
3月23日（金）必着
リノラスポーツクラブ

ふく　じ  あき ひさ りゅうよし ひと

　基本のお点前を学び、お茶を点てておもてなしができるレベル
まで稽古します。美しい身のこなしやマナーを身につけ、日本の伝
統を大切にする心を養います。

やま うら　ふ　み 　こ

キッズ

ジュニアA

ジュニアB

対　象クラス

クラス

コース

時　間 受　講　料

満3歳～就学前

小学1年～3年生

小学4年～6年生

7,200円×4回
（分納）15:30～16:45

17:00～18:30

18:45～20:15

託児

癒しのフラダンス 託児

楽しいスポーツ吹矢 託児ペーパー・スクリーン版画 託児

葦ペンスケッチ 託児

華やかな糸まり 託児

　文字を自由に表現する筆文字アート。アートな
ものへと創り上げていくための文字デザインの
コツや表現方法を基礎から学びます。

日　時

講　師
定　員
受講料
材料費
締　切

4月12日～平成31年3月14日　
第2･4木曜日（全24回）※変更月あり　

13：00～15：00
吉垣奈美代      　　　　　　　　
15人
6,000円×4回（分納）
3,000円
3月29日（木）必着

よし　がき　 な　   み　   よ

　柳川地方に伝わる糸まりには、「家庭が丸くおさ
まる」との願いがこめられています。桃の節句を彩
る表情豊かなまりを一針ひとはり縫い上げます。
日　時

講　師
定　員
受講料

材料費

締　切

4月18日～平成31年2月20日
第3水曜日(全11回)
※8月は第4水曜日

13:00～16:00
梅﨑和代
16人
月2,000円
(4ヵ月分ずつ分納)
まり(大)2,500円程度×4個
(小)500円程度×10個製作予定　
3月20日(火)必着

うめざき かず よ

Ａ

Ｂ

対　象 時　間 受　講　料

満3歳～4歳まで

満5歳～就学前まで

7,200円×4回
（分納）

16:00～17:00

17:10～18:10

初級

中級

内　容 時　間 受　講　料

薄　茶

濃　茶
（薄茶の経験のある人）

4,000円×6回
（分納）

6,000円×6回
（分納）

10:00～12:00

13:00～15:00

9,000円×4回
（分納）



問い合わせ （いきいき情報センター2F）TEL（920）9900トレーニングルーム

冬になり、体は脂肪を蓄える季節になりました。寒さで出かけるのも億劫になり
がちな今こそ、運動で筋肉量を増やし基礎代謝をあげ、太りにくい体を作りま
しょう。初めて利用する人は、登録講習を受けてください。見学は自由です。お気
軽にお立ち寄りください。

Sports & Culture
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ミリカローデン那珂川 筑紫郡那珂川町仲2-5-1 TEL（954）2211

＊「体成分測定会」を3/27(火）に予定しています。

9：00 ～ 21：30（最終受付 21：00）

一　般／ 340 円　　65 歳以上／ 170 円

高校生／ 240 円　　身障者・介護者／ 170 円

木曜日／ 13：00 ～ 14：00　日曜日／ 10：30 ～ 11：30

利 用 時 間

料　　　金

（2 時 間）

登録講習会

か ね よ し 　 し ん の う き く  ち  た け  み つ

ひ ば り と こ

いきいき情報センター ギャラリーやイベント広場貸出の空き状況は、ホームページでもお知らせしています。

http://www.dazaifu-info.or.jp/

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

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

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〉

葦ペンスケッチ講座
受講生作品展
（いきいき情報センター主催講座）

2/3●～2/16●土 金

つくし お隣りさん情報
※1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

3/25（日）

3/25（日）

3/18（日）

2/24（土）

那珂川町少年少女合唱団第5回定期演奏会
全席自由500円　※小学生以上有料　14：00

3/11（日）

3/18（日）

2/18（日）

春日市ふれあい文化センター 春日市大谷6-24 TEL（584）3366

3/25（日）

3/4（日）

土曜シアター 「湯を沸かすほどの熱い愛」
施設利用料1枚300円　※３歳以上有料　①10：00　②14：00　③18：00

レオナルド・ブラーボ タンゴトリオ
～パッションとノスタルジーが綾なすアルゼンチンタンゴの世界～
一般2,000円　高校生以下1,000円　※未就学児入場不可　15：00

伊藤京子ピアノコンサート 未来へ紡ぐ音楽 ～ピアノは語る～
※スプリングメイト会員・高校生以下 無料でご招待（要申込）
一般1,000円　大学生500円　※未就学児入場不可　14：00

市民企画公募事業「プロデューサーズ2017」選定事業
熊本地震 東日本大震災 九州北部豪雨 被災地支援報告コンサート
ピュアハート「風月同天Ⅴ」
入場無料(事前申込不要)　13：00

平成29年度ミリカ文化・健康サークル 受講生文化祭　舞台発表
入場無料　午前の部10：00　午後の部14：00

チャレンジ７　第7回夢文化祭 ★ダンスや表現活動にチャレンジ★
入場無料（一部要事前申込） 13：00～

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．10 「名曲から楽しむ歌の世界」
出演：松竹玲奈（ソプラノ）、新見準平（バリトン）、岡直美（ピアノ）
800円　※未就学児入場不可　14：00

3/11（日）

つるの剛士コンサート ～つるのうた名曲集～ in 大野城
出演：つるの剛士　5,000円　※未就学児入場不可　17：30

ちくしのブラスフェスタVol.2
入場無料　12：30

2/24（土）

2/10（土）
シネマランド「燦燦」
施設利用料：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12：00まで

華やかな糸まり講座
受講生作品展
（いきいき情報センター主催講座）

2/22●～2/27●木 火
※最終日13：00まで

筑紫野市ちくしの少年少女合唱団 第３回定期演奏会
300円　※未就学児入場無料　14：00

日　時 ： 2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（第２土曜日）開院!

★レイ・ナ・ラー・フラ

日　時 ： 第2・4月曜日　
　　　　13:30～15:00
場　所 ： いきいき情報センター
会　費 ： 月3,200円
問い合わせ／前川直子
　　　　　　TEL090(4344)7050

まえかわなおこ

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

　笑顔で美しく、をモットーに楽しく
レッスンしています。

※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

場 所

2月3日(土)開演16:00～
　  4日(日)開演13:00～
プラム・カルコア太宰府

演劇公演

両日とも 残席わずか！

（公財）太宰府市文化スポーツ振興財団事務局

上演時間 約130分
(休憩含む)

さんさん

トレーニングルーム

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


