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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/

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〉

水城プロジェクト彫刻作品展
3/9●～3/22●金 木

3/2●～3/15●金 木

つくし お隣りさん情報
※2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）

3/24（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

3/18（日）

3/18（日）

3/1（木）～
4（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 「SINGシング」＜日本語吹替版＞
施設利用料1枚300円　※３歳以上有料　①10：00　②14：00

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

筑紫野市文化協会　第33回ちくしの芸術祭2018
問合せ：筑紫野市文化協会　電話：090-3666-1286（田中）
1日から美術文芸･華道部門が始まり、3日(土)･4日(日)は芸能・音楽・歌謡部門の発表、
お茶席(15時受付終了)、ワークショップ(13時～14時)を開催。
無料※但し一部有料　10:00～16:00

平成29年度歴史講座　「ちくし見聞録」「安徳台遺跡群とその後」
講師：岩滿聡さん（那珂川町教育委員会）
入場無料（要事前申込） 10：00～12：00

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）

ちくしのブラスフェスタVol.2
入場無料　12：30

3/10（土）

シネマランド
①「世界でいちばんのイチゴミルクのつくり方」
②「くろねこルーシー」
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日本語吹替版、18：00日本語字幕版　②14：00

※最終日16：00まで

ペーパー・スクリーン版画
受講生作品展
（いきいき情報センター主催講座）

※最終日13：00まで

3/20●～3/26●火 月

umekko-art
作品展

※最終日16：00まで

3/27●10:00～18:30火

体成分測定会

※休憩30分含む（参加無料）

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 ： 3 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!

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

　年長～小学生までのダンス大好きガー
ルズダンスチームです♡

※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。

３月11日●日日 時

場 所

ふれ愛

語らい

思い
やり

10：00～15：00
男女共同参画推進センタールミナス・体育センター

【ウィンドウスター・星のランタン・花のランタン】 ★詳細は、中ページをご覧ください。

先着100人飲料プレゼント

AED体験コーナー
アート体験コーナー

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
　　　（株）パブリック・ベンディングサービス

講演会終了後開始
スタンプラリー参加者のみ

協力 /太宰府市女性消防団
協力 /牟田アトリエ・NPO法人太宰府アートのたね

※ご来場の際は、公共交通機関をご利用ください。

2018

フリーマーケット会場⇒体育センター（全天候型）

主催／ルミナスフェスタ２０１8実行委員会・男女共同参画推進センタールミナス　後援／太宰府市・太宰府市教育委員会
問い合わせ：男女共同参画推進センタールミナス　TEL　０９２（９２５）５４０４

2007年度「あすばる」事業を機に発足。「しなやかなる継続で意識は変わる」をモットー
に地域を愛し、共に支え合う豊かな地域社会を創りだす目的で活動している市民団体。

講 師：八代　由美さん【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】
やつ しろ　       ゆ 　み

男女共同参画講演会 演 題：『あなたの身の周りにあること』　

講演会＆寸劇 要約筆記・手話通訳あり

時間：10：00～11：30

①地域を育てていくのは生活者の視点
②親を孤立させないように地域が見守る子育て
③ひとつの成功体験が信頼へとつながる

講
演
内
容

★フェスタ各コーナーは、 申込不要 です。ご来場をお待ちしております。

身近にあることから、男女共同参画を考えませんか。男女共同参画がよくわかる！
市民が演じる那珂川にわかと寸劇もお楽しみください！

入 場 無 料 暖房完備
★Pop★up★Kids Dance

日　時：毎週火曜日　17:00～19:00
場　所：いきいき情報センター　ほか
会　費：月2,500円
年会費：1,000円

問い合わせ／矢野久美子
　　　　　　090（6429）2210

や の  く  み  こ

　誰でもできるダンスをしながら、筋力・
骨量UPエクササイズです。

★スローダンスエクササイズ

日　時：水曜日 10:00～11:00（月3回）
場　所：いきいき情報センター
会　費：1回500円
年会費：1,000円

問い合わせ／矢野久美子
　　　　　　090（6429）2210

や の  く  み  こ

　発足18年の男性料理教室。楽しく家庭
料理を作っています。見学歓迎！

★まほろば料理教室

日　時：毎月第１水曜日　
          9:30～12:00（月1回）
場　所：いきいき情報センター
会　費：半年分5,000円（材料費込）

問い合わせ／山口善暉
　　　　　　090（7988）6712

やまぐちよしてる
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太宰府市男女共同参画推進センタールミナス

いきいき
情報センター

④参画することで、ひとりひとりの意識は変わる
⑤学習する機会を大切に
⑥どんな些細な問題でも、みんなで考え取り組める受け皿を持つ

寸劇タイトル  『働き方いろいろ、人生いろいろ』（にわか・寸劇・歌）
座・しゃくなげ 【那珂川町男女共同参画地域づくり推進委員会】

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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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。

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
←H.P.からも申込可

託児

講　師

対　象
定　員
受講料
教材費
締　切

荒牧知子
（FTPマットピラティス）

女性　
各25人
各13,000円
各1,290円（ミニボール代）
3月29日（木）必着

日　時

講　師
定　員
受講料
締　切

4月18日～9月19日
第1･3水曜日（全10回）※8月15日休講
14：30～15：30
ＡＮＮＡ（プロダンサー）
10人
8,000円
4月3日（火）必着

心地良い呼吸法を学び、体の歪みや姿勢をな
おし、筋肉を正しく使います。毎年「腰痛や肩こり
が軽減、気持ちもスッキリ！」と幅広い年齢層の
受講生から大好評です。

心と体をキレイにするピラティス（前期）

懐メロ♪ラテンダンス(前期) 託児

60～80年代の歌謡曲を中南米のラテン音楽
のリズムにアレンジした馴染のある曲で、思い出
に浸りながら気持ち良く、ダンシング！

時　間

講　師

9：30～10：30

古野透
（ＪＡＴＩ認定トレーニング指導者ほか）

教材費 1,260円
※希望者のみ講座中貸出有り

体幹スイッチ★トレーニング【春期】 託児

骨盤体操やヨガ・ピラティスなどの要素を取
り入れ、体幹、特に深層部（インナーマッスル）
を刺激し、「体幹力」を目覚めさせます！運動不
足解消から現役スポー
ツマンまで大歓迎！

時　間

講　師

10：45～11：45

岡島友古
（コアコンディショニングＢａｓｉｃライセンスほか）

日常生活の家事や仕事、動きのクセなどに
よる“身体の歪み”を骨盤ストレッチや呼吸エ
クササイズにより、ゆっ
くり痛みや不調を軽減
します。

～青春の思い出が蘇る～　

～メンズも目覚める！～

体幹リセット☆ストレッチ【春期】 託児
～呼吸と姿勢を整える！～

日　時

講　師

定　員
受講料
締　切

4月11日～8月1日　
毎週水曜日（全17回）
14:00～15:15　　　　　　　　
倉田恵美
（ＮＰＯ法人日本ゆる協会
公認ゆる体操正指導員）

14人
10,200円
3月27日（火）必着

やさしいゆる体操初級（１期） 託児

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。

～心と体のリラックス～　

日　時

定　員
受講料
教材費
締　切

日　程
定　員
受講料
締　切

5月9日～7月4日　毎週水曜日（全9回）
10:00～15:00（1時間休憩含）
※最終日は12:30迄

16人
12,000円
4,320円(テキスト代)
4月11日（水）必着

託児

調剤事務の資格を取得し、病院や薬局への就
職を有利にしませんか。専門講師が丁寧に指導
しますので、初めてでも大丈夫！最終日は、県共催
で就職応援セミナーも実施します。

医療事務講座～調剤コース～

朝コース　9：45～10：45
昼コース　13：00～14：00
夜コース　20：00～21：00

あらまきとも  こ

※講座出席が8割以上の受講生は修了書を授与します。
また、カリキュラム内のテストに合格すれば3級が取得可能。

くら  た  え   み

おか  じま  とも    こ

4月15日～9月9日　月2回日曜日（全12回）
15人
10,000円
3月28日（水）必着

ふる   の   とおる

上記２講座とも

★お抹茶席★
（菓子付き400円）

★健康
体操体

験★

10:00～

アート体験コーナー 12:00～14:30

★星のランタン★ ★ウィンドウスター★

2018

★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・おにぎり・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　☆主催講座書道作品展　

AED体験コーナー

AED（自動体外式除細動器）

・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
る様に体験します。

パネル展示を見た感想等を紙
（いろいろな色・形）に記入、それを
ハートの形を印刷し
た紙に貼り付けて完
成させます！

13：00～15：00

★ハーブ
ティサロ

ン★

≪生姜紅
茶・フルー

ツティ他
≫

（1杯15
0円）　5

0杯限定

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フェスタを開催します。

●バトントワリング ●日本舞踊 ●ハワイアンフラ 
●ひばりエクササイズ ●ヒップホップダンス●オカリナ
★ベビーダンス ★鍵ハモ♪キッズオーケストラ

・水彩画用紙のワトソン
紙を多角形に切り抜
き、貼り合わせて作り
ます。ロウソクを入れ
ると浮かびあがる綺麗
な模様たち・・・♡
実費400円

★花のランタン★
・折り紙で簡単に折
れて灯りの色を楽
しめるクラフト
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
みます。
実費200円

今年もピザバスが

やってくるよ!!

男女共同参画体験コーナー

テーマ

内　容

みんなでハートを彩ろう！
～誰もがいきいきと輝く
　　　　未来へ願いを込めて～

ふれ愛

語らい

思い
やり

★ステージ発表では、今年はルミナスと体育センター

　利用者と主催講座受講生の出演です。

◎12時開始予定

協力：牟田アトリエ／
　　  NPO法人太宰府アートのたね

実費は、災害被災地へ寄付します！

13:00～15:00

協力：太宰府市女性消防団

※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

コース・時間

期　間 4月17日～10月2日　
毎週火曜日（全20回）

申込不要
入場無料
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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。

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
←H.P.からも申込可

託児

講　師

対　象
定　員
受講料
教材費
締　切

荒牧知子
（FTPマットピラティス）

女性　
各25人
各13,000円
各1,290円（ミニボール代）
3月29日（木）必着

日　時

講　師
定　員
受講料
締　切

4月18日～9月19日
第1･3水曜日（全10回）※8月15日休講
14：30～15：30
ＡＮＮＡ（プロダンサー）
10人
8,000円
4月3日（火）必着

心地良い呼吸法を学び、体の歪みや姿勢をな
おし、筋肉を正しく使います。毎年「腰痛や肩こり
が軽減、気持ちもスッキリ！」と幅広い年齢層の
受講生から大好評です。

心と体をキレイにするピラティス（前期）

懐メロ♪ラテンダンス(前期) 託児

60～80年代の歌謡曲を中南米のラテン音楽
のリズムにアレンジした馴染のある曲で、思い出
に浸りながら気持ち良く、ダンシング！

時　間

講　師

9：30～10：30

古野透
（ＪＡＴＩ認定トレーニング指導者ほか）

教材費 1,260円
※希望者のみ講座中貸出有り

体幹スイッチ★トレーニング【春期】 託児

骨盤体操やヨガ・ピラティスなどの要素を取
り入れ、体幹、特に深層部（インナーマッスル）
を刺激し、「体幹力」を目覚めさせます！運動不
足解消から現役スポー
ツマンまで大歓迎！

時　間

講　師

10：45～11：45

岡島友古
（コアコンディショニングＢａｓｉｃライセンスほか）

日常生活の家事や仕事、動きのクセなどに
よる“身体の歪み”を骨盤ストレッチや呼吸エ
クササイズにより、ゆっ
くり痛みや不調を軽減
します。

～青春の思い出が蘇る～　

～メンズも目覚める！～

体幹リセット☆ストレッチ【春期】 託児
～呼吸と姿勢を整える！～

日　時

講　師

定　員
受講料
締　切

4月11日～8月1日　
毎週水曜日（全17回）
14:00～15:15　　　　　　　　
倉田恵美
（ＮＰＯ法人日本ゆる協会
公認ゆる体操正指導員）

14人
10,200円
3月27日（火）必着

やさしいゆる体操初級（１期） 託児

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。

～心と体のリラックス～　

日　時

定　員
受講料
教材費
締　切

日　程
定　員
受講料
締　切

5月9日～7月4日　毎週水曜日（全9回）
10:00～15:00（1時間休憩含）
※最終日は12:30迄

16人
12,000円
4,320円(テキスト代)
4月11日（水）必着

託児

調剤事務の資格を取得し、病院や薬局への就
職を有利にしませんか。専門講師が丁寧に指導
しますので、初めてでも大丈夫！最終日は、県共催
で就職応援セミナーも実施します。

医療事務講座～調剤コース～

朝コース　9：45～10：45
昼コース　13：00～14：00
夜コース　20：00～21：00

あらまきとも  こ

※講座出席が8割以上の受講生は修了書を授与します。
また、カリキュラム内のテストに合格すれば3級が取得可能。

くら  た  え   み

おか  じま  とも    こ

4月15日～9月9日　月2回日曜日（全12回）
15人
10,000円
3月28日（水）必着

ふる   の   とおる

上記２講座とも

★お抹茶席★
（菓子付き400円）

★健康
体操体

験★

10:00～

アート体験コーナー 12:00～14:30

★星のランタン★ ★ウィンドウスター★

2018

★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・おにぎり・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　☆主催講座書道作品展　

AED体験コーナー

AED（自動体外式除細動器）

・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
る様に体験します。

パネル展示を見た感想等を紙
（いろいろな色・形）に記入、それを
ハートの形を印刷し
た紙に貼り付けて完
成させます！

13：00～15：00

★ハーブ
ティサロ

ン★

≪生姜紅
茶・フルー

ツティ他
≫

（1杯15
0円）　5

0杯限定

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フェスタを開催します。

●バトントワリング ●日本舞踊 ●ハワイアンフラ 
●ひばりエクササイズ ●ヒップホップダンス●オカリナ
★ベビーダンス ★鍵ハモ♪キッズオーケストラ

・水彩画用紙のワトソン
紙を多角形に切り抜
き、貼り合わせて作り
ます。ロウソクを入れ
ると浮かびあがる綺麗
な模様たち・・・♡
実費400円

★花のランタン★
・折り紙で簡単に折
れて灯りの色を楽
しめるクラフト
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
みます。
実費200円

今年もピザバスが

やってくるよ!!

男女共同参画体験コーナー

テーマ

内　容

みんなでハートを彩ろう！
～誰もがいきいきと輝く
　　　　未来へ願いを込めて～

ふれ愛

語らい

思い
やり

★ステージ発表では、今年はルミナスと体育センター

　利用者と主催講座受講生の出演です。

◎12時開始予定

協力：牟田アトリエ／
　　  NPO法人太宰府アートのたね

実費は、災害被災地へ寄付します！

13:00～15:00

協力：太宰府市女性消防団

※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

コース・時間

期　間 4月17日～10月2日　
毎週火曜日（全20回）

申込不要
入場無料
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第22回くらしのうつりかわり展

第1回歴史の散歩道を歩く　大宰府政庁編（1）

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

開催中

入場無料

期　間 4月1日（日）～5月20日（日）

おじいちゃんやおばあちゃんが子どもの
頃に使っていた生活道具は、今の子どもたち
にとって、見たこともない不思議なものかも
しれません。しかし、どの道具にも先人の知恵
や工夫が込められています。
くらしのうつりかわり展では、さまざまな
道具や古写真を通して、暮らしの変化を紹介
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。

大宰府政庁跡や客館跡周辺の史跡や文化
遺産を訪ねます。ふれあい館から歴史めぐり
に出かけましょう。

第1回　テーマ講座

幕末における福岡藩の動向と役割につい
て、五卿が滞在し諸藩の人々が集った太宰府
に即して明らかにします。

期　間 ～3月11日（日）まで

　幕末、京都を追われた五卿が滞在したこと
で、政局の表舞台へと登場することとなった太
宰府。展覧会では太宰府と明治維新との関わり
を紹介します。

期　間

〈前期〉 4月1日（日）～26日（木）
〈後期〉 5月2日（水）～26日（土）

9：00～17：00

毎週月曜日（祝日のときは翌平日）

太宰府がみた明治維新
明治150年企画展示

第22回文化ふれあい館　定期利用団体作品展

予告

予告 ふれあい文化祭ふれあい文化祭

〈逢知ギャラリー〉※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。
あふち

一東書道会　福岡熊本支局展
　かな作品を中心とした書道展。
額、軸等、約100点を展示します。

日　時

出展者

3月20日(火)12:00～
　　22日(木)16:00まで

一東書道会（福岡、熊本ほか会員）
いっとうしょどうかい

ちょ古旅♪太宰府パネル展
　水城跡から太宰府天満宮まで
をつなぐ「歴史の散歩道」に沿っ
た史跡や周辺スポットを紹介♪
　ふれあい館から歴史めぐりに
出発しよう！
期　間 3月23日（金）～3月28日（水）

日　時

講　師
定　員
受講料
締　切

4月28日（土）10:00～12:00

重松敏彦（文化ふれあい館）
20人
800円
4月14日（土）必着入場無料

入場無料

太宰府学講座

しげ まつ とし ひこ

リラクゼーションヨガ　（前期）

女性の不調を和らげるために、緊張した心と
体を穏やかに緩めます。暑い季節に向けて深い
呼吸とともに胃腸を整え消化力UP。年齢・体力
に関係なく参加できます。

日　時

講　師

対　象
定　員
受講料
締　切

4月11日～9月26日　
第2・4水曜日（全12回）
10：30～11：30

松尾賢子
（ヨガインストラクター）

女性
15人
10,200円　
3月28日（水）必着

日　時
演　題

講　師

定　員
受講料
締　切

5月6日（日）13:30～15:30
明治維新と福岡藩・太宰府

日比野利信
（北九州市立自然史・歴史博物館）

70人
500円
4月22日（日）必着

ひ   び   の   とし のぶ

※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。

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。

まつ  お  さと  こ

春の里山を歩いて食べる

四王寺山裾の里山を通り、歴史の散歩道から
太宰府市民の森を歩きます。春の野草や木の芽
を採取し、キャンプ場で自然そのままを天ぷら
にして味わいます。

日　時

講　師
対　象

定　員
受講料
材料費
締　切

4月21日（土）10:00～15:00

須田隆一（福岡県保健環境研究所）
小学生～大人
※子どものみの受講は小学4年生以上

20人
500円
100円
4月7日（土）必着

す    だりゅういち

こだわりの味噌づくり

硬式テニス教室

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。

※月曜日は休園日ですが、財団主催の講座につきテニス
　コートを使用します。（祝日は休講）
※天候などにより休講になる場合があります。

日　時

講　師

定　員
受講料
材料費
締　切

4月26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
4月12日（木）必着
※申し込み時に米か合わせの
   希望を記入してください。

いのうえ

場　所

定　員
受講料

締　切

太宰府市文化スポーツ振興財団事務局（公財）
〒818-0125 太宰府市五条三丁目1番1号 TEL（920）7070申込先

歴史スポーツ公園テニスコート
（太宰府市吉松4丁目1-1）
各12人
各7,000円×4回
（分納）
3月22日（木）必着

各コース　平成31年3月末まで、全32回

コース・日時

レベルに合わせて丁寧に指導します。

初  級  者

中  級  者

初級/中級

初心者A
（少しラリーが出来る程度）

初心者B
（過去に少し経験がある程度）

4月12日～毎週木曜日 13：00～14：30

4月11日～毎週水曜日 10：00～11：30

4月16日～毎週月曜日   9：30～11：00

開館時間

休 館 日

4月16日～毎週月曜日 11：00～12：30
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第22回くらしのうつりかわり展

第1回歴史の散歩道を歩く　大宰府政庁編（1）

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

開催中

入場無料

期　間 4月1日（日）～5月20日（日）

おじいちゃんやおばあちゃんが子どもの
頃に使っていた生活道具は、今の子どもたち
にとって、見たこともない不思議なものかも
しれません。しかし、どの道具にも先人の知恵
や工夫が込められています。
くらしのうつりかわり展では、さまざまな
道具や古写真を通して、暮らしの変化を紹介
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。

大宰府政庁跡や客館跡周辺の史跡や文化
遺産を訪ねます。ふれあい館から歴史めぐり
に出かけましょう。

第1回　テーマ講座

幕末における福岡藩の動向と役割につい
て、五卿が滞在し諸藩の人々が集った太宰府
に即して明らかにします。

期　間 ～3月11日（日）まで

　幕末、京都を追われた五卿が滞在したこと
で、政局の表舞台へと登場することとなった太
宰府。展覧会では太宰府と明治維新との関わり
を紹介します。

期　間

〈前期〉 4月1日（日）～26日（木）
〈後期〉 5月2日（水）～26日（土）

9：00～17：00

毎週月曜日（祝日のときは翌平日）

太宰府がみた明治維新
明治150年企画展示

第22回文化ふれあい館　定期利用団体作品展

予告

予告 ふれあい文化祭ふれあい文化祭

〈逢知ギャラリー〉※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。
あふち

一東書道会　福岡熊本支局展
　かな作品を中心とした書道展。
額、軸等、約100点を展示します。

日　時

出展者

3月20日(火)12:00～
　　22日(木)16:00まで

一東書道会（福岡、熊本ほか会員）
いっとうしょどうかい

ちょ古旅♪太宰府パネル展
　水城跡から太宰府天満宮まで
をつなぐ「歴史の散歩道」に沿っ
た史跡や周辺スポットを紹介♪
　ふれあい館から歴史めぐりに
出発しよう！
期　間 3月23日（金）～3月28日（水）

日　時

講　師
定　員
受講料
締　切

4月28日（土）10:00～12:00

重松敏彦（文化ふれあい館）
20人
800円
4月14日（土）必着入場無料

入場無料

太宰府学講座

しげ まつ とし ひこ

リラクゼーションヨガ　（前期）

女性の不調を和らげるために、緊張した心と
体を穏やかに緩めます。暑い季節に向けて深い
呼吸とともに胃腸を整え消化力UP。年齢・体力
に関係なく参加できます。

日　時

講　師

対　象
定　員
受講料
締　切

4月11日～9月26日　
第2・4水曜日（全12回）
10：30～11：30

松尾賢子
（ヨガインストラクター）

女性
15人
10,200円　
3月28日（水）必着

日　時
演　題

講　師

定　員
受講料
締　切

5月6日（日）13:30～15:30
明治維新と福岡藩・太宰府

日比野利信
（北九州市立自然史・歴史博物館）

70人
500円
4月22日（日）必着

ひ   び   の   とし のぶ

※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。

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。

まつ  お  さと  こ

春の里山を歩いて食べる

四王寺山裾の里山を通り、歴史の散歩道から
太宰府市民の森を歩きます。春の野草や木の芽
を採取し、キャンプ場で自然そのままを天ぷら
にして味わいます。

日　時

講　師
対　象

定　員
受講料
材料費
締　切

4月21日（土）10:00～15:00

須田隆一（福岡県保健環境研究所）
小学生～大人
※子どものみの受講は小学4年生以上

20人
500円
100円
4月7日（土）必着

す    だりゅういち

こだわりの味噌づくり

硬式テニス教室

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。

※月曜日は休園日ですが、財団主催の講座につきテニス
　コートを使用します。（祝日は休講）
※天候などにより休講になる場合があります。

日　時

講　師

定　員
受講料
材料費
締　切

4月26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
4月12日（木）必着
※申し込み時に米か合わせの
   希望を記入してください。

いのうえ

場　所

定　員
受講料

締　切

太宰府市文化スポーツ振興財団事務局（公財）
〒818-0125 太宰府市五条三丁目1番1号 TEL（920）7070申込先

歴史スポーツ公園テニスコート
（太宰府市吉松4丁目1-1）
各12人
各7,000円×4回
（分納）
3月22日（木）必着

各コース　平成31年3月末まで、全32回

コース・日時

レベルに合わせて丁寧に指導します。

初  級  者

中  級  者

初級/中級

初心者A
（少しラリーが出来る程度）

初心者B
（過去に少し経験がある程度）

4月12日～毎週木曜日 13：00～14：30

4月11日～毎週水曜日 10：00～11：30

4月16日～毎週月曜日   9：30～11：00

開館時間

休 館 日

4月16日～毎週月曜日 11：00～12：30
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　書道や絵手紙の仕上げに華を添える篆刻。手
彫りや造形の美しさを楽しみながら、技法・額装
を習い、課題や味わい深い自分の印を作ります。

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
第1・3火曜日（全24回）
※5･1月は第2･4火曜日

13:00～15:00

中野公信
10人
7,200円×3回（分納）
別途徴収　
※必要に応じ別途道具･石材等購入を要します。

3月20日（火）必着

　音楽に合わせ全身をリズミカルに動か
す燃焼系エクササイズ！脂肪が燃え、持久
力と程よい筋力が身についていきます。
楽しく爽快にリフレッシュしましょう！

各20人
各6,500円×4回（分納）
3月26日（月）必着

定　員
受講料
締　切

託児

エアロビクス

（朝のみ）

託児 （朝のみ）

てん刻 託児

　ポロンポロンと優しい音色。コード奏法やソ
ロ奏法を基本から学びます。はじめての人向け
です。

日　時

講　師

定　員
受講料
教材費

締　切

5月7日～10月15日
第1・3月曜日（全12回）
14:00～15：30
岩谷弘明
（ギター・ウクレレ奏者）

8人
7,000円 ×2回（分納）
25,000円程度
（ウクレレ・チューナー・ストラップ代）

4月23日（月）必着

いわ たに ひろ あき

ウクレレ入門 託児

　オカリナを吹けるようになったら素敵だと思
いませんか。楽譜が読めなくても指の押さえ方を
覚えると吹けるようになります。音楽を楽しみま
しょう。

日　時

講　師
定　員
受講料
教材費

締　切

5月10日～10月25日
第2・4木曜日（全12回）
10：30～12：00
流音華（オカリナ奏者）
15人
7,000円 ×2回（分納）
13,000円　
（Ｃ管オカリナとテキスト代）

4月26日（木）必着

る    ね    か

はじめてのオカリナ 託児

　フィットネスとキックボクシングの良さ
を合わせたファイト系エクササイズ！運動
量があり普段使わない筋肉が鍛えられ、身
体の引き締めやストレス発散に最適です。

各20人
各6,500円×4回（分納）
3月26日（月）必着

定　員
受講料
締　切

ファイトエアロ

松尾万葉
まつ　お　　ま     よ

託児 （朝・昼のみ）

　基本の動きを中心に行います。深い呼
吸とともに体を動かし、心身のバランス
を整え、日頃の
疲れをリセット
しましょう。

各20人
各9,000円×4回（分納）
3月22日（木）必着

定　員
受講料
締　切

ヨ ガ

リラックス昼ヨガ
（ゆっくり癒し系）

リラックス夜ヨガ
（ゆっくり癒し系）

週末朝ヨガ
（ゆっくり癒し系）

ハタフローヨガ
（動きのあるハード系） うち  やま   さ    わ     こ

なか  の   きみ のぶ

　骨盤を立てる姿勢、腰や腹のなめらかな動きが
特徴の美容と健康のエクササイズ。基礎から行う
ので、全く初めての人もＯＫです！ベリーダンスの
魅力を体感してください。

日　時

講　師

対　象
定　員
受講料
教材費
締　切

日　時

講　師
定　員
受講料
締　切

4月11日～平成31年3月13日
水曜日（全34回）※毎月最終水曜日は休み
19:30～20:45

添田直子
（ベリーダンススタジオ代表）

女性
20人
10,200円×3回（分納）
別途徴収（希望者のみヒップスカーフ）
3月30日（金）必着

やさしいベリーダンス

　囲碁をはじめてみませんか。頭の体操になり、対
局での交流が楽しい講座です。

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）※8・1月は変更有
13：30～15：00（17：00まで自由対局可）

轟英武（日本棋院筑紫支部長）
30人
7,000円×2回（分納）                          
2,700円程度
※初めての人のみテキスト代

3月22日（木）必着

囲碁 託児

とどろきひでたけ

　帯を前で結んでうしろに回す帯結びにチャレン
ジしませんか。楽で着崩れしない着付け方や、前結
びならではの色々な変わり結びが楽しめます。

日　時

講　師
対　象
定　員
受講料
教材費

締　切

4月9日～平成31年3月18日　
第2･4月曜日(全22回)※変更月あり　8月は休講
10:00～12:00

下川智子（前結び宗家 高等師範）　
女性　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
15人
11,000円×2回（分納）  
10,800円
※初めての人のみ用具代

3月26日（月）必着

前結び着付け 託児

しも かわとも こ

そえ だ  なお  こ

　冬の硬くなった身体をゆっくりとストレッチでほ
ぐしましょう。ダンベル・青竹ふみなどを使い血行
をよくし、疲れにくい身体づくりをめざします。

4月13日～平成31年3月22日
毎週金曜日（全42回）  
9：50～10：50

宮下和子
25人
9,500円×3回（分納）
3月26日（月）必着   

いきいきストレッチ 託児

みや した かず こ

日　時

講　師
定　員
受講料
締　切

　音楽にあわせて楽しく全身運動しましょう。エア
ロビクスよりもスローですが脂肪燃焼効果が期待
できます。ダンベルも使用し筋力ＵＰをはかります。

4月13日～平成31年3月22日
毎週金曜日（全42回）
11：00～12：00

宮下和子
25人
9,500円×3回（分納）
3月26日（月）必着

スロービクス 託児

みや した かず こ

日　時　※各全40回 講　師

新開智子

梅津寿子

4月12日～平成31年3月14日
毎週木曜日　10:00～11:00
4月9日～平成31年3月18日
毎週月曜日　20:00～21:00

しん かい  とも   こ

うめ   つ  ひさ   こ

コース

朝

夜

日　時　※各全40回 講　師

4月9日～平成31年3月18日
毎週月曜日　10:00～11:00
4月13日～平成31年3月15日　
毎週金曜日　20:00～21:00

コース

朝

夜

吉田ナーシャ
よし   だ

日　時　※各全40回 講　師

4月12日～平成31年3月14日
毎週木曜日　14:00～15:10
4月10日～平成31年3月12日
毎週火曜日　19:50～21:00

コース

内山佐和子

4月12日～平成31年3月14日
毎週木曜日　19:50～21:00
4月14日～平成31年3月16日
毎週土曜日　10:00～11:10
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　書道や絵手紙の仕上げに華を添える篆刻。手
彫りや造形の美しさを楽しみながら、技法・額装
を習い、課題や味わい深い自分の印を作ります。

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
第1・3火曜日（全24回）
※5･1月は第2･4火曜日

13:00～15:00

中野公信
10人
7,200円×3回（分納）
別途徴収　
※必要に応じ別途道具･石材等購入を要します。

3月20日（火）必着

　音楽に合わせ全身をリズミカルに動か
す燃焼系エクササイズ！脂肪が燃え、持久
力と程よい筋力が身についていきます。
楽しく爽快にリフレッシュしましょう！

各20人
各6,500円×4回（分納）
3月26日（月）必着

定　員
受講料
締　切

託児

エアロビクス

（朝のみ）

託児 （朝のみ）

てん刻 託児

　ポロンポロンと優しい音色。コード奏法やソ
ロ奏法を基本から学びます。はじめての人向け
です。

日　時

講　師

定　員
受講料
教材費

締　切

5月7日～10月15日
第1・3月曜日（全12回）
14:00～15：30
岩谷弘明
（ギター・ウクレレ奏者）

8人
7,000円 ×2回（分納）
25,000円程度
（ウクレレ・チューナー・ストラップ代）

4月23日（月）必着

いわ たに ひろ あき

ウクレレ入門 託児

　オカリナを吹けるようになったら素敵だと思
いませんか。楽譜が読めなくても指の押さえ方を
覚えると吹けるようになります。音楽を楽しみま
しょう。

日　時

講　師
定　員
受講料
教材費

締　切

5月10日～10月25日
第2・4木曜日（全12回）
10：30～12：00
流音華（オカリナ奏者）
15人
7,000円 ×2回（分納）
13,000円　
（Ｃ管オカリナとテキスト代）

4月26日（木）必着

る    ね    か

はじめてのオカリナ 託児

　フィットネスとキックボクシングの良さ
を合わせたファイト系エクササイズ！運動
量があり普段使わない筋肉が鍛えられ、身
体の引き締めやストレス発散に最適です。

各20人
各6,500円×4回（分納）
3月26日（月）必着

定　員
受講料
締　切

ファイトエアロ

松尾万葉
まつ　お　　ま     よ

託児 （朝・昼のみ）

　基本の動きを中心に行います。深い呼
吸とともに体を動かし、心身のバランス
を整え、日頃の
疲れをリセット
しましょう。

各20人
各9,000円×4回（分納）
3月22日（木）必着

定　員
受講料
締　切

ヨ ガ

リラックス昼ヨガ
（ゆっくり癒し系）

リラックス夜ヨガ
（ゆっくり癒し系）

週末朝ヨガ
（ゆっくり癒し系）

ハタフローヨガ
（動きのあるハード系） うち  やま   さ    わ     こ

なか  の   きみ のぶ

　骨盤を立てる姿勢、腰や腹のなめらかな動きが
特徴の美容と健康のエクササイズ。基礎から行う
ので、全く初めての人もＯＫです！ベリーダンスの
魅力を体感してください。

日　時

講　師

対　象
定　員
受講料
教材費
締　切

日　時

講　師
定　員
受講料
締　切

4月11日～平成31年3月13日
水曜日（全34回）※毎月最終水曜日は休み
19:30～20:45

添田直子
（ベリーダンススタジオ代表）

女性
20人
10,200円×3回（分納）
別途徴収（希望者のみヒップスカーフ）
3月30日（金）必着

やさしいベリーダンス

　囲碁をはじめてみませんか。頭の体操になり、対
局での交流が楽しい講座です。

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）※8・1月は変更有
13：30～15：00（17：00まで自由対局可）

轟英武（日本棋院筑紫支部長）
30人
7,000円×2回（分納）                          
2,700円程度
※初めての人のみテキスト代

3月22日（木）必着

囲碁 託児

とどろきひでたけ

　帯を前で結んでうしろに回す帯結びにチャレン
ジしませんか。楽で着崩れしない着付け方や、前結
びならではの色々な変わり結びが楽しめます。

日　時

講　師
対　象
定　員
受講料
教材費

締　切

4月9日～平成31年3月18日　
第2･4月曜日(全22回)※変更月あり　8月は休講
10:00～12:00

下川智子（前結び宗家 高等師範）　
女性　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
15人
11,000円×2回（分納）  
10,800円
※初めての人のみ用具代

3月26日（月）必着

前結び着付け 託児

しも かわとも こ

そえ だ  なお  こ

　冬の硬くなった身体をゆっくりとストレッチでほ
ぐしましょう。ダンベル・青竹ふみなどを使い血行
をよくし、疲れにくい身体づくりをめざします。

4月13日～平成31年3月22日
毎週金曜日（全42回）  
9：50～10：50

宮下和子
25人
9,500円×3回（分納）
3月26日（月）必着   

いきいきストレッチ 託児

みや した かず こ

日　時

講　師
定　員
受講料
締　切

　音楽にあわせて楽しく全身運動しましょう。エア
ロビクスよりもスローですが脂肪燃焼効果が期待
できます。ダンベルも使用し筋力ＵＰをはかります。

4月13日～平成31年3月22日
毎週金曜日（全42回）
11：00～12：00

宮下和子
25人
9,500円×3回（分納）
3月26日（月）必着

スロービクス 託児

みや した かず こ

日　時　※各全40回 講　師

新開智子

梅津寿子

4月12日～平成31年3月14日
毎週木曜日　10:00～11:00
4月9日～平成31年3月18日
毎週月曜日　20:00～21:00

しん かい  とも   こ

うめ   つ  ひさ   こ

コース

朝

夜

日　時　※各全40回 講　師

4月9日～平成31年3月18日
毎週月曜日　10:00～11:00
4月13日～平成31年3月15日　
毎週金曜日　20:00～21:00

コース

朝

夜

吉田ナーシャ
よし   だ

日　時　※各全40回 講　師

4月12日～平成31年3月14日
毎週木曜日　14:00～15:10
4月10日～平成31年3月12日
毎週火曜日　19:50～21:00

コース

内山佐和子

4月12日～平成31年3月14日
毎週木曜日　19:50～21:00
4月14日～平成31年3月16日
毎週土曜日　10:00～11:10
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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/

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〉

水城プロジェクト彫刻作品展
3/9●～3/22●金 木

3/2●～3/15●金 木

つくし お隣りさん情報
※2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）

3/24（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

3/18（日）

3/18（日）

3/1（木）～
4（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 「SINGシング」＜日本語吹替版＞
施設利用料1枚300円　※３歳以上有料　①10：00　②14：00

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

筑紫野市文化協会　第33回ちくしの芸術祭2018
問合せ：筑紫野市文化協会　電話：090-3666-1286（田中）
1日から美術文芸･華道部門が始まり、3日(土)･4日(日)は芸能・音楽・歌謡部門の発表、
お茶席(15時受付終了)、ワークショップ(13時～14時)を開催。
無料※但し一部有料　10:00～16:00

平成29年度歴史講座　「ちくし見聞録」「安徳台遺跡群とその後」
講師：岩滿聡さん（那珂川町教育委員会）
入場無料（要事前申込） 10：00～12：00

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）

ちくしのブラスフェスタVol.2
入場無料　12：30

3/10（土）

シネマランド
①「世界でいちばんのイチゴミルクのつくり方」
②「くろねこルーシー」
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日本語吹替版、18：00日本語字幕版　②14：00

※最終日16：00まで

ペーパー・スクリーン版画
受講生作品展
（いきいき情報センター主催講座）

※最終日13：00まで

3/20●～3/26●火 月

umekko-art
作品展

※最終日16：00まで

3/27●10:00～18:30火

体成分測定会

※休憩30分含む（参加無料）

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 ： 3 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!

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

　年長～小学生までのダンス大好きガー
ルズダンスチームです♡

※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。

３月11日●日日 時

場 所

ふれ愛

語らい

思い
やり

10：00～15：00
男女共同参画推進センタールミナス・体育センター

【ウィンドウスター・星のランタン・花のランタン】 ★詳細は、中ページをご覧ください。

先着100人飲料プレゼント

AED体験コーナー
アート体験コーナー

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
　　　（株）パブリック・ベンディングサービス

講演会終了後開始
スタンプラリー参加者のみ

協力 /太宰府市女性消防団
協力 /牟田アトリエ・NPO法人太宰府アートのたね

※ご来場の際は、公共交通機関をご利用ください。

2018

フリーマーケット会場⇒体育センター（全天候型）

主催／ルミナスフェスタ２０１8実行委員会・男女共同参画推進センタールミナス　後援／太宰府市・太宰府市教育委員会
問い合わせ：男女共同参画推進センタールミナス　TEL　０９２（９２５）５４０４

2007年度「あすばる」事業を機に発足。「しなやかなる継続で意識は変わる」をモットー
に地域を愛し、共に支え合う豊かな地域社会を創りだす目的で活動している市民団体。

講 師：八代　由美さん【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】
やつ しろ　       ゆ 　み

男女共同参画講演会 演 題：『あなたの身の周りにあること』　

講演会＆寸劇 要約筆記・手話通訳あり

時間：10：00～11：30

①地域を育てていくのは生活者の視点
②親を孤立させないように地域が見守る子育て
③ひとつの成功体験が信頼へとつながる

講
演
内
容

★フェスタ各コーナーは、 申込不要 です。ご来場をお待ちしております。

身近にあることから、男女共同参画を考えませんか。男女共同参画がよくわかる！
市民が演じる那珂川にわかと寸劇もお楽しみください！

入 場 無 料 暖房完備
★Pop★up★Kids Dance

日　時：毎週火曜日　17:00～19:00
場　所：いきいき情報センター　ほか
会　費：月2,500円
年会費：1,000円

問い合わせ／矢野久美子
　　　　　　090（6429）2210

や の  く  み  こ

　誰でもできるダンスをしながら、筋力・
骨量UPエクササイズです。

★スローダンスエクササイズ

日　時：水曜日 10:00～11:00（月3回）
場　所：いきいき情報センター
会　費：1回500円
年会費：1,000円

問い合わせ／矢野久美子
　　　　　　090（6429）2210

や の  く  み  こ

　発足18年の男性料理教室。楽しく家庭
料理を作っています。見学歓迎！

★まほろば料理教室

日　時：毎月第１水曜日　
          9:30～12:00（月1回）
場　所：いきいき情報センター
会　費：半年分5,000円（材料費込）

問い合わせ／山口善暉
　　　　　　090（7988）6712

やまぐちよしてる
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太宰府市男女共同参画推進センタールミナス

いきいき
情報センター

④参画することで、ひとりひとりの意識は変わる
⑤学習する機会を大切に
⑥どんな些細な問題でも、みんなで考え取り組める受け皿を持つ

寸劇タイトル  『働き方いろいろ、人生いろいろ』（にわか・寸劇・歌）
座・しゃくなげ 【那珂川町男女共同参画地域づくり推進委員会】

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

yokoyama
ノート注釈


