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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〉

和紙ちぎり絵
30周年作品展

第16回
絵手紙教室作品展

つくし お隣りさん情報
※4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

7/22（日）

6/3（日）

7/29（日）

那珂川町市制施行記念「NHKのど自慢」
※出場・観覧の申込みは終了しました。放送をお楽しみください!
12：15

5/27（日）
ご存知!ど素人田舎芝居 劇団「やまもも」第31回定期公演
『流れ旅伊之助　父子星（おやこぼし）』
全席自由1,000円　13：00　※4歳以上有料

募集中

7/28（土）

春日市ふれあい文化センター 春日市大谷6-24 TEL（584）3366

5/19（土）

Series若い才能との出会いvol.1 實川風ピアノリサイタル
全席指定　一般3,500円 友の会3,150円　※未就学児入場不可　15：00
5/15友の会先行発売　5/22一般発売

8/24（金）
ベンチャーズ　ジャパン・ツアー2018
全席指定　一般5,800円 友の会5,220円　16:30

ふれぶんシネマ倶楽部
「スパイダーマン：ホームカミング」＜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

第十三回ちくしの寄席
①落語の楽しみ方講座　②立川生志“ふるさと応援”落語会
会場：筑紫野市生涯学習センター
①一般1,000円 小学～高校生300円　②一般2,500円 中学～高校生1,000円
①14：00　　　　　　　　　　　　　 ②18：00

平成30年度ミリカ文化講演 
尾木ママ講演会「尾木ママ流　子育て・人育て」　好評発売中!
全席指定S席2,000円 A席1,500円　14：00　託児あり

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.11
①「砂が動き出す！親子で楽しむサンドアートと音楽の出会い」
②「光と影が織りなすサンドアートと音楽の出会い」
①800円ほか※3歳未満入場不可　②800円※未就学児入場不可
①13：00②15：30

6/23（土）

6/24（日）

5/17（木）
中村獅童　歌舞伎に生きる　～トーク・舞踊「雨の五郎」～
出演：中村 獅童、松永 鉄九郎 連中　全席指定3,000円　
※未就学児入場不可　18：30

つじたく
出演：辻本 茂雄（吉本新喜劇座長）、宅間 孝行（タクフェス主宰）ほか
全席指定5,500円ほか　※未就学児入場不可　14：00

※最終日16：00まで

※最終日16：00まで

5/13●～5/24●日 木

SEIKO
コレクション
　

※最終日17：00まで

5/26●～5/28●土 月

5/2●～5/11●水 金 5/1●～5/10●火 木

パルたんぽぽの会
35周年記念展

※最終日16：00まで

※最終日12：00まで

5/12●～5/18●土 金

写楽会水彩画教室
作品展示会

※最終日12：00まで

5/19●～6/1●土 金

葦ペンスケッチ
講師作品展
（いきいき情報センター主催講座）

筑紫野市文化会館サポーターズバンク登録メンバー募集
詳しくはお問合せください。

　カラフルで素敵なデザインのお花を楽し
く作っていきましょう❀
日　時：毎週木曜日　10:30～12:30
場　所：いきいき情報センター
会　費：フラワーアレンジメント　
　　　 1回3,400円（材料費別）
　　　  ブリザーブドフラワー  　
　　　 1回4,400円（材料費別）
問い合わせ／白倉かおり090（4718）8000

しら  くら

★フラワーサークル グリーン

TEL（920）7070 / 080（1705）6793問い合わせ（公財）太宰府市文化スポーツ振興財団

じつかわ かおる

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

※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。

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

※平日 9：00～17：00

黛敏郎の最高傑作、チェロ独奏による
「文楽」や、日本の作品をはじめとする名
曲をお届けします。三味線とのコラボ
レーションも！

○ｃ hiroshiSUGAWARA
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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

託児託児

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

TEL（928）5000申込先

　夏祭りや花火大会など、自分で浴衣を着て出
かけませんか。帯のかわり結びや、色々なアレン
ジを楽しみましょう。

日　時
講　師
対　象
定　員
受講料
締　切

7月7日（土）13:30～16:30 
下川智子（前結び宗家 高等師範）
女性
12人
1,500円
6月22日（金）必着

浴衣を着よう！

しも かわとも こ

託児

　普段何気なく使っている鉛筆の握る力や芯の
濃さで様々な表情を演出。鉛筆だからこそ表現
できるモノクロの世界を体験してみましょう。

日　時

講　師
定　員
受講料
材料費
締　切

7月4日～18日 毎週水曜日（全3回） 
10:00～12:00 
高倉房子      　　　　　　　　
10人
2,500円
650円
6月20日（水）必着

えんぴつ画体験教室

たかくら ふさ  こ

　一眼レフカメラを持っているけど、ほとんど
使っていない・使いこなせないという初心者向
けに、基本操作から撮影テクニックまで、プロカ
メラマンが教えます。
※屋外撮影があります。

日　時

講　師
対　象
定　員
受講料
締　切

6月11日～7月9日 毎週月曜日（全5回）
10：00～12：00
小原大典
デジタル一眼レフカメラを持っている人
12人
5,000円
5月28日（月）必着

一眼レフカメラ　撮り方レッスン太宰府学講座のご案内
　文化ふれあい館では、「太宰府の歴史と文化」にかかわる生涯学習の場として、１年間にわたり
太宰府学講座を開講します。講座ごとにスポーツ＆カルチャーで募集しますので、お申し込み
ください。

募集中

お  ばる だいすけ

託児

　蕎麦は『挽きたて、打ち立て、茹でたて。』香り
がよい蕎麦を自宅でも打てるようになりましょ
う。毎回蕎麦の持ち帰りつきです。最終日は試食
もあります。

日　時

講　師
定　員
受講料
材料費
締　切

6月12日～26日 毎週火曜日（全3回）
10：00～12：00　※最終日のみ13:00まで

長友寿雄（そば屋店主）
12人
3,500円
1,500円×3回
5月28日（月）必着

そば打ち～初心者コース～

ながとも  とし お

託児

　果実たっぷりの美味しい“フルーツビネ
ガー”。見た目にも美しく仕上げる秘密のレシ
ピを特別に伝授してもらいます。手作りして美と
健康管理に役立てましょう。

日　時
講　師
定　員
受講料
材料費
締　切

6月28日(木)10:30～12:30
大島聖子（フードスタイリスト）
16人
1,000円
1,500円
6月14日（木）必着　　

美と健康のフルーツビネガー

おおしましょう こ
日　時
会　場

内　容

7月1日（日）10：00～16：00
いきいき情報センター
2階フロア及び研修室　　
記念式典
主催講座ステージ発表・展示
定期利用団体のステージ発表・展示

　いきいき情報センターはおかげさまで
今年で開館20周年を迎えます。日頃のご
利用に感謝して、当センターの主催講座お
よび定期利用団体の成果発表の場として、
ステージ発表・展示を行います。詳細はス
ポーツ＆カルチャー6月号でお知らせしま
す。お楽しみに！

予告 20周 記念年 業事

平成 30 年度

歴史の散歩道を歩く
第1回　大宰府政庁編（１）

日　時　4月28日（土）
　　　　※受付終了

テーマ講座
第1回　明治維新と福岡藩・太宰府

日　時　5月6日（日）
講　師　日比野利信
　　　　（北九州市立自然史・歴史博物館）
　　　　※受付終了

太宰府の専門職員が語る

第1回　初心者向け　太宰府の弥生時代
日　時　11月17日（土）
講　師　遠藤茜（太宰府市教育委員会）

第2回　歴史的な建造物の見方
日　時　12月15日（土）
講　師　宮崎亮一（太宰府市教育委員会）

第3回　五卿と太宰府天満宮
日　時　平成31年1月20日（日）
講　師　朱雀信城（太宰府市公文書館）

第4回　万葉植物を知る―楝を中心に―
日　時　平成31年2月16日（土）
講　師　後藤夏実（文化ふれあい館）

第3回　九州帝国大学教授と太宰府
日　時　11月23日（金・祝）
講　師　梶島政司
　　　　　（九州大学附属図書館付設
　　　　　 記録資料館）

第2回　「大宰府」とは何か
　　　　―大宰府研究50年のあゆみ―

日　時　11月3日（土・祝）
講　師　松川博一（九州歴史資料館）シリーズ講座

第1回　平安時代の大宰府（1）
　　　　　～対外的機能～

日　時　5月19日（土）
締　切　5月5日（土）必着

第2回　平安時代の大宰府（2）
　　　　　～軍事的機能～

日　時　7月21日（土）

第3回　平安時代の大宰府（3）
　　　　　～管内支配機能～

日　時　8月18日（土）
第4回　平安時代中後期の大宰府
　　　　　～中世への展望～

日　時　9月15日（土）

古文書学講座
大宰府関連木簡を読み解く

日　時　平成31年3月16日（土）　
講　師　重松敏彦（文化ふれあい館）

第2回　筑前国分寺編
日　時　9月29日（土）

第3回　大宰府政庁編（２）
日　時　10月21日（日）

講　師　重松敏彦（文化ふれあい館）

大宰府史跡発掘50年記念

〈見本展示中〉
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　　　　　（九州大学附属図書館付設
　　　　　 記録資料館）

第2回　「大宰府」とは何か
　　　　―大宰府研究50年のあゆみ―

日　時　11月3日（土・祝）
講　師　松川博一（九州歴史資料館）シリーズ講座

第1回　平安時代の大宰府（1）
　　　　　～対外的機能～

日　時　5月19日（土）
締　切　5月5日（土）必着

第2回　平安時代の大宰府（2）
　　　　　～軍事的機能～

日　時　7月21日（土）

第3回　平安時代の大宰府（3）
　　　　　～管内支配機能～

日　時　8月18日（土）
第4回　平安時代中後期の大宰府
　　　　　～中世への展望～

日　時　9月15日（土）

古文書学講座
大宰府関連木簡を読み解く

日　時　平成31年3月16日（土）　
講　師　重松敏彦（文化ふれあい館）

第2回　筑前国分寺編
日　時　9月29日（土）

第3回　大宰府政庁編（２）
日　時　10月21日（日）

講　師　重松敏彦（文化ふれあい館）

大宰府史跡発掘50年記念

〈見本展示中〉



34

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

知って備える災害時の非常食づくり

いざという時に役立つ防災術！特殊な袋でご
飯を炊いたり、災害への備えと身近なものを用
いた応急手当を学びます。

日　時
講　師
定　員
受講料
材料費
メニュ－

締　切

7月12日（木）10:00～13:00
日本赤十字社福岡県支部指導員
20人
1,000円
400円程度
ご飯・みそ汁
高野豆腐のミルク煮
6月28日（木)必着

　2組のアカペラカルテットによるアンサンブル演奏で
す。博多のちょい割る(焼酎)おやじの渋くて大人な歌声
と女声四重唱の美しいハーモニーをお楽しみください。

日　時
出　演

曲　目

〈イベント情報〉

アカペラコンサート 入場無料

＜鶏卵四男＞
バーバーショップスタイルを基本としたアカペラカル
テット鶏卵四男です。今年で結成15年目、平均年齢63
歳となりました。福岡市を中心に活動し県内外のイベ
ントやコンクール、ＴＶ番組等にも出演しています。

＜Foy-Tone＞
2016年に活動を開始したFoy-Toneです。昨年は鶏卵
四男と共に数々のステージを経験しました。今年は単
独ステージやコンテスト参加など、レパートリーも活動
も幅を広げていきたいと思っています。

第22回文化ふれあい館　定期利用団体作品展

開館時間／9：00～17：00　休館日／月曜日（祝日の場合は翌平日）

生涯学習の場として文化ふれあい館を定期
利用しているサークルの活動成果作品展

ふれあい文化祭ふれあい文化祭
後期 5月2日（水）～5月26日（土）

＊国分俳句会　＊陶遊会A・B　＊銀細工教室
＊水彩画同好会　＊絵手紙の会 遊々　 

参加団体

入場無料

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

けいらんふぉーめん ふ ぉ い   と ー ん
5月12日（土）14:00～15:00 
鶏卵四男（男声カルテット）／Foy-Tone（女声カルテット）
I'M GONNA LIVE TILL I DIE、風がはこぶもの、
If There's Anybody Here from Out of Town　ほか

明治維新を迎える直前、京都では天皇を尊び、外
国を退ける事を意味する「尊王攘夷」運動が大きな
盛り上がりを見せます。公家の中には尊王攘夷を強
硬に主張する者も多く存在しましたが、文久3
（1863）年に薩摩藩・会津藩などを中心に実行され
た「八月十八日の政変」というクーデターにより尊
王攘夷を主張していた公家たちや長州藩兵は京都
から追われることになりました。
太宰府はこの政変で都を追われた三条実美をは

じめとする七人の公家（七卿）のうち、五人（五卿）の
移転地となったことで、幕末政治史の表舞台に登場
することになります。五卿は、慶応元（1865）年から
約3年の間太宰府に滞在し、その間、周辺の勤王家
や町絵師と交流をもつなど足跡を残しました。
文化ふれあい館では、平成30年が明治維新から
数えて150年にあたることを記念した「太宰府がみ
た明治維新」展を開催しています。展覧会では太宰
府やその周辺に残る様々な資料をとおして、明治維
新のありようを太宰府からの視点で紹介していま
す。皆さまのご来館をお待ちしています。      　　　
　　　　　　　　              学芸員　長谷部真弓

「太宰府がみた明治維新」展
開催中

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

スーパーフード梅干し作り

たくさんの効能を持つ梅干しを作ります。手
間暇いらず時短で漬け込む方法を学び梅肉を
使ってできる和菓子も作ります。

日　時

講　師

定　員
受講料
材料費
締　切

6月19日（火）
10:00～13:00
笠真紀子
(フードコーディネータ－)

20人
1,000円
500円
6月5日（火）必着

明治維新150年企画展示
太宰府がみた明治維新開催中

　平成30年に明治維新から150年という
節目の年を迎えることから、幕末維新期の
太宰府地域の姿をさまざまな資料から紹介
しています。

5月20日（日）まで　9:00～17:00
（毎週月曜日は休館、祝日の場合翌平日）

期　間

りゅう ま    き   こ

花と光を楽しむハーバリウム

みずみずしい花の透け感が揺らめき、新感覚
アイテムとして話題のハーバリウムを作ります。
植物標本の技法で様々な花材を組み合わせ、美
しい色彩を楽しみます。

日　時

講　師

定　員
受講料
材料費
締　切

6月21日（木）
13:30～15:30
飛松誠自
（フラワーネット九州･沖縄 指導員）

15人
1,000円
1,000円
6月7日（木)必着

とび まつ せい じ

瓜の粕漬け

1673年創業の福岡で一番古い老舗酒造元
より、こだわりの材料と酒粕だけでつくる本格
的な漬け方を学びます。長年親しまれ受け継が
れた粕漬けの味は格別です。

日　時

講　師
定　員
受講料
材料費
締　切

6月28日（木）
14:00～16:00
大賀佳子
20人
1,000円
2,800円程度
6月14日（木)必着

おお  が   よし  こ

入場
無料

はなみずきクラブ（パソコン）  
陶遊会Ａ  
陶遊会Ｂ  
国分俳句会  
楽陶会  
水彩画同好会  
グラスアート教室  

9：00～12：00
9：00～13：00
13：00～17：00
13：00～16：00
9：00～13：00
9：00～12：00
13：00～15：00

第1・3
第1・3
第1・3
第2
第2・4
第1・3
第3

火

木

水

絵手紙の会　遊々  
国分書の会  
ふれあい木彫りサークル  
福岡字手紙クラブＡ  
福岡字手紙クラブＢ  
太宰府万葉初学びの会  
銀細工教室  

10：00～12：00
13：00～15：00
10：00～15：00
9：00～12：00
12：00～15：00
9：00～13：00
9：00～12：00

第1
第1・3
第1・2・3
第2
第2
第1
第2・3

土

金

文化ふれあい館で活動している定期利用団体

〈作品例〉
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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

知って備える災害時の非常食づくり

いざという時に役立つ防災術！特殊な袋でご
飯を炊いたり、災害への備えと身近なものを用
いた応急手当を学びます。

日　時
講　師
定　員
受講料
材料費
メニュ－

締　切

7月12日（木）10:00～13:00
日本赤十字社福岡県支部指導員
20人
1,000円
400円程度
ご飯・みそ汁
高野豆腐のミルク煮
6月28日（木)必着

　2組のアカペラカルテットによるアンサンブル演奏で
す。博多のちょい割る(焼酎)おやじの渋くて大人な歌声
と女声四重唱の美しいハーモニーをお楽しみください。

日　時
出　演

曲　目

〈イベント情報〉

アカペラコンサート 入場無料

＜鶏卵四男＞
バーバーショップスタイルを基本としたアカペラカル
テット鶏卵四男です。今年で結成15年目、平均年齢63
歳となりました。福岡市を中心に活動し県内外のイベ
ントやコンクール、ＴＶ番組等にも出演しています。

＜Foy-Tone＞
2016年に活動を開始したFoy-Toneです。昨年は鶏卵
四男と共に数々のステージを経験しました。今年は単
独ステージやコンテスト参加など、レパートリーも活動
も幅を広げていきたいと思っています。

第22回文化ふれあい館　定期利用団体作品展

開館時間／9：00～17：00　休館日／月曜日（祝日の場合は翌平日）

生涯学習の場として文化ふれあい館を定期
利用しているサークルの活動成果作品展

ふれあい文化祭ふれあい文化祭
後期 5月2日（水）～5月26日（土）

＊国分俳句会　＊陶遊会A・B　＊銀細工教室
＊水彩画同好会　＊絵手紙の会 遊々　 

参加団体

入場無料

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

けいらんふぉーめん ふ ぉ い   と ー ん
5月12日（土）14:00～15:00 
鶏卵四男（男声カルテット）／Foy-Tone（女声カルテット）
I'M GONNA LIVE TILL I DIE、風がはこぶもの、
If There's Anybody Here from Out of Town　ほか

明治維新を迎える直前、京都では天皇を尊び、外
国を退ける事を意味する「尊王攘夷」運動が大きな
盛り上がりを見せます。公家の中には尊王攘夷を強
硬に主張する者も多く存在しましたが、文久3
（1863）年に薩摩藩・会津藩などを中心に実行され
た「八月十八日の政変」というクーデターにより尊
王攘夷を主張していた公家たちや長州藩兵は京都
から追われることになりました。
太宰府はこの政変で都を追われた三条実美をは

じめとする七人の公家（七卿）のうち、五人（五卿）の
移転地となったことで、幕末政治史の表舞台に登場
することになります。五卿は、慶応元（1865）年から
約3年の間太宰府に滞在し、その間、周辺の勤王家
や町絵師と交流をもつなど足跡を残しました。
文化ふれあい館では、平成30年が明治維新から
数えて150年にあたることを記念した「太宰府がみ
た明治維新」展を開催しています。展覧会では太宰
府やその周辺に残る様々な資料をとおして、明治維
新のありようを太宰府からの視点で紹介していま
す。皆さまのご来館をお待ちしています。      　　　
　　　　　　　　              学芸員　長谷部真弓

「太宰府がみた明治維新」展
開催中

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

スーパーフード梅干し作り

たくさんの効能を持つ梅干しを作ります。手
間暇いらず時短で漬け込む方法を学び梅肉を
使ってできる和菓子も作ります。

日　時

講　師

定　員
受講料
材料費
締　切

6月19日（火）
10:00～13:00
笠真紀子
(フードコーディネータ－)

20人
1,000円
500円
6月5日（火）必着

明治維新150年企画展示
太宰府がみた明治維新開催中

　平成30年に明治維新から150年という
節目の年を迎えることから、幕末維新期の
太宰府地域の姿をさまざまな資料から紹介
しています。

5月20日（日）まで　9:00～17:00
（毎週月曜日は休館、祝日の場合翌平日）

期　間

りゅう ま    き   こ

花と光を楽しむハーバリウム

みずみずしい花の透け感が揺らめき、新感覚
アイテムとして話題のハーバリウムを作ります。
植物標本の技法で様々な花材を組み合わせ、美
しい色彩を楽しみます。

日　時

講　師

定　員
受講料
材料費
締　切

6月21日（木）
13:30～15:30
飛松誠自
（フラワーネット九州･沖縄 指導員）

15人
1,000円
1,000円
6月7日（木)必着

とび まつ せい じ

瓜の粕漬け

1673年創業の福岡で一番古い老舗酒造元
より、こだわりの材料と酒粕だけでつくる本格
的な漬け方を学びます。長年親しまれ受け継が
れた粕漬けの味は格別です。

日　時

講　師
定　員
受講料
材料費
締　切

6月28日（木）
14:00～16:00
大賀佳子
20人
1,000円
2,800円程度
6月14日（木)必着

おお  が   よし  こ

入場
無料

はなみずきクラブ（パソコン）  
陶遊会Ａ  
陶遊会Ｂ  
国分俳句会  
楽陶会  
水彩画同好会  
グラスアート教室  

9：00～12：00
9：00～13：00
13：00～17：00
13：00～16：00
9：00～13：00
9：00～12：00
13：00～15：00

第1・3
第1・3
第1・3
第2
第2・4
第1・3
第3

火

木

水

絵手紙の会　遊々  
国分書の会  
ふれあい木彫りサークル  
福岡字手紙クラブＡ  
福岡字手紙クラブＢ  
太宰府万葉初学びの会  
銀細工教室  

10：00～12：00
13：00～15：00
10：00～15：00
9：00～12：00
12：00～15：00
9：00～13：00
9：00～12：00

第1
第1・3
第1・2・3
第2
第2
第1
第2・3

土

金

文化ふれあい館で活動している定期利用団体

〈作品例〉
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往復はがきの書き方

往信

※

何
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入
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い
で

　
く
だ
さ
い
。

往
信
面
を
開
い
た
状
態

返
信
面
を
開
い
た
状
態

そ
れ
ぞ
れ
の
施
設
住
所

そ
れ
ぞ
れ
の
施
設
名

返信

●住所
●氏名（ふりがな）
●年齢
●電話番号
●講座名
(コース・クラス名)
●託児　有・無

受 

講 

者 

名

返
信
先
の
住
所

住所の郵便番号

折
り
目

折
り
目

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。

※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

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

日　時

講　師
定　員
受講料
材料費
締　切

6月2日・16日（土）
（全2回）9:30～12:30
池田美代子
10人
4,000円
300円(接着芯代）
5月18日（金）必着

講　師
対　象
定　員
受講料

締　切

椹木京子（フェミニストカウンセラーほか）
女性
10人
 1コース　1,000円
 2コース　1,500円
 3コース　2,000円
6月9日（土）必着

ワンピース＆帽子づくり 託児

着なくなった浴衣や着物を気軽に着られて、お
しゃれな「ワンピース」と、折りたためて携帯に便利
な「帽子」にリメイク！涼しげな夏のおしゃれを楽し
みませんか。※見本はへこ帯リメイク作品

～夏をおしゃれに～
自己尊重トレーニング講座　　　　　　　託児託児

「つい自分の事を後回しにしてしまう」「なんと
なく自分に自信がない」気付かないうちに抑え込
んでしまった気持ちを見つめながら「私」について
考えてみませんか。

～自分を好きになる事から始めよう！～

問い合わせ／トレーニングルーム（いきいき情報センター２F）
　　　　　TEL（920）9900 ㊡毎月最終水曜日

　暖かくなり、だんだんと薄着になる季節・・運動不足
や体のラインが気になりませんか。いきなり激しい運
動をしても効果はすぐに表れません。栄養・休養・運動
のバランスを取り、毎日少しずつでも継続することが
大切です。
　いきいき情報センター2Ｆのトレーニングルームな
ら、お買い物のついでに利用できます。また、夜は9時
半（受付は9時まで）利用できますので、仕事の帰りで
も気軽にお立ち寄りください。
　トレーニングルームでは、随時会員を募集中です。マ
シンの使い方や個人に合ったプログラムなど、スタッ
フが丁寧に指導しますので、登録講習会を受け会員に
なりましょう。

利用時間 9:00～21:30　(最終受付21:00)

一　般／340円
高校生／240円

65歳以上／170円
身障者・介護者／170円

料　　金
(2時間)

　3月27日（火）、いきいき情報センター2Ｆフロアに
て「体成分測定会」が行われ、136人（女性100人・男
性36人）の参加がありました。年2回、開催される測
定会を励みに日々トレーニングされている人も多
く、数値として結果が表れることで変化を実感でき
るようです。

登録講習会
毎週木曜13時～・毎週日曜10時30分～
参加費：1回の利用料金と同額
＊講習会は1時間程度です。残り時間は自由にご利用ください。

トレーニングルーム便り

日　時 ： 5月12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!

「正しいラジオ体操」
無料巡回 開催中！
　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）までお問い合
わせください。

心理カウンセラーから学ぶＤＶ心理
～これってＤＶ？～

　ＤＶ（ドメスティックバイオレンス）には、身
体的、精神的、経済的、社会的、性的、子ども
を利用した暴力などがあります。本人もまわ
りの人も「もしかして」から始まる「気づき」。
正しく、早期に知る事の大切さを学びます。

日　　時
講　　師
定　　員
受 講 料
申込方法

※託児締切

男女共同参画セミナー①

6月23日（土）10:00～12:00
尾畑心湖（心理カウンセラーほか）
50人
200円
電話又はホームページ
（定員になり次第締切）

6月16日（土）

内　容

託児託児

●DVとは？（種類・サイクル）
●DVの起こる背景
　●性格の関係
　●加害者の心理ほか
●被害者や子どもに及ぼす影響
●加害者に迫る現実
●カウンセリングでどう変わるのか

お　 ばた   しん     こ

いけ だ   み   よ   こ

日　時
講　師

定　員
受講料
締　切

6月21日（木）10:00～12:00
石堂直子
（整理収納アドバイザーほか）

24人
500円
5月31日（木）必着

家族に伝える片付け術！ 託児

整理整頓が苦手な人、パパも子どもも楽しくで
きる、整理収納術を学んで、家族に伝授しませんか。
一人だけに負担がかからない家族で取り組む片
付けの極意を学びます。

～イクメン★カジダンの育て方～

いしどう なお  こ

日　時
講　師

対　象

定　員
受講料
締　切

6月30日（土）10：30～11：30
吉村裕美
（ベビーダンスインストラクター・助産師）

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
12組
1,000円
6月15日（金）必着

イクメン☆ベビーダンス体験♪「夏」 託児

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！！

子育て応援！

よし むらひろ み

さわらぎ きょう こ

＜前年度　講師と受講生＞

（公財）太宰府市文化スポーツ振興財団事務局

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

コース・日時
Ａ 境界線を知る（自分も相手も大切にする）
7月6日（金）10：00～12：00　
Ｂ 社会の中の私（自分の生き辛さを考える）
7月7日（土）10：00～12：00
Ｃ 私の中のルール（自分に優しくなる）
7月7日（土）13：00～15：00

〒818-0125 太宰府市五条三丁目1番1号 TEL（920）7070申込先

※1階ロビー展示中
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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。

※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

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

日　時

講　師
定　員
受講料
材料費
締　切

6月2日・16日（土）
（全2回）9:30～12:30
池田美代子
10人
4,000円
300円(接着芯代）
5月18日（金）必着

講　師
対　象
定　員
受講料

締　切

椹木京子（フェミニストカウンセラーほか）
女性
10人
 1コース　1,000円
 2コース　1,500円
 3コース　2,000円
6月9日（土）必着

ワンピース＆帽子づくり 託児

着なくなった浴衣や着物を気軽に着られて、お
しゃれな「ワンピース」と、折りたためて携帯に便利
な「帽子」にリメイク！涼しげな夏のおしゃれを楽し
みませんか。※見本はへこ帯リメイク作品

～夏をおしゃれに～
自己尊重トレーニング講座　　　　　　　託児託児

「つい自分の事を後回しにしてしまう」「なんと
なく自分に自信がない」気付かないうちに抑え込
んでしまった気持ちを見つめながら「私」について
考えてみませんか。

～自分を好きになる事から始めよう！～

問い合わせ／トレーニングルーム（いきいき情報センター２F）
　　　　　TEL（920）9900 ㊡毎月最終水曜日

　暖かくなり、だんだんと薄着になる季節・・運動不足
や体のラインが気になりませんか。いきなり激しい運
動をしても効果はすぐに表れません。栄養・休養・運動
のバランスを取り、毎日少しずつでも継続することが
大切です。
　いきいき情報センター2Ｆのトレーニングルームな
ら、お買い物のついでに利用できます。また、夜は9時
半（受付は9時まで）利用できますので、仕事の帰りで
も気軽にお立ち寄りください。
　トレーニングルームでは、随時会員を募集中です。マ
シンの使い方や個人に合ったプログラムなど、スタッ
フが丁寧に指導しますので、登録講習会を受け会員に
なりましょう。

利用時間 9:00～21:30　(最終受付21:00)

一　般／340円
高校生／240円

65歳以上／170円
身障者・介護者／170円

料　　金
(2時間)

　3月27日（火）、いきいき情報センター2Ｆフロアに
て「体成分測定会」が行われ、136人（女性100人・男
性36人）の参加がありました。年2回、開催される測
定会を励みに日々トレーニングされている人も多
く、数値として結果が表れることで変化を実感でき
るようです。

登録講習会
毎週木曜13時～・毎週日曜10時30分～
参加費：1回の利用料金と同額
＊講習会は1時間程度です。残り時間は自由にご利用ください。

トレーニングルーム便り

日　時 ： 5月12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!

「正しいラジオ体操」
無料巡回 開催中！
　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）までお問い合
わせください。

心理カウンセラーから学ぶＤＶ心理
～これってＤＶ？～

　ＤＶ（ドメスティックバイオレンス）には、身
体的、精神的、経済的、社会的、性的、子ども
を利用した暴力などがあります。本人もまわ
りの人も「もしかして」から始まる「気づき」。
正しく、早期に知る事の大切さを学びます。

日　　時
講　　師
定　　員
受 講 料
申込方法

※託児締切

男女共同参画セミナー①

6月23日（土）10:00～12:00
尾畑心湖（心理カウンセラーほか）
50人
200円
電話又はホームページ
（定員になり次第締切）

6月16日（土）

内　容

託児託児

●DVとは？（種類・サイクル）
●DVの起こる背景
　●性格の関係
　●加害者の心理ほか
●被害者や子どもに及ぼす影響
●加害者に迫る現実
●カウンセリングでどう変わるのか

お　 ばた   しん     こ

いけ だ   み   よ   こ

日　時
講　師

定　員
受講料
締　切

6月21日（木）10:00～12:00
石堂直子
（整理収納アドバイザーほか）

24人
500円
5月31日（木）必着

家族に伝える片付け術！ 託児

整理整頓が苦手な人、パパも子どもも楽しくで
きる、整理収納術を学んで、家族に伝授しませんか。
一人だけに負担がかからない家族で取り組む片
付けの極意を学びます。

～イクメン★カジダンの育て方～

いしどう なお  こ

日　時
講　師

対　象

定　員
受講料
締　切

6月30日（土）10：30～11：30
吉村裕美
（ベビーダンスインストラクター・助産師）

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
12組
1,000円
6月15日（金）必着

イクメン☆ベビーダンス体験♪「夏」 託児

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！！

子育て応援！

よし むらひろ み

さわらぎ きょう こ

＜前年度　講師と受講生＞

（公財）太宰府市文化スポーツ振興財団事務局

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

コース・日時
Ａ 境界線を知る（自分も相手も大切にする）
7月6日（金）10：00～12：00　
Ｂ 社会の中の私（自分の生き辛さを考える）
7月7日（土）10：00～12：00
Ｃ 私の中のルール（自分に優しくなる）
7月7日（土）13：00～15：00

〒818-0125 太宰府市五条三丁目1番1号 TEL（920）7070申込先

※1階ロビー展示中
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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〉

和紙ちぎり絵
30周年作品展

第16回
絵手紙教室作品展

つくし お隣りさん情報
※4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

7/22（日）

6/3（日）

7/29（日）

那珂川町市制施行記念「NHKのど自慢」
※出場・観覧の申込みは終了しました。放送をお楽しみください!
12：15

5/27（日）
ご存知!ど素人田舎芝居 劇団「やまもも」第31回定期公演
『流れ旅伊之助　父子星（おやこぼし）』
全席自由1,000円　13：00　※4歳以上有料

募集中

7/28（土）

春日市ふれあい文化センター 春日市大谷6-24 TEL（584）3366

5/19（土）

Series若い才能との出会いvol.1 實川風ピアノリサイタル
全席指定　一般3,500円 友の会3,150円　※未就学児入場不可　15：00
5/15友の会先行発売　5/22一般発売

8/24（金）
ベンチャーズ　ジャパン・ツアー2018
全席指定　一般5,800円 友の会5,220円　16:30

ふれぶんシネマ倶楽部
「スパイダーマン：ホームカミング」＜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

第十三回ちくしの寄席
①落語の楽しみ方講座　②立川生志“ふるさと応援”落語会
会場：筑紫野市生涯学習センター
①一般1,000円 小学～高校生300円　②一般2,500円 中学～高校生1,000円
①14：00　　　　　　　　　　　　　 ②18：00

平成30年度ミリカ文化講演 
尾木ママ講演会「尾木ママ流　子育て・人育て」　好評発売中!
全席指定S席2,000円 A席1,500円　14：00　託児あり

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.11
①「砂が動き出す！親子で楽しむサンドアートと音楽の出会い」
②「光と影が織りなすサンドアートと音楽の出会い」
①800円ほか※3歳未満入場不可　②800円※未就学児入場不可
①13：00②15：30

6/23（土）

6/24（日）

5/17（木）
中村獅童　歌舞伎に生きる　～トーク・舞踊「雨の五郎」～
出演：中村 獅童、松永 鉄九郎 連中　全席指定3,000円　
※未就学児入場不可　18：30

つじたく
出演：辻本 茂雄（吉本新喜劇座長）、宅間 孝行（タクフェス主宰）ほか
全席指定5,500円ほか　※未就学児入場不可　14：00

※最終日16：00まで

※最終日16：00まで

5/13●～5/24●日 木

SEIKO
コレクション
　

※最終日17：00まで

5/26●～5/28●土 月

5/2●～5/11●水 金 5/1●～5/10●火 木

パルたんぽぽの会
35周年記念展

※最終日16：00まで

※最終日12：00まで

5/12●～5/18●土 金

写楽会水彩画教室
作品展示会

※最終日12：00まで

5/19●～6/1●土 金

葦ペンスケッチ
講師作品展
（いきいき情報センター主催講座）

筑紫野市文化会館サポーターズバンク登録メンバー募集
詳しくはお問合せください。

　カラフルで素敵なデザインのお花を楽し
く作っていきましょう❀
日　時：毎週木曜日　10:30～12:30
場　所：いきいき情報センター
会　費：フラワーアレンジメント　
　　　 1回3,400円（材料費別）
　　　  ブリザーブドフラワー  　
　　　 1回4,400円（材料費別）
問い合わせ／白倉かおり090（4718）8000

しら  くら

★フラワーサークル グリーン

TEL（920）7070 / 080（1705）6793問い合わせ（公財）太宰府市文化スポーツ振興財団

じつかわ かおる

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

※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。

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

※平日 9：00～17：00

黛敏郎の最高傑作、チェロ独奏による
「文楽」や、日本の作品をはじめとする名
曲をお届けします。三味線とのコラボ
レーションも！

○ｃ hiroshiSUGAWARA


