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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〉

太宰府能面倶楽部
作品展

国際交流協会
事業報告パネル展

つくし お隣りさん情報
※5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）

7/29（日）

7/16
（月･祝）

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

6/9（土）

Series若い才能との出会いvol.1 實川風ピアノリサイタル
※未就学児入場不可　全席指定　3,500円　15：00

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

ふれぶんシネマ倶楽部
「海よりもまだ深く」
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　※3歳以上入場可　14：00　託児あり

ミリカシアター「湯を沸かすほどの熱い愛」　好評発売中！
全席自由　前売ペア500円　前売300円 当日400円　※4歳以上有料
①10：00～　②13：00～　③16：00～

8/2（木）
上方落語福岡県人隊 ミリカローデン那珂川寄席　好評発売中！
全席自由　1,500円（学生1,000円）　※未就学児入場不可　18：30

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
①13：00　②15：30

6/23（土）

7/14（土）

6/24（日）
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

まどかぴあ市民大学おとなの楽校1時間目 「今こそ腸活！生涯健康であるために」
講師：田中 宏明（医）田中宏明クリニック理事長）　
500円　※未就学児入場不可　14：00

※最終日16：00まで

※最終日16：00まで

6/19●～6/29●火 金

6/2●～6/15●土 金 6/3●～6/13●日 水

美術研究所観世スタジオ
絵画作品展

※最終日15：00まで

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。

　「命のために歌おう」をテーマ
に様々なジャンルの歌で練習して
います。
指導:池田祥子(THE SOULMATICS)
日　時：月曜日（月3回）　
　　　 19:15～20:45
場　所：いきいき情報センター
会　費：月5,000円

問い合わせ／児島幸子
　　　　　　090（1163）2156

★Sing For Life 太宰府（ゴスペル）

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

日　時 ： 6月9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。

いきいき情報センターは、今年で開館20周年を迎えます。
日ごろのご利用に感謝し、当センターの主催講座および定期利用団体の
ステージ発表や展示、また、体験・イベントを行います。

じつかわ かおる

（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

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

こ  じまさち こ

　台湾秘伝の健康術がすぐでき
る！肩腰のセルフケアの習得と鎮
痛の実演。

日　時：6月17日(日）　
　　　 10：00～11：30
場　所：いきいき情報センター
会　費：500円

問い合わせ／宗像はやと
　　　　　　（929）2200

★忙しい女性のための肩腰ケア教室

むなかた周年

式典セレモニー
太宰府市宝満太鼓 10：00～

10：00～16：00

主催 ／ 太宰府市・太宰府市教育委員会・（公財）太宰府市文化スポーツ振興財団
問い合わせ いきいき情報センター 太宰府市五条三丁目1番1号 TEL（９２８）５０００

いきいき情報センター  2階フロア・研修室
7月1日（日）　

いき
いき情報センター記念祭

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



2 11
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TEL（925）5404申込先

日　時
講　師
対　象
定　員
受講料
申込方法

※託児締切
共　催

7月4日（水）10:00～12:30　
長田祐三子（チーフコンサルタント）
就職を希望する女性
若干人
無料
電話又はホームページ
（定員になり次第締切）

6月27日（水）
福岡県福岡労働者支援事務所
（子育て女性就職支援センター）

～今からできる就職対策～ 託児

長い間、仕事から離れている再就職の不安を
解消する為に、就職に役立つ知識や情報などを
提供、スムーズな就職のお手伝いをします。
セミナー後は個別に求職の登録会があります。

働きたいママの応援セミナー

おさ だ   ゆ   み   こ

日　時
講　師
対　象
定　員
受講料
申込方法

※託児締切

7月28日（土）10：00～11：30
前園敦子
親子や子育て・教育関係に携わる人
50人
500円（子どもは無料）
電話又はホームページ
（定員になり次第締切）

7月21日（土）必着
（2歳未満のお子さんは
ご相談ください。）

～子どもに伝えたいメッセージ～ 託児

性別にとらわれず個性と能力を伸ばす社会。
その未来を担う子ども達の成長に大切な絵本
に込められたメッセージ、絵本の楽しさを皆で
一緒に考えませんか。

絵本の楽しさから感じよう！

まえぞの あつ　こ

日　時
講　師
対　象

定　員
受講料
材料費

メニュー

締　切

8月18日（土） 10:00～13:00
窪祐子（食育指導士）
小学生とその保護者
（保護者1人につき子どもは3人まで）

8組
1組1,500円　
1組1,000円
（子ども追加一人につき200円)

・焼き豚チャーハン
・わかめスープ
・フルーツゼリー
8月1日（水）必着

パラパラ黄金チャーハン 託児

夏のお昼にパパとお留守番。こんな時は簡単
にできる基本の黄金チャーハンを親子で一緒に
作りませんか。

～夏休みにお父さんと作るお昼ご飯～

くぼ ゆう こ

日　時
講　師

定　員
受講料
材料費
メニュー

締　切

家族のための夏養生【子ども編】 託児

中医学的には、未熟な生き物ととらえる「子ど
も」。からだの事、使いたい食材、暮らしの習慣
などと共に、子どもの健やかな成長につながる
美味しい薬膳を学びます。

～心に通じる中医学～

う　 つ  はら ち   よ   み

さん  ざ   し

7月25日（水）10：00～13：00
宇津原知世美
（国際中医師）

20人
1,000円　
1,200円
・鶏ミンチのロールキャベツ
・人参のビーフン
・かぼちゃと人参のスープ
・さつま芋と胡桃のマフィン
・人参ジュース
・なつめと山 子のお茶
7月7日（土）必着

※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 20周年記念祭
ステージ発表および展示・体験 参加団体

●ウクレレマスターズ（ウクレレ演奏）
●オカリナ・オーロラ(オカリナ演奏）
●Green Wind(オカリナ演奏）
●ごじょう歌謡カラオケ木曜教室（歌の発表）
●ゴスペルクワイア・プラムズ（ゴスペル）
●太宰府市東風少年少女合唱団
●バトントワリング・キッズ／ジュニアＡ／Ｂ
●ハラウナニフラ（フラダンス）
●日中友好太極拳クラブ（簡化24式太極拳 古伝大極扇）
●レイナラ－(ハワイアンダンス)
●楊名時健康太極拳　水曜教室（太極拳の発表）

●葦ペンで似顔絵を描いてもらおう！
  ［葦ペンスケッチ］・・・500円
●エコバッグに好きな文字・言葉を書いてもらおう！
   ［筆文字アート］・・・500円
●壊れたおもちゃを修理します！
   ［おもちゃ病院］・・・診察料1品100円 ※部品代別途
●トレーニングルーム無料登録講習会（2回）
  ・・・午前10時～ / 午後12時～

●いきいきストレッチ［主催講座］
　（肩こり・腰痛予防のストレッチ）
●元気が出る麻雀教室（初心者体験）
●水墨画教室（作品展示）
●太極拳教室（体験）
●太宰府書道会（作品展示）
●トールペイント・ローズマリー（展示・体験）
●パッチワークキルトサークル（作品展示）
●Nっ子ネットワーク　カンガルーの親子
　（小さな小さな赤ちゃんの写真展）

●お茶席
　［いきいき茶道］・・・ 500円 抹茶・お菓子付
●カフェコーナー［もっとおいしいコーヒー学］
　・・・ホットコーヒー200円・カフェラテ300円

※お茶席とカフェコーナーはいきいき情報センター
　総合案内で前売券を販売します。
　(6/1～、なくなり次第終了)

《人材登録した情報は、次のような流れで皆さんにご利用いただいています》

公民館に地域の人が集まる
ので、韓国語などを教えてく
れる人がいないかな？

いきいき情報センターに
問い合わせ、指導者の連絡
先を教えてもらう

連絡先に問い合わ
せ、講師としてきて
もらう

※今年度は人材登録の更新年となっています。

今回の登録後に、活動中止や代表者の変更があった場合は、その都度ご連絡ください。

안녕하세요 

잘 먹겠습니다 
안녕히 가세요

《団体登録した情報は、次のような流れで皆さんにご利用いただいています》

社交ダンスや書道、
野球を始めたいけ
ど、どんなサークルが
あるのかわからない

いきいき情報セ
ンターに問い合わ
せ、団体の連絡先
を教えてもらう

連絡先に問い
合わせ、サーク
ルに加入

問い合わせ　太宰府市いきいき情報センター TEL 928-5000

太宰府市「団体・人材」情報 登録更新 及び新規登録募集

ステージを楽しむ 見る・体験する

イベントを楽しむ ［主催講座］

はる　かぜ

　いきいき情報センターでは、市民の皆さんの学習活動や文化活動、スポーツ活動のお手伝いをするため「団体・人材登録
制度」を設けています。「団体情報」は毎年、「人材情報」は２年に１回、6月に登録内容の更新をお願いしています。手続きのた
めの調査票を６月中旬に郵送しますので、内容を確認のうえ再登録されますようお願いします。（代表者の交代や活動中止
など、変更があればお知らせください。）
※新規登録を希望する場合は、いきいき情報センターまで問い合わせください。

※詳しい時間などは、プログラムにてお知らせいたします。（6/1より館内に配布）
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・フルーツゼリー
8月1日（水）必着

パラパラ黄金チャーハン 託児

夏のお昼にパパとお留守番。こんな時は簡単
にできる基本の黄金チャーハンを親子で一緒に
作りませんか。

～夏休みにお父さんと作るお昼ご飯～

くぼ ゆう こ

日　時
講　師

定　員
受講料
材料費
メニュー

締　切

家族のための夏養生【子ども編】 託児

中医学的には、未熟な生き物ととらえる「子ど
も」。からだの事、使いたい食材、暮らしの習慣
などと共に、子どもの健やかな成長につながる
美味しい薬膳を学びます。

～心に通じる中医学～

う　 つ  はら ち   よ   み

さん  ざ   し

7月25日（水）10：00～13：00
宇津原知世美
（国際中医師）

20人
1,000円　
1,200円
・鶏ミンチのロールキャベツ
・人参のビーフン
・かぼちゃと人参のスープ
・さつま芋と胡桃のマフィン
・人参ジュース
・なつめと山 子のお茶
7月7日（土）必着

※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 20周年記念祭
ステージ発表および展示・体験 参加団体

●ウクレレマスターズ（ウクレレ演奏）
●オカリナ・オーロラ(オカリナ演奏）
●Green Wind(オカリナ演奏）
●ごじょう歌謡カラオケ木曜教室（歌の発表）
●ゴスペルクワイア・プラムズ（ゴスペル）
●太宰府市東風少年少女合唱団
●バトントワリング・キッズ／ジュニアＡ／Ｂ
●ハラウナニフラ（フラダンス）
●日中友好太極拳クラブ（簡化24式太極拳 古伝大極扇）
●レイナラ－(ハワイアンダンス)
●楊名時健康太極拳　水曜教室（太極拳の発表）

●葦ペンで似顔絵を描いてもらおう！
  ［葦ペンスケッチ］・・・500円
●エコバッグに好きな文字・言葉を書いてもらおう！
   ［筆文字アート］・・・500円
●壊れたおもちゃを修理します！
   ［おもちゃ病院］・・・診察料1品100円 ※部品代別途
●トレーニングルーム無料登録講習会（2回）
  ・・・午前10時～ / 午後12時～

●いきいきストレッチ［主催講座］
　（肩こり・腰痛予防のストレッチ）
●元気が出る麻雀教室（初心者体験）
●水墨画教室（作品展示）
●太極拳教室（体験）
●太宰府書道会（作品展示）
●トールペイント・ローズマリー（展示・体験）
●パッチワークキルトサークル（作品展示）
●Nっ子ネットワーク　カンガルーの親子
　（小さな小さな赤ちゃんの写真展）

●お茶席
　［いきいき茶道］・・・ 500円 抹茶・お菓子付
●カフェコーナー［もっとおいしいコーヒー学］
　・・・ホットコーヒー200円・カフェラテ300円

※お茶席とカフェコーナーはいきいき情報センター
　総合案内で前売券を販売します。
　(6/1～、なくなり次第終了)

《人材登録した情報は、次のような流れで皆さんにご利用いただいています》

公民館に地域の人が集まる
ので、韓国語などを教えてく
れる人がいないかな？

いきいき情報センターに
問い合わせ、指導者の連絡
先を教えてもらう

連絡先に問い合わ
せ、講師としてきて
もらう

※今年度は人材登録の更新年となっています。

今回の登録後に、活動中止や代表者の変更があった場合は、その都度ご連絡ください。

안녕하세요 

잘 먹겠습니다 
안녕히 가세요

《団体登録した情報は、次のような流れで皆さんにご利用いただいています》

社交ダンスや書道、
野球を始めたいけ
ど、どんなサークルが
あるのかわからない

いきいき情報セ
ンターに問い合わ
せ、団体の連絡先
を教えてもらう

連絡先に問い
合わせ、サーク
ルに加入

問い合わせ　太宰府市いきいき情報センター TEL 928-5000

太宰府市「団体・人材」情報 登録更新 及び新規登録募集

ステージを楽しむ 見る・体験する

イベントを楽しむ ［主催講座］

はる　かぜ

　いきいき情報センターでは、市民の皆さんの学習活動や文化活動、スポーツ活動のお手伝いをするため「団体・人材登録
制度」を設けています。「団体情報」は毎年、「人材情報」は２年に１回、6月に登録内容の更新をお願いしています。手続きのた
めの調査票を６月中旬に郵送しますので、内容を確認のうえ再登録されますようお願いします。（代表者の交代や活動中止
など、変更があればお知らせください。）
※新規登録を希望する場合は、いきいき情報センターまで問い合わせください。

※詳しい時間などは、プログラムにてお知らせいたします。（6/1より館内に配布）
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自分だけの鬼瓦ストラップ

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

金さんの本格オイキムチ

植物性乳酸菌が豊富に含まれた、本場韓国
釜山のオイ（胡瓜）キムチと手軽で簡単な韓国
料理を作ります。本物の技と韓国の食文化を学
びましょう。

日　時

講　師
定　員
受講料
材料費
メニュー

締　切

7月19日（木）
10:00～12:00
金銀眞（韓国家庭料理アドバイザー）
20人
1,000円
1,000円
胡瓜キムチ
豚肉のコチジャン炒め
野菜たっぷりチヂミ
7月5日（木)必着

やさしい終活～あなたは最後に何を残しますか～

終活の第一歩はエンディングノートの作成か
ら。財産のこと、葬儀のことなど「その時」が訪
れた時に家族に伝えたい想いを１冊のノートに
まとめてみませんか。

日　時

講　師
定　員
受講料
教材費
締　切

8月11日（土・祝）
14:00～16:00
谷和也（日本経済大学教授・税理士）
20人
1,000円
1,000円
7月28日(土)必着

季節のお漬けもの

季節の野菜を使ったお漬け物を作ります。か
しこいだしの作り方を学び、時短料理にも挑戦
します。

日　時

講　師
定　員
受講料
材料費
メニュー

締　切

8月7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
800円
夏野菜と彩りそば
冬瓜のコンポート
7月24日（火）必着

樹脂粘土を使ってオリジナルの鬼瓦を作
ります。大宰府から出土した鬼瓦についても
学びましょう。

日　時

講　師
対　象
定　員
受講料
材料費
締　切

7月24日（火）
10:00～12:00
後藤夏実（文化ふれあい館）
小学生
15人
500円
400円
7月10日（火）必着

天然素材の除虫菊を使った蚊取り線香と、
オリジナルのうちわを作ってみましょう。   
※天然素材を使用するため草木にかぶれや
すい人はご注意ください。

日　時

講　師
対　象
定　員
受講料
材料費
締　切

7月26日（木）
10：00～12：00
長谷部真弓（文化ふれあい館）
小学生
20人
500円
200円
7月12日（木）必着

夏の風物詩　蚊取り線香とうちわ作り

草地に暮らす生きものの採集に出かけま
す。採ってきた虫の仲間分け・生態を探り、し
おり作りにもチャレンジします。

日　時

講　師
対　象
定　員
受講料
材料費
締　切

7月27日（金）
9:00～12:00
石間妙子（福岡県保健環境研究所）
小学生
20人
500円
200円
7月13日（金）必着

生きもの探しに出かけよう

夏休みに親子で楽しく旬の野菜を使った
お料理をします。この機会に野菜をおいしく
食べる方法を楽しく学びましょう。

日　時

講　師
対　象
定　員
受講料
材料費
締　切
メニュー

協　力

7月28日（土）
10:00～13:00
古賀美里（JA筑紫ゆめ畑　専属フードコーディネーター）
親子
15組
1,000円
500円
7月14日（土）必着
フルーツちらし寿司
生春巻
JA筑紫ゆめ畑太宰府店

旬の野菜で夏休み親子クッキング

クラフト紙で本物そっくりの昆虫を作りま
す。できた作品は、コルクボードに虫ピンでと
めて標本にします。

日　時

講　師
対　象
定　員
受講料
材料費
締　切

７月31日（火）
14:30～16:30
南隆晴
小学生
20人
500円
300円
7月18日(水)必着

昆虫切り紙

箱カメラを作り、どのような写真が撮れる
か実際に撮影してみましょう。

日　時

講　師
対　象
定　員
受講料
材料費
締　切

8月9日（木）
10：00～12：00
長谷部真弓（文化ふれあい館）
小学生
20人
500円
400円
7月26日（木）必着

箱カメラを作ってみよう

夏 休 み 講 座

ご    とう  なつ  み

たに　かず や

キム  ウン  ジン

※エントランスホールを利用して自主的に演奏されるコンサートです。

りゅう  ま    き     こ

キム

こ     が　  み  さと

みなみ たか はる

は    せ     べ　  ま   ゆみ

は　  せ     べ    ま   ゆみ
いし    ま   たえ   こ

しげ   まつ   とし   ひこ

大宰府の軍事的機能は、奈良時代にその
実体が失われていくとみられます。新たに展
開する大宰府の「武力」に注目しつつ、平安
時代の軍制・兵制を考えます。

日　時

演　題
講　師
定　員
受講料
締　切

7月21日（土）
13:30～15:30
平安時代の大宰府（2）～軍事的機能～
重松敏彦（文化ふれあい館） 
50人
200円
7月7日（土）必着

第２回シリーズ講座
太宰府学講座

あふち

　クロマティックハーモニカってご存知ですか。透明感のあ
る澄んだ音色をお楽しみください。

全講座の申込み方法は、2ページに掲載しています。

【プロフィール】　

　トロンボーンアンサンブルＭＵＴＥは、宮崎大学OBで結成した
プロアマ混合トロンボーンアンサンブルです。
Trombone/齋藤眞人、野見山徳(フリーランス)、
　　　　　  中西達哉、江田雅哉(フリーランス) 
Percussion/乙藤健太(フリーランス)

　軽妙なトークとともにクラシックから歌謡
曲まで、トロンボーン４本のハーモニーをお楽
しみください。

日　時
出　演
曲　目

〈イベント情報〉

〈逢知コンサート〉

トロンボーンアンサンブル
ＭＵＴＥコンサート

6月9日（土）14:00～15:00
トロンボーンアンサンブルＭＵＴＥ
西郷どんメインテーマ、
昭和歌謡セレクション ほか

　福岡女子短期大学音楽科学生によるふれあいコンサートです。
日　時
出　演
曲　目

風早コンサート

6月10日（日）14:00～15:00
福岡女子短期大学音楽科学生
きらきら星変奏曲、幻想即興曲
わたしのお父さん　ほか

入場無料

入場無料

日　時
出　演

曲　目

心のハーモニカ演奏会

7月1日（日）14:00～15:30
清水由美、中島一夫、
チャントの仲間たち
夏の思い出、悲しい酒、川の流れのように　ほか

入場無料
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定　員
受講料
締　切

7月21日（土）
13:30～15:30
平安時代の大宰府（2）～軍事的機能～
重松敏彦（文化ふれあい館） 
50人
200円
7月7日（土）必着

第２回シリーズ講座
太宰府学講座

あふち

　クロマティックハーモニカってご存知ですか。透明感のあ
る澄んだ音色をお楽しみください。

全講座の申込み方法は、2ページに掲載しています。

【プロフィール】　

　トロンボーンアンサンブルＭＵＴＥは、宮崎大学OBで結成した
プロアマ混合トロンボーンアンサンブルです。
Trombone/齋藤眞人、野見山徳(フリーランス)、
　　　　　  中西達哉、江田雅哉(フリーランス) 
Percussion/乙藤健太(フリーランス)

　軽妙なトークとともにクラシックから歌謡
曲まで、トロンボーン４本のハーモニーをお楽
しみください。

日　時
出　演
曲　目

〈イベント情報〉

〈逢知コンサート〉

トロンボーンアンサンブル
ＭＵＴＥコンサート

6月9日（土）14:00～15:00
トロンボーンアンサンブルＭＵＴＥ
西郷どんメインテーマ、
昭和歌謡セレクション ほか

　福岡女子短期大学音楽科学生によるふれあいコンサートです。
日　時
出　演
曲　目

風早コンサート

6月10日（日）14:00～15:00
福岡女子短期大学音楽科学生
きらきら星変奏曲、幻想即興曲
わたしのお父さん　ほか

入場無料

入場無料

日　時
出　演

曲　目

心のハーモニカ演奏会

7月1日（日）14:00～15:30
清水由美、中島一夫、
チャントの仲間たち
夏の思い出、悲しい酒、川の流れのように　ほか

入場無料
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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

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

アーティストと同じ舞台で、クラシックの世界を体感しよう！
～楽器の秘密～ を楽しく教えてもらいましょう♪ 

 見て・聴いて・体感しよう！  ～チェロとピアノの秘密～
アウトリーチ inプラム・カルコア太宰府

アウトリーチ（訪問演奏会）とは
“史跡のまちの音楽隊”では、海外
でも活躍するアーティストが市民
のみなさまのところへ直接出向い
て本物の音を届ける事業を開催し
ています。ご興味のある方の観覧
も可能です。必ずお電話にて事前
申込のうえ、この機会に是非ご観
覧ください。

日　時 ： 6月29日（金） 17：30 ～ 18：15　
場　所 ：プラム・カルコア太宰府 市民ホール（太宰府市中央公民館）
　　　       太宰府市観世音寺1丁目3番1号

講　師 ：奥田なな子（チェロ）・鈴木慎崇（ピアノ）
定　員 ：先着40人　　
対　象 ：小学生 ＊保護者の方は、客席でご覧いただけます。
受付開始 ： 6月5日（火）10:00～　★定員になり次第締切
申込方法 ：電話受付　０８０-１７０５-６７９３（事業係）
            　受付時間　平日9:00～17:00

http://dazaifu-info.or.jp/spo-cul/

参加無
料

チケット好評販売中
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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〉

太宰府能面倶楽部
作品展

国際交流協会
事業報告パネル展

つくし お隣りさん情報
※5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）

7/29（日）

7/16
（月･祝）

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

6/9（土）

Series若い才能との出会いvol.1 實川風ピアノリサイタル
※未就学児入場不可　全席指定　3,500円　15：00

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

ふれぶんシネマ倶楽部
「海よりもまだ深く」
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　※3歳以上入場可　14：00　託児あり

ミリカシアター「湯を沸かすほどの熱い愛」　好評発売中！
全席自由　前売ペア500円　前売300円 当日400円　※4歳以上有料
①10：00～　②13：00～　③16：00～

8/2（木）
上方落語福岡県人隊 ミリカローデン那珂川寄席　好評発売中！
全席自由　1,500円（学生1,000円）　※未就学児入場不可　18：30

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
①13：00　②15：30

6/23（土）

7/14（土）

6/24（日）
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

まどかぴあ市民大学おとなの楽校1時間目 「今こそ腸活！生涯健康であるために」
講師：田中 宏明（医）田中宏明クリニック理事長）　
500円　※未就学児入場不可　14：00

※最終日16：00まで

※最終日16：00まで

6/19●～6/29●火 金

6/2●～6/15●土 金 6/3●～6/13●日 水

美術研究所観世スタジオ
絵画作品展

※最終日15：00まで

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。

　「命のために歌おう」をテーマ
に様々なジャンルの歌で練習して
います。
指導:池田祥子(THE SOULMATICS)
日　時：月曜日（月3回）　
　　　 19:15～20:45
場　所：いきいき情報センター
会　費：月5,000円

問い合わせ／児島幸子
　　　　　　090（1163）2156

★Sing For Life 太宰府（ゴスペル）

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

日　時 ： 6月9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。

いきいき情報センターは、今年で開館20周年を迎えます。
日ごろのご利用に感謝し、当センターの主催講座および定期利用団体の
ステージ発表や展示、また、体験・イベントを行います。

じつかわ かおる

（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

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

こ  じまさち こ

　台湾秘伝の健康術がすぐでき
る！肩腰のセルフケアの習得と鎮
痛の実演。

日　時：6月17日(日）　
　　　 10：00～11：30
場　所：いきいき情報センター
会　費：500円

問い合わせ／宗像はやと
　　　　　　（929）2200

★忙しい女性のための肩腰ケア教室

むなかた周年

式典セレモニー
太宰府市宝満太鼓 10：00～

10：00～16：00

主催 ／ 太宰府市・太宰府市教育委員会・（公財）太宰府市文化スポーツ振興財団
問い合わせ いきいき情報センター 太宰府市五条三丁目1番1号 TEL（９２８）５０００

いきいき情報センター  2階フロア・研修室
7月1日（日）　

いき
いき情報センター記念祭

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


