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★恋愛チェックリスト
★DV・デートDVとは？
★被害を受けたら、気づいたら
★尊重する対等な関係について
　ほか５項目

内容

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

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

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

つくし お隣りさん情報
※6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

ミリカローデン那珂川 筑紫郡那珂川町仲2-5-1 TEL（954）2211

8/2（木）

8/5（日）

8/19（日）

春日市ふれあい文化センター 春日市大谷6-24 TEL（584）3366

7/14（土）

7/21（土）

8/11
（土・祝）

7/29（日）

ふれぶんシネマ倶楽部「オーケストラ！」
施設利用料 300円　※3歳以上有料　①10：00　②14：00

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

第19回 弥生の里音楽祭
「FUREBUNレセプショニスト講座vol.1」参加者募集
申込締切：7月10日（火）　※定員に達し次第締切　参加無料　
要事前申込　14：00～16：00

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

ミリカシアター「怪盗グルーのミニオン大脱走」　好評発売中!
全席自由　前売ペア500円　前売300円 （施設利用料）　＊4歳以上有料
①10：00～　②13：00～　③16：00～         

那珂川町市制施行記念事業　ミリカローデン那珂川開館25周年記念
「非・売れ線系ビーナス 第24回公演 関門オペラ」　好評発売中!
全席自由　2,500円（学生1,500円）　＊未就学児入場不可　14：00

大野城まどかぴあ 大野城市曙町2-3-1 TEL（586）4000

9/23
（日・祝）

7/14（土）

7/14（土）

7/28（土）
第十三回ちくしの寄席 [昼の部] 落語の楽しみ方講座
場所：筑紫野市生涯学習センター さんあいホール
小学生～高校生300円　一般1,000円　＊未就学児入場不可　14：00

7/28（土）
第十三回ちくしの寄席 [夜の部] 立川生志“ふるさと応援”落語会
場所：筑紫野市生涯学習センター さんあいホール
中学生～高校生1,000円　一般2,500円　＊中学生から入場可　18：00　

キッズシネマ「怪盗グルーのミニオン大脱走」〈日本語吹替版〉
施設利用料：1枚 300円　4枚回数券 1,000円
①10：00　②14：00　③17：00　＊3歳以上入場可

ＤＲＵＭ ＴＡＯ ２０１８ 新作舞台 
ＲＨＹＴＨＭ ｏｆ ＴＲＩＢＥ～時空旅行記～
小学生～18歳3,000円　一般5,000円　＊未就学児入場不可　16：00

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

シネマランド「僕のワンダフル・ライフ」
①日本語吹替版　②③日本語字幕版
施設利用料：1枚 300円　4枚回数券 1,000円
①10：00　②14：00　③18：00　＊未就学児入場不可

★はじめてのピラティス

日　時：毎週金日10：00～11:00・
　　　　　　　 19：00～20：00
場　所：いきいき情報センター
会　費：月4,500円
　　　　 （体験レッスン1回500円、初回のみ）

問い合わせ／前田栄子
　　　　　　090（7535）6420

まえだえいこ

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

※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。

　楽しみながらアンチエイジングでき
ます。お気軽にご参加ください。

日　時 ： 7月14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!

（公財）太宰府市文化スポーツ振興財団事務局

「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。

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

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

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。

フロアオープン時間 9：00～21：30
〈市民ギャラリー〉

中津市を観光して、
応援しよう！
7/4●～7/17●水 火

〈イベント広場〉

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

太宰府市学校給食展

※最終日17：00まで

※最終日17：00まで

※最終日16：00まで

イッキーくん

戦争と平和を考える
写真展

7/24●～7/27●火 金

7/29●～8/4●日 土

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
対　象
定　員
受講料
材料費
メニュー

締　切

8月25日（土）10:00～13:00
松尾麻衣子（料理教室主宰）
男性
16人
1,200円
1,300円
●アツアツごま油でいただくザーサイ冷奴
●韓国風サラダ
●ナスとひき肉のピリ辛炒め
●エビとコーンの揚げワンタン
●温泉卵のっけ丼
★ノンアルコールビール1本付き
8月7日（火）必着

ビールに合う夏のおつまみ 託児

暑さに負けず！家事にも負けず！簡単で美
味しいおつまみ作りに挑戦します。

～家事メン厨房に立つ！～

トレーニングルーム便り

会員募集中!

問い合わせ／TEL（920）9900 （㊡毎月最終水曜日）

初回登録講習（要予約）を受講
すれば、都合のよい時間に利
用できます。
見学自由。（9：00～21：30）
まずはお電話ください。

じつかわ かおる

まつ  お   ま   い   こ

日　時
講　師
対　象
定　員
受講料
締　切

8月30日（木）10：00～12：00
久保恭子（フェミニストカウンセラー）
未婚の交際相手がいる人、またはその保護者
20人
500円　※親子は1組で
電話又はホームページ（定員になり次第締切）

「それもデートDVって事？」 託児

交際相手との関係は「対等」ですか。いつの
まにか「我慢」していませんか。「え？それもド
メスティックバイオレンス？」正しい知識を学
んで、自分も相手も大切にします。

～彼、彼女がいるあなたへ～

日　時
講　師
対　象

定　員
受講料
締　切

8月29日（水）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か月～2歳
くらいまでのお子さんと保護者
12組　
1,000円
8月8日（水）必着

ＨＡＰＰＹ♡ベビーダンス体験♪（夏） 託児

赤ちゃんと家族の心を温かくするベビーダ
ンス♪季節に合わせた童謡を口ずさみなが
ら運動不足やストレスを解消し、心も体もリ
フレッシュします。
お爺ちゃん、お婆ちゃんも大歓迎！

日　時
講　師
対　象

定　員
受講料
締　切

7月28日（土）10：00～12：00　
福岡わくわく体験クラブ
小学生
※小学3年生以下は保護者同伴

20人
750円(材料費込)
7月14日（土）必着

５連発のわりばし鉄砲と的を作り、楽しく遊びま
しょう！

日　時
対　象
定　員
受講料　　　　材料費
締　切
協　力

8月11日(土・祝)13：30～15：00
小学4～6年生
20人
無料　 　　　　500円
7月28日（土）必着
おもちゃ病院エフネットグループ
（株）イーケイジャパン

おもちゃ病院の先生から太陽光発電のしくみを
習い、太陽の光を当てて発電した電気エネルギー
で動く“イノシシ型ロボット ロボシシ”を作ります。

日　時
講　師

対　象

定　員
受講料
締　切

8月4日（土）10：00～12：00
佐藤十九生
（日本けん玉協会 九州支部長、五段）

年中児～小学生
※小学3年生以下は保護者同伴

25人
500円
7月21日（土）必着

どこでもだれでも夢中になって遊べるけん玉
を、簡単な技から楽しみます。はじめての人も、少し
経験したことのある人も、けん玉の魅力に触れて
みませんか。　※貸し出し用のけん玉あり。

～育児ジイ＆育ばあ～家族みんなで！

よしむら ひろ み

日　時

講　師

追加募集人員
受講料
締　切

8月29日～12月19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）

若干人
10,200円
7月20日（金）必着

やさしいゆる体操初級（２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～

託児 託児

託児 託児

くら た　え　 み

日　時
講　師

定　員
受講料
申込方法

※託児締切

8月31日（金）10：00～11：30
冨山万里子
（ＮＰＯ法人 男女・子育て環境改善研究所 事務局長）

20人
500円
電話又はホームページ
（定員になり次第締切）

8月24日（金）必着

～防災分野への女性参画の推進～ 託児

「防災・災害復興の担い手としての女性」その
立場から多様な防災対策を考え、身近な物を
使ってできる役立ちグッズを作ります。

とみ やま ま   り   こ

く    ぼきょう こ

防災力アップ！講座

日　時
講　師
対　象
定　員
受講料
締　切

9月１日（土）10：00～12：00
今泉妃佳利（Mellcore social base所属）
一眼レフまたはスマートフォンをお持ちの人
12人
1,000円
8月8日（水）必着

インスタ映えする画像を撮る 託児

運動会や発表会、動きのある被写体を上手く
撮影、綺麗な仕上がりの画像にするコツや今流
行のインスタグラムも楽しみます。男女問わず
大歓迎！

いまいずみ ひ　か　り

～子ども達の笑顔を永遠に～

gakugeiin-dayori ga
ku
ge
iin
-d
ay
or
i g

aku
geiin-dayori

さ　とう　と　く　　お

日　時
講　師
対　象
定　員
受講料
メニュー

締　切
協　力

8月18日（土）10：00～13：00
斉藤マチ子（うめこっこ専属フードコーディネーター）
園児～小学生と保護者
10組
1組1,600円（材料費込）※追加一人につき400円
・とりめし
・お吸い物
・かぼちゃのサラダ
・白いデザート
8月4日（土）必着
うめこっこ

太宰府市北谷に伝わる美味しいとりめしを作り
ます。鶏だしのお吸い物とおまけのデザートも作
り、親子で一緒に試食します。

さい とう

いきいき情報センター

夏休み講座受講生募集
夏休みの思い出と作品づくりに、友だちやお家の人と一緒に参加しませんか。

けん玉を楽しもう！

５連発わりばし鉄砲を作ろう！　

親子でつくる伝統のとりめし

みんな集まれ！工作教室　　　　　　　
～イノシシ型ロボット　ロボシシ作り～

※申込み方法は中ページの
「全講座の申込み方法」と同
じです。※受講者全員の氏名
（保護者も含む）・年齢・学年
を明記してください。

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



（公財）太宰府市文化スポーツ振興財団事務局

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

　太宰府南小学校では、校舎の一部をコミュニティセンターとして地域のみなさんが気軽に集え
る場所に開放しています。
　会議室や和室、多目的ホールなどの講座やサークルといった目的に応じた利用ができます。

『史跡のまち事業』スケジュール（9月～平成31年3月）
　「史跡のまち事業」とは、市民への文化およびスポーツの振興をさらに進めるため、市内施設を利
用した各種公演や、市内の各地域・施設に出向いて教室等を開催するアウトリーチ形式の事業、ス
ポーツ体験の催しを行っています。

太宰府南コミュニティセンター　TEL（928）6435

歴史スポーツ公園　ＴＥＬ（921）1132

和 室多目的
ホール

市内の団体で占有して利用する場合
１時間210円（75～120人収容）

「太宰府の絵師 齋藤秋圃」展

　江戸後期に活躍した筑前を代表する絵師・齋藤
秋圃。調査によって明らかとなった貴重な画稿（下
絵）の数々を作品と共に展示しています。
期　間 7月16日（月・祝）まで　9:00～17:00

（毎週月曜日は休館、祝日の場合翌平日）

開催中 入場無料

親子でリトミック 託児
～初めてのおけいこ～

【プロフィール】　

　1998年4月に結成し、今年で20周年を迎えました。数々のイ
ベントで演奏を重ね、現在、演奏実績185回になります。ボラン
ティア演奏にも力を入れており、秋の自主コンサートでは、チ
ケット売上全額を被災地に寄付しています。

　木管楽器（フルート・クラリネット・サック
ス）による演奏です。様々なジャンルのレ
パートリー約150曲の中から、厳選した曲
をお届けします。

日　時
出　演
曲　目

〈イベント情報〉

木管アンサンブルCLEfコンサート
～懐かしのメロディー特集～

7月15日（日）14：00～15：00
木管アンサンブルCLEf
夏の童謡唱歌メドレー、
美空ひばりメドレー、映画音楽ほか

入場無料

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

家の軒先などにつるし、風が吹く

とすずやかな音色で私たちに涼を感

じさせる風鈴は、もとは古代中国で、竹の枝につり

下げて音の鳴り方で物事の吉兆を占う｢占風鐸」に

使われる道具であったと言われています。これが仏

教とともに日本に伝わり、寺院の屋根の四隅や塔に

下げられる風鐸になりました。ガランガランと鳴る

音は魔除けの意味もあったようで、この音が聞こえ

る範囲に住む人たちには災いが起こらないと信じら

れていたそうです。その後風鐸は浄土宗の開祖・法

然によって「風鈴」と名付けられ、現在の「ふうりん」

という呼び方が一般的になったといわれています。

銅や鉄製のものがほとんどでしたが、江戸時代中期

になるとガラス製のものが作られ、暑い夏を乗り切

るための道具として広まりました。

近年、節電への意識が高まり、電気を使わずに涼

を得ることができる風鈴が再び注目されています。

その音に耳を傾けながら、悠久の歴史に思いを馳せ

てはいかがでしょうか。

      　　　　　　　　　　　学芸員　後藤夏実

夏の風物詩・風鈴
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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。

日 時

講　師
定　員
受講料
教材費
締　切

音楽やリズムに合わせて歌ったり踊ったり、
楽器や道具を使って遊びながらスキンシップを
とることで、心と身体を刺激します。親子で楽し
めるリトミックです。

9月1・8日（土）（全2回）
 ベビー（6ヶ月～1歳6ヶ月未満）
10:00～10:45
 キッズ（1歳6ヶ月～3歳未満）
11:00～11:45

吉田由紀子（リトミック認定講師）
各10組
各1,200円
各200円
8月18日（土）必着

よし     だ      ゆ      き       こ

しげ   まつ   とし   ひこ

平安時代における大宰府の財政・人事な
どに注目して、管内支配機能の変化のあり
方を考えます。

日　時

演　題

講　師
定　員
受講料
締　切

8月18日（土）
13:30～15:30
平安時代の大宰府（3）
～管内支配機能～
重松敏彦（文化ふれあい館） 
50人
200円
8月4日（土）必着

ドキドKIDS 染めたいけん

身近にある草木でハンカチ染めにチャレ
ンジ！ビー玉や輪ゴムで模様をつけるよ。どん
な色や模様になるか楽しんでみよう。 

日　時
対　象
定　員
受講料
材料費
締　切
協　力

8月19日（日）10:00～12:00
小学生　※4年生以下は保護者同伴
20人
無料
100円
8月5日（日）必着
花のたより

簡単アクアリウム作り

ペットボトルの中に魚に見立てたタレビン
を入れて、小さなアクアリウムを作ります。ヒト
と水生生物の関わりの歴史についても学び
ましょう。

日　時
講　師
対　象
定　員
受講料
材料費
締　切

8月21日（火）10:00～12:00
後藤夏実（文化ふれあい館）
小学生
15人
500円
200円
8月7日（火）必着

夏 休 み 講 座

ご   とう  なつ   み

米麹でつくるこだわりの甘酒

第3回シリーズ講座

美容や健康に様々な効能が期待され、豊富な
栄養素が含まれた日本古来の飲み物。甘酒の作
り方を学び、旬野菜に合わせるディップやドレッ
シングも作ります。
日　時

講　師
定　員
受講料
材料費
締　切

8月30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
800円
8月16日（木）必着
※ノンアルコールドリンクです。

いの うえ

裂地でつくるカード入れ

華やかな文様が織られた「裂地」を使って、
カードや名刺を入れるケースを作ります。大部分
は接着剤で貼り合わせ、側面のみ糸でかがって
仕上げます。

日　時

講　師
定　員
受講料
材料費
締　切

9月9日（日）
10：00～12：00
髙松麻美（文化ふれあい館）
20人
800円
500円
8月26日（日）必着

たか  まつ  あさ   み

※エントランスホールを利用して自主的に展示される作品展です。
あふち

きれ   じ

●多目的広場を占有する場合やテニスコートの利用は、使用日の7日前までに手続きが必要です。
　詳しくは、太宰府市またはいきいき情報センターのホームページからご覧いただけます。
　歴史スポーツ公園へは、便利な「まほろば号」をご利用ください。
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210円

1時間

時 間 備 考施　設　名
使　　用　　料

一　般 小・中学生 一　般 小・中学生
市　　内　　者 市　　外　　者

テニスコート

多目的広場

相 撲 場

弓 道 場

　カーペット敷きで開放
感があり、子育てサーク
ルなど小さな子どもさん
も安心して遊べます。

　　音楽隊
9月22日 (土)  10:30開演 
太宰府館 まほろばホール
『0歳からのクラシック＆絵本の読み聞かせ』
出演者／奥田なな子(ﾁｪﾛ)、入江一雄(ﾋﾟｱﾉ)
朗　読／徳永玲子

　　スポーツ体験 
10月～12月に開催予定

　　演劇公演 
2月17日（日） 午後開演
紹運再来！「新・岩屋城の戦い（仮）」

　　ラジオ体操
3月21日(木・祝)13：00～16：00
『みんなの体操・ラジオ体操 講習会』
講師／岡本美佳(NHKテレビ・ラジオ体操指導者)、
　　　アシスタント
＊NPO法人全国ラジオ体操連盟公認認定指導者講習会

予定は変更にな
る場合がありま
す。各事業の詳細
はスポーツ＆カ
ルチャーでお知ら
せします。

1月26日(土)  14:00開演 
プラム･カルコア太宰府 市民ホール
『～本格だけど、気軽なクラシック～』
出演者／白石光隆(ﾋﾟｱﾉ)、高見信行(ﾄﾗﾝﾍﾟｯﾄ)
★ゴスペルと共演を予定

　9:00 ～ 17:00 は高齢
者の個人利用に無料開放
しています。お茶の道具も
あり利用できます。また囲
碁や将棋など仲間と趣味
を楽しみませんか。

歴史スポーツ公園
　弓道場・相撲場・テニスコートをはじめ、ジョギングコース・多目的広場などのほか、万葉歌
碑や太宰府の名所・植物を描いた陶板のレリーフなど「太宰府」らしさを盛り込んだ市民の憩い
の公園です。サークルや団体でスポーツを楽しんだり、自然に囲まれたコースをジョギングや
ウォーキングで夏の風を感じてください。

多目的広場

テニスコート

太宰府南コミュニティセンター（太宰府南小学校開放教室）施設紹介

施設紹介

　国分語らいの部屋、会員、スタッフみんなで手づく
りの作品を飾ります。

〈逢知ギャラリー〉

日　時

出展者

七夕かざりつけ

7月5日(木)～10日(火)
9：00～17：00（最終日15：00まで）
国分語らいの部屋

入場無料

こく　ぶ　かた　　　　　　　　へ　 や

せん  ふう  たく

ほう

ふう  れいねん

〒818-0125 太宰府市五条三丁目1番1号 TEL（920）7070

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

太宰府学講座



（公財）太宰府市文化スポーツ振興財団事務局

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
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近年、節電への意識が高まり、電気を使わずに涼

を得ることができる風鈴が再び注目されています。

その音に耳を傾けながら、悠久の歴史に思いを馳せ
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持参して、申込書に記入してください。いきいき情
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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。
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●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。
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50人
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身近にある草木でハンカチ染めにチャレ
ンジ！ビー玉や輪ゴムで模様をつけるよ。どん
な色や模様になるか楽しんでみよう。 
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ペットボトルの中に魚に見立てたタレビン
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美容や健康に様々な効能が期待され、豊富な
栄養素が含まれた日本古来の飲み物。甘酒の作
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8月16日（木）必着
※ノンアルコールドリンクです。

いの うえ

裂地でつくるカード入れ

華やかな文様が織られた「裂地」を使って、
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『みんなの体操・ラジオ体操 講習会』
講師／岡本美佳(NHKテレビ・ラジオ体操指導者)、
　　　アシスタント
＊NPO法人全国ラジオ体操連盟公認認定指導者講習会

予定は変更にな
る場合がありま
す。各事業の詳細
はスポーツ＆カ
ルチャーでお知ら
せします。

1月26日(土)  14:00開演 
プラム･カルコア太宰府 市民ホール
『～本格だけど、気軽なクラシック～』
出演者／白石光隆(ﾋﾟｱﾉ)、高見信行(ﾄﾗﾝﾍﾟｯﾄ)
★ゴスペルと共演を予定

　9:00 ～ 17:00 は高齢
者の個人利用に無料開放
しています。お茶の道具も
あり利用できます。また囲
碁や将棋など仲間と趣味
を楽しみませんか。

歴史スポーツ公園
　弓道場・相撲場・テニスコートをはじめ、ジョギングコース・多目的広場などのほか、万葉歌
碑や太宰府の名所・植物を描いた陶板のレリーフなど「太宰府」らしさを盛り込んだ市民の憩い
の公園です。サークルや団体でスポーツを楽しんだり、自然に囲まれたコースをジョギングや
ウォーキングで夏の風を感じてください。

多目的広場

テニスコート

太宰府南コミュニティセンター（太宰府南小学校開放教室）施設紹介

施設紹介

　国分語らいの部屋、会員、スタッフみんなで手づく
りの作品を飾ります。

〈逢知ギャラリー〉

日　時

出展者

七夕かざりつけ

7月5日(木)～10日(火)
9：00～17：00（最終日15：00まで）
国分語らいの部屋

入場無料

こく　ぶ　かた　　　　　　　　へ　 や

せん  ふう  たく

ほう

ふう  れいねん

〒818-0125 太宰府市五条三丁目1番1号 TEL（920）7070

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

太宰府学講座



（公財）太宰府市文化スポーツ振興財団事務局

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

　太宰府南小学校では、校舎の一部をコミュニティセンターとして地域のみなさんが気軽に集え
る場所に開放しています。
　会議室や和室、多目的ホールなどの講座やサークルといった目的に応じた利用ができます。

『史跡のまち事業』スケジュール（9月～平成31年3月）
　「史跡のまち事業」とは、市民への文化およびスポーツの振興をさらに進めるため、市内施設を利
用した各種公演や、市内の各地域・施設に出向いて教室等を開催するアウトリーチ形式の事業、ス
ポーツ体験の催しを行っています。

太宰府南コミュニティセンター　TEL（928）6435

歴史スポーツ公園　ＴＥＬ（921）1132

和 室多目的
ホール

市内の団体で占有して利用する場合
１時間210円（75～120人収容）

「太宰府の絵師 齋藤秋圃」展

　江戸後期に活躍した筑前を代表する絵師・齋藤
秋圃。調査によって明らかとなった貴重な画稿（下
絵）の数々を作品と共に展示しています。
期　間 7月16日（月・祝）まで　9:00～17:00

（毎週月曜日は休館、祝日の場合翌平日）

開催中 入場無料

親子でリトミック 託児
～初めてのおけいこ～

【プロフィール】　

　1998年4月に結成し、今年で20周年を迎えました。数々のイ
ベントで演奏を重ね、現在、演奏実績185回になります。ボラン
ティア演奏にも力を入れており、秋の自主コンサートでは、チ
ケット売上全額を被災地に寄付しています。

　木管楽器（フルート・クラリネット・サック
ス）による演奏です。様々なジャンルのレ
パートリー約150曲の中から、厳選した曲
をお届けします。

日　時
出　演
曲　目

〈イベント情報〉

木管アンサンブルCLEfコンサート
～懐かしのメロディー特集～

7月15日（日）14：00～15：00
木管アンサンブルCLEf
夏の童謡唱歌メドレー、
美空ひばりメドレー、映画音楽ほか

入場無料

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

家の軒先などにつるし、風が吹く

とすずやかな音色で私たちに涼を感

じさせる風鈴は、もとは古代中国で、竹の枝につり

下げて音の鳴り方で物事の吉兆を占う｢占風鐸」に

使われる道具であったと言われています。これが仏

教とともに日本に伝わり、寺院の屋根の四隅や塔に

下げられる風鐸になりました。ガランガランと鳴る

音は魔除けの意味もあったようで、この音が聞こえ

る範囲に住む人たちには災いが起こらないと信じら

れていたそうです。その後風鐸は浄土宗の開祖・法

然によって「風鈴」と名付けられ、現在の「ふうりん」

という呼び方が一般的になったといわれています。

銅や鉄製のものがほとんどでしたが、江戸時代中期

になるとガラス製のものが作られ、暑い夏を乗り切

るための道具として広まりました。

近年、節電への意識が高まり、電気を使わずに涼

を得ることができる風鈴が再び注目されています。

その音に耳を傾けながら、悠久の歴史に思いを馳せ

てはいかがでしょうか。

      　　　　　　　　　　　学芸員　後藤夏実

夏の風物詩・風鈴

gakugeiin-dayori ga
ku

ge
iin
-d
ay
or
i g

aku
geiin-dayori学芸員

だより
学芸員
だより
学芸員
だより

※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。

日 時

講　師
定　員
受講料
教材費
締　切

音楽やリズムに合わせて歌ったり踊ったり、
楽器や道具を使って遊びながらスキンシップを
とることで、心と身体を刺激します。親子で楽し
めるリトミックです。

9月1・8日（土）（全2回）
 ベビー（6ヶ月～1歳6ヶ月未満）
10:00～10:45
 キッズ（1歳6ヶ月～3歳未満）
11:00～11:45

吉田由紀子（リトミック認定講師）
各10組
各1,200円
各200円
8月18日（土）必着

よし     だ      ゆ      き       こ

しげ   まつ   とし   ひこ

平安時代における大宰府の財政・人事な
どに注目して、管内支配機能の変化のあり
方を考えます。

日　時

演　題

講　師
定　員
受講料
締　切

8月18日（土）
13:30～15:30
平安時代の大宰府（3）
～管内支配機能～
重松敏彦（文化ふれあい館） 
50人
200円
8月4日（土）必着

ドキドKIDS 染めたいけん

身近にある草木でハンカチ染めにチャレ
ンジ！ビー玉や輪ゴムで模様をつけるよ。どん
な色や模様になるか楽しんでみよう。 

日　時
対　象
定　員
受講料
材料費
締　切
協　力

8月19日（日）10:00～12:00
小学生　※4年生以下は保護者同伴
20人
無料
100円
8月5日（日）必着
花のたより

簡単アクアリウム作り

ペットボトルの中に魚に見立てたタレビン
を入れて、小さなアクアリウムを作ります。ヒト
と水生生物の関わりの歴史についても学び
ましょう。

日　時
講　師
対　象
定　員
受講料
材料費
締　切

8月21日（火）10:00～12:00
後藤夏実（文化ふれあい館）
小学生
15人
500円
200円
8月7日（火）必着

夏 休 み 講 座

ご   とう  なつ   み

米麹でつくるこだわりの甘酒

第3回シリーズ講座

美容や健康に様々な効能が期待され、豊富な
栄養素が含まれた日本古来の飲み物。甘酒の作
り方を学び、旬野菜に合わせるディップやドレッ
シングも作ります。
日　時

講　師
定　員
受講料
材料費
締　切

8月30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
800円
8月16日（木）必着
※ノンアルコールドリンクです。

いの うえ

裂地でつくるカード入れ

華やかな文様が織られた「裂地」を使って、
カードや名刺を入れるケースを作ります。大部分
は接着剤で貼り合わせ、側面のみ糸でかがって
仕上げます。

日　時

講　師
定　員
受講料
材料費
締　切

9月9日（日）
10：00～12：00
髙松麻美（文化ふれあい館）
20人
800円
500円
8月26日（日）必着

たか  まつ  あさ   み

※エントランスホールを利用して自主的に展示される作品展です。
あふち

きれ   じ

●多目的広場を占有する場合やテニスコートの利用は、使用日の7日前までに手続きが必要です。
　詳しくは、太宰府市またはいきいき情報センターのホームページからご覧いただけます。
　歴史スポーツ公園へは、便利な「まほろば号」をご利用ください。

全域

1人

全域

1面

全域

100円

50円

320円

210円

100円

210円

100円

640円

430円

210円

40円

20円

120円

80円

40円

210円

100円

640円

430円

210円

1時間

時 間 備 考施　設　名
使　　用　　料

一　般 小・中学生 一　般 小・中学生
市　　内　　者 市　　外　　者

テニスコート

多目的広場

相 撲 場

弓 道 場

　カーペット敷きで開放
感があり、子育てサーク
ルなど小さな子どもさん
も安心して遊べます。

　　音楽隊
9月22日 (土)  10:30開演 
太宰府館 まほろばホール
『0歳からのクラシック＆絵本の読み聞かせ』
出演者／奥田なな子(ﾁｪﾛ)、入江一雄(ﾋﾟｱﾉ)
朗　読／徳永玲子

　　スポーツ体験 
10月～12月に開催予定

　　演劇公演 
2月17日（日） 午後開演
紹運再来！「新・岩屋城の戦い（仮）」

　　ラジオ体操
3月21日(木・祝)13：00～16：00
『みんなの体操・ラジオ体操 講習会』
講師／岡本美佳(NHKテレビ・ラジオ体操指導者)、
　　　アシスタント
＊NPO法人全国ラジオ体操連盟公認認定指導者講習会

予定は変更にな
る場合がありま
す。各事業の詳細
はスポーツ＆カ
ルチャーでお知ら
せします。

1月26日(土)  14:00開演 
プラム･カルコア太宰府 市民ホール
『～本格だけど、気軽なクラシック～』
出演者／白石光隆(ﾋﾟｱﾉ)、高見信行(ﾄﾗﾝﾍﾟｯﾄ)
★ゴスペルと共演を予定

　9:00 ～ 17:00 は高齢
者の個人利用に無料開放
しています。お茶の道具も
あり利用できます。また囲
碁や将棋など仲間と趣味
を楽しみませんか。

歴史スポーツ公園
　弓道場・相撲場・テニスコートをはじめ、ジョギングコース・多目的広場などのほか、万葉歌
碑や太宰府の名所・植物を描いた陶板のレリーフなど「太宰府」らしさを盛り込んだ市民の憩い
の公園です。サークルや団体でスポーツを楽しんだり、自然に囲まれたコースをジョギングや
ウォーキングで夏の風を感じてください。

多目的広場

テニスコート

太宰府南コミュニティセンター（太宰府南小学校開放教室）施設紹介

施設紹介

　国分語らいの部屋、会員、スタッフみんなで手づく
りの作品を飾ります。

〈逢知ギャラリー〉

日　時

出展者

七夕かざりつけ

7月5日(木)～10日(火)
9：00～17：00（最終日15：00まで）
国分語らいの部屋

入場無料

こく　ぶ　かた　　　　　　　　へ　 や

せん  ふう  たく

ほう

ふう  れいねん

〒818-0125 太宰府市五条三丁目1番1号 TEL（920）7070

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

太宰府学講座



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 Sports & Culture

2018
7

★恋愛チェックリスト
★DV・デートDVとは？
★被害を受けたら、気づいたら
★尊重する対等な関係について
　ほか５項目

内容

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

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

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

つくし お隣りさん情報
※6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

ミリカローデン那珂川 筑紫郡那珂川町仲2-5-1 TEL（954）2211

8/2（木）

8/5（日）

8/19（日）

春日市ふれあい文化センター 春日市大谷6-24 TEL（584）3366

7/14（土）

7/21（土）

8/11
（土・祝）

7/29（日）

ふれぶんシネマ倶楽部「オーケストラ！」
施設利用料 300円　※3歳以上有料　①10：00　②14：00

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

第19回 弥生の里音楽祭
「FUREBUNレセプショニスト講座vol.1」参加者募集
申込締切：7月10日（火）　※定員に達し次第締切　参加無料　
要事前申込　14：00～16：00

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

ミリカシアター「怪盗グルーのミニオン大脱走」　好評発売中!
全席自由　前売ペア500円　前売300円 （施設利用料）　＊4歳以上有料
①10：00～　②13：00～　③16：00～         

那珂川町市制施行記念事業　ミリカローデン那珂川開館25周年記念
「非・売れ線系ビーナス 第24回公演 関門オペラ」　好評発売中!
全席自由　2,500円（学生1,500円）　＊未就学児入場不可　14：00

大野城まどかぴあ 大野城市曙町2-3-1 TEL（586）4000

9/23
（日・祝）

7/14（土）

7/14（土）

7/28（土）
第十三回ちくしの寄席 [昼の部] 落語の楽しみ方講座
場所：筑紫野市生涯学習センター さんあいホール
小学生～高校生300円　一般1,000円　＊未就学児入場不可　14：00

7/28（土）
第十三回ちくしの寄席 [夜の部] 立川生志“ふるさと応援”落語会
場所：筑紫野市生涯学習センター さんあいホール
中学生～高校生1,000円　一般2,500円　＊中学生から入場可　18：00　

キッズシネマ「怪盗グルーのミニオン大脱走」〈日本語吹替版〉
施設利用料：1枚 300円　4枚回数券 1,000円
①10：00　②14：00　③17：00　＊3歳以上入場可

ＤＲＵＭ ＴＡＯ ２０１８ 新作舞台 
ＲＨＹＴＨＭ ｏｆ ＴＲＩＢＥ～時空旅行記～
小学生～18歳3,000円　一般5,000円　＊未就学児入場不可　16：00

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

シネマランド「僕のワンダフル・ライフ」
①日本語吹替版　②③日本語字幕版
施設利用料：1枚 300円　4枚回数券 1,000円
①10：00　②14：00　③18：00　＊未就学児入場不可

★はじめてのピラティス

日　時：毎週金日10：00～11:00・
　　　　　　　 19：00～20：00
場　所：いきいき情報センター
会　費：月4,500円
　　　　 （体験レッスン1回500円、初回のみ）

問い合わせ／前田栄子
　　　　　　090（7535）6420

まえだえいこ

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

※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。

　楽しみながらアンチエイジングでき
ます。お気軽にご参加ください。

日　時 ： 7月14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!

（公財）太宰府市文化スポーツ振興財団事務局

「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。

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

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

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。

フロアオープン時間 9：00～21：30
〈市民ギャラリー〉

中津市を観光して、
応援しよう！
7/4●～7/17●水 火

〈イベント広場〉

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

太宰府市学校給食展

※最終日17：00まで

※最終日17：00まで

※最終日16：00まで

イッキーくん

戦争と平和を考える
写真展

7/24●～7/27●火 金

7/29●～8/4●日 土

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
対　象
定　員
受講料
材料費
メニュー

締　切

8月25日（土）10:00～13:00
松尾麻衣子（料理教室主宰）
男性
16人
1,200円
1,300円
●アツアツごま油でいただくザーサイ冷奴
●韓国風サラダ
●ナスとひき肉のピリ辛炒め
●エビとコーンの揚げワンタン
●温泉卵のっけ丼
★ノンアルコールビール1本付き
8月7日（火）必着

ビールに合う夏のおつまみ 託児

暑さに負けず！家事にも負けず！簡単で美
味しいおつまみ作りに挑戦します。

～家事メン厨房に立つ！～

トレーニングルーム便り

会員募集中!

問い合わせ／TEL（920）9900 （㊡毎月最終水曜日）

初回登録講習（要予約）を受講
すれば、都合のよい時間に利
用できます。
見学自由。（9：00～21：30）
まずはお電話ください。

じつかわ かおる

まつ  お   ま   い   こ

日　時
講　師
対　象
定　員
受講料
締　切

8月30日（木）10：00～12：00
久保恭子（フェミニストカウンセラー）
未婚の交際相手がいる人、またはその保護者
20人
500円　※親子は1組で
電話又はホームページ（定員になり次第締切）

「それもデートDVって事？」 託児

交際相手との関係は「対等」ですか。いつの
まにか「我慢」していませんか。「え？それもド
メスティックバイオレンス？」正しい知識を学
んで、自分も相手も大切にします。

～彼、彼女がいるあなたへ～

日　時
講　師
対　象

定　員
受講料
締　切

8月29日（水）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か月～2歳
くらいまでのお子さんと保護者
12組　
1,000円
8月8日（水）必着

ＨＡＰＰＹ♡ベビーダンス体験♪（夏） 託児

赤ちゃんと家族の心を温かくするベビーダ
ンス♪季節に合わせた童謡を口ずさみなが
ら運動不足やストレスを解消し、心も体もリ
フレッシュします。
お爺ちゃん、お婆ちゃんも大歓迎！

日　時
講　師
対　象

定　員
受講料
締　切

7月28日（土）10：00～12：00　
福岡わくわく体験クラブ
小学生
※小学3年生以下は保護者同伴

20人
750円(材料費込)
7月14日（土）必着

５連発のわりばし鉄砲と的を作り、楽しく遊びま
しょう！

日　時
対　象
定　員
受講料　　　　材料費
締　切
協　力

8月11日(土・祝)13：30～15：00
小学4～6年生
20人
無料　 　　　　500円
7月28日（土）必着
おもちゃ病院エフネットグループ
（株）イーケイジャパン

おもちゃ病院の先生から太陽光発電のしくみを
習い、太陽の光を当てて発電した電気エネルギー
で動く“イノシシ型ロボット ロボシシ”を作ります。

日　時
講　師

対　象

定　員
受講料
締　切

8月4日（土）10：00～12：00
佐藤十九生
（日本けん玉協会 九州支部長、五段）

年中児～小学生
※小学3年生以下は保護者同伴

25人
500円
7月21日（土）必着

どこでもだれでも夢中になって遊べるけん玉
を、簡単な技から楽しみます。はじめての人も、少し
経験したことのある人も、けん玉の魅力に触れて
みませんか。　※貸し出し用のけん玉あり。

～育児ジイ＆育ばあ～家族みんなで！

よしむら ひろ み

日　時

講　師

追加募集人員
受講料
締　切

8月29日～12月19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）

若干人
10,200円
7月20日（金）必着

やさしいゆる体操初級（２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～

託児 託児

託児 託児

くら た　え　 み

日　時
講　師

定　員
受講料
申込方法

※託児締切

8月31日（金）10：00～11：30
冨山万里子
（ＮＰＯ法人 男女・子育て環境改善研究所 事務局長）

20人
500円
電話又はホームページ
（定員になり次第締切）

8月24日（金）必着

～防災分野への女性参画の推進～ 託児

「防災・災害復興の担い手としての女性」その
立場から多様な防災対策を考え、身近な物を
使ってできる役立ちグッズを作ります。

とみ やま ま   り   こ

く    ぼきょう こ

防災力アップ！講座

日　時
講　師
対　象
定　員
受講料
締　切

9月１日（土）10：00～12：00
今泉妃佳利（Mellcore social base所属）
一眼レフまたはスマートフォンをお持ちの人
12人
1,000円
8月8日（水）必着

インスタ映えする画像を撮る 託児

運動会や発表会、動きのある被写体を上手く
撮影、綺麗な仕上がりの画像にするコツや今流
行のインスタグラムも楽しみます。男女問わず
大歓迎！

いまいずみ ひ　か　り

～子ども達の笑顔を永遠に～

gakugeiin-dayori ga
ku

ge
iin
-d
ay
or
i g

aku
geiin-dayori

さ　とう　と　く　　お

日　時
講　師
対　象
定　員
受講料
メニュー

締　切
協　力

8月18日（土）10：00～13：00
斉藤マチ子（うめこっこ専属フードコーディネーター）
園児～小学生と保護者
10組
1組1,600円（材料費込）※追加一人につき400円
・とりめし
・お吸い物
・かぼちゃのサラダ
・白いデザート
8月4日（土）必着
うめこっこ

太宰府市北谷に伝わる美味しいとりめしを作り
ます。鶏だしのお吸い物とおまけのデザートも作
り、親子で一緒に試食します。

さい とう

いきいき情報センター

夏休み講座受講生募集
夏休みの思い出と作品づくりに、友だちやお家の人と一緒に参加しませんか。

けん玉を楽しもう！

５連発わりばし鉄砲を作ろう！　

親子でつくる伝統のとりめし

みんな集まれ！工作教室　　　　　　　
～イノシシ型ロボット　ロボシシ作り～

※申込み方法は中ページの
「全講座の申込み方法」と同
じです。※受講者全員の氏名
（保護者も含む）・年齢・学年
を明記してください。

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
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★恋愛チェックリスト
★DV・デートDVとは？
★被害を受けたら、気づいたら
★尊重する対等な関係について
　ほか５項目

内容

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

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

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

つくし お隣りさん情報
※6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

ミリカローデン那珂川 筑紫郡那珂川町仲2-5-1 TEL（954）2211

8/2（木）

8/5（日）

8/19（日）

春日市ふれあい文化センター 春日市大谷6-24 TEL（584）3366

7/14（土）

7/21（土）

8/11
（土・祝）

7/29（日）

ふれぶんシネマ倶楽部「オーケストラ！」
施設利用料 300円　※3歳以上有料　①10：00　②14：00

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

第19回 弥生の里音楽祭
「FUREBUNレセプショニスト講座vol.1」参加者募集
申込締切：7月10日（火）　※定員に達し次第締切　参加無料　
要事前申込　14：00～16：00

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

ミリカシアター「怪盗グルーのミニオン大脱走」　好評発売中!
全席自由　前売ペア500円　前売300円 （施設利用料）　＊4歳以上有料
①10：00～　②13：00～　③16：00～         

那珂川町市制施行記念事業　ミリカローデン那珂川開館25周年記念
「非・売れ線系ビーナス 第24回公演 関門オペラ」　好評発売中!
全席自由　2,500円（学生1,500円）　＊未就学児入場不可　14：00

大野城まどかぴあ 大野城市曙町2-3-1 TEL（586）4000

9/23
（日・祝）

7/14（土）

7/14（土）

7/28（土）
第十三回ちくしの寄席 [昼の部] 落語の楽しみ方講座
場所：筑紫野市生涯学習センター さんあいホール
小学生～高校生300円　一般1,000円　＊未就学児入場不可　14：00

7/28（土）
第十三回ちくしの寄席 [夜の部] 立川生志“ふるさと応援”落語会
場所：筑紫野市生涯学習センター さんあいホール
中学生～高校生1,000円　一般2,500円　＊中学生から入場可　18：00　

キッズシネマ「怪盗グルーのミニオン大脱走」〈日本語吹替版〉
施設利用料：1枚 300円　4枚回数券 1,000円
①10：00　②14：00　③17：00　＊3歳以上入場可

ＤＲＵＭ ＴＡＯ ２０１８ 新作舞台 
ＲＨＹＴＨＭ ｏｆ ＴＲＩＢＥ～時空旅行記～
小学生～18歳3,000円　一般5,000円　＊未就学児入場不可　16：00

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

シネマランド「僕のワンダフル・ライフ」
①日本語吹替版　②③日本語字幕版
施設利用料：1枚 300円　4枚回数券 1,000円
①10：00　②14：00　③18：00　＊未就学児入場不可

★はじめてのピラティス

日　時：毎週金日10：00～11:00・
　　　　　　　 19：00～20：00
場　所：いきいき情報センター
会　費：月4,500円
　　　　 （体験レッスン1回500円、初回のみ）

問い合わせ／前田栄子
　　　　　　090（7535）6420

まえだえいこ

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

※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。

　楽しみながらアンチエイジングでき
ます。お気軽にご参加ください。

日　時 ： 7月14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!

（公財）太宰府市文化スポーツ振興財団事務局

「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。

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

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

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。

フロアオープン時間 9：00～21：30
〈市民ギャラリー〉

中津市を観光して、
応援しよう！
7/4●～7/17●水 火

〈イベント広場〉

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

太宰府市学校給食展

※最終日17：00まで

※最終日17：00まで

※最終日16：00まで

イッキーくん

戦争と平和を考える
写真展

7/24●～7/27●火 金

7/29●～8/4●日 土

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
対　象
定　員
受講料
材料費
メニュー

締　切

8月25日（土）10:00～13:00
松尾麻衣子（料理教室主宰）
男性
16人
1,200円
1,300円
●アツアツごま油でいただくザーサイ冷奴
●韓国風サラダ
●ナスとひき肉のピリ辛炒め
●エビとコーンの揚げワンタン
●温泉卵のっけ丼
★ノンアルコールビール1本付き
8月7日（火）必着

ビールに合う夏のおつまみ 託児

暑さに負けず！家事にも負けず！簡単で美
味しいおつまみ作りに挑戦します。

～家事メン厨房に立つ！～

トレーニングルーム便り

会員募集中!

問い合わせ／TEL（920）9900 （㊡毎月最終水曜日）

初回登録講習（要予約）を受講
すれば、都合のよい時間に利
用できます。
見学自由。（9：00～21：30）
まずはお電話ください。

じつかわ かおる

まつ  お   ま   い   こ

日　時
講　師
対　象
定　員
受講料
締　切

8月30日（木）10：00～12：00
久保恭子（フェミニストカウンセラー）
未婚の交際相手がいる人、またはその保護者
20人
500円　※親子は1組で
電話又はホームページ（定員になり次第締切）

「それもデートDVって事？」 託児

交際相手との関係は「対等」ですか。いつの
まにか「我慢」していませんか。「え？それもド
メスティックバイオレンス？」正しい知識を学
んで、自分も相手も大切にします。

～彼、彼女がいるあなたへ～

日　時
講　師
対　象

定　員
受講料
締　切

8月29日（水）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か月～2歳
くらいまでのお子さんと保護者
12組　
1,000円
8月8日（水）必着

ＨＡＰＰＹ♡ベビーダンス体験♪（夏） 託児

赤ちゃんと家族の心を温かくするベビーダ
ンス♪季節に合わせた童謡を口ずさみなが
ら運動不足やストレスを解消し、心も体もリ
フレッシュします。
お爺ちゃん、お婆ちゃんも大歓迎！

日　時
講　師
対　象

定　員
受講料
締　切

7月28日（土）10：00～12：00　
福岡わくわく体験クラブ
小学生
※小学3年生以下は保護者同伴

20人
750円(材料費込)
7月14日（土）必着

５連発のわりばし鉄砲と的を作り、楽しく遊びま
しょう！

日　時
対　象
定　員
受講料　　　　材料費
締　切
協　力

8月11日(土・祝)13：30～15：00
小学4～6年生
20人
無料　 　　　　500円
7月28日（土）必着
おもちゃ病院エフネットグループ
（株）イーケイジャパン

おもちゃ病院の先生から太陽光発電のしくみを
習い、太陽の光を当てて発電した電気エネルギー
で動く“イノシシ型ロボット ロボシシ”を作ります。

日　時
講　師

対　象

定　員
受講料
締　切

8月4日（土）10：00～12：00
佐藤十九生
（日本けん玉協会 九州支部長、五段）

年中児～小学生
※小学3年生以下は保護者同伴

25人
500円
7月21日（土）必着

どこでもだれでも夢中になって遊べるけん玉
を、簡単な技から楽しみます。はじめての人も、少し
経験したことのある人も、けん玉の魅力に触れて
みませんか。　※貸し出し用のけん玉あり。

～育児ジイ＆育ばあ～家族みんなで！

よしむら ひろ み

日　時

講　師

追加募集人員
受講料
締　切

8月29日～12月19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）

若干人
10,200円
7月20日（金）必着

やさしいゆる体操初級（２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～

託児 託児

託児 託児

くら た　え　 み

日　時
講　師

定　員
受講料
申込方法

※託児締切

8月31日（金）10：00～11：30
冨山万里子
（ＮＰＯ法人 男女・子育て環境改善研究所 事務局長）

20人
500円
電話又はホームページ
（定員になり次第締切）

8月24日（金）必着

～防災分野への女性参画の推進～ 託児

「防災・災害復興の担い手としての女性」その
立場から多様な防災対策を考え、身近な物を
使ってできる役立ちグッズを作ります。

とみ やま ま   り   こ

く    ぼきょう こ

防災力アップ！講座

日　時
講　師
対　象
定　員
受講料
締　切

9月１日（土）10：00～12：00
今泉妃佳利（Mellcore social base所属）
一眼レフまたはスマートフォンをお持ちの人
12人
1,000円
8月8日（水）必着

インスタ映えする画像を撮る 託児

運動会や発表会、動きのある被写体を上手く
撮影、綺麗な仕上がりの画像にするコツや今流
行のインスタグラムも楽しみます。男女問わず
大歓迎！

いまいずみ ひ　か　り

～子ども達の笑顔を永遠に～

gakugeiin-dayori ga
ku

ge
iin
-d
ay
or
i g

aku
geiin-dayori

さ　とう　と　く　　お

日　時
講　師
対　象
定　員
受講料
メニュー

締　切
協　力

8月18日（土）10：00～13：00
斉藤マチ子（うめこっこ専属フードコーディネーター）
園児～小学生と保護者
10組
1組1,600円（材料費込）※追加一人につき400円
・とりめし
・お吸い物
・かぼちゃのサラダ
・白いデザート
8月4日（土）必着
うめこっこ

太宰府市北谷に伝わる美味しいとりめしを作り
ます。鶏だしのお吸い物とおまけのデザートも作
り、親子で一緒に試食します。

さい とう

いきいき情報センター

夏休み講座受講生募集
夏休みの思い出と作品づくりに、友だちやお家の人と一緒に参加しませんか。

けん玉を楽しもう！

５連発わりばし鉄砲を作ろう！　

親子でつくる伝統のとりめし

みんな集まれ！工作教室　　　　　　　
～イノシシ型ロボット　ロボシシ作り～

※申込み方法は中ページの
「全講座の申込み方法」と同
じです。※受講者全員の氏名
（保護者も含む）・年齢・学年
を明記してください。

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


