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 問い合わせ TEL080(1705)6793
(公財)太宰府市文化スポーツ振興財団

事務局　事業課



6月26日(土)

10:00～12:00

河津由紀子

50人

無料

窓口・電話申込(定員になり次第締切）

※託児締切6/19(土) 

子育てと働く環境
男女共同参画セミナー①

託児

か わ 　 ず 　  ゆ 　  き 　  こ

　

日 時

講 師

定 員

受講料

申込方法

日 時

講 師

対 　 象

定 員

受講料

材料費

締 切

男性の家事参加応援！
イキな男の魚のさばき方 託児

過労死問題、働き方改革などの取材経験

があり、自身も子育て中の女性記者から、子

育てと労働環境のあり方について学びます。

の 　 い り 　 じ ん

6月6日(日) 

10:00～13:00

野入仁

男性

8人

2,000円

2,000円

5月23日(日)必着

新鮮な魚を丸ごと使って、下処理から２枚お

ろし、３枚おろし、柵取り、刺身の切り方まで、一

連の流れを学びます。

＊講師プロフィール＊
2005年(株)西日本新聞社入社。

久留米総局、社会部、生活特報部を経て、2019年

6月からこどもタイムズ編集部。一児の母。

〈内容〉

・日本の労働時間の変遷と女性のライフステージ

・育児休業のいま、非正規雇用は育休を取得で

きる？

・子育て世代の「時間の貧困」

・働き方改革関連法案でどう変わった

・イクメンではなく、家事メンが家庭も社会も救う

・新型コロナウイルスが打ち消した在宅勤務の

〝特別感〟

※内容変更あり

令和3年度(公財)太宰府市

文化スポーツ振興財団文化ス

ポーツ振興事業史跡のまち

のスポーツ体験として、九州プ

ロレス「太宰府ば元気にする

梅(ﾊ ｲ゙)‼」が、体育センターに

やってきます！

前回大盛況だった公演から、２回目となる今回も

元気なプロレスラーの熱いパフォーマンスで、パ

ワーをもらいませんか？

観覧は無料です！ただし、事前申込が必要です。

詳細は、九州プロレスの公式ホームページをご覧く

ださい。

＜訪問日程＞

5月17日（月）

18日（火）

21日（金）

※都合の良い日時を選び、訪問申込書に記入のうえ、

九州プロレスまで申し込んでください。

（公財）太宰府市文化スポーツ振興財団事務局
問い合わせ　〒818-0125 太宰府市五条三丁目1番1号

事業課事業係  TEL 080（1705）6793

各講座の申込方法
下記の方法で申し込んでください。

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。

※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。

●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。

ホームページ　各施設の画面から必要事項を入力してください。

往復ハガキ　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

郵送してくだい。

施設の窓口　郵便ハガキ1枚を持参し、申込書に記入してください。

（太宰府市以外の人も受講可）

　

★プロレスラー1人が

施設を訪問する楽しい

企画があります。

費用は一切かかりません！

＜時間＞ 

①10:45 ②13:30 ③14:45

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



令和３年度　太宰府学講座年間予定

　戦国時代、豊後大友氏の家臣高橋鑑種が宝満・

岩屋城で起こした反乱について、周囲の情勢を踏

まえてみていきます。

　 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、お申し込み下さい。

「太宰府のエビスさま」

日　時　6月19日(土) 13:30～15:30

講　師　松村 和(文化ふれあい館)

定　員　36人

受講料　300円

締　切　6月２日(土)必着　

「宝満･岩屋城督 高橋鑑種の反乱」

日　時　５月1５日(土) 13:30～15:30

講　師　松川 博一(九州歴史資料館)

「平安時代における大宰府
                        の対外的機能について」

日　時　７月1７日(土) 13:30～15:30

講　師　重松 敏彦(太宰府市公文書館)

通史展示「まるごと太宰府歴史展2021」
関連講座

日　時　８月２１日(土) 13:30～15:30

講　師　井上 理香(文化ふれあい館)

「古代大宰府の財政」

日　時　９月1８日(土) 13:30～15:30

講　師　重松 敏彦(太宰府市公文書館)

「日本近代木彫史と
                        山崎朝雲、冨永朝堂」

日　時　１０月1６日(土) 13:30～15:30

講　師　田鍋 隆男(元福岡市博物館学芸課長)

「三条実美とは何者か
～知られざる人物像と歴史的役割～」

日　時　１１月３日(水･祝) 13:30～15:30

講　師　内藤 一成(宮内庁書陵部主任研究官)

「文化財を生かしたまちづくり
  　～今、日本でなにが起きているのか～」

日　時　１１月２０日(土) 13:30～15:30

講　師　中島 恒次郞(太宰府市教育委員会)

「太宰府市内での
                   近年の発掘調査結果」

日　時　１２月１８日(土) 13:30～15:30

講　師　沖田 正大(太宰府市教育委員会)

「初春を寿ぐ和菓子の世界」

日　時　１月1５日(土) 13:30～15:30

講　師　藤丸 阿弥(和菓子調整處 藤丸)

「古代大宰府の所司」

日　時　２月1９日(土) 13:30～15:30

講　師　重松 敏彦(太宰府市公文書館)

第２回

第３回

第４回

文化ふれあい館開館２５周年記念特別展
「おえびすさん！」関連講座

第１回

「大宰府史跡指定100 年
～小学４年生の教科書で学ぶ
　　　　大宰府史跡の物語～」

第6回

第10回

第５回

「片山攝三の撮影写真で見る冨永朝堂展」
関連講座

第７回
通史展示「まるごと太宰府歴史展2021」
関連講座

第９回

第11回

募集終了

第８回

現在募集中！

※日時、内容は変更になる場合がございます。最新の情報は文化ふれあい館のHPをご覧下さい。

※橙色の枠は展示関連講座、黄緑色の枠は一般講座となります。
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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



6月24日(木)10:00～12:00

宮原さおり(消しｺﾞﾑはんこ作家)

16人

1,000円

800円程度

6月10日(木)必着

日 時

講 師

定 員

受講料

材料費

締 切

身近な消しゴムを彫って、素敵なオリジナ

ルスタンプを作ります。道具と材料はふれあ

い館が用意します。

消しゴムはんこ体験

6月17日(木)10:00～12:00

笠眞紀子(ﾌｰﾄﾞｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ) 

16人

1,000円

800円　

6月3日(木)必着

日 時

講 師

定 員

受講料

材料費

締 切

太宰府市の花である「うめ」にちなみ梅干し

と梅の実を使ったおいしい梅スウィーツ「梅し

そ餅」を作ります。※梅の実は受講生がお持ちください。

梅干し＆梅しそ餅作り

7月1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）

16人

1,000円

1,500円

6月13日(日)必着

日 時

講 師

定 員

受講料

材料費

締 切

講師が育てたらっきょうを使って甘酢漬け

を作ります。そのまま食べても美味ですが、刻

んでタルタルに混ぜても！おいしい漬け方を

学びます。

こだわりのらっきょう漬け

入場無料

開館から25年を迎える文化ふれあい館のこ
れまでのあゆみを、展覧会のポスターや写真パ
ネルで紹介します。

開催中
　　～6月6日(日)
文化ふれあい館
　　多目的ホール

会 期

会 場 

「菊慈童図」
太宰府市教育委員会蔵

★関連講座

文化ふれあい館開館25周年記念

25年のあゆみパネル展開催中

入場無料

太宰府市内に点在する
約30体のえびす石神と、
地域の人々の関わりにつ
いて、写真や拓本などで
紹介する展覧会です。

開催中～5月23日(日)
9:00～17:00

会 期 

文化ふれあい館開館25周年記念特別展

「国際博物館の日」記念事業

おえびすさん！
開催中

展覧会担当学芸員による展示解説を行います。

5月23日(日)14時から40分程度
10人　　参加費　無料
5月6日(木)必着
※申込方法は、講座同様です。

日 時
定 員
締 切 

要申込

6月26日(土)

①10:00～11:30

②14:00～15:30

井形栄子
（元熊本県立美術館学芸員）

各10人

300円

6月16日(水)必着

日 時

講 師

定 員

受講料

締 切

太宰府の絵師齋藤秋圃が描いたスケッチや

作品の下絵をガラスなしで間近に鑑賞します。

解説付きの齋藤家資料特別観覧講座です。

マヂカで秋圃

第2回 
おえびすさん！ ギャラリートーク

入場無料

6月5日(土)～7月18日(日)
太宰府市教育委員会

会 期
主 催 

太宰府の絵師展

秋圃と拝山―太宰府に偉才あり―
予告

※申込時に希望の時間帯を番号で記入してください。

みや はら

りゅう  ま 　  き 　  こ

い の  う え

い  が た え い  こ



トレーニングルーム便り

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

運動するのに気持ちのいい季節になりました。まだ

まだコロナウイルスの感染が心配される中、体力をつ

け自己免疫力を高めませんか。食事や休養と同じよう

に、運動も無理なく日々の生活に取り入れましょう。い

きいき情報センター２Fのトレーニングルームなら天候

に関係なく運動できます。

始めに登録講習会を受け、登録会員になりましょう。

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。登録後は、都合の良い時間に

利用することができます。

※新型コロナウイルス感染予防の対策として、受付やランニング
　 マシーンはシールドで飛沫予防しています。

体育センター体育センター
　1階にフロア・ステージ、2階に卓球場が整備さ

れている体育センターは、市民の健全な心身の

育成と文化の普及振興を図る施設です。

　「健康づくり」「ふれあい」「いこい」の場として気

軽にご利用ください。

◎フロアの利用には、事前登録と予約が必要です。

◎卓球場は、利用時間前の現地受付のみです。

　　全館利用の予約が入っている場合は、使用できません。

●フットサルは利用不可。

詳しくは、太宰府市・太宰府市文化スポーツ振興財団またはいきい
き情報センターのホームページ（施設予約）からご覧いただけます。

太宰府市白川2番1号　ＴＥＬ（921）0180

施設紹介

利用時間

区分

体育館 550円

220円

110円

50円

110円

40円

20円

10円

1,100円

440円

220円

110円

550円

220円 全面

110円

50円

半面

1台につき

照明照明

卓球場

時間

1時間
につき

使用料

備考市内者

一般 小・中学生 一般 小・中学生

市外者

9：00〜21：30

和　室

太宰府市高雄二丁目3855番地　ＴＥＬ（928）6435

太宰府南コミュニティセンター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

太宰府南小学校では、校舎の一部を地域のみなさんが気軽に集える場所として開放しています。

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。

学校で使用する場合は利用できませんので予約状況をご確認ください。

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。

予約がない場合、一般開放しています。

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。

多目的ホール

会議室1・2、大会議室と、用途と人数に合わ

せて使い分けできます。利用者が市内・市外で

料金が異なります。

会議室



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/

ミリカローデン那珂川 那珂川市仲2-5-1 TEL（954）2211

つくし お隣りさん情報

筑紫野市文化会館 筑紫野市上古賀1-5-1 TEL（925）4321

春日市ふれあい文化センター 春日市大谷6-24 TEL（584）3366

大野城まどかぴあ 大野城市曙町2-3-1 TEL（586）4000

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。

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

○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

○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

○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

○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（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

（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

http://www.dazaifu-z.jp/

事務局　事業課　TEL080(1705)6793

イッキーくん

〈市民ギャラリー〉〈イベント広場〉

や な  い  か ず  え

　 深い呼吸とゆっくりな動きで
心も体も整って心も体もスッキリ !!

日　時：

場　所：

会　費：

第1・3火曜日　14:00～15:00

第1・3木曜日　19:00～20:00

男女共同参画推進センター

ルミナス

3,000円

問い合わせ／梁井和恵
090（1199）7594

★ピラティス瞑想

コロナウイルスワクチン接種会場のため

5月～7月は中止とします。

（※状況により変更になることがあります）

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・南小学校開放教室・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。

6月18日(金)
①10：00～11：00　
②11：15～12：15
いきいき情報センター
プレイルーム
満2歳～就学前の親子
各5組
無料
100円
受付窓口（201号室）・電話申込（定員になり次第締切）

日　 時

場　 所

対　 象
定　 員
参加費
材料費
申　 込

 

《あそびの広場》親子で楽しむ

～あじさいづくり～
画用紙に折り紙を貼ってアジサイを作ります。

※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。

音楽の楽しみ方講座Vol.2

遊牧民族から生まれた２弦の楽器～馬頭琴＆二胡の癒しの歌～
出演：Doran馬頭琴楽団
会場：2階多目的ホール（60人限定）
【全席指定】一般1,000円　大学生以下500円　※小学生以上入場可　　14:00

「みりかれっじ」～見たい！聞きたい！学びたい！第2弾

「文化を育むまちづくり」
講師：松岡恭子氏（建築家）
1,200円　　14：00

5/22（土）

ふれぶんシネマ倶楽部「ゴッホ最期の手紙」

5/30（日）

6/6（日）

5/8（土）

6/27（日）

7/17(土)

6/12(土)

7/25（日）

シネマランド「宇宙でいちばんあかるい屋根」

版画体験～リトグラフワークショップ～

出演：清原 果耶、桃井 かおり ほか
※入場制限あり
施設利用券300円　※未就学児入場不可　　①10:00（日本語字幕付）　②15:00

音のわコンサートVol.1 ～木管五重奏の調べ～
出演：九州管楽合奏団メンバー
※入場制限あり
【全席指定】2,000円　※未就学児入場不可　　14:00

講師：古本 元治（九州産業大学芸術学部教授）　※5/26（水）申込締切
参加料2,000円　※15歳以上（高校生以上）　　13:00

出演： ダグラス・ブース、ロベルト・グラチークほか
会場：サンホール（入場制限あり）
施設利用料　1枚300円　※要電話予約　　①10:00　②14:00

第21回弥生の里音楽祭特別企画

横山 幸雄 × 假屋崎 省吾「ピアノと花の華麗なる世界」

随時募集
第21回弥生の里音楽祭

「100人のフリーステージ」
出演者募集　※詳しくはお問合せください。

【全席指定】一般5,000円　　15：00

筑紫野市ちくしの少年少女合唱団
第４回定期演奏会

第十七回ちくしの寄席
立川生志  ふるさと応援” 落語会

主催・問合せ：筑紫野市ちくしの少年少女合唱団
　　　　　　　　　TEL 092-921-2303（広沢）
【全席指定】小学生以上300円　※未就学児入場無料　　14：00

出演：立川生志、柳家さん光
※5/15（土）チケット販売開始
【全席指定】一般2,500円　中学、高校生1,000円　※中学生以上入場可　　14：00　

5/29(土)

6/13(日)

MIRIKA青空マーケット
11：00～15:00

桂三四郎・桂三度　兄弟会
一般1,500円　学生500円　　15：30

7/18(日)

新型コロナウイルスのワクチン接種期間が終
了するまで使用できません。ご迷惑をおかけ
いたしますが、ご理解・ご協力のほどよろしくお
願いいたします。
※８月～１１月の利用受付は行っています。日程

は変更になることがあります。

休診

※いきいき情報センターのプレイルームは使用できます。

〟
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