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公益財団法人 太宰府市文化スポーツ振興財団



２月19日(土)

13:30～15:30

「古代大宰府の所司」

重松敏彦
(太宰府市公文書館)

36人

300円

2月2日(水)必着

日 時

演 　 題

講 師

定 員

受講料

締 切

現在、所司のひとつである蔵司跡の発掘

調査が進んでいますが、大宰府機構内にあっ

た、こうした所司の歴史と役割を考えます。

第11回　太宰府学講座

「昔遊び大会」

オープニングイベント

昔の子どもたちが楽しんだ遊びを体験してみ

ませんか。あやとりやけん玉、フラフープなど、な

つかしい遊び道具を用意しています。

1月10日(月・祝)

13:00～15:00

50人

無料

1月5日(水)必着

会 　 期

定 　 員

参加費

締 　 切

2月18日(金) 14:00～16:00

中島恒次郎(太宰府市文化財課)

10人

1,000円(梅ヶ枝餅､お茶代込み)

観世音寺多目的広場(駐車場）

太宰府天満宮

2月1日(火)必着

日 時

講 師

定 員

受講料

集 　 合

解 　 散

締 切

観世音寺から天満宮まで、歴史的建築物や

門前の文化遺産を歩いて巡ります。“だざい

ふ”を身近に感じてください。

ぶらり門前町 (梅花編)

2月3日(木) 10:00～12:00

米村貴美子さん

(ﾃﾞｺｸﾚｲｸﾗﾌﾄｱｶﾃﾞﾐｰ上級講師)

16人

1,000円

1,000円

1月18日(火)必着

日 時

講 師

定 員

受講料

材料費

締 切

良質なクレイ(粘土)を使い、色づくりから装

飾までオリジナルのお雛さまづくりにチャレン

ジ！特別感溢れる桃の節句を迎えます。

クレイデコを楽しむ ～お雛様づくり～

調査しています！

写真に残るくらしの風景

調査しています！

写真に残るくらしの風景

人々の生活やまちの風景は、時代のうつり

かわりとともに少しずつそのかたちを変えて

いき、昔は当たり前だった景色も、今では写

真の中でしか見ることのできないものになり

つつあります。

文化ふれあい館では、変化していくまちの

ようすや人々のくらしを残し、伝えていくため

に、市民の方々に協力いただきながらお手持

ちのアルバムを調査しています。とくに古い

町並みが写ったものや地域の行事のようす

のほか、家族団らんのひとときといった生活

が分かる写真を中心に、当時のことを聞き取

り、情報として記録しています。

1月5日（水）から開催する「くらしのうつり

かわり展」では、こうしたアルバム調査を通し

てお借りした写真を多数展示しています。当

時を知る人にとってはなつかしく感じられる

資料も展示していますので、ぜひご覧くださ

い。また、アルバム調査についても随時行っ

ています。ご自宅に古い写真や絵はがきなど

がありましたら、文化ふれあい館学芸係まで

ぜひご連絡ください。

文化ふれあい館学芸員　後藤夏実

くらしのうつりかわり展くらしのうつりかわり展

要申込

〈ﾙｰﾄ〉①観世音寺多目的広場 ②観世音

寺金堂・講堂・鐘楼・宝蔵 ③日吉神社 

④大宰府条坊の名残の道 ⑤朝日地蔵 

⑥宰府の町家(新町) ⑦宰府宿の宿屋・

商家 ⑧延寿王院(大鳥居家) ⑨甘木屋

し げ ま つ と し ひ こ

し ょ  し く ら つかさ あ と

な か し ま こ う  じ  ろ う

よ ね む ら  き 　 み 　 こ

昭和30年代頃の水城跡

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



令和
３年度

　文化スポーツ振興事業
公共ホール音楽活性化支援

事業

～本格だけど、気軽なクラシック～
史跡のまちの音楽隊　Vol.10

オサクソフ ーン四重奏
クワチュール・ベー

Saxopho
ne

櫛田胅之扶：万葉 
デザンクロ：サクソフォーン四重奏曲
Quatuor Bが贈る進化系エンターテイメント
　【べーかるぼっくす】 ほか

演
奏
曲
目

主催：(公財)太宰府市文化スポーツ振興財団　共催：太宰府市・太宰府市教育委員会　後援：太宰府市文化協会　助成：(一財)地域創造

一般 １，０００円　高校生以下 ５００円　　　　　　　
※未就学児の入場不可。 ※チケット完売の場合、当日券の販売はありません。

料　金

チケット取扱い

チケット発売

全席自由

●太宰府市いきいき情報センター(休館日：12/28～1/4)　　●プラム・カルコア太宰府(休館日：月曜日、12/28～1/4)

１２月１日(水) １０：００～

開演14:00（開場13:30）
プラム・カルコア太宰府 市民ホール
太宰府市観世音寺一丁目3番１号

土

４つの異なる音色が奏でる繊細なハーモニー、

　　　　 そして迫力ある演奏をお楽しみください♪

チケット好評販売中！

（公財）太宰府市文化スポーツ振興財団事務局
問い合わせ先　〒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

郵送してください。

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）

2月12日(土)
13：30～14：30　
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
5組
無料
100円
　 受付窓口・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
申込方法

 

親子で楽しむ

～おひなさま作り～

《あそびの広場》

いきいき情報センターを
ご利用のみなさまへ

1月11日（火）から、再び新型コロナワクチン

接種会場としての使用が見込まれるため、一

般の利用が制限されます。（終期未定）

大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解・

ご協力をよろしくお願いいたします。

※状況により変更になる場合があります。

※市のホームページまたは当センターホーム

ページにてご確認ください。

紙コップを使って、
かわいい「おひなさま作り」をします。

2月27日(日) 10：00～11：30
体育センター（太宰府市白川2番1号）

山口なつみさん（太宰府まほろば衆）

満３歳～年長児
30人
500円
2月14日(月)必着
　ホームページから申込
　※見学は、参加者１人につき保護者１人まで

　※鳴子の貸出あり（1人1本）

日　 時
場　 所

講　 師
対　 象
定　 員
受講料
締　 切
申込方法

 

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

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

事業係  TEL 080（1705）6793

子どもよさこい体験
全国各地でイベントが開催されるほどの人

気の 「よさこい」 を、 子ども向けの曲に合わ

せて楽しく踊ります。

公益財団法人　太宰府市文化スポーツ振興財団

職員任用登録者受付
〇雇用形態　①契約職員　②パートタイマー

〇仕事内容　財団が管理する文化・体育施設の管理業務

〇勤務時間　勤務施設により異なる

〇給　　　与　①月給154,900円

　　　　　　　　 ②時給870円

〇提出書類　登録申込書

　　　　　　　　 HPからダウンロードできます。

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

・資格証明書の写し（有資格者）

※詳細はHP又はお問い合わせください。

（公財）太宰府市文化スポーツ振興財団

TEL　920-7070（いきいき情報センター2階）

やま ぐち

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://dazaifu-info.or.jp/

TEL（928）5000申込先



ルミナス感謝 Ｗｅｅｋｓ
ウ ィ ー ク ス

《期間》 ３月1日～１９日

心と体をキレイにするピラティス

太宰府市男女共同参画推進センタールミナスは、男女共同参画推進の拠点施設として
『男女一人ひとりがいきいきと暮らし、自己実現を図っていくことのできる社会』を目指した
取り組みを行っています。
3月1日～19日の期間中は、「ルミナス感謝Weeks」として、館主催事業やルミナス登録
団体の活動を幅広く知っていただくために、さまざまな催しを行います。期間中の催しは随時
お知らせします。

 ルミナス主催講座体験・見学のご案内

4月から開講予定講座の無料体験・見学を行います。この機会にぜひご参加ください。　※託児あり

各体験・見学日の1週間前までに、電話にてお申し込みください。
詳細及び内容については、お問い合わせください。

心地良い呼吸法を学び、体の歪みや姿
勢を直し、インナーマッスルを鍛えます。

体験 3月8日（火）
朝ｺｰｽ9:45～/昼ｺｰｽ13:00～
夜ｺｰｽ20:00～
講師 舎川知子

筋力アップトレーニング

誰でも手軽に筋力アップでき、全身を
まんべんなく鍛えていきます。

体験 3月13日（日）
　　  　 9：30～10:30
講師 古野透

やさしいヨガ＆ストレッチ

ヨガのゆったりとした動きで、全身の
気の巡りやリラックス効果を高めます。

体験 3月13日（日）
　　  　10：45～11:45
講師 岡島友古

やさしいゆる体操初級

ヨガ、気功、呼吸法、ストレッチ、武術な
どのエッセンスを取り入れたやさしい体
操です。

体験 3月9日（水）
　　 　 14：30～15:30
講師 村上奈津子

～タイ式ヨガ～ルーシーダットン

タイに古くから伝わる自己整体法。深い
呼吸法とやさしいポーズで身体を整えます。

見学 3月3日（木）
　　 　 10：00～11:00
講師 岩永満美

書の楽しみ

書の基本～応用を習い、それぞれの
ペースで作品を仕上げています。

見学 3月10日（木）
　　 　 13：00～15:00
講師 中野公信

電話受付

092-925-5404

申込方法

対象 女性

社会には、 男性と女性しかいない？ 「性」 にはさまざまな要素があります。

悩まずに 
相談する勇気をもって！ 

暴力に言い訳はない！ 

11 月 12 日～25 日 「女性に対する暴力をなくす運動」

期間中「パープルリボンキャンペーン」を行い、来館者

の皆様にたくさんのメッセージを書いてもらいました。 

パープルリボンには
  「あなたはひとりではないよ」

    というメッセージが込められています。

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



市内の公共施設をご利用の際は、便利な「まほろば号」をご利用ください。

TEL（921）5822

○毎週月曜日（祝日の場合は翌平日）休

■梅林アスレチックスポーツ公園

TEL（928）0800

○毎週月曜日（祝日の場合は翌平日）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（祝日の場合は翌平日）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
（祝日の場合は翌平日）

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（祝日の場合は翌平日）休

■歴史スポーツ公園

TEL（921）0180

○毎週月曜日（祝日の場合は翌平日）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

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

〈市民ギャラリー〉〈イベント広場〉

※12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ください。

1/29（土）

2/5（土）

2/12（土）
13（日）

3/5（土）

1/23（日）

1/16（日）

3/13（日）

人形浄瑠璃　文楽　①「一谷嫰軍記」　②「曽根崎心中」

音のわコンサートVol.2～青島広志が贈る名作オペラ～
出演：青島広志（構成・ピアノ・お話）、横山美奈（ソプラノ）、小野勉（テノール）
※未就学児入場不可　　【全席指定】2,000円　　14:00

※未就学児入場不可　※字幕（日本語）・解説付き
【全席指定】S席3,500円ほか　　①13:00　②17:00

大野城まどかぴあ友の会Presents 「財津和夫 トークと歌の贈り物」
※1/14（金）一般発売開始　※未就学児入場不可
【全席指定】2,500円　　15:00

ちくしのミュージックフェスタwith DA･N･KA･I　Vol.5
【全席指定】一般1,500円　高校生以下500円　　13:00

2/13（日）

TAKETA室内オーケストラ九州 with 川畠成道　筑紫野特別演奏会
出演：川畠成道（ヴァイオリン）、TAKETA室内オーケストラ九州
主催・問合せ：（一社）九州シティフィルハーモニー協会　TEL 092-710-5967
※3歳以下入場不可
【全席指定】一般3,500円　25歳以下1,000円　　14：00

ふれぶんシネマ倶楽部「オリエント急行殺人事件(１９７４年版)」
※３歳以上有料
施設利用料　1枚300円　※要電話予約　　①10：00　②14：00

季節を彩るワンコインコンサートシリーズVol.1

「愛の調べで奏でるバレンタインコンサート」
出演：アイノオト[上村育代（ハープ）／森山仁美（フルート）]　※未就学児入場不可
500円　　14：00

劇団　go to　第８回公演「マメな男」
作・演出：後藤香　出演：後藤香／服部泰伸／福田菜々子
※未就学児入場不可
一般1,800円　学生1,000円　　2/12　16：00　2/13　14：00

ミリカ文化講演会シリーズ「みりかれっじ」
第3回　映画「ガチ星」上映＆トークイベント
講師： 江口カン 氏
一般1,500円　学生800円　　13：00～16：15

ミリカ文化講演会シリーズ「みりかれっじ」
第4回「応援とチャレンジの連鎖がまちを変える」
講師： 木藤亮太 氏
一般1,200円　学生500円　　14：00

なかがわe-スタジオ　第11回定期公演
朗読劇　那珂川歴史物語「神功皇后と裂田溝」
※未就学児入場不可
一般500円　小学生無料（要整理券）　　13：30

1/23(日)

1/30(日)

2/27(日)

や な  い 　 か ず  え

日　時：

場　所：
会　費：

第1・3火曜日 14：00～15:00
(月2回)※夜の部あり
男女共同参画推進センタールミナス
3,000円（体験500円）

問い合わせ／梁井 和恵
090（1199）7594

★ピラティス瞑想
体・心・食の大切さを伝えています。

心と体のバランスを整えスッキリ！

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

新型コロナワクチン接種会場としての使用が見

込まれるため、その期間が終了するまで使用で

きません。

正しいラジオ体操
無料巡回 開催中！

いつでも どこでも だれでも
令和３年度 文化スポーツ振興事業

あら不思議！？なぜか身体が覚えている ”ラジオ体操”

なんとなくできる と、正しくできる とでは大違い！！

たった３分ちょっと、されど３分ちょっと。

ラジオ体操の“コツ”を覚えて“コツコツ”短い時間で、

全身運動を続けてみましょう！

無料で指導します！費用は一切かかりません。

問い合わせ・申込先

（公財）太宰府市文化スポーツ振興財団事務局
事業課事業係  TEL 080（1705）6793

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

年末年始、食べ過ぎや運動不足で体力も低下してい

ませんか。寒い季節、屋外での運動は急な温度変化に

体調を崩すことも考えられます。快適なトレーニング

ルームを上手に活用し、基礎体力をつけましょう。

トレーニングルームでは随時会員を募集していま

す。初めて利用する人は各種マシンの使い方やマナー

などスタッフが分かりやすく指導しますので、登録講習

会を受けてください。 

利用時間 9:00～21:30（最終受付21:00）

一　 般／350円　　　65歳以上／      170円

高校生／250円　　　身障者・介助者／170円

木曜日／13:00～ ・日曜日／10:30～

参加費;1回の利用料金と同額

＊講習会は1時間程度。残り時間は自由に利用できます。

料金

1回(2時間)

登録講習会

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/

イッキーくん
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