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夫婦杖～夢想権之助伝～
めおとづえ

夫婦杖～夢想権之助伝～

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

戦国の時代が終わりを迎えようとしていたころ、武術に秀でた権之助と、
商才の豊かなおせきという夫婦があった。
二人は互いに足りないものを補いながら手を取り合って生きていく。
【強い奴とは戦わない】
その約束を胸に生きる二人だったが、権之助の心には武蔵に
挑みたいという心がくすぶっていた・・・
杖道を創始し、宮本武蔵を唯一破ったとされる夢想権之助と
それを支えた妻おせきの物語である。

戦国の時代が終わりを迎えようとしていたころ、武術に秀でた権之助と、
商才の豊かなおせきという夫婦があった。
二人は互いに足りないものを補いながら手を取り合って生きていく。
【強い奴とは戦わない】
その約束を胸に生きる二人だったが、権之助の心には武蔵に
挑みたいという心がくすぶっていた・・・
杖道を創始し、宮本武蔵を唯一破ったとされる夢想権之助と
それを支えた妻おせきの物語である。

問い合わせ：（公財）太宰府市文化スポーツ振興財団 事業係（平日9：00～17：00）　 ＴＥＬ▶080-1705-6793  URL ▶http://www.dazaifu-z.jp/

■ 太宰府市いきいき情報センター　9時～21時（休館日：最終水曜日）
■ プラム・カルコア太宰府　9時～21時（休館日：月曜日）

料金

めおとづえ

＊ 完売の場合、当日券はありません
＊ 未就学児の入場不可１,０００円（全席指定） チケット取り扱い

日 時

会 場

発売日 令和４年５月10日（火） １０時から

プラム・カルコア太宰府 市民ホール
太宰府市観世音寺１丁目３番１号

※本公演は、太宰府の歴史と史跡に親しむための「演劇」公演です。

令和4年6月19日（日）
開演 １４時００分（開場１３：0０）

演劇公演

チケットご購入者特典！

末社　夢想権之助神社（竈門神社境内）
杖道の祖と称えられる夢想権之助は、江戸時代初期に活躍

した剣客で、宝満山中で修行中に開眼し「神道夢想流杖術」を大
成しました。現在でも杖道愛好家の方々がご神徳を仰ぎ、毎月の
神前稽古で技と心を磨いています。－宝満宮竈門神社HPよりー

てら  だ ちょう び

寺田蝶美さん
演奏／筑前琵琶保存会会主

公演直前特別企画にご招待

１3時20分～13時45分

「夢想権之助」ほか

6月19日（日）

＊ 窓口で座席を選んでいただきます
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6月11日(土)
13：30～14：30　
いきいき情報センター
幼児プレイルーム
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

～あじさいづくり～

《あそびの広場》

画用紙に折り紙を貼ってカタツムリとアジ
サイを作ります。

夢想権之助が修行をし、ご神託を受けたと言われている
宝満山中にある「普池の窟」。

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）

夫婦杖 ～夢想権之助伝～
もっと知って、
　　もっと楽しもう！公演前トークショー

めおとづえ

演劇公演

太宰府市景観・市民遺産会議議長

宝満山、太宰府の歴史に関する著

書に「宝満山歴史散歩」「太宰府発

見－歴史と万葉の旅－」など多数。

森 弘子 さん瀧本 雄壱 さん

日　　　時／6月4日（土） 14：00～

場　　　所／プラム・カルコア太宰府 多目的ホール （研修棟4F）

定　　　員／100人

参 加 費／無料  

受付開始／5月16日（月） 9：00～

申込方法／電話申込　※定員になり次第締切

申込・問い合わせ

（公財）太宰府市文化スポーツ振興財団
http://www.dazaifu-z.jp/

TEL 080(1705)6793

入場無料・要申込

大宰府政庁の鬼門にあたる宝満山。山中、五井七窟の

ひとつ「普池の窟」で修行を積んだ夢想権之助は、宮本武蔵

と再び立合うことになる…。

演劇公演の脚本家と、宝満山研究の第一人者のトーク

ショーをお楽しみください。

(一社)劇団池田商会 代表理事、ク

ラーク記念国際高等学校 講師・福

岡市高齢者市民劇団シルバーパ

ンサー 演技指導

太宰府ゆかりの人物や史実を題材

にした歴史ドラマ「岩屋城の戦い」

「旅人～たびと～」などの脚本、公

演を行う。

いきいき情報センター
TEL（928）5000

〒818-0125 太宰府市五条三丁目1番1号

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

申込先

（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

事業係  TEL 080（1705）6793



6月5日(日) 13:30～15:30

「西都旧跡十二景」

　　　　　　にみる和歌

赤塚睦男さん

(元筑紫女学園大学教授)

40人

500円

5月17日(火)必着

日 時

演 　 題

講 師

定 員

受講料

締 切

江戸時代に出版された「西都旧跡十二
景」には、水城や四王寺山など太宰府の十
二景勝地が描かれています。そこに添えら
れたゆかりの和歌について解説します。

第２回　太宰府学講座

入場無料

絵画や文学作品などを通じて、古くから多くの人々が表現してきた「太

宰府」。その多様な姿を、史跡を記した絵図や、近代の日本画・油彩画作

品、ゆかりの詩歌や物語で紹介しています。また、市民から提供を受けた

写真や絵葉書、「太宰府十二景」などの景勝図を題材として、さいふまい

りの隆盛とともに観光名所となった太宰府の名所旧跡をたどります。

四季折々、自然豊かな気候風土のもとに

培われてきた和菓子の世界。歴史や文化を

ひもときながら、五感を通してお茶とお菓

子で味わいます。

日 　 時

講 　 師

定 　 員

受講料

締 切

5月27日(金) 13:30～15:30

藤丸阿弥さん

(和菓子調整處 藤丸)

12人

2,500円
(呈茶と菓子代含む)

5月17日(火)必着

会　期

会　場

～6月5日(日)

展示室

同時開催　　　　　「写真でみる太宰府」

〜7/18（月・祝） エントランスホール

日 　 時

定 　 員

締 切

① 5月14日(土)「絵」でみる太宰府

② 5月22日(日)「詩」でみる太宰府

③ 5月29日(日)「写真」でみる太宰府

各14:00～(40分程度)

各10人

①5/7（土） ②5/15（日） ③5/22（日）必着

入場無料・要申込

■企画展関連講座

古典文学から展開するお菓子の世界
■企画展関連講座

企画展「絵でみる太宰府・詩でみる太宰府」

ギャラリートーク太宰府歴史クイズパネル展リターンズ

昨年開催した「太宰府歴史クイズパネル展」に

ちょっぴり問題を追加した展示です。クイズを解

きながら太宰府の歴史や文化ふれあい館の魅力

が学べます。

展覧会の担当学芸員による展示解説。

5月20日(金)～

　　　　　7月9日(土)

多目的ホール

会 　 期

会 場

開催中

～絵でみる太宰府～

「西都政庁の図」

～絵でみる太宰府～

「西都政庁の図」

太宰府史跡水辺公園の屋内プールに、タイル製の大きな

壁画があるのをご存知でしょうか。中央に古代の大宰府政

庁が描かれ、雲の向こうの博多湾

には帆船が浮かび、鴻臚館が見え

ます。いにしえの大宰府の風景を、

まるでドローンでとらえたようなこ

の絵は、福岡ゆかりの作家・和田

三造（1883-1967）が昭和33年

に発表した「西都政庁の図」。平成

4年のプール開館時に原画の一

部がレリーフになったものです。こ

こでは、絵にまつわる物語をご紹

介しましょう。

「西都政庁の図」は「博多繁昌の図」と一対の作品で、もと

は福岡市博多区呉服町の博多帝国ホテルの大広間に飾ら

れていました。昭和26年、ホテルが入るビルの建設中に、地

下からおびただしい文化財が発見されます。和田は、かねて

から親交のあった福岡の実業家で、後に博多大丸初代社長

となる太田清蔵（五代）と手を携え、「郷土福岡の歴史を物

語る」壁画の制作に着手します。このとき海外との交流が盛

んだった二つの時代が選ばれ、奈良・平安時代の大宰府と、

慶長～寛永期の博多が、絵の主題となったのです。そして絵

図制作のために詳細な資料を集め、時代考証に協力したの

が、早くから鴻臚館の比定地を福岡城跡と考えていた九州

大学医学部教授で考古学者の中山平次郎と、教え子の奥

村武でした。

計画は、福岡財界の長老で太宰府の文化発展にも力を

尽くした河内卯兵衛の協力を得て進展します。完成した壁

画二点は「博多古図」と称され、昭和33年4月14日、巡幸中

の天皇皇后両陛下を迎えて除幕式が行われました。

文化ふれあい館学芸員　井上理香

和田三造「西都政庁の図」
福岡市美術館蔵

あ か つ か む つ  お

ふ じ ま る  あ 　 み

季節のお菓子
（菅笠、水、青葉）

「西都旧跡十二景」より水城　
福岡市博物館蔵

文化ふれあい館 TEL（928）0800

〒818-0132 太宰府市国分四丁目9番1号

http://dazaifu-bunka.or.jp

申込先



6月9日～令和5年3月23日

第2・4木曜日(全20回)※変更月あり

10:00～12:00

ほしのくみこさん

(絵本作家) 

16人

10,000円×2回(分納) 

4,000円程度　

5月24日(火)必着

日 時

講 師

定 員

受講料

教材費

締 切

パステルを使った優しい絵を、黒(ノワール) 

で表現して、パステルアートの手法も学びつ

つ、一味違ったアートを楽しみます。

ノワール・アート講座

6月16日(木)

10:00～12:00

笠眞紀子さん

(ﾌｰﾄﾞｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ) 

16人

1,000円

800円　

5月29日(日)必着

日 時

講 師

定 員

受講料

材料費

締 切

夏の暑さに備え、梅干しの爽やかな酸味を

生かしたおいしい食べ方と利用法を学び、併

せて梅しそ餅を作ります。
※梅の実は各自お持ちください。

梅干し＆梅しそ餅作り

6月23日(木)

13:30～15:30

井上ユキヱさん

（農山漁村女性実践専門家･ﾌｰﾄﾞｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ）

16人

1,000円

1,500円
（らっきょう酢代含む）

6月7日(火)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。生のまま食べても美味しいらっきょう

にひと手間加えて、夏の常備菜にしましょう。
※根切りや皮むきのため正味1kg以下になります。

こだわりのらっきょう漬け

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。

大佐野スポーツ公園大佐野スポーツ公園
太宰府市の郊外に位置する、野球場と

ソフトボール場です。

◎大佐野スポーツ公園の利用には、事前

登録と予約が必要です。

◎現地受付はありません。（予約のみ）

◎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。

■市の公共施設を予約するためには、事前に利用者登録の手続

きが必要です。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）を

ご確認ください。

太宰府市白川2番1号　ＴＥＬ（921）0180

太宰府市大字大佐野807番地142

施設紹介

利用時間

1面

1時間

月～金

土・日・祝

【料金表】

区分

フロア 550円

270円

550円

50円

110円

550円

1,100円

270円

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

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

市　内

一 般 小・中学生 一 般 小・中学生

市　外

9：00〜21：30

野球場 ソフトボール場

※1回3時間まで

りゅう  ま 　 き 　 こ

い の う え

な ま



＊　まんが 四賢婦人物語 時代を切り開いた矢嶋家の人々
＊　ぼそぼそ声のフェミニズム
＊　高学歴女子の貧困　女子は学歴で 「幸せ」 になれるか？
＊　まんが 作りたい女 食べたい女
＊　じぶんをいきるためのるーる。
＊　少女マンガ ジェンダー表象論
　　　　　　　< 男装の少女 > の造形とアイデンティティ
＊　家庭モラルハラスメント
＊　トランスジェンダーの私が悟るまで

書籍の貸出しも行っています。 ご利用ください。

日 時

講 師

対 　 象

定 員

受講料

材料費

託児

6月5日(日)

10：00～13：00

野入仁さん

男性

8人

2,000円

2,000円

5月22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。

託児

男性の家事参加応援！
イキな男の魚のさばき方

3/1（火）～19（土）、これまでのルミナスフェスタに
変わる新しいイベントとして、「ルミナス感謝Weeks」を
開催し、お蔭様で好評のうちに終了しました。

期間中は、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下記イベント・催しを行
い、多くの方にご来場いただきました。

これからも「ルミナスに集い、ルミナスでつながるす
べてのみなさんの生活に光輝く時間をプラスし、男女
共同参画の和を広げていける施設」として、各種事業、
情報発信、交流の機会を提供して参ります。

《感謝イベント》3/6（日）

○講演会 「みんなで『ジェンダー』を考える！！」
講師  本多玲子さん

それぞれに体験したことがあるジェン
ダー（男だから、女だからという固定
概念）について考え、わかりやすいお
話で理解を広げることができました。

○朗読会 「～ みんなちがって、みんないい ～」
朗読  朗読ルミナスの会 ／ 音楽  菊地純子さん

・金子みすゞ、茨木のり子さん他の作品をピアノ演奏
×映像にのせて、心に響く温かい朗読を披露されま
した。　

《期間中の催し》
○男女共同参画に関するパネル展
○登録団体活動紹介上映
○登録団体　無料体験・見学会
○ルミナス主催講座　無料体験・見学会
○ルミナス主催「書のたのしみ」受講生作品展　

「ルミナス感謝Weeks」報告

6月25日(土) 10:00～12:00

田中彩さん

（WorkStep株式会社代表取締役/

  NPO法人ﾏﾏﾜｰｸ研究所理事長）

50人

無料

窓口・電話申込
(定員になり次第締切）

※託児締切6/18(土) 

男女共同参画セミナー①

ママドラフト会議からみえてきた

女性活躍が拓く『わたしの未来』

託児

た  な か あ や

　

日 時

講 師

定 員

受講料

申込方法

生活者としての時間・経験が仕事にも活

きる！これからの時代に必要とされるあな

たの可能性を知り、自分らしい多様な働き

方、生き方を考えましょう。

＊ 講師プロフィール ＊
ベンチャー企業で総務部部長をしていたが出産を機

にリタイア。自身が産後の社会復帰挫折を体験したこと

から、両立支援に高い関心をよせ「子育てしながら、自分

らしく働きたい」ママ達をサポートすべく、2012 年、NPO

法人ママワーク研究所を設立。2017 年には再就労マッチ

ングまで責任を持つ存在でありたいと WorkStep 株式会

社を立ち上げる。経済産業省「未来の教室」実証事業、福

岡県立福岡女子大学リカレントプログラムなど、行政事

業にも多々取り組んでいる。2022 年２月、多様な働き方

との出会いをつなぐ求人メディア「福岡じょしごと」を

スタート。企業とママ人財が出会うママのためのスピー

チコンテスト「ママドラフト会議Ⓡ」、「ママ・ボランチ

育成講座」等ママ向けサークルや企業向けコンサルティ

ングなどを展開している。

の  い り じ ん

ひら

男女共同参画推進センタールミナス TEL（925）5404

〒818-0102 太宰府市白川2-2

http://dazaifu-ruminas.jp/

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

※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ください。

7/30（土）

5/21（土）

5/1（日）

5/15（日）

5/12（木）
～25（水）

オーケストラで召し上がれ！九州交響楽団 名曲コレクション
指揮：辻 博之
【全席指定】3,500円ほか　※未就学児入場不可　　15：00

月夜のファウスト（独り芝居）
作・演出・出演：串田 和美
会場：小ホール
2,500円ほか　※未就学児入場不可　　14：00

「第13回大野城まどかぴあ版画ビエンナーレ」作品募集
※出品申込5/25（水）必着（出品料5/23（月）締切）
　 詳細はまどかぴあホームページに掲載しています。
1点出品　2,000円　2点出品　3,500円　　※15歳以上（中学生不可）

第十九回ちくしの寄席
〔其の壱〕落語の楽しみ方講座
【全席指定】一般1,000円　小学～高校生300円
※小学生から入場できます　　11：00

〔其の弐〕立川生志“ふるさと応援”落語会
【全席指定】一般2,500円　中学～高校生1,000円
※中学生から入場できます　　15：00

※〔其の壱〕〔其の弐〕とも出演：立川生志、柳家さん光
　　　　　　　　　　　　　　　　お囃子：九州寄席囃子の会小きぬ社中
※チケット販売開始：6月5日（日）

7/30（土）

ふれぶんシネマ倶楽部「梅切らぬバカ」
施設使用料1枚300円　※要電話予約　　①10：00　②14：00

ふれぶんワークショップシリーズ こぎん刺しワークショップ
参加費1,000円（別途材料費500円）　　①10：00　②14：00

第22回弥生の里音楽祭　　　　　　　　　　　　　　

　「0歳からのコンサート～親子で楽しむブラスアンサンブル～」
出演：伊多倉潔（サックス）／古賀敦子（トランペット）／堀さゆり（トロンボーン）／
弓削隆裕（チューバ）／日高潤也（ドラム）
【全席指定】一般1,500円　子ども500円　※2歳以下は膝上無料
11：00

ミリカシアター　
劇場版「鬼滅の刃」無限列車編
500円　　①10：00　②14：00

ミリカ文化講演　寺島実郎 講演会
「コロナ後の世界における日本経済」
2,500円　　14：00

5/8(日)

青空マーケット
場所：ミリカローデン那珂川　第3駐車場
11：00～15：00

5/29(日)

5/22(日)

6/19(日)

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。

体力をつけ自己免疫力を高めるため、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。

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

対 　 　 　 象

１回の時間

指 導 メ ニ ュ ー

太宰府市内の自治会、子ども会、各種団体・サーク
ル等の５人以上のグループ。（企業可）
３０分～９０分以内
＊内容により時間の調整及び土日・祝・早朝の時間帯可。

ラジオ体操第１、ラジオ体操第２　
みんなの体操
＊各体操、座位の指導も可能です。

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4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

（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

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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