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文化ふれあい館

2月18日(土) 13：30～15：30

「絵葉書に写った太宰府」

後藤夏実
(太宰府市文化ふれあい館)

36人

500円

2月1日(水)必着

日 時

演 　 題

講 師

定 員

受講料

締 切

近年、絵葉書は過去の写真記録として資

料的価値が高まっています。絵葉書の歴史

を紹介し、写真に残る太宰府とその周辺の

景色を見ていきます。

第７回　太宰府学講座

ご  と う な つ  み

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

2月2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17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～

よ ね む ら き 　 み 　 こ

絵葉書に残る

　　　　　昔の風景

絵葉書に残る

　　　　　昔の風景

日本では、明治33年（1900）に私製葉書

の発行が認められるようになると、さまざま

な絵葉書が作られるようになります。その

後、日露戦争の戦勝記念絵葉書の発行を契

機として爆発的な流行をみせ、民間の販売

業者が増え、明治40年代には専門店の登場

や専門雑誌の創刊などが相次ぎ、ブームは

さらに加熱します。印刷技術の発達とともに

絵葉書も多様化し、次第に絵柄や構図にこだ

わったものや、記念もの、シリーズものも作

られるようになりました。

文化ふれあい館の収蔵品のひとつである

「絵はがき　太宰府みやげ」には、明治末から

大正のはじめ頃とみられる太宰府とその周

辺の様子が写っています。このうち、大宰府

政庁正殿跡の絵葉書には現在３基ある石碑

のうち２基しか写っておらず、「太宰府碑」が

建てられる以前の風景が見てとれます。ま

た、太宰府天満宮の参道入口をとらえた絵

葉書には、今は見ることのできない銅の鳥居

が写っています。

2月18日（土）の太宰府学講座では、絵葉書

に残る昔の太宰府の風景を見るとともに、近

年注目されつつある絵葉書の歴史や鑑賞の

ポイントを紹介します。ぜひご参加ください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　学芸員　後藤夏実

託児

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。

往復はがき　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　郵便はがき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）

●申込多数の場合は抽選となります。

●応募は、1講座一人ずつでお願いします。

●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。
　※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。

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。
※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。

各講座の申込方法
下記の方法で申し込んでください。



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

ルミナス感謝 Weeks
≪ 開催期間　３月１日（水）～１８日（土）≫

ルミナス主催講座 体験・見学のご案内

ウ ィ ー ク 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。

 開催期間中は、「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。　

４月開講予定講座の 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。　

心と体をキレイにする ピラティス
　心地よい呼吸法を学び、体の歪み
や姿勢を直し、インナーマッスルを鍛え
ます。

対象：女性

体験　３月７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

からだ快適＊トレーニング
　無駄な力を抜き、楽に身体を使える
ようになるためのトレーニングです。

体験　３月７日(火) 
　　　　　14：30～15：30
講師 古野透

筋力アップ・トレーニング
　基礎代謝を上げて、筋力アップと身
体の動きを改善します。

体験　３月１２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、リラックス
効果を期待できる内容です。

体験　３月１２日（日）
　　　　　10：45～11：45
講師 岡島友古

　※各体験・見学日の１週間前までに申し込んでください。
　　（定員になり次第締切）
　※詳細及び内容についてはお問い合わせください。
　※託児無料。利用する日の１週間前までに申し込んでください。
　　対象は就学前までです。

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。
柔軟性や筋力に自信がなくても取り組
めます。

体験　３月２日(木)
　　　　　10：00～11：00
講師 岩永満美

申込方法 窓口・電話申込　TEL 092-925-5404

　１１月１２日～25日「女性に対する暴力をなくす運動」として、
パープルリボンツリーに暴力を許さないという思い、被害者に「あ
なたはひとりではないよ」というメッセージを込めて、展示を行い
ました。　また、ＤＶと児童虐待は密接に関係しており、来館者の
皆さまにパープルリボンとオレンジリボンを飾っていただきました。

女性に対する暴力をなくす運動

書のたのしみ
　基本を習い。文字の味わいや表現を
楽しみながら、作品を仕上げていきます。

見学　３月９日(木)
　　　　　13：00～15：00
講師 中野公信

託児

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１日(水)　 
　　　　　14：30～15：30
講師 村上奈津子



（公財）太宰府市文化スポーツ振興財団のあゆみ
　当財団は市民の生活水準の向上や余暇に対する認識の変化によって、今後ますます
増大するレクリエーション需要など市民ニーズの多様化に対応するため、より一層市民
サイドに立った各種事業を幅広く実施し、地域文化の創造及び振興を図るとともに、公共
教育施設の利用拡大を推進することを目的に、平成4年に設立され30周年を迎えること
となりました。 　
　今後とも文化及びスポ―ツなどの振興を図るとともに、生涯学習の機会の提供及び、
公共教育施設の利用拡大の推進を行い、地域社会の発展と豊かな市民生活の形成に寄
与することを目的とし今後も活動してまいります。

＜ 設 立 以 降 の あ ゆ み ＞

平成 ４年

平成 ５年

平成 ６年

平成 ７年

平成１０年

平成１１年

平成１２年

平成１５年

平成１６年

平成１７年

平成１８年

平成１９年

平成２０年

５月28日

７月 １日

６月 １日

４月 １日

４月 １日

４月 １日

　　

17日

６月 １日

７月 １日

７月 １日

10月 １日

７月

10月 １日

４月 ９日

７月 １日

８月 １日

　　　26日

10月 ３日

４月 １日

５月22日

11月 ９日

４月 １日

財団法人太宰府市文化スポーツ管理公社設立 

公社設立登記   

理事長　中山正行　就任  

太宰府市立太宰府史跡水辺公園受託・開園 

太宰府市立北谷運動公園受託  

太宰府歴史スポーツ公園受託  

太宰府勤労者体育センター受託

(現　太宰府市体育センター）  

太宰府市立働く婦人の家受託(管理のみ）

(現　太宰府市男女共同参画推進センタールミナス） 

太宰府市立少年スポーツ公園開園・受託 

太宰府梅林アスレチックスポーツ公園開園・受託  

太宰府市立大佐野スポーツ公園受託 

働く婦人の家を全面受託（管理・運営） 

理事長　今村覺　就任

(財）太宰府市文化スポーツ管理公社から(財）太

宰府市文化スポーツ振興財団に名称変更し事務

局も大字向佐野１８番地から五条三丁目１番1号

に移動

太宰府市いきいき情報センター開館・受託（管

理・運営）（「太宰府市生涯学習センター」「太宰

府市文化学習情報センター」含む）

太宰府市民図書館受託 

太宰府市文化ふれあい館受託（H8年4月27日

開館から古都大宰府保存協会受託）

太宰府市立働く婦人の家を太宰府市女性センター

ルミナスに名称変更

太宰府南小学校開放教室施設管理受託 

理事長　井上保廣　就任  

スポンサー制度の施行

指定管理者制度に伴う公募開始（北谷運動公園・

史跡水辺公園）

両施設に対し参加表明

事業計画書の提出・プレゼンテーション 

指定管理者として市の施設の管理運営を受託

太宰府史跡水辺公園　㈱シンコー指定管理者

に移行

太宰府梅林アスレチックスポーツ公園スポーツ

課直営へ

理事長　平島鉄信　　就任   

事業計画書の提出・プレゼンテーション 

太宰府市体育センター　㈱エルベック指定管理

者に移行 

太宰府市歴史スポーツ公園　㈱シンコー指定管

理者に移行 

大佐野スポーツ公園　㈱シンコー指定管理者に

移行

平成２０年

平成２１年

平成２５年

平成２６年

平成２７年

平成２８年

平成２９年

平成３０年

令和 ２年

　

令和 ３年

令和 ４年

４月 １日

７月12・13日

４月 １日

４月 １日

４月 １日

４月 １日

 ５月25日

 ９月17日

４月 １日

４月 １日

 ４月 ２日

10月29日

 ９月15日

６月26日

７月 １日

３月 ３日

４月 １日

 ３月20日

４月 １日

５月12日

８月10日

６月24日

少年スポーツ公園　スポーツ課直営へ 

いきいき情報センター開館10周年祭 

北谷運動公園　太宰府市体育協会指定管理者

に移行

公益財団法人太宰府市文化スポーツ振興財団に

名称変更

理事長（代表理事）　平島鉄信　就任 

定款、例規等改正　評議員を設ける

太宰府市体育センター　当財団に指定管理者を

移行

太宰府市歴史スポーツ公園　当財団に指定管

理者を移行 

大佐野スポーツ公園　当財団に指定管理者を

移行

太宰府史跡水辺公園　当財団に指定管理者を

移行

太宰府梅林アスレチックスポーツ公園当財団に

施設管理者を移行

理事長（代表理事）　濱本泰裕　就任

理事長（代表理事）　富田　讓　就任 

太宰府史跡水辺公園　シンコースポーツ（株）　

指定管理者に移行

太宰府市女性センタールミナスを太宰府市男女

共同参画推進センタールミナスに名称変更

太宰府市文化ふれあい館開館20周年記念式典

（主催・太宰府市)

太宰府市民図書館30周年感謝祭

理事長（代表理事）　石田宏二　 就任 

理事長（代表理事）　清水圭輔　 就任

いきいき情報センター開館20周年祭

新型コロナウィルス感染症拡大防止のため、管

理運営受託施設臨時休館（休園）（～3月24日）

太宰府市民図書館すくすく号（移動図書館）は、

通常運行

新型コロナウィルス感染症拡大防止のため、管

理運営受託施設臨時休館（休園）（～5月18日）　 

いきいき情報センターが新型コロナウィルスワ

クチン接種会場となる（～現在）　   

太宰府市文化ふれあい館開館25周年記念特別

展「おえびすさん」（～5月11日）

新型コロナウィルス感染症拡大防止のため、管

理運営受託施設臨時休館（休園）（～6月20日）

太宰府市民図書館は、6月1日～開館

新型コロナウィルス感染症拡大防止のため、管

理運営受託施設臨時休館（休園）（～9月30日）

太宰府市民図書館は、9月14日～開館

理事長（代表理事）　原口信行　就任



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

つくし お隣さん情報
※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。

筑紫野市文化会館 筑紫野市上古賀1-5-1 TEL（925）4321

3/26(日)

第16回ハーモニーフェスタ in ちくしの
ともに歌う喜び 〜 祈りを込めて ～

出演：小学生から熟年までの歌好きの7グループ

【全席自由】一般300円（当日同額）　※高校生以下無料　13：30

※チケット販売開始　2/12（日）

春日市ふれあい文化センター 春日市大谷6-24 TEL（584）3366

春日市制50周年記念

仲道郁代 ピアノ・リサイタル
【全席指定】一般3,000円　高校生以下1,000円　※未就学児入場不可　15：00

ふれぶんシネマ俱楽部

「★ザ・スター★ 美空ひばり～大人の音楽祭～」
出演： 美空ひばり

施設利用料300円　事前予約制　※３歳以上有料　① 10：00　② 14：00

1/21(土)

春日市制50周年記念

春風亭昇太 独演会
【全席指定】一般4,000円　※未就学児入場不可　18：30

1/15(日)

2/15(水)

日　時：

場　所：

会　費：

第1～3水曜日

15:00～17:00

いきいき情報センター　ほか

3,000円（会場費別）

問い合わせ／林 真知子
090（4516）7102

☆ウクレレ ピクニック
みんなで弾き語りを楽しみましょう。

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

大野城まどかぴあ 大野城市曙町2-3-1 TEL（586）4000

つながる“まどか”能舞台
「羽衣」の上演と「四海波～高砂より～」の連吟

出演：能楽師16名、一般参加者(謡)約80名

【全席指定】一般1,000円ほか　※未就学児入場不可　14：00

1/28(土)

シネマランド「Coda　コーダ あいのうた」
出演：エミリア・ジョーンズ、トロイ・コッツァー　ほか

施設利用券　300円　※未就学児入場不可　※2/5（日）チケット発売開始

①10：00（日本語吹替版）　②15：00（日本語字幕版）

2/12(日)

大野城まどかぴあ友の会Ｐｒｅｓｅｎｔｓ

信友直子講演会＆映画上映会
講演：信友直子（映画監督・映像作家）　

上映作品：「ぼけますから、よろしくお願いします。」（日本語字幕付）

【全席指定】一般1,000円　※未就学児入場不可　14：00

2/23
(木・祝)

ミリカローデン那珂川 那珂川市仲2-5-1 TEL（954）2211

開催中
〜1/29(日)

那珂川黎明2022　那珂川市の古墳時代

～国史跡安徳大塚古墳と周辺の古墳～展示会
入場無料　10：00〜18：00　

　　　　　※金・土曜日は20：00まで（ミリカローデン那珂川休館日を除く）

1/22（日）特別歴史講演会

新春！ミリカ寄席 第11回おもしろアマ落語家競演会
一般500円　15：00〜17：30　※未就学児入場不可

場所：ミリカローデン那珂川多目的ホール
1/15(日)

劇団「やまもも」第33回定期公演

　「石松三十石船」「名月赤城山」

一般1,000円　※4歳以上有料　14：00〜16：00

場所：ミリカローデン那珂川文化ホール

2/12(日)

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・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

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

2月18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

　 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

 

～おひなさま作り～
　紙コップを使ってかわいいおひなさまを

作ります。

※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。



さだまさし ライブ in だざいふ

（公財）太宰府市文化スポーツ振興財団
（公財）太 宰 府 市 国 際 交 流 協 会
令和の都太宰府市市制施行40周年記念

設立30周年記念

日 時

会 場

料 金

令和5年 3月12日（日）　開場16：30　開演17：00

プラム・カルコア太宰府（市民ホール）

　　　　　6,000円全席指定

チケット販売開始

チケット取扱

2月7日（火）　10：00〜

主催　（公財）太宰府市文化スポーツ振興財団　（公財）太宰府市国際交流協会　　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　
企画　(株)まさし　　制作　さだ企画

お問い合わせ　（公財）太宰府市文化スポーツ振興財団　事業係　TEL 080（1705）6793

◆いきいき情報センター2F　◆チケットぴあ　
　※お一人様2枚まで　

　※前売りチケット完売の場合、当日の販売はございません。　

　※未就学児の入場はご遠慮ください。（託児なし）

（財団設立記念事業のため特別料金となっています） 日時

時間

場所

対象

令和5年

1月25日（水）〜31（火）

9：00〜17：00

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2F）

太宰府市民
※住所が確認できるものを持参して
　ください。

先行販売のお知らせ

限定 400枚
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