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絵本の世界へようこそ！

大牟田市

ともだちや絵本美術館

日本初の動物園内にある絵本美術館が１０月１日にオープンしました！絵本原画や
たくさんの本に囲まれて、絵本の魅力に触れてみませんか？
えほんギャラリー

大牟田市出身の絵詞作家・内田麟太郎さんの
絵本「ともだちや」に出てくるキツネさんに
出迎えられて向かった先には、｢ともだちや｣
の絵本原画が並んでいます。

のんびりホール

ここはカラフルな絵本や木の温もりが感じら
れる家具に囲まれて、ゆったりのんびりでき
る空間です。
動物園の途中で休憩したり、絵本を読んだり、
テラスからはキリンを見ることができます。
みんなが自由気ままに過ごせる場所です。

絵本美術館の
インスタグラムは
こちらから

【発行】おおむた生涯学習まちづくり推進協議会（事務局：大牟田市市民協働部生涯学習課）
〒836-0872 大牟田市黄金町1-34 TEL41-2864 FAX41-2210 《発行日:令和3年11月15日》
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自然に囲まれた館内には動物をモチーフにしたキュートな家具がたくさんあります。
何の動物かわかりますか？（答えはぜひ絵本美術館で！）

ミュージアムショップ
｢BESTAMIKA｣

市内の公立小中学校で使われていた家具が
館内のいたるところで再利用されています。
どこか懐かしさを感じる場所で、子どもの頃
に大好きだった絵本をさがしてみませんか？

★絵本美術館で活動する生涯学習ボランティア団体の紹介★

絵本・児童文学で大牟田を元気にする会

動物園にある美術館

いってみよう！

山口 貴美子さん
活動紹介
｢絵本で大牟田を元気に‼｣を合言葉に、
絵本が大好きな読書ボランティアの有志が
集う団体です。絵本の読み聞かせを通し、
その魅力を伝えていきたいとの思いで様々
な場所で活動を行っています。10月1日
の絵本美術館開館後は、｢ともだちルーム｣で読み聞かせを行ってい
ます。読み聞かせを通して子ども達の想像力や情緒が育まれていき
ます。絵本の無限の力を信じています。

絵本美術館のここがおすすめ！
自然の風を感じながら、美術館全体の温もりと柔らかい雰囲気の中
で絵本を読むことができます。本棚から1冊の絵本を取り出し、広げ
ると…そこはもう想像の中の世界です。また、絵本の原画からは画家
の一筆一筆のタッチや息遣いが感じられます。美術館が所蔵する
1,000点もの原画の中から、次はどんな原画が登場するのでしょう
か？わくわくしています‼
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ところ
TEL
開園時間
休園日

入園料

大牟田市若宮町2-1(大牟田市動物園内)
0944-32-8050
9:30～17:00(閉園の1時間前からは入園不可)
(12月～2月の冬季は16:30まで)
毎月第2･4月曜日
(祝日及び振替休日の場合はその翌日)
年末年始(12/29～1/1)
動物園の入園料が必要
(小人100円 大人500円)
未就学児は無料

★講座・イベント★
中央

手鎌

子ども交流・体験事業

◆こどもクッキング塾

◆思春期の子育て 入門編

～できることからやってみよう！～
パフェ、ワンプレートランチ、家族へのお弁当づくりをします。
食べ物の大切さを学びながら楽しく料理しましょう。（全3回）

【時】 R4.1/15・22(土) 10：00～12：00
R4.1/29(土) 9：30～12：00
【料】 無料

別途材料費 500円（全3回分）

※1/29は各自食材持参
【定】 9人

家庭教育支援事業
子育てをもっと楽しみませんか！

※応募者多数の場合抽選

【対】 小学4～6年生
【締切】 12/23（木）

申込みはこちら

次世代育成事業

◆高校生による「私たちの郷土料理」づくり講座
～「食」で大牟田を盛り上げよう！～
市内の高校生集まれ！！自分たちで考えた
大牟田メニュー（郷土料理）を作って
大牟田を盛り上げませんか？（全4回）
【時・内容】
① R4.1/15(土) 14：00～16：00（講話・実習）
成長期に必要な栄養と体づくり
② R4.1/22(土) 14：00～16：00（講話・実習）
「食」で大牟田を盛り上げよう！
～私たちの郷土料理アレンジメニューを考えよう～
③ R4.1/29(土) 14：00～16：00（講話・実習）
アレンジメニューをつくろう
④ R4.2/5(土) 14：00～16：00（制作）

子どもとの関わり方を学んで、子育てをもっと楽しみません
か？（全4回）
【時・内容】
① R4.1/21(金) 19：00～21：00
「いいんだよ」は魔法の言葉
～寛容の精神が醸成される社会～
講師：私立立花高校 校長 齋藤 眞人さん
② R4.1/28(金) 19：00～21：00
これからのネット生活
講師：非行防止・ネット依存防止地域ミーティング講師
奥薗 公明さん
③ R4.2/4(金) 19：00～21：00
アンガーマネージメント
～上手に怒りをコントロールする～
講師：アンガーマネージメントコンサルタント
池田 福美さん
④ R4.2/18(金) 19：00～21：00
「心がかぜをひくとき」～〝安心感″と自立～
講師：西九州大学非常勤講師・臨床心理士
吉村 春生さん
【料】 無料

【定】 20人 ※応募者多数の場合抽選
【対】 思春期の子どもを育てている方、
思春期の子育てに関心のある方
【締切】 12/24（金）
【場・問】 手鎌地区公民館
申込みはこちら
TEL 56-6008
ﾒｰﾙ e-tegama01@city.omuta.fukuoka.jp

大牟田の魅力を伝えよう
【料】 無料

別途材料費 500円（全4回）

◆普通救命講習会

【定】 12人 ※応募者多数の場合抽選
【対】 高校生
【締切】 12/23（木）

申込みはこちら

いずれも
【場・問】 中央地区公民館
TEL 53-1502 FAX 59-0614 直接来館
ﾒｰﾙ e-tyuou01@city.omuta.fukuoka.jp
（表中の記号）
【時】：日時、【場】：会場、【料】：入場料・参加費など、【定】：定員、
【対】：対象者、【締切】：応募締切日、【問】：問合せ・申込み、
【申込】：申込期間

救命に必要な応急手当（救命処置）を習得する講習会で
す。心肺蘇生法等の救命処置について学びませんか？
【時】 12/19(日) 9：30～12：30
【場】 消防本部4階会議室（浄真町46番地）
【料】 無料
【定】 先着30人
【対】 中学生以上
※実技の講習が受けられる方
【締切】 12/12（日）
【問】 消防本部警防課 救急救助係
TEL 53-3542
消防本部ホームページからも申込みできます
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◆中村哲医師追悼二周年行事

◆光の航路
11月と1月に、日没の方位が西南西となる約10日間、三
池港の航路先端から、閘門を抜けて一直線となる「光の航
路」を見ることができます。「この時期だけ」の絶景をぜひ
ご覧ください。
【時】 R3.11/16(火)～25(木) 16：15～17：30
R4.1/18(火)～27(木) 16：45～18：00
【場】 三池港1番岸壁、三池港展望所（新港町１）
※車は三池港展望所に駐車してください
【料】 無料
【問】 観光おもてなし課

TEL 41-2750

中村哲医師が凶弾に倒れて２年が過ぎようとしています。
中村医師は何を目指していたのか、どのように行動したの
かを今一度学び直すための追悼行事を開催します。

① 第4弾映像記録DVD「荒野に
希望の灯をともす」鑑賞会
【時】 12/4(土) 10：00～11：40
12/5(日) 10：00～11：40
13：00～14：40
15：30～17：10
【場】 みきの国（アイ＆カルチャ大牟田）3階
栄町2-10-6
【料】 300円 （高校生以下無料）

② 写真・資料展／DVD上映会
【時】 12/4(土)～5(日) 10:00～17：00
【場】 みきの国（アイ＆カルチャ大牟田）2階
【料】 無料

③ 追悼のための竹灯篭点灯
【時】 12/4(土)～5(日) 17:00～20:00
【場】 みきの国（アイ＆カルチャ大牟田）の周辺
【料】 無料

写真提供：ふるいけ博文氏

いずれも
【問】 中村哲医師追悼二周年行事実行委員会
沖牟田 TEL 090-7474-9413

◆洋裁講座

◆ミニ門松作り
５０～６０㎝の門松を一対作ります。材料や用具は主催者
が準備します。
【時】 12/25(土) 9：20～11：40
【場】 橘香園（立花家農園）
大字上内字屋山2987-4
【料】 500円（材料費）

初心者はもちろん、学んだことのある方も
再チャレンジしませんか。パターンも学べます。
【時】 12/1(水）から ※組み合わせで月4回
月・火・水・金①9：30～12：00②13：00～15：30
【料】 5,400円（全4回分） 【定】 先着各10人
【対】 一般
【締切】 12/1（水）
【場･問】 専修学校 紫苑学院 本町3-5-20(清水)
TEL 52-5716
FAX 56-9723

★サークル会員募集★

【定】 先着30人
【対】 成人
【申込】11/28(日)～(定員に達した時点で申込み終了)
【問】 有明・里山を守る会 事務局長 近藤
TEL 080-1173-7299
※新型コロナウイルス感染症の拡大状況によっては、開催
が中止又は延期になる場合があります。 各イベントや
講座に参加する前に、問合せ先に必ずご確認ください。

★将棋駒の会★
会員同士で親睦を図りながら、脳の健康のため、楽し
く将棋を指しませんか？気軽に見学に来てください。
【とき】 毎週土曜日 13：00～17：00
【ところ】 中央地区公民館
【会費・入会金】 なし
【問】 大津 TEL 090-3196-7851

次号R3年度 第5号
(R4年1月15日発行)
大牟田周辺で行われるイベントや講座、サークルの会員募集の記事を掲載しませんか♪
の掲載申込み締切りは
※紙面の都合や営利・宗教・政治に関することで掲載できない場合があります。あらかじめご了承ください。 12/15(水)です

『まなびのカタログ』に記事を掲載しませんか？
※個人が実施する学習イベント・講座等の情報は掲載することができません。
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生涯学習のマスコット “マナビィ”

【申込み･問合せ】 おおむた生涯学習まちづくり推進協議会事務局 【生涯学習課】 〒836-0872 大牟田市黄金町1-34
TEL 41-2864 FAX 41-2210 Ｅメール e-machidukuri@city.omuta.fukuoka.jp

