
主催

町田市民文学館
ことばらんど

会場
町田市民文学館ことばらんど 2階 展示室
（町田市原町田4-16-17）

浅野いにお展
～the personality of the city～

『ソラニン』『おやすみプンプン』『デッドデッドデーモンズデデデデデストラクション』など話題作を次々と発表し、
10代・20代を中心に絶大な人気を誇る浅野いにおさん。「作品を描く時、土地やその風景を創作の出発点と
している」と語る彼の作品の魅力を舞台となった街とともにご紹介します。

日時

10月22日（土）～12月25日(日)
10：00～17：00
休館日：毎週月曜日、11月10日（木）、
12月8日（木）

問合せ
042-739-3420
FAX　042-739-3421
（町田市民文学館ことばらんど）

費用
一般600円、中学・高校・大学生300円、
小学生以下無料

文化・芸術　～Culture & Art～  《展示・関連イベント》

「版画×写真 1839-1900」展
主催

町田市立
国際版画美術館

19世紀ヨーロッパにおいて写真と版画は、複製技術としての役割をめぐり競い合うと同時に、互いを補う関係
にありました。本展では版画、写真、印刷物など約180点を展示。遺跡、肖像、報道といったトピックから、2つ
の芸術が自らの特質を活かした表現を見出すまでの歴史を辿り、その表裏一体の関係を探ります。

日時

10月8日（土）～12月11日（日）
休館日：月曜日
（ただし、10月10日（月・祝）は開館し、10月
11日（火）は閉館）
【開館時間】
火～金曜日　10：00～17：00
土・日、祝休日　10：00～17：30
（いずれも入場は閉館30分前まで）

⑫画像

会場
町田市立国際版画美術館 企画展示室1・2
（町田市原町田4-28-1）

費用

一般900円、高校・大学生450円、中学生
以下無料
※展覧会初日と11月3日（木・祝）の文化の
　 日は入場無料。10月26日（水）、11月23
 　日（水・祝）は シルバーデーのため、65歳
　 以上の方は無料。
※会期中の土・日、祝休日及びシルバー
 　デーは、無料送迎バスを運行します。詳
　 細は同館ホームページをご覧ください。

問合せ
042-726-0860
（町田市立国際版画美術館 学芸係）

ドーミエ 「写真術を芸術の高みにまで

ひきあげるナダール」

1862年 国立西洋美術館蔵

© 浅野いにお
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費用

対象

定員

費用

042-725-3710（パリオ管理事務所）
メール　project@pario-machida.com
URL　http://www.pario-machida.com
※受付時間　月～土曜日　10：00～18：00

日時 11月26日（土）　13：30～15：00（予定）

会場
町田市立国際版画美術館 講堂
（町田市原町田4-28-1）

どなたでもご入室いただけます。

60名（着席）

無料

申込

事前申込不要（直接会場へお越しください）
※入退室自由
※混雑時は入室を制限させて頂きます。
※録音・録画等はご遠慮ください。
※状況により内容等を変更する場合がありま
　 す。

問合せ
042-726-2889
（町田市立国際版画美術館 普及係）

文化・芸術　～Culture & Art～  《展示・関連イベント》

主催

町田市立
国際版画美術館

フォトエッチング（感光性乳剤を塗った銅版による写真製版）と、フォトポリマーグラヴュール（感光性樹脂版に
よる写真製版）で作品を制作する銅版画家・藤田修氏による公開制作です。自身の作品や制作方法につい
て、一部実演を交えて解説して頂きます。写真のようでありながら、版画ならではの物質感のある魅力的な作
品とその秘密をご覧ください。

「版画×写真―1839-1900」展関連催事
公開制作

パリコレッ！ギャラリー vol.24
木版画展「伊藤類−木版の色とかたち−」

主催

町田パリオ

町田パリオでは、様々なジャンルのアート展を楽しめる企画展「パリコレッ！ギャラリー」を開催中です。子ども
から大人まで、いつでも気軽に上質なアートを鑑賞いただけます。11月5日(土)～13日(日)は町田ゆかりの作
家による木版画展「伊藤類−木版の色とかたち−」を開催いたします。一色ずつ和紙にバレンで摺り重ねること
によってできる色の奥行や空間、質感をお楽しみください。

日時
11月5日(土)〜11月13日(日)
11:00〜18:00（最終日は17:00まで）

⑫画像

会場
町田パリオ 3F ギャラリー・パリオ
（東京都町田市森野1-15-13）

無料

問合せ

自作の前で語る藤田氏
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費用

①インターネットで検索

②町田市ホームページから
　　トップページ下部のお知らせ・イベントゾーンの

　　イベント申込なら「イベシス」　からアクセスできます

③二次元コードを読み取る

イベシスの特徴
(１）24時間専用サイトから申込ができます（受付初日は正午から受付）

(２）お持ちのスマートフォン・パソコンからアクセスができます
（利用に関わる通信費等は利用者負担となります）

(３）メールによる前日通知を発送します（先着順イベントの申込で希望される方のみ）

　【お問い合わせ先】　政策経営部広聴課　042-724-2102

イベント参加申込は『イベシス』をご利用ください
スマートフォンやパソコンから町田市主催イベントのお申し込みができます。

イベントへのお申し込みはイベント申込システム（イベシス）をご利用ください。

　　イベシスへのアクセス方法はこちら

第６９回ツバキ展
主催

町田市フォトサロン

文化・芸術　～Culture & Art～  《展示・関連イベント》

問合せ
042-736-8281
URL　https://phmuse.com
（町田市フォトサロン）

会場 町田市フォトサロン（町田市野津田町3272）

無料

身近な品種から海外で作出された品種まで、ツバキの多様な姿を生花や写真でご紹介します。
会期中は、日本ツバキ協会会員が来館、育て方などツバキに関する質問の対応や苗木の販売を予定してい
ます。

出展協力：日本ツバキ協会町田支部

日時
12月3日（土）9：30～16：30
※入館は16：00まで
１2月4日（日）9：30～15：00

⑫画像
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対象

定員

費用

費用

秋空の下、色とりどりのダリアを一緒に撮影をしませんか。
撮影経験、カメラの種類は問いません。気軽においでください。
12月には「ダリア作品展」を予定していますので、合わせてお楽しみください。

日時 10月2日（日）10：00～12：00　※小雨決行

⑫画像

会場 町田ダリア園（町田市山崎町1213-1）

無料※別途入園料

申込 事前申込不要です。直接会場まで。

問合せ
042-736-8281
URL　https://phmuse.com
（町田市フォトサロン）

会場

ダリア撮影会
主催

町田市フォトサロン

申込

問合せ

⑫画像

9月24日、10月15日、11月26日、12月17日
いずれも土曜日 15:00～１6:00
※各1回ずつのイベントです。

まちライブラリー＠南町田グランベリーパーク
（町田市鶴間3-1-４　スヌーピーミュージアムとなり）

小学生以上(小学生は保護者同伴）

6名（先着順）

500円～1,000円

メールで、まちライブラリー＠南町田グランベリーパーク
（machilibrary.minamimachidagp@gmail.com）へ。
※または現地に直接お越しいただきお申込みください。

042-850-5025
メール　machilibrary.minamimachidagp@gmail.com
（まちライブラリー＠南町田グランベリーパーク）

日時

文化・芸術　～Culture & Art～  《美術工芸》

糸かけアート「コスモサークル」を作ろう！
主催

まちライブラリー＠
南町田グランベリーパーク

釘も板もいらない糸掛け曼荼羅「コスモサークル」です。スリットの入った厚紙に糸をかけていくだけで、心地よ
い集中と達成感が得られ、誰でも簡単に美しい作品ができます。世界に一つだけのオリジナル作品を作って
みませんか？
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費用

対象

定員

費用

問合せ

044-988-1433
メール　open＠wako.ac.jp
URL　https://www.wako.ac.jp
（和光大学 企画係 大学開放フォーラム）

会場
和光大学ポプリホール鶴川
（町田市能ｹ谷1-2-1）

一般、学生

36名（申込順）

2,000円（全4回）※学生無料

今回の講座は、私たちの暮らしを彩る「美術」を取り上げます。洋の東西を問わず、優れた美術作品は時とし
て 人々の心を深く揺さぶる不思議な力を発揮します。一種不可思議な魅力はいずれかから生まれてくるので
しょうか。本講座では、第一線で活躍する講師陣がそれぞれ「美術」の魅力についてお話します。美術作品が
私たちの暮らしを豊かに彩る様子を体感してもらいたいと思います。

日時
10月14日、21日、28日、11月4日
全4回　いずれも金曜日　18：30～20：30

申込

「小田急まなたび」（https://www.odakyu-card.jp/manatabi/）からお申込みください（受付期間：
9月16日～10月10日）。
※学生の方はメールの件名を「連続市民講座2022 学生申込み」とし、本文に①氏名（フリガナ）、
　 ②郵便番号・住所、③携帯番号、④学校名（学部、学科）を明記の上、open@wako.ac.jp まで
 　お申込みください。

定員
➀➁ともに4組（申込先着順）
※予約制・1組4名以内（付添者含む）

和光大学　連続市民講座2022
日常と非日常をつなぐ美術の楽しみ方

主催

和光大学企画係
大学開放フォーラム

会場
大地沢青少年センター 研修棟
（町田市相原町5307-2）

100円～520円

文化・芸術　～Culture & Art～  《美術工作》

木工作・クラフト教室「青空アトリエ」
主催

大地沢青少年センター

　「青空アトリエ」は、毎月第2日曜日に開催している木工作クラフト教室です。木やマユ、木の実などの自然素
材を、のこぎりや電動糸のこで加工し、イスやキーホルダーなどを作ることができます。作品はプログラムの中
からご自身で選ぶことができます。ぜひ、この機会に物づくりの楽しさを体験してみませんか。ご参加をお待ち
しております。

日時
10月9日、11月13日、12月11日
いずれも日曜日
➀10：00～12：00、➁13：00～15：00

申込

※新型コロナウイルス感染症防止対策のた
　 め、事前予約制（電話）となります。詳細は
 　ホームページをご覧ください。  （右の二次
 　元コードからご覧いただけます）

問合せ
042-782-3800
（大地沢青少年センター）

⑬キャプション

《特別プログラム》

10月 ハロウィンビー玉迷路

11月 クリスマスリース

12月 ミニ門松

※プログラムの詳細はホームページでご確認

ください。

卓上本 クリスマスリース
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対象

定員

費用

日時
1１月26日（土）10：00～12：00
※小雨決行

⑫画像

会場 薬師池公園（町田市野津田町3270）

費用 無料

申込 事前申込は不要です。直接会場まで。

問合せ
042-736-8281
URL　https://phmuse.com
（町田市フォトサロン）

文化・芸術　～Culture & Art～  《美術工作》

秋の薬師池公園撮影会
主催

町田市フォトサロン

紅葉を中心に薬師池公園の秋景色を撮影していきます。
事前申込み不要、参加費無料です。お気軽においでください。

ガラスに彫刻！？使って良し,飾って良し！
世界で１つのオリジナル皿製作

主催

都立野津田高等学校

砂の圧力でガラス製品に絵や文字など幅広いデザインを描くことが可能となるサンドブラストマシン。ステンシ
ルシールにデザインを描き、サンドブラストを使用して世界で１つの素敵なお皿を作ってみませんか？

日時

12月  3日（土）　10：00～13：00
12月  4日（日）　10：00～13：00
12月11日（日）　  9：00～13：00
全3回

⑫画像

会場
東京都立 野津田高等学校 4F 美術室
（東京都町田市野津田町2001番地）

全年齢(小学生以下は保護者同伴)

8名（申込順）

3,000円（材料費込）

申込

10月17日（月）～11月4日（金）まで（必着）
に、往復はがきに「講座名・氏名・住所・年
齢・性別・電話番号」を明記し、野津田高等
学校へ。
※郵送先：〒195-0063 野津田町2001
※都立学校公開講座電子申込による電子
　 申請もできます。

問合せ

042-734-2311
メール　S1000148@section.metro.tokyo.jp
URL　https://www.metro.ed.jp/nozuta-h/
東京都立野津田高等学校
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対象

定員

費用

対象

定員

費用

講座の様子
問合せ

042-726-2889
（町田市立国際版画美術館 普及係）

日時
【第1回】12月6日（火）　10：30～16：00
【第2回】12月7日（水）　10：30～16：00

【講師】　版画家　木下　泰嘉　氏

【申込必要事項】
　①講座名と希望日　②氏名　③フリガナ
　④郵便番号　⑤住所　⑥電話番号
　⑦年齢（任意）

※講座の内容は当館ホームページ（http://hanga-
　 museum.jp）からもご覧いただけます。

会場
町田市立国際版画美術館 アトリエ
（町田市原町田4-28-1）

15歳以上の初心者（中学生は除く）

各回16名（抽選）

3,000円（材料費込）

申込

10月25日（火）正午～11月21日（月）に、
電話で右記の申込必要事項を町田市イベン
トダイヤル（042-724-5656）へ。
※受付時間　7：00～19：00
　 初日のみ12：00から
※町田市のイベント申込システム「イベシス」
　 での申込も可（イベントコード　221025H）
※お申し込みは1人１回まで

⑫画像

木版画一日教室 ～手作りの年賀状～
主催

町田市立
国際版画美術館

木版画ならではの味わい深い年賀状で、新年のごあいさつを贈りませんか？絵柄や色がシンプルでも、手作り
ならではの温かさが受け取るかたに伝わります。図柄の転写、彫り、摺りまでを一日で行い、単色または２色摺
りの年賀状を作ります。絵柄は干支の図案を含めて美術館でご用意したものからお好きなものをお選びいただ
けます。用具や材料も準備してありますので、お気軽にお申込みください。

042-850-5025
メール　machilibrary.minamimachidagp@gmail.com
（まちライブラリー＠南町田グランベリーパーク）

文化・芸術　～Culture & Art～  《美術工作》

気分はパリジェンヌ!　クリスマスリース作り
主催

まちライブラリー＠
南町田グランベリーパーク

クリスマスシーズン到来!フレッシュな木の香りに包まれながら、クリスマスリース作りをしませんか？
生の木（針葉樹）を花材に、本格的なヨーロッパ式のクリスマスリースを作ります。
針葉樹の香りに癒やされながら、クリスマス時間を楽しみましょう!

日時

会場

申込

問合せ

12月3日(土)　13：00～15：00

まちライブラリー＠南町田グランベリーパーク
（町田市鶴間3-1-４　スヌーピーミュージアムとなり）

高校生以上

6名（先着順）

４,０００円(花材費税込み)

メールで、まちライブラリー＠南町田グランベリーパーク
（machilibrary.minamimachidagp@gmail.com）へ。
※または現地に直接お越しいただきお申込みください。

講師：ラビアンローズ 佐野直子

※写真はイメージです
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定員

費用

定員

費用

日時

①11月9日（水） 14：00～16：00
②11月10日（木） 10：00～16：00※昼休
憩あり
全2回

【講師】
　元玉川大学通信教育部　助教
　全日本合唱教育研究会　顧問　他　千葉　佑　氏

【申込先】
　＊郵送 〒252-0307相模原市南区文京2-1-1
　＊FAX　042-703-8536

※受講申込書は、ホームページからダウンロード、
　 または、町田市・相模原市の公共施設で配布して
　 います。
※受講の際はマスク着用をお願いいたします。

会場
町田市生涯学習センター 7階 ホール
（町田市原町田6-8-1）

16名（抽選）

6,500円

申込

10月16日（日）まで（必着）に、郵送または
FAXで、受講申込書をさがまちコンソーシア
ム事務局へ。
※ウェブ申込も可（https://sagamachi.jp/
　 manabi/consuniv/index.html）
※申込締切までに定員に達しない場合は、
　 引き続き申込みを受付けます。

問合せ

042-747-9038
メール　info＠sagamachi.jp
（さがまちコンソーシアム事務局（相模原・町
田大学地域コンソーシアム））

文化・芸術　～Culture & Art～  《音楽》

さがまちカレッジ
ハンドベル集中講座～天使のハーモニーを楽しむ～

主催

さがまち
コンソーシアム

ハンドベルはその音の響きの美しさから“天使のハーモニー”ともいわれています。人々がともに音楽を奏で親
しく交わる機会を与えてくれ、一人で演奏したのでは味わうことができない音楽演奏の喜びを教えてくれます。
イングリッシュハンドベルを用いて、2日間の集中講座でベルの持ち方から始め、クリスマスソングを参加者全
員で力を合わせて完奏することを目指します。初めてハンドベルを持つ方大歓迎です。一緒に演奏を楽しみ
ましょう。

プロムナード・コンサート
「2×2＝4Ｈａｎｄｓ　ピアノデュオ4つの手で奏でる音色の世界」

主催

町田市立
国際版画美術館

企画展「版画×写真　1839-1900」展関連イベントとして、プロムナード・コンサートを行います。今回は、姉妹
によるピアノ連弾です。版画の鑑賞とともにご堪能ください。

日時
11月12日（土）①13：00～　②15：00～
（各回30分程度）

⑫画像

会場
町田市立国際版画美術館 エントランスホー
ル
（町田市原町田4-28-1）

70名程度

無料

申込

直接会場へお越しください。

※立ち見はできません。
※録音・録画はご遠慮ください。

問合せ
042-726-2771
（町田市立国際版画美術館　管理係）

前回（2022年6月）の様子
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対象

定員

費用

対象

定員

費用

文化・芸術　～Culture & Art～  《お話し会》

ちちんぷいぷい
主催

町田市民文学館
ことばらんど

小さな舞台でくり広げられる大きな世界、紙芝居。紙芝居には落語から民話、文学まで、大人が楽しめる作品
がたくさんあります。あなたも楽しんでみませんか。※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から中止す
ることがあります。

日時
10月7日、11月4日、12月2日
いずれも金曜日　10：30～11：30

【保育】
対象：1歳～未就学児　定員：2名（申込順）

※受付時、氏名・電話番号の記入をお願いします。
※参加時にはマスクを着用し、発熱等の症状がある
   場合は来館をご遠慮ください。

紙芝居・大人の時間
主催

町田市民文学館
ことばらんど

0・1歳のお子さんとその家族を対象にしたことば遊びの会です。絵本やわらべうたを通して心地よい「ことば」と
「調べ」に触れることは、赤ちゃんにとって文学の入口になります。ちちんぷいぷいではボランティアの協力を得
て「心地よいことば」を味わう活動をしています。絵本の読み聞かせやわらべうた遊びをたっぷり楽しんでくださ
い。※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から中止することがあります。

日時
10月4日、18日、11月1日、15日、
12月6日、20日
いずれも火曜日　10：30～11：10

※受付時、氏名・電話番号の記入をお願いします。
※参加時には保護者の方はマスクを着用し、発熱
   等の症状がある場合は来館をご遠慮ください。

会場
町田市民文学館ことばらんど 2階 大会議室
（町田市原町田4-16-17）

町田市在住の0・1歳児とその保護者

10組（先着順）

無料

申込
予約不要。直接会場までお越しください。
※当日、定員まで受付を行います。（先着
 　順）

問合せ
042-739-3420／FAX　042-739-3421
（町田市民文学館ことばらんど）

問合せ
042-739-3420／FAX　042-739-3421
（町田市民文学館ことばらんど）

会場
町田市民文学館ことばらんど 2階 大会議室
（町田市原町田4-16-17）

無料

申込

予約不要。直接会場までお越しください。
※当日、定員まで受付を行います。（先着
 　順）
※保育希望の方は、実施前月の15日から
　 月末まで電話で町田市民文学館ことば
　 らんど（042-739-3420）へ。
※受付時間　9：00～17：00

市内外問わずどなたでも

40名（先着順）

ちちんぷいぷいの様子

上演の様子
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定員

費用

予約不要。直接会場までお越しください。
※当日、定員まで受付を行います。（先着
　 順）

問合せ
042-739-3420／FAX　042-739-3421
（町田市民文学館ことばらんど）

日時
10月20日、11月17日、12月15日
いずれも木曜日　10：30～11：30

※受付時、氏名・電話番号の記入をお願いします。
※参加時にはマスクを着用し、発熱等の症状がある
   場合は来館をご遠慮ください。

会場
町田市民文学館ことばらんど 2階 大会議室
（町田市原町田4-16-17）

50名（先着順）

無料

申込

文化・芸術　～Culture & Art～  《お話し会》

おとなのためのおはなし会
主催

町田市民文学館
ことばらんど

肉声で語られる物語の世界は、すぅっと体にしみこんで心地よい余韻を残してくれます。物語の世界に心をあ
ずけてみませんか？
※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から中止することがあります。

学ぶことは 生きること

まなびテラス

まな い

読(よ)み書(か)き、計算(けいさん)、

ABC・・・から始(はじ)めましょう。

自分(じぶん)のペースでゆっくりすすめます。

毎週金曜日

午後6時～8時

まいしゅうきんようび

ご ご じ じ

★16歳
さい

以上
いじょう

の方ならどなたでも、いつからでも参加
さ ん か

できます。 

★ お問い合わせ・申し込み：生涯学習センター 042-728-0071

生涯学習センター

6 階
かい

しょうがいがくしゅう

お知り合いに

すすめたい方が

いらっしゃいましたら

知らせてあげてください。
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対象

定員

費用

対象

定員

費用

ことばであそぼう！3・4歳児あつまれ！
主催

町田市民文学館
ことばらんど

3・4歳児とその保護者

3・4歳児と保護者のみなさんを、紙芝居や絵本はもちろん、様々なことば遊びで“ことばの森”にご招待しま
す。どんなことばに出会えるか?! 一緒に“ことば遊び”を楽しみましょう。
※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から中止することがあります。

日時 11月12日（土）　10：30～11：30 ※受付時、氏名・電話番号の記入をお願いします。
※参加時には保護者の方はマスクを着用し、発熱
   等の症状がある場合は来館をご遠慮ください。

会場
町田市民文学館ことばらんど 2階 大会議室
（町田市原町田4-16-17）

10組（先着順）

無料

申込
予約不要。直接会場まで、お越しください。
※当日、定員まで受付を行います。（先着
　 順）

問合せ

文化・芸術　～Culture & Art～  《お話し会》

2歳児あつまれ！季節をあそぼ！
～秋をあそぼ～

主催

町田市民文学館
ことばらんど

2歳児とその保護者

042-739-3420／FAX　042-739-3421
（町田市民文学館ことばらんど）

10組（先着順）

2歳児とその保護者を対象にした、ことば遊びの会です。季節をテーマにした紙芝居や絵本、わらべうた、体を
使う遊びなどを通して、親子でことばの世界を楽しみませんか。
※新型コロナウィルス感染症拡大防止の観点から中止することがあります。

日時 10月27日（木）　10：30～11：30 ※受付時、氏名・電話番号の記入をお願いします。
※参加時には保護者の方はマスクを着用し、発熱
   等の症状がある場合は来館をご遠慮ください。

会場
町田市民文学館ことばらんど 2階 大会議室
（町田市原町田4-16-17）

無料

申込
予約不要。直接会場まで、お越しください。
※当日、定員まで受付を行います。（先着
　 順）

問合せ
042-739-3420／FAX　042-739-3421
（町田市民文学館ことばらんど）

2歳児あつまれ！の様子

3・4歳児あつまれ！の様子
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会場：　和光大学ポプリホール鶴川（町田市能ヶ谷1-2-1）

　　

町田市民ホールは、 改修工事による休館のため臨時事務所を開設しています。

町田市民ホール窓口でチケットをお求めの際は下記へお越しください。　　

【町田市民ホール臨時事務所】

受付時間：8:30～17:00

住　　　所：〒194-0013

　　　　　    東京都町田市原町田4丁目9-8　町田市民フォーラム3階

　　　　　  　  (サウスフロントタワー町田内)

休    業   日：土曜、日曜、祝休日、年末年始(12/29～1/3)

電　　　話：042-728-4300

文化・芸術～Culture & Art～  《町田市文化･国際交流財団》

(一財)町田市文化･国際交流財団　催し物ご案内

町田市民ホールと和光大学ポプリホール鶴川で、行われる催し物をご案内します。
詳しくは、財団情報誌「コンサートガイドまちだ」または、ホームページをご覧ください。
町田市民ホールホームページ　https://www.m-shimin-hall.jp
和光大学ポプリホール鶴川ホームページ　https://www.m-shimin-hall.jp/tsurukawa

チケットのお申し込み・お問い合わせ
かわせみオンラインチケット

https://www.m-shimin-hall.jp
町田市民ホール　℡042－728－4300（電話･窓口）

和光大学ポプリホール鶴川（窓口）

※チケットの発売状況等については、お問い合わせください。
   公演情報は変更になる場合がございます。予めご了承ください。

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、公演が中止・延期
   になる場合がございます。

開演時間 入場料 備考

（土） 13:30
一般 3,800円
U22 1,800円

（水）
①10：30
②14：30

700円

（土） 14:00 3,000円

（水） 14:00 1,000円

（日） 17:00
一般 5,000円

中学生以下 3,000円

（火）
①10：30
②14：30

700円

（土） 13:30
一般 3,800円
U22 1,800円

開演時間 入場料 備考

（火）
①10：30
②14：30

500円
会場：

町田市民フォーラム

3F ホール

10:00～
16:00

無料
会場：

町田市民フォーラム

3F ホール

10:00～
11：30

500円
会場：

町田市民フォーラム

3F 調理室

10:00～
14：30

無料
会場：

町田市民フォーラム

3F 和室

開演時間 入場料 備考

（火）

（火）

開演時間 入場料 備考

（日）

（日）

12月20日

なるせ駅前市民センター
（クラシック）

11月13日

14:30

まちだ
 de

世界旅行
12月11日 （日）

≪ステージ発表≫
まちだ de 世界旅行

≪ワークショップ≫
中国料理教室

≪ワークショップ≫
競技かるた体験

ふれあい落語
会場 公演日

500円
申込は町田市

イベントダイヤル

又はイベシス南市民センター
（ジャズ）

11月27日

堺市民センター 11月15日

ふれあいコンサート
会場 公演日

14:30 500円
申込は町田市

イベントダイヤル

又はイベシス忠生市民センター

会場：　和光大学ポプリホール鶴川（町田市能ヶ谷1-2-1）
催し物 公演日

第四十五回鶴川落語会　らくご＠鶴川
扇遊・鯉昇二人会Vol.3

10月22日

第四十六回鶴川落語会　らくご＠鶴川
正蔵・喬太郎ガチンコ二人会Vol.10

12月10日

映画上映会
「ストーリー・オブ・マイライフわたしの若草物語」

10月26日

※割引・当日料金等詳細はお問い合わせください。

宇海‐UUMI‐奏～あなたとわたし～ 11月20日

和光大学ポプリホール鶴川　開館10周年記念シリーズ
金子三勇士ピアノリサイタル

11月5日

ほんわかシネマ
「ねことじいちゃん」

10月18日

会場：　町田市内各所　　※備考欄をご覧ください
催し物 公演日

若き演奏家による水曜午後の音楽会第89回
長坂美玖コントラバスリサイタル

11月16日

映画上映会
「マイ・ブックショップ」

11月29日

- 16 -

-  -0123456789


	生涯学習NAVI秋号 ページ番号入

