
費用

申込

町田市立
国際版画美術館

数々のスター絵師が活躍した18世紀後半の浮世絵界。天明・寛政（1781-1801）を中心とするこの時期は、
いつからか浮世絵史の「黄金期」として親しまれてきました。その中心となったのが、人物を美しく活き活きと描
いた「美人画」です。鈴木春信以降、礒田湖龍斎、勝川春章、鳥居清長、喜多川歌麿、鳥文斎栄之ら、個性
豊かな絵師が次々と登場し、理想の美人像を追い求めました。本展は、この「美人画の時代」の軌跡を、約
230点の版画、版本、肉筆画で辿るものです。

日時

前期：10月5日（土）～27日（日）
後期：10月29日（火）～11月24日（日）
休館日：月曜日
（祝日の場合は開館し、翌日休館）

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、大学・高校生・65歳以上
450円、中学生以下無料

問合せ
042-726-0860
（町田市立国際版画美術館 学芸係）

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

文化・芸術　～Culture & Art～  《展示・関連イベント》

ダリア撮影会
主催

町田市フォトサロン

町田ダリア園を彩る秋咲きのダリアを撮影しませんか。

日時
10月5日（土）　10：00～12：00
※小雨決行

会場 町田ダリア園（町田市山崎町1213-1）

無料　※入園料別途負担

申込不要。直接会場へお越しください。

問合せ

美人画の時代～春信から歌麿、そして清方へ～　展
主催

喜多川歌麿

「青楼七小町 玉屋内

明石 うら次 しま野」

寛政6-7年

（1794-95）頃、

神奈川県立

歴史博物館蔵

【開館時間】 (※入場は閉館30分前まで)

火～金曜日 10：00～17：00

土・日曜日、祝日 10：00～17：30
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費用

申込

費用

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

文化・芸術　～Culture & Art～  《展示・関連イベント》

主催

町田市民文学館
ことばらんど

「美の目利き」「美の求道者」と呼ばれた随筆家・白洲正子（1910-1998）。本展では正子のライフスタイルに
注目し、彼女の審美眼に適った品々を、暮らし・おしゃれ・たしなみ・ライフワークといったテーマに分けてご紹
介します。また、夫・次郎の足跡を振りかえるとともに正子からみた次郎の素顔にも迫ります。文化は「一人一
人のその日その日の生活の中にある」と述べ、好きなことを貫き、楽しい時間を探し求めた正子の暮らしぶり
を、ぜひご覧ください。

日時
10月19日（土）～12月22日(日)
休館日：月曜日(祝日の場合は開館)、第2
木曜日

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）

費用
観覧料：一般400円、大学生・65歳以上
200円、高校生以下無料

秋の薬師池公園撮影会
主催

町田市フォトサロン

薬師池公園の紅葉を一緒に撮影しませんか。

日時
1１月30日（土）　10：00～12：00
※小雨決行

会場
町田市立薬師池公園
（町田市野津田町3270）

無料

申込不要。直接会場へお越しください。

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

第63回ツバキ展

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

主催

町田市フォトサロン

ツバキの多様な姿を生花や写真でご紹介します。

日時
12月7日（土）　9：30～16：30
１2月8日（日）　9：30～15：00

会場
町田市フォトサロン
（町田市野津田町3272 薬師池公園内）

無料

問合せ

随筆家

白洲 正子

出展協力：

日本ツバキ協会

町田支部

すさ

白洲正子のライフスタイル ～暮らしの遊び 展
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費用

対象

定員

費用

小学5年生以上の方

各回10名（申込順・同時に2名まで申込可）

200円

申込

10月4日（金）～10月30日（水）に、電話で
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　191004H）

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～  《美術工芸》

復刻浮世絵版木・摺り体験
2019 秋の巻

主催

町田市立
国際版画美術館

オリジナルの作品をもとに墨版1版だけで浮世絵が摺れるよう新たに描き起こして作られた版木で、日本の伝
統文化を体験してみましょう！（各回とも同内容。摺る絵柄は日によって異なります。お一人１枚、和紙に摺り
ます。和紙サイズは約30×20㎝です。）

日時

【1日目】　11月2日（土）
【2日目】　11月3日（日・祝）
両日とも3回実施
①13：30～　②14：30～　③15：30～
（各回30分程度）

⑫画像

会場
町田市立国際版画美術館
（町田市原町田4-28-1）
【1日目】アトリエ　【2日目】講堂

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。世界でひとつだけの作品をつくり
ませんか。

日時
10月13日、11月10日、12月8日
いずれも日曜日　10：00～15：00

会場
大地沢青少年センター　研修棟前
（町田市相原町5307-2）

100～520円

申込
予約不要
当日、本館事務所窓口で受付

問合せ
042-782-3800
メール　kodomo070@city.machida.tokyo.jp
（大地沢青少年センター）

イベントの様子

【指導】 町田市立国際美術館 学芸員

※イベントの詳細は町田市立国際版画美術館

ホームページ（http://hanga-museum.jp）からも

ご覧いただけます。

ティッシュボックス
イス まゆ玉クラフト

＆バードコール
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対象

定員

費用

日時

会場

対象 定員

費用

文化・芸術　～Culture & Art～  《美術工芸》

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

単色または2色摺りの年賀状をつくります。図柄は干支の図案を含め美術館で用意いたします。お気軽にどう
ぞ。（内容は2回とも同じです。）

日時
【第1回】　12月3日（火）
【第2回】　12月4日（水）
いずれも10：30～16：00

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才以上の初心者(中学生は除く)

各回16名（抽選）

3,000円

申込

10月29日（火）～11月10日（日）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　191029H)

問合せ
042-726-2889
（町田市国際版画美術館　普及係）

問合せ
TEL 042-734-2311／メール　S1000148@section.metro.tokyo.jp
URL　http://www.nozuta-h.metro.tokyo.jp/　（東京都立野津田高等学校）

東京都立野津田高等学校　4階　美術室（町田市野津田町2001）

どなたでも(小学生以下は保護者同伴) 20名（申込順）

1,500円（材料費込）

申込

11月15日（金）まで（必着）に、郵送（往復ハガキ）で、下記の申込必須事項を明記し、東京都立
野津田高等学校公開講座担当へ。
※ウェブ申込も可（都立学校公開講座電子申込
 　http://www.kyoiku.metro.tokyo.jp/buka/syogai/kokaikoza.htm）

大好きな食べものと一緒におでかけ♪
樹脂粘土を使った食品サンプルキーホルダー製作

主催

東京都立
野津田高等学校

海外で大人気の、日本発祥の食品サンプル。実はその歴史は古く、大正時代からあった手法なんです。今回
の講座では、樹脂粘土を使用して各々好きな食品を作り、着彩します。大好きな食べ物をキーホルダーにし
て、一緒におでかけしましょう。

12月8日（日）、15日（日）　全2回　12月8日：13：00～16：00／12月15日：10：00～12：00

【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）

※お申込はお一人１日のみとなります。
※講座の内容は町田市立国際版画美術館

ホームページ（http://hanga-museum.jp）からも
ご覧いただけます。

講座の様子

（昨年度）

【申込必要事項】

＜往信面＞ ①講座名 ②住所 ③氏名 ④年齢 ⑤性別

⑥電話番号

＜返信面＞ ①自身の郵便番号 ②住所 ③氏名

【申込先】

〒195-0063 町田市野津田町2001
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日時

会場

対象 定員

費用

対象

定員

費用

文化・芸術　～Culture & Art～  《美術工芸》

リトグラフ一日教室
主催

町田市立
国際版画美術館

専用の画材で版にじかに図柄を描き、薬品処理によって版を作る版画、リトグラフは、描いたとおりのトーンや
タッチをそのまま作品にすることができるたいへん魅力的な版画です。水と油が反発する原理を利用して図柄
にだけインクが付くようにして印刷します。本講座では、このめずらしい版画の制作を1日で体験します。どなた
にもできるよう、わかりやすく指導をいたします。講師は版画家の小森琢己さんです。（内容は2回とも同じで
す）

問合せ
TEL 042-734-2311／メール　S1000148@section.metro.tokyo.jp
URL　http://www.nozuta-h.metro.tokyo.jp/　（東京都立野津田高等学校）

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

東京都立
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？

12月22日（日）、29日（日）　全2回　12月22日：13：00～16：00／12月29日：10：00～12：00

東京都立野津田高等学校　4階　美術室（町田市野津田町2001）

どなたでも(小学生以下は保護者同伴) 20名（申込順）

1,500円（材料費込）

申込

11月29日（金）まで（必着）に、郵送（往復ハガキ）で、下記の申込必須事項を明記し、東京都立
野津田高等学校公開講座担当へ。
※ウェブ申込も可（都立学校公開講座電子申込
 　http://www.kyoiku.metro.tokyo.jp/buka/syogai/kokaikoza.htm）

日時
【第3回】　2020年1月31日（金）
【第4回】　2020年2月1日（土）
いずれも11：00～16：00

会場
町田市立国際版画美術館 版画工房
（町田市原町田4-28-1）

高校生以上の初心者

各回8名（抽選）

3,000円

申込

12月13日（金）～2020年1月6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　191213H）

問合せ
042-726-2889
（町田市立国際版画美術館 普及係）

【申込必要事項】

＜往信面＞ ①講座名 ②住所 ③氏名 ④年齢 ⑤性別

⑥電話番号

＜返信面＞ ①自身の郵便番号 ②住所 ③氏名

【申込先】

〒195-0063 町田市野津田町2001

【講師】 版画家 小森 琢己 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）

※講座の内容は町田市立国際版画美術館

ホームページ（http://hanga-museum.jp）からも

ご覧いただけます。

講座の様子

（昨年度）
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日時

会場

対象 定員

費用

問合せ

日時

会場

定員 費用

【桜美林大学市民講座】
トランペットを知ろう

主催

桜美林大学エクステン
ションセンター

桜美林大学では、総合大学としての特色を生かした、一人ひとりに最もふさわしい音楽教育の実現を目指し
ています。この講義を通じて、桜美林大学の特色ある学びをご紹介します。金管楽器の花形であるトランペット
の歴史を知り、音の出る仕組み、演奏方法などを実際に演奏をしながら、楽しく学んでいきましょう。

10月24日(木)　10：30～12：00（午前の部）

問合せ
042-704-7075／メール　extnsn@obirin.ac.jp
URL　http：//www.obirin.ac.jp/extension/school/fuchinobe_machida/index.html
（桜美林大学エクステンションセンター）

※本講座をお申込みいただくと、同日12：50～14：20（午後の部）「“伝わる！”コミュニケーション力を
　 身につけよう」（P29）を併せて受講することができます。

桜美林大学町田キャンパス　荊冠堂チャペル地下小ホール（小礼拝堂）（町田市常盤町3758）

70名（申込順） 2,050円

申込

電話で以下の申込先へ。
①9月26日(木)までは、（042-710-0509）。※大学案内メールセンター
　桜美林大学オープンカレッジ申込係　受付時間　平日9：00～17：00
②9月27日(金)～10月23日（水）は、（042-704-7075）。
　※桜美林大学エクステンションセンター　平日9：00～17：00、土曜日9：00～16：00
　※いずれも、「桜美林大学講座番号　50003」をお伝えください。

申込
8月7日（水）から電話で、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

042-728-4300（町田市民ホール）／042-774-0003（町田市堺市民センター）

文化・芸術　～Culture & Art～  《音楽》

10月13日　ふれあいコンサート

500円

300名（申込順）6歳以上の方

主催

町田市民ホール
町田市堺市民センター

ピアノと声楽のコンサートを行います。出演者と予定曲目は下記のとおりです。

10月13日（日）　14：30～16：00　（開場14：00～）

町田市堺市民センター 2階 ホール（町田市相原町795-1）

【演奏】

鳥尾 匠海 氏（声楽）

（東京芸術大学卒業。第71回全日本学生音楽

コンクール全国大会1位、日本放送協会賞、他受賞。）

鈴木 椎那 氏（声楽）

（東京芸術大学卒業。卒業時にアカンサス音楽賞、

同声会賞受賞。）

酒井 未希 氏（ピアノ）

（桐朋学園大学音楽学部卒業。JPTAピアノ

オーディション地区優秀賞受賞。）

【曲目】 プッチーニ Quando me’n vo 私が街を歩けば

ドニゼッティ Una furtiva lagrima 人知れぬ涙 ほか

鳥尾 匠海

氏

鈴木 椎那

氏
酒井 未希

氏
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定員 費用

日時

会場

費用

問合せ

11月16日（土）　①13：00～　②15：00～　（各回30分程度）

日時
①11月2日（土）、②16日（土）、③12月8日（日）、④15日（日）　全4回
①～③13：30～15：30　④10：00～12：00

会場
①②　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）
③④　玉川大学　チャペル（町田市玉川学園6-1-1）

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）

無料（企画展は有料）

申込
不要。直接会場へお越しください。
※お席の用意はございません。　※録音・録画等はご遠慮ください。

042-726-2889（町田市国際版画美術館　普及係）

文化・芸術　～Culture & Art～  《音楽》

プロムナード・コンサート
「浮世絵と響きあう音楽　～和と洋の楽器で～」

主催

町田市立
国際版画美術館

企画展「美人画の時代 ～春信から歌麿、そして清方へ～」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。浮世絵美人に思いをはせながら、和と洋の楽器が奏でる美しい調べにひたってみませんか。

申込
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）

さがまちカレッジ
楽しく歌って　笑顔！健康！元気！

主催

さがまち
コンソーシアム

歌は人生に潤いと励ましを与えてくれます。人生に歌がなかったらどんなにか、それは殺風景なものでありま
しょうか。年齢の別なく、より楽しく、より美しく、より高く、より深く理屈なしに歌いましょう。（愛吟集「序文」より小
原國芳）今回は、11月は町田市生涯学習センターのホール、12月は玉川大学内のチャペルとタイプの異な
る会場を使用して合唱を楽しみます。チャペルでは、パイプオルガンの伴奏による合唱も行います。

100名（申込順） 3,000円

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））

【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。

前回（2018年6月）

の様子

【演奏】 服部 惠美子 氏（箏・三絃）

近藤 ひかり 氏（フルート・ピアノ）

【曲目】 春の海（箏&フルート）

黒髪（三絃）

富嶽三十六景より神奈川沖浪裏 ほか
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対象

定員

費用

15名（抽選）

5,000円

申込

10月21日（月）までに郵送または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）

文化・芸術　～Culture & Art～  《音楽》

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））

さがまちカレッジ
ハンドベルでクリスマスソングを奏でよう

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1曲を参加者
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。

日時

11月22日（金）　14：00～16：00
11月23日（土・祝）　10：00～16：00
全2回
※11月23日は昼休憩あり

会場
町田市生涯学習センター　6階　視聴覚室
（町田市原町田6-8-1）

中学生以上の方

【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。

講座の様子

「サークル活動の打合せをできる場所が近所にあるといいな」

「地域の仲間と合唱の練習をしたいけど、練習できる会場はあるかな？」

▼ こんなときは… ▼

ぜひ一度、生涯学習センター「学校開放」担当へお問合せください！

小ホール（鶴川中）
合唱やダンスの練習にピッタリ！
マイク、ピアノ等も利用できます。

★ 詳しくは、

生涯学習センター

「学校開放」担当まで ★

TEL 042-728-0071
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文化・芸術　～Culture & Art～  《コンサート》

(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。

開演時間 入場料 備考

（金） 18:30 5,000円

（金） 19:00

（土）
①12：00
②17：00

（土） 17:00 5,500円

（火・祝） 17:00 6,000円

（土） 13:00 3,500円

（土）
①12：00
②15：00

3,500円

（日） 11:00 無料
直接会場に

お越しください。

（金） 15:00 2,500円

（土） 17:00 10,000円

（金） 18:30 3,600円

（日）
①13：00
②15：30

2,000円

（土）
①13：00
②17：00

6,500円

おばけのアッチ リーディングミュージカル 11月9日

催し物 公演日

ヴェネツィア室内合奏団 10月4日

会場：　町田市民ホール（町田市森野2-2-36）

第40回 町田市合唱連盟合唱祭 11月10日

宝くじ文化公演　由紀さおり・安田祥子コンサート 11月15日

KAI BAND 45th Anniversary Tour
HEROES 2019

11月16日

坂本冬美コンサート 12月7日

立川志らく 独演会

米村でんじろう サイエンスショー

11月22日

12月1日

LET IT BE～レット・イット・ビー～

10月11日

6,500円

吉田兄弟
20周年記念コンサート

桂文珍 独演会

DRUM TAO
RHYTHM of TRIBE～時空旅行記2～

10月26日

10月22日

10月19日

10月12日
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文化・芸術　～Culture & Art～  《コンサート》

(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。

開演時間 入場料 備考

（金） 13:30 3,500円

（木） 13:30 無　料
直接会場に

お越しください。

（水） 14:30 3,000円

（月・祝） 14:00 1,000円

（水） 14:00 1,000円

（日） 15:00 6,000円

（木） 13:30 無　料
直接会場に

お越しください。

（土） 13:30
前売3,200円
当日3,500円

開演時間 入場料 備考

（日）

（日）

（金）

第69回 サロンコンサート　（1Fサロン） 10月10日

催し物 公演日

会場：　和光大学ポプリホール鶴川（町田市能ヶ谷1-2-1）

三遊亭小遊三 独演会 10月4日

スカボロー・フェア
～歌とギターでおくる映画音楽～

10月23日

水曜午後の音楽会 第71回
「荒井優利奈ヴァイオリンリサイタル」

11月20日

第70回 サロンコンサート　（1Fサロン） 12月12日

第三十七回鶴川落語会
正蔵・喬太郎ガチンコ二人会Vol.７

12月21日

モーツァルト作曲 オペラ「フィガロの結婚」 12月1日

町田フィル・バロック合奏団 コンサート2019
～ヘンデルからチャイコフスキーまで～

11月4日

ふれあいコンサート
会場 公演日

なるせ駅前市民センター（クラシック） 10月27日 14:30 500円
申込は町田市

イベントダイヤル
へ。

堺市民センター（クラシック） 10月13日

南市民センター（ジャズ） 11月29日

- 14 -

-  -0123456789



定員 50名（先着順） 費用

定員 60名（先着順） 費用

対象

定員

費用

無料

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

日時
10月17日、11月21日、12月19日
いずれも木曜日　10：30～11：30

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）

申込

保育希望の方は、実施月の1日から電話で
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

問合せ

042-739-3420／FAX　042-739-3421
（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？事前の申し込みは不要です。直接会場にお越しください。

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

無料

10月4日、11月1日、12月6日
いずれも金曜日　10：30～11：30

文化・芸術　～Culture & Art～  《お話し会》

紙芝居・大人の時間
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。事前の申し込みは不要です。直接会場にお越しください。

日時

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）

申込
保育希望の方は、実施前月の15日から電
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

問合せ

2歳児あつまれ！季節をあそぼ！
～秋・お正月をあそぼ！～

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。

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）

2歳児と保護者

20組（先着順・申込不要）

無料

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24日（木）、12月24日（火）
10：30～11：30

【保育】

対象：1歳～未就学児 定員：6名（申込順）

【保育】

対象：1歳～未就学児 定員：6名（申込順）

上演の様子

上演の様子
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日時

対象

定員

費用

文化・芸術　～Culture & Art～  《お話し会》

11月9日（土）　10：30～11：40

20組（先着順・申込不要）

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。直接会場にお越しください。

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）

3・4歳児と保護者

無料

問合せ
042-739-3420／FAX　042-739-3421
（町田市民文学館ことばらんど） おはなし会の様子

『生涯学習NAVI 好き！学び！』は

町田市ホームページでも読むことができます！

①町田市のホームページへ
アクセスし、トップページを
表示します。

②「文化・スポーツ」から、
②「生涯学習」を選択します。

③情報誌「生涯学習NAVI 
好き！学び！」を選択します。

④ご覧になりたい号の記事を読むことができます。
＊ぜひアクセスしてください♪

ホームページアドレスはこちら→     http://www.city.machida.tokyo.jp/ アクセスはこちら

- 16 -

-  -0123456789



会場

定員

費用

日時

会場

定員 費用

文化・芸術　～Culture & Art～  《その他》

【桜美林大学市民講座】
演劇の特質

主催

桜美林大学エクステン
ションセンター

桜美林大学には、「演劇」を実技と理論の両方から学ぶコースがあり、この講義を通じて、桜美林大学の特色
ある学びをご紹介します。舞台を観るとき、観客は何を面白いと感じるのでしょうか？劇のストーリー、セリフの
美しさ、あるいは俳優の身体的魅力？では、俳優と役者は、何がちがうのでしょうか？演劇の特質について、
お話します。

10月10日(木)　12：50～14：20（午後の部）

問合せ
042-704-7075／メール　extnsn@obirin.ac.jp
URL　http：//www.obirin.ac.jp/extension/school/fuchinobe_machida/index.html
（桜美林大学エクステンションセンター）

※本講座にお申込みいただくと、同日10：30～12：00(午前の部)「大人の品格・冠婚葬祭のマナー」
　 （P28）を併せて受講することができます。

桜美林大学町田キャンパス　荊冠堂チャペル地下小礼拝堂（町田市常盤町3758）

70名（申込順） 2,050円

申込

電話で以下の申込先へ。
①9月26日(木)までは、（042-710-0509）。※大学案内メールセンター
　 桜美林大学オープンカレッジ申込係　受付時間　平日9：00～17：00
②9月27日(金)～10月9日（水）は、（042-704-7075）。　※桜美林大学エクステンションセン
 　ター　平日9：00～17：00、土曜日9：00～16：00
※いずれも、「桜美林大学講座番号　50001」をお伝えください。

さがまちカレッジ
大人のための絵本講座～表現に描かれる時代とテーマを読む

主催

さがまち
コンソーシアム

大人の視点で読む絵本は、子どものころとは異なる理解や懐かしさが楽しめます。また、今だから見える表現
のおもしろさもあり、絵本の深い世界を知る楽しさもあります。この講座では、絵本の誕生から現在ならではの
多様な絵本表現を手に取ってみる時間、その導きをする講義を行います。絵本を通して、時代と人と文化を
読んでみませんか。

日時
10月2日、9日、16日、23日
全4回　いずれも水曜日　10：30～12：00

【講師】
　相模女子大学　非常勤講師　申　明浩　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。

相模女子大学（相模原市南区文京2-1-1）

40名（申込順）

2,500円

申込

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）

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））
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日時

会場

定員 費用

費用

文化・芸術　～Culture & Art～  《その他》

主催

桜美林大学エクステン
ションセンター

桜美林大学は、「キリスト教精神に基づく国際人の育成」を目指し、「学而事人(学んだことを人々や社会のた
めに役立てる)」実践のため、地域社会に貢献する機会を提供しています。礼拝やチャペルアワー等を通じ
て、教育の理念を具現化した教育が行われています。新約聖書に「互いに愛し合いましょう。愛は神から出る
ものです」とあります。この愛を表すのに用いられるのはアガペーという言葉で、犠牲的な、無償の愛を表して
います。このアガペーについて一緒に考えてみませんか。

10月17日(木)　12：50～14：20（午後の部）

桜美林大学町田キャンパス　荊冠堂チャペル地下小礼拝堂（町田市常盤町3758）

70名（申込順） 2,050円

【桜美林大学市民講座】
キリスト教はなぜ隣人愛を重視するのか?

申込

電話で以下の申込先へ。
①9月26日(木)までは、（042-710-0509）。※大学案内メールセンター
　 桜美林大学オープンカレッジ申込係　受付時間　平日9：00～17：00
②9月27日(金)～10月16日（水）は、（042-704-7075）。※桜美林大学エクステンションセン
 　ター　平日9：00～17：00、土曜日9：00～16：00
※いずれも、「桜美林大学講座番号　50002」をお伝えください。

問合せ
042-704-7075／メール　extnsn@obirin.ac.jp
URL　http：//www.obirin.ac.jp/extension/school/fuchinobe_machida/index.html
（桜美林大学エクステンションセンター）

※本講座にお申込みいただくと、同日10：30～12：00(午前の部)「最新の航空機の仕組みと構造」
　 （P43）を併せて受講することができます。

申込不要。直接会場へお越しください。
※イベントによっては、混雑時にお待ちいただ
く場合があります。

問合せ

042-726-2889
（町田市国際版画美術館　普及係）
042-726-3051　※受付時間　火・金曜日
の10時～12時（国際版画美術館友の会）

第21回ゆうゆう版画美術館まつり
主催

町田市立国際版画美術館・
町田市立国際版画美術館

友の会

美術を愛する人々の交流の輪を広げることを目的に国際版画美術館と友の会が共催で開催する「ゆうゆう版
画美術館まつり」。コンセプトは「Enjoy! Art! 」。市内外の美術・工芸団体が自作品を展示・販売し、売り上げ
の一部を町田市社会福祉協議会へ寄付する【チャリティ・アートバザール2019】、はがきサイズの多色摺り木
版画制作を体験する【木版画摺り体験】、子ども向けの【キッズ・アートスペース】、エントランスホールで行う
【ゆうゆうプロムナード・コンサート】など、大人も子どもも楽しめます。入場は無料です。ぜひお越しください。

日時
10月26日（土）　10：00～16：00
10月27日（日）　10：00～16：00

会場
町田市立国際版画美術館と前庭
（町田市原町田4-28-1）

無料　※バザール、飲食物販は費用あり

申込

前回（2018年10月）の様子
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定員

費用

文化・芸術　～Culture & Art～  《その他》

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））

第1３回　文学館まつり
主催

町田市民文学館
文学館まつり実行委員会

毎年恒例の文学館まつり。映画会や落語、中垣ゆたかさんによるワークショップ、文学フリーマーケット、キッズ
スペースでのおはなし会、連句、紙芝居の上演など今年も盛りだくさんの内容となっています。昨年に引き続
き前日祭としてマンドリンコンサートも開催！みなさまのお越しをお待ちしています。（※事前申し込みが必要な
イベントもあります。詳しい内容は町田市ホームページでご確認ください。）

日時

【前日祭（マンドリンコンサート）】
10月26日（土）　15：00～16：00
【文学館まつり】
10月27日（日）　10：00～16：00

⑫画像会場
町田市民文学館ことばらんど
（町田市原町田4-16-17）

申込
申込不要。直接会場へお越しください。
※一部、事前申込が必要なイベントあり

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

対象
高校生以上の方（パソコンの基本的な操作
ができる方）

さがまちカレッジ
黄金比ってなあに？～かたちの美しさと数の比のお話とレッスン

主催

さがまち
コンソーシアム

黄金比、それは古くから伝わる美しさの秘密に迫る人の知恵。美しさと数の比とはお互いにどんな仕方で結び
つき、人の感性を刺激しているのでしょうか。この講座では、自然物・芸術作品・デザイン製品などに潜む黄金
比について、まずはその歴史と知識を学び、その上で身のまわりのもの（自然界の動植物・これぞ美しいと思う
もの・デザイン製品など）を実際に計測し作図していきます。これらを通してかたちへのバランス感覚を養い、
身のまわりの物々の美しいかたちに敏感になる感性のレッスンをしましょう。

日時
10月27日（日）　10：30～14：30
※昼休憩あり

【講師】
　女子美術大学　芸術学部
　非常勤講師　内野　博子　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。

※申込締切日までに定員に達しない場合は、
　 引き続き募集を行います。

会場
女子美術大学　相模原キャンパス
（相模原市南区麻溝台1900）

15名（抽選）

2,500円

申込

9月30日（月）までに、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）

問合せ

文学フリーマーケットの様子
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会場

文化・芸術　～Culture & Art～  《その他》

2019年度 秋季さがみアカデミー
受講生募集のご案内

主催

相模女子大学・
相模女子大学短期大学部

相模女子大学・相模女子大学短期大学部「さがみアカデミー」では、2019年度 秋季講座の受講生を募集し
ます。「歴史の“なぜ”を考える」「古事記と日本書紀」「フランスの作家 マルグリット・デュラス」などの歴史・文
学系、「呼吸法入門」「トラウマ」などの健康・心理系、他、「能楽入門」「比較文化入門」など多岐にわたるテー
マの講座を開講予定です。性別・年齢問わず、どなたでも受講いただけます。詳しくは、相模女子大学ホーム
ページをご覧ください。

申込

相模女子大学（相模原市南区文京2-1-1）

募集中（各講座の締切はお問合せください）。郵便、FAX、メールのいずれかで下記の申込必要事
項を明記し、相模女子大学 夢をかなえるセンター 生涯学修支援課へ。

問合せ
042-747-9017／URL　http://www.sagami-wu.ac.jp/
（相模女子大学 夢をかなえるセンター 生涯学修支援課）

開催講座・日時・費用・定員・申込締切等の詳細は、相模女子大学 ホームページにてご確認ください。

【申込必要事項】
①希望講座名 ②住所 ③氏名（ふりがな） ④電話番号 ⑤FAX番号 ⑥メールアドレス

【申込先】

＊郵便 〒252-0383 相模原市南区文京2-1-1

相模女子大学 夢をかなえるセンター 生涯学修支援課 宛

＊FAX 042-747-9599

＊メール sagami-info@mail2.sagami-wu.ac.jp

※詳しくは相模女子大学のホームページをご覧ください。 相模女子大学HP

へはこちらから

皆さまのご意見・ご感想をより良い紙面づくりに生かしていきます。

下記の方法でお寄せください。お待ちしております！

件名「生涯学習NAVI意見・感想」

生涯学習NAVI○号の記事の

・○○がとても役立った！

・○○をもっと○○して欲しい！

町田市森野○－○－○
町田 町子

記入例
●メール、FAX

件名に「生涯学習NAVI意見・感想」とご記入ください。
◎メール：syougaig130@city.machida.tokyo.jp
◎FAX：042-728-0073

●郵便
〒194-0013東京都町田市原町田6-8-1
町田市生涯学習センター 『生涯学習NAVI』 担当

『生涯学習NAVI 好き！学び！』について

ご意見・ご感想をお寄せください！
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