
日時

会場

費用

問合せ

会場

費用

問合せ

子どもたちが、日ごろ学校で学習した美術・図画工作・書写の作品を集め、展覧会を開催します。子どもたち
の伸び伸びとした発想力とエネルギーあふれる作品をお楽しみください。

日時
1月10日（金）～2月16日（日）　休館日：月曜日（祝日の場合は開館し、翌日火曜日休館）
※休館日および展示替期間を含みます。詳細は下記参照。

町田市立国際版画美術館 企画展示室1（町田市原町田4-28-1）

無料

042-726-2771、042-726-2889（町田市立国際版画美術館 普及係）

町田市立国際版画美術館 企画展示室2（町田市原町田4-28-1）

無料

042-726-2771、042-726-0860（町田市立国際版画美術館 学芸係）

第33回町田市公立小中学校作品展
主催

町田市立
国際版画美術館

1月5日（日）～2月16日（日）　休館日：月曜日（祝日の場合は開館し、翌日火曜日休館）

文化・芸術　～Culture & Art～  《展示・関連イベント》

新収蔵作品展 Present for You
主催

町田市立
国際版画美術館

2018年度後半から2019年度前半にかけて、町田市立国際版画美術館が新たに収蔵した作品を展示しま
す。

【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

• 中学校美術作品展 1月10日（金）～1月19日（日）

• 小学校図画工作展 1月24日（金）～2月2日（日）

• 小学校書写展 2月7日（金）～2月16日（日）

昨年度の会場の様子

【開館時間】

火～金曜日・ 10：00～17：00（入場は16：30まで）

土・日曜日、祝日 10：00～17：30（入場は17：00まで）

【主催】

町田市、町田市教育委員会、町田市中学校教育研究会美術部、

町田市公立小学校教育研究会国語部・図画工作部

※期間中、駐車場は大変混み合います。（満車時の駐車待ちはできません。）公共交通機関と徒歩での

ご来館にご協力ください。
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費用

問合せ

費用

日時

会場

費用

問合せ 042-736-8281（町田市フォトサロン）

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

2019年　私のこの一枚写真展
主催

町田市フォトサロン

2019年に撮影したなかからおすすめの一枚を公募した写真展です。展示作品をご覧になり、2020年に撮影
する写真の手がかりにしてみてはいかがでしょうか。

1月22日（水）～2月2日（日）　9：30～16：30　休館日：火曜日

日時

1月18日（土）～3月22日(日)
10：00～17：00
休館日：月曜日(祝休日の場合は開館)、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）

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）

文化・芸術　～Culture & Art～  《展示・関連イベント》

「三島由紀夫展～「肉体」というsecond language」
主催

町田市民文学館
ことばらんど

没後50年を迎える現在まで、世界中で読み継がれている作家・三島由紀夫（1925-1970）の文学展を開催
します。本展では、「肉体」をキーワードに三島作品を紐解き、三島由紀夫の生涯に迫ります。また、三島が
1964年の東京オリンピックの際に執筆した開会式や各競技の観戦記を紹介するコーナーも設け、作家の言
葉から先の東京オリンピックを回顧します。会期中には様々な関連イベントも実施します。詳しくは展覧会チラ
シまたは文学館ホームページをご覧ください。

「江戸切子の世界」展
主催

町田市立博物館

2017年度に寄贈を受けた、江戸切子作家の故・須田富雄（1924-2013）と堀口徹（1976-）らの作品約30
点を展示し、現代に受け継がれる江戸切子の魅力を紹介します。1月18日（土）には町田市立国際版画美術
館アトリエにて体験講座「ガラスに彫ってみよう」を開催します（要予約）。

日時
1月15日（水）～26日（日）
10：00～17：00（入場は16：30まで）
休館日：月曜日

会場
町田市立国際版画美術館
市民展示室A室
（町田市原町田4-28-1）

無料

042-726-1531（町田市立博物館）

「薔薇刑＃25」

（1961年）

©写真・細江英公

須田富雄

「江戸切子 茄子紺被花縁菊籠目文大皿」2005年
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費用

費用

民俗資料展示室特別公開　昔のくらしの道具
主催

町田市立博物館

町田市で稲作に使用していた唐箕（とうみ）や鍬（くわ）、養蚕で使用していた蔟（まぶし）や箙（えびら）などの
古い道具を収蔵展示している、町田市立小中一貫ゆくのき学園内の民俗資料展示室を、学校公開日にあわ
せて一般公開します。

⑫画像

問合せ
042-726-1531
（町田市立博物館）

2月8日（土）　10：00～16：00

費用 無料

日時

会場
町田市立小中一貫ゆくのき学園　第2校舎
（町田市相原町3765-3）

うめ写真展
主催

町田市フォトサロン

薬師池公園のほか、町田市内外で撮影した梅の写真の公募展です。可憐な花々からほのかな春を感じてみ
ませんか。

日時
1月29日（水）～2月11日（火）
9：30～16：30　休館日：2月4日（火）

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

日時
1月24日（金）～26日（日）
10：00～17：00

会場
東京造形大学
（八王子市宇津貫町1556）

無料

問合せ
042-637-8111（代表）
https://www.zokei.ac.jp
（東京造形大学 企画・広報課）

文化・芸術　～Culture & Art～  《展示・関連イベント》

ZOKEI展
主催

東京造形大学

ZOKEI展は、本学を卒業予定とする大学学部4年生および修了予定の大学院2年生が、本学での教育研究
の集大成として、卒業研究・制作、修士論文・制作を一堂に出展・展示するものです。どなたでもご覧いただけ
ますので、ぜひお越しください。

薬師池公園

穀物を選別する道具「唐箕」
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費用

費用

費用

申込

会場
町田市役所　1階　イベントスタジオ
（町田市森野2-2-22）

無料

問合せ
042-726-1531
（町田市立博物館）

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

第6４回ツバキ展
主催

町田市フォトサロン

「江戸切子の道具」展
主催

町田市立博物館

2010年度に寄贈を受けた現代の江戸切子の工具やカットサンプルを展示し、江戸切子の制作工程を紹介し
ます。

日時
2月25日（火）～3月6日（金）
8：30～17：00（最終日は12：00まで）
休場日：土日・祝日（閉庁日）

春を彩る多様なツバキを写真と生花でご紹介いたします。会場では、日本ツバキ協会の会員がツバキの育て
方についての質問にお答えいたします。

日時
3月6日（金）～3月8日（日）
9：30～16：30（最終日は15：00まで）

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）

文化・芸術　～Culture & Art～  《展示・関連イベント》

主催

町田市フォトサロン

薬師池公園の桜、椿、春景を撮影していきます。撮影した写真は、「春の薬師池公園作品展」にご応募いた
だけます。

日時
3月28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

無料

問合せ

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）

春の薬師池公園撮影会

出展協力：

日本ツバキ協会

町田支部

江戸切子 カットサンプル
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費用

申込

会場

対象 定員 各24名(抽選)

費用 C～E：4500円（材料費別途2,000円）、F：4,500円（材料費別途3,000円）

申込

以下の締切日（必着）までに、ハガキまたはホームページのお申し込みフォームに申込必要事項を
明記し、多摩美術大学生涯学習センターへ。

問合せ
042-679-5707／FAX　042-679-5709／メール　life@tamabi.ac.jp
URL　http://www.tamabi.ac.jp/life（多摩美術大学生涯学習センター）

制作するには素材や道具が必要です。自分でつくったものによって制作をするなんて、今では夢のまた夢。時
間をかけて工夫してできあがった素材や道具は愛おしい。実はそこにはいろんな世界が隠れています。自分
の想いが生まれてきます。そこに表現の始まりがあるのでは…。

多摩美術大学 八王子キャンパス（八王子市鑓水2-1723）

日時
※1回ごとに申し込みの講座になります。
C：1月17日(金)、D：2月28日(金)、E：3月5日(木)、F：3月12日(木)
10：30～15：30　Cのみ13：00～17：00

高校生以上

素材や道具をつくる　～表現の始まりを感じる
主催

多摩美術大学
生涯学習センター

日時
1月12日、2月9日、3月8日、3月29日
いずれも日曜日　10：00～15：00
（3月29日は春休み特別開催）

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

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）

文化・芸術　～Culture & Art～  《美術工芸》

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。

ティッシュボックス イス まゆ玉クラフト
＆バードコール

【内容・講師】

C （1月17日） 「筆をつくる―“自在に描く”を可能にするための道具」

講師：清晨堂 筆職人 阿部 悠季 氏

D（ 2月28日） 「紙をつくる―描かれる素材としての紙の表現を見つける」

講師：画家・多摩美術大学 教授 柏木 弘 氏
E （3月5日） 「石頭（せっとう）をつくる―握ってしっくり、自分だけの柄づくり」

講師：彫刻家・多摩美術大学 講師 木村 剛士 氏
F（3月12日） 「パステルと水彩絵具をつくる―古代の色材からの展開」

講師：画家・多摩美術大学 教授 菊地 武彦 氏

多摩美術大学

生涯学習センター

お申し込みフォーム QRコード

【申込必要事項】

①講座名 ②希望回(C～F) ③氏名、フリガナ ④郵便番号、住所 ⑤電話番号

⑥性別 ⑦生年月日 ⑧受講生番号（お持ちの方・お分かりの方のみ） ⑨学年（学生のみ）

⑩多摩美術大学学生とその家族・卒業生はその旨

【申込先】

＊郵便 〒192-0394 八王子市鑓水2-1723 ＊URL http://www.tamabi.ac.jp/life

【申込締切日】C：定員に達するまで先着順。お電話でお問い合わせください。
D：2月7日（金）、E：2月13日（木）、F：2月20日（木）
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対象

定員

費用

文化・芸術　～Culture & Art～  《美術工芸》

【さがまちカレッジ】
日本画の材料と文化に親しむ　～小作品を作ってみましょう

主催

さがまち
コンソーシアム

昨年度大好評だった日本画講座を今年度も開催します。古典絵画に登場する人物や動物を写し取り、女子
美術大学で研究開発されたエコ岩絵具や箔などを使って、小作品を作ってみましょう。日本画に興味がある
けれど、経験はないという方のための講座です。

日時
3月7日（土）、8日（日）
全2回　13：00～16：00

【講師】
　女子美術大学　非常勤講師　木村　みな　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。

会場
町田市生涯学習センター　6階
調理実習室（町田市原町田6-8-1）

高校生以上の方

12名（抽選）

6,000円（材料費込）

申込

1月31日（金）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

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））

講座の様子

★☆★ホームページも随時更新中★☆★

詳しくは

町田市生涯学習センターでは、「あなたを励まし、地域を育てる」をコンセプトに、多種

多様な分野が学べる「まちだ市民大学ＨＡＴＳ」や、60 歳以上の方を対象にした「ことぶ

き大学」、障がいのある方を対象に、音楽・スポーツなど創作活動を行っている「障がい者

青年学級」のほか、「親と子のまなびのひろば」のような家庭教育支援事業も行っています。

★ 様々な事業を展開していますので、ぜひ足を運んでみてください♪

生涯学習センターイメージキャラクター

「マナブウ」と「マニャミン」

町田市生涯学習センターでは、
さまざまな講座やイベントを展開しています！
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会場

定員

費用

定員

費用

文化・芸術　～Culture & Art～  《音楽》

【さがまちカレッジ】
ミュージカルの心理劇Ⅳ ～プッチーニ原作のミュージカル～

主催

さがまち
コンソーシアム

さまざまなミュージカルが華やかに舞台を賑わせていますが、広く親しまれたミュージカルの中にはイタリア・オ
ペラの代表的な作曲家プッチーニの作品を原作とする作品が意外に多く存在します。その中から『ボエーム』
を現代的にアレンジした『レント』、『蝶々夫人』を下敷きにした『ミス・サイゴン』、そして『トゥーランドット』による宝
塚歌劇『鳳凰伝』の3作品を取り上げ、原作と比較しながら、心理劇としての要素や、ミュージカルの表現の特
質についても考えたいと思います。初心者向けの講座ですので、予備知識はまったく必要ありません。

日時

申込

3月23日（月）、26日（木）、30日（月）
全3回　14：00～15：30

【講師】
　相模女子大学　メディア情報学科　教授
　田畑　雅英　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）

50名（申込順）

2,500円

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））

第15回　まちだフレッシュコンサート
主催

町田市
生涯学習センター

今春、大学を卒業したばかりの若手音楽家によるクラシックを中心としたコンサートです。町田発のフレッシュ
な音楽をお楽しみください。

日時
4月18日（土）　15：00～17：00
※終演時間は変更の可能性あり

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）

138名（申込順）

無料

申込

3月中旬から電話で、町田市イベントダイヤ
ル（042-724-5656）へ。
※町田市イベント申込システム「イベシス」
　 での申込も可
※詳細は、広報まちだまたは町田市ホーム
　 ページをご覧ください。

問合せ
042-728-0071
（町田市生涯学習センター）

昨年のコンサートの

様子

※附室からの親子鑑賞をご希望の方（8名まで）

は、町田市イベントダイヤル（042-724-5656）

での受付のみとなります。
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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

（日） 14:00 3,700円

（土） 14:00 5,500円

（木） 18:30 7,600円

（日） 13:30 2,000円

（土） 14:30 3,500円

（土） 15:00 6,500円

開演時間 入場料 備考

（水） 14:00 1,000円

（日） 15:00 5,000円

（木） 13:30 無　料
直接会場に

お越しください。

（日） 13:30 3,000円

（金） 13:30 700円

開演時間 入場料 備考

（土） 14:30 500円
申込は町田市

イベントダイヤル

へ。

開演時間 入場料 備考

（日）

（日）

1月18日

催し物 公演日

会場：　町田市民ホール（町田市森野2-2-36）

ふれあい落語
会場 公演日

水曜午後の音楽会 第72回
「竹澤勇人ピアノリサイタル」

1月15日

月亭方正 独演会 2月16日

サーカス ハーモニーの秘密 1月19日

映画上映会「天に栄える村」 2月28日

1月5日

第71回 サロンコンサート 2月13日

会場：　和光大学ポプリホール鶴川（町田市能ヶ谷1-2-1）

荒谷俊治名誉市民記念
まちだ・みんなのコンサート

1月26日

催し物 公演日

社会風刺コント集団
ザ・ニュースペーパーin町田

2月1日

佐々木秀実（シャンソン）＆藤澤ノリマサ（ポップオペラ）
魅惑のハーモニー・コンサート

2月22日

桂文枝 新春初わらい寄席

CRAZY KEN BAND TOUR PACIFIC 2020

フォレスタコンサートin町田

1月23日

鶴川市民センター 2月9日

14:30 500円
申込は町田市

イベントダイヤル

へ。

忠生市民センター 2月2日

木曽森野コミュニティセンター 1月11日

ふれあいコンサート
会場 公演日
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定員 60名（先着順） 費用

日時

費用

定員

申込

定員

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～  《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

おとなのためのおはなし会

時代小説読み語り
主催

主催

町田市民文学館
ことばらんど

日時
1月16日、2月20日、3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（1月の
み5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

50名（先着順）

無料

2月7日（金）、3月6日（金）
10：30～11：30

町田市民文学館
ことばらんど

元NHKアナウンサーの中村昇氏による読み語り。毎回、時代小説をとりあげます。中村氏の味わい深い朗読
で作品世界をお楽しみください。

1月26日（日）　14：00～15：30

会場
町田市立中央図書館　6階　ホール
（町田市原町田3-2-9）

500円

117名（先着順）

不要。直接会場にお越しください。

【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

おはなし会の様子

語り読みの様子
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日時

対象

定員

費用

対象

定員

費用

2歳児あつまれ！季節をあそぼ！
～冬をあそぼ！～

主催

町田市民文学館
ことばらんど

042-739-3420／FAX　042-739-3421
（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。

日時 2月27日（木）　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）

2歳児と保護者

20組（先着順）

無料

問合せ

2月8日（土）　10：30～11：40

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

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）

文化・芸術　～Culture & Art～  《お話し会》

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。

3・4歳児あつまれ！の様子

2歳児あつまれ！の様子
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対象

定員 20名（抽選） 費用

対象

定員 8名（申込順） 費用 2,500円

【さがまちカレッジ】
パーソナル・ミニドキュメンタリー映画をつくろう

〜身近な“あの人”の声なき声に、カメラで耳を澄ます〜

主催

さがまち
コンソーシアム

身近な“あの人”と“私”の関係を、より深く感じたり改めて見つめてみるきっかけとして、ドキュメンタリー映画を
作ってみませんか。取材・撮影・編集・上映・フィードバックという制作プロセスを体験的に実践しながら、一人
一本ミニドキュメンタリー映画を制作します。一人一人のパーソナルな人間関係や人生の中にある、“他者と
の物語”を、参加者全員で共に見つめ・聴き・感じ、今を生きる“私たちの物語”として、共に記憶する試みで
す。（経験不問。カメラ等の機材はこちらで用意しますが、持っている方は持参も歓迎。）

日時

2月16日（日）　10：00～16：30
2月24日（月・振替休日）
※A・Bの2班に分かれます
　 A：10：00～12：30／B：13：30～16：00
2月29日（土）　13：30～16：30　全3回

【講師】
　東京造形大学　映画・映像専攻
　助教　川部　良太　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。

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）

高校生以上の方

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））

日時
2月15日、22日、29日　全3回
いずれも土曜日　10：30～12：00

【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。

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）

高校生以上の方

申込

1月14日（火）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

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））

2,500円

文化・芸術　～Culture & Art～  《その他》

【さがまちカレッジ】作品鑑賞を楽しみましょう
～自分らしく絵の世界を味わうために～

主催

さがまち
コンソーシアム

絵を鑑賞するとはどんな営みなのでしょうか。作品をちゃんと観るにはそれにふさわしい知識が必要…です
ね。でも、幼いころ美術の先生から「むずかしく考えずに好きなように観ていいんだよ。」そう言われたことはあり
ませんか。では、その“好きなように”とはどういう意味なのでしょう？ この講座では、絵画作品と鑑賞者との間
に生まれる、“好きに観る”世界について、お話＆鑑賞レッスンをします。自分らしい絵の味わい方を探ってみ
ませんか。
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日時

対象

定員

費用

日時

費用

問合せ

文化・芸術　～Culture & Art～  《その他》

【さがまちカレッジ】
美ってなんだろう？　～美学の世界へご招待～

主催

さがまち
コンソーシアム

高校生以上の方

みなさんはどんなものを美しいと思いますか？どういうときに美しさを感じますか？もちろん花や山の景色など
の自然物や絵画・音楽などの芸術作品は美しいです。一方で、絶景の名所や巨匠の作品が美しいのではな
く、一人一人の感じ方が美しさをとらえるのだ、という考え方もあるのです。この講座では、美についての古典的
な考え方から時代による美の考え方の変化について解説し、その上で一人一人の感じ方と美との関係につい
てみなさんと一緒に探ってみたいと思います。この春、ちょっと美学の世界を覗いてみませんか。

3月6日（金）　10：00～12：10 【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。

会場
町田市生涯学習センター 6階 学習室1・2
（町田市原町田6-8-1）

30名（抽選）

1,200円

申込

1月31日（金）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

第９回まちだ図書館まつり　～本はともだち～
主催

まちだ図書館まつり実行委員
会・町田市立図書館共催

素敵な本の世界に出会える４日間です。子ども向けおはなし会はもちろんのこと、えいが会、各種ワークショッ
プや大人のための講演会など、家族で楽しめるイベントが盛り沢山です！どうぞお気軽にご来館ください。

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））

3月26日（木）～29日（日）　10：00～17：00

会場
町田市立中央図書館（町田市原町田3-2-9）ほか市内の各地域図書館、
町田市民文学館ことばらんど（町田市原町田4-16-17）

無料

042-728-8220（町田市立中央図書館 児童サービス担当）

※イベント詳細は、図書館ホームページ

（https://www.library.city.machida.tokyo.jp）

のイベント・おすすめ情報をご覧ください。

第8回

まちだ

図書館

まつりの様子
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