
費用

対象

費用

費用

問合せ

２☺２☺　ニコニコ絵本原画展
主催

町田市民文学館
ことばらんど

町田にはゆかりの絵本作家がたくさんいます。本展では、小学生以下の子どもとその家族を対象に、町田市
民文学館が所蔵する絵本の原画の中から、みんなが思わず笑顔になれるような作品を選び展示します。対
象作家は、おぼまことさん、わたなべゆういちさん、中垣ゆたかさんの3人。魅力あふれる絵本原画の世界をこ
とばらんどでお楽しみください。

日時

前期：9月19日（土）～12月20日（日）
後期：2021年1月9日（土）～3月28日（日）
10：00～17：00
休館日：月曜日(祝日の場合は開館）、第2
木曜日（祝日の場合は、開館し翌日休館）

⑫画像
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）

小学生とその家族

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）

２０×２０　原稿用紙　展
主催

町田市民文学館
ことばらんど

明治・大正・昭和、かつて作家の机の上には常に原稿用紙が置かれていました。この“20×20字”の四角い
枡目と縦長の細い枠で仕切られた紙は、近代文学の数々の名作を生み出しました。本展は、2020年に掛け
て、原稿用紙と自筆原稿の魅力に迫る展覧会です。

日時

前期：9月19日（土）～12月20日（日）
後期：2021年1月9日（土）～3月28日（日）
10：00～17：00
休館日：月曜日(祝日の場合は開館）、第2
木曜日（祝日の場合は、開館し翌日休館）

⑫画像

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》

収蔵品展「むかしなつかしミシンのはなし」
主催

町田市立博物館

明治時代に日本へ輸入され、洋装化が一般化した大正時代から昭和時代にかけて国内でも多くのミシンが
生産されました。本展では町田市立博物館が所蔵している6台のミシンとともに裁縫道具とその使い方やミシ
ンのあった暮らしをご紹介します。※新型コロナウイルス感染症防止対策のため、日程が変更または中止にな
る場合がありますので、ご了承ください。

日時
9月24日（木）～12月20日（日）
9：00～16：00　休室日：月曜日（祝日の場
合は開室し、翌日休室）

画像②
会場

三輪の森ビジターセンター　1階
郷土資料展示室（町田市三輪町740）

無料

042-726-1531（町田市立博物館）

足踏みミシン

※ 同時開催「2☺2☺ ニコニコ絵本原画展」

※ 同時開催「20×20 原稿用紙展」
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費用

9月24日
（木）～

三輪の
森ビジ

文化・芸術　～Culture & Art～  《展示・関連イベント》

企画展
「西洋の木版画　500年の物語」

主催

町田市立
国際版画美術館

日本の木版画とはことなる展開をとげてきた西洋の木版画。町田市立国際版画美術館の収蔵品150点で、
その特色をご紹介します。初期の素朴な作品、驚くほど緻密なデューラーの作品、木口木版による愛らしい絵
本、現代作家による大型作品など、これまでの「木版画」のイメージをかえる多彩な作品をお楽しみください。

日時
9月26日（土）～11月23日（月・祝）
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）

問合せ
042-726-2771
（町田市国際版画美術館　管理係）

費用

一般　800（600）円、高校・大学生　400
（300）円、中学生以下は無料
※（　）内は20名以上の団体料金
※身体障がい者手帳または愛の手帳等を
 　ご提示の方と付き添いの方1名は半額

問合せ 042-726-1531（町田市立博物館）

画像③

収蔵品展「絵巻の中から飛び出した！？
『たはらかさね耕作絵巻』にみる農具」

主催

町田市立博物館

『たはらかさね耕作絵巻』は、江戸時代に上流階級の子どもたちに農業の大変さについて教えるために描かれ
た絵巻物です。町田市立博物館が所蔵している『たはらかさね耕作絵巻』の中から絵画部分を写真パネル化
し、博物館所蔵の民俗資料を用いて絵巻に描かれている農具をご紹介します。
※新型コロナウイルス感染症防止対策のため、日程が変更または中止になる場合がありますので、ご了承くだ
さい。

日時

11月24日（火）～12月4日（金）
8：30～17：00
休場日：11月28日（土）、29日（日）
※最終日は12：00で閉場

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

【開館時間】

火～金曜日

10：00～17：00

土・日曜日、祝日

10：00～17：30

※入場は閉館30分

前まで

ポール・ゴーギャン「ノアノア」

「たはらかさね耕作絵巻」（部分）
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費用

費用

文化・芸術　～Culture & Art～  《展示・関連イベント》

～春・夏・秋・冬～　青野武市のガラス作品に見る植物
主催

町田市立博物館

博物館所蔵コレクションである青野武市（あおの たけいち、1921‐2011年）のガラス作品から、植物文様が
表された作品の写真をパネル化して展示し、ガラス工芸の魅力をご紹介します。

ツバキの多様な姿を生花や写真でご紹介します。ツバキ協会会員による育て方の説明や苗木の販売も予定
しています。薬師池公園のツバキと合わせてご覧ください。

日時

12月5日（土）
9：30～16：30（入館は16：00まで）
１2月6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）

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

日時

12月1日（火）～12月20日（日）
火・水・金曜日　10：00～20：00
木・土・日曜日・祝日  10：00～17：00
休館日：月曜日、第2木曜日

無料

会場
町田市立中央図書館
（町田市原町田3-2-9）

問合せ 042-726-1531（町田市立博物館）

無料

第６５回ツバキ展
主催

町田市フォトサロン

青野武市

《金赤被牡丹文蓋物》

（2002年）

出展協力：

日本ツバキ協会

町田支部
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費用

申込

対象 定員 費用

申込
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。

問合せ
メール　machilibrary.minamimachidagp@gmail.com
URL　https://www.facebook.com/machilibrary.minamimachidagp
（まちライブラリー＠南町田グランベリーパーク）

会場
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3-1-1　南町田グランベリーパーク パークライフ棟）

無料小学校3年生以上 3名（申込順）

消しゴムはんこをつくろう！
主催

まちライブラリー＠
南町田グランベリー

パーク

消しゴムではんこを作りませんか？それを使ってポストカードや小物が作れます。季節やテーマに合わせてたく
さん作って、消しゴムはんこをたのしみましょう。 ※状況により、中止またはオンラインでの開催になります。

日時
10月10日、11月14日、12月12日　いずれも土曜日　13：00～14：00
※各１回ずつの講座です

日時
10月3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
042-736-8281
URL　https://phmuse.com
（町田市フォトサロン）

文化・芸術　～Culture & Art～  《美術工芸》

ダリア撮影会
主催

町田市フォトサロン

町田ダリア園で秋咲きダリアを被写体にした撮影会です。初心者の方からご参加いただけます。一緒に鮮や
かなダリアの花々を写してみませんか。

本と人が出会う場所

みんなで育てるライブラリー

【当日の持ち物】

未使用の消しゴム、カッター、インク、

カッターマット、紙、濡れた雑巾、

おすすめしたい本、好きな本など1冊

(自己紹介代わりに本の一言紹介をします。)
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費用

対象

定員

費用

文化・芸術　～Culture & Art～  《美術工芸》

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17日（土）　13：00～16：10
【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。
※定員になり次第、申し込みを締め切ります。
※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　学習室1・2
（町田市原町田6-8-1）

高校生以上の方

15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））

6組（申込順）※予約制・1組4名以内（付添
者含む）

申込 詳細は広報まちだをご覧ください。

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11日、11月8日、12月13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
（町田市相原町5307-2）

100～520円

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

定員

ティッシュボックス イス まゆ玉クラフト
＆バードコール

※新型コロナウイルス感染症防止対策のため、
事前予約制となります。
予約した方は当日10：00から14：00までに
受付をしてください。受付時間内であれば
何時からでも参加できます。
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費用

申込

対象

定員

費用

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。）

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

【講師】　版画家　木下　泰嘉　氏

【申込必要事項】
　①講座名（開催日）　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）
※お申込はおひとり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。

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12名（抽選）

3,000円

申込

10月27日（火）～11月15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　201027H)

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8日（火）　10：30～16：00
【第2回】　12月9日（水）　10：30～16：00

文化・芸術　～Culture & Art～  《美術工芸》

秋の薬師池公園撮影会
主催

町田市フォトサロン

紅葉に染まる薬師池公園を撮影していきます。初めて方からリピーターの方まで、秋のひととき、園内を巡りな
がら一緒に写真を撮ってみませんか。

日時
1１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

申込不要。直接会場へお越しください。

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

講座の様子

（昨年度）
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対象

定員

費用

申込

11月10日（火）～12月13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
※ウェブ申込も可（http://hanga-
　 museum.jp/print/course#link01）
※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201110H)

問合せ

リトグラフは、彫らずに「描く」版画です。水と油の反発作用を利用して刷り上げるこの技術は、手で描いたトーン
やタッチをそのままに、色を変えて複数枚刷ることが出来ます。この講座ではアルミ版を用いた多色刷りの作
品制作に挑戦します。初めての方にもわかりやすく、基本から指導いたします。リトグラフ特有の魅力を体験し
てみましょう。

文化・芸術　～Culture & Art～  《美術工芸》

042-726-2889
（町田市立国際版画美術館 普及係）

創作講座　リトグラフ
主催

町田市立
国際版画美術館

日時
2021年1月22日、29日、2月5日、12日、
19日、26日、3月5日　全7回
いずれも金曜日　13：30～16：30

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）

15才以上の初心者（中学生は除く）

10名（抽選）

14,000円

【講師】 版画家 山口 茉莉 氏

【申込必要事項】

①講座名 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

「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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費用

対象

定員

費用

プロムナード・コンサート
「西洋の木版画と楽しむピアノの名器
“ベーゼンドルファー”の響き」

主催

町田市立
国際版画美術館

企画展「西洋の木版画　500年の物語」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。木版画の長
い歴史とともに、ベーゼンドルファーの響きを堪能してみませんか。

日時
11月14日（土）　①13：00～　②15：00～
（各回30分程度）

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）

無料（企画展は有料）

申込

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。
※どなたでも観覧できますが、新型コロナ
　 ウイルス感染症防止のため人数制限
　 させていただくことがあります。

問合せ
042-726-2771
（町田市国際版画美術館　管理係）

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》

【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）

中学生以上の方

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、ベルの持ち方から始め、パッヘルベルの「カノン」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

①11月22日（日）
　 14：00～16：00
②11月29日（日）
 　10：00～16：00※昼休憩あり
全2回

さがまちカレッジ
ハンドベル講座～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

16名（抽選）

6,500円

申込

11月3日（火・祝）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

【演奏】

ピアノ 高橋 里奈 氏

【曲目】

ベートーヴェン：

ピアノソナタ 第8番

Op.13 「悲愴」

シューマン=リスト：

献呈 ほか

前回（2018年11月）の

様子
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文化・芸術　～Culture & Art～  《コンサート・お話し会》

開演時間 入場料 備考

（木）
①13:00
②18:30

4,000円

（木） 未定 未定

会場：　町田市民ホール（町田市森野2-2-36）
公演日

※割引・当日料金等詳細はお問い合わせください。

12月3日

催し物

立川志の輔 独演会 10月15日

立川志らく 独演会

(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

※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。

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。

町田市ホームページアドレスはこちら→     httpｓ://www.city.machida.tokyo.jp/

③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♪

『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。
「文化・スポーツ」をクリックをします。

②「生涯学習」の項目から
「情報誌「生涯学習NAVI 好き！学び！」」
をクリックします。

QRコードからも

アクセス！

クリック

クリック
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定員 費用

日時

対象 定員 費用

メール　machilibrary.minamimachidagp@gmail.com
URL　https://www.facebook.com/machilibrary.minamimachidagp
（まちライブラリー＠南町田グランベリーパーク）

高校生以上の方 3名（申込順） 無料

問合せ

大人も絵本を楽しみましょう！絵本は心を素直にしてくれます。そして何度も楽しめるのが絵本の魅力です。お
好きな絵本を持ち寄り紹介しあうひと時は、新しい発見や出会いがたくさん。そんな楽しいひと時をご一緒しま
せんか？お好きな絵本を1冊ご用意ください。
※状況により、中止またはオンライン（Zoom）での開催となる場合があります。ご了承ください。

10月17日（土）　13：00～14：00

会場
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3-1-1　南町田グランベリーパーク　パークライフ棟）

申込
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。

日時
10月4日（日）、11月5日（木）、12月5日（土）　いずれも13：00～14：00
※各１回ずつの講座です

絵本を紹介しあう読書会～えほんの森～
主催

まちライブラリー＠
南町田グランベリー

パーク

3名（申込順） 無料

問合せ

申込
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。

メール　machilibrary.minamimachidagp@gmail.com
URL　https://www.facebook.com/machilibrary.minamimachidagp
（まちライブラリー＠南町田グランベリーパーク）

会場
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3-1-1　南町田グランベリーパーク　パークライフ棟）

文化・芸術　～Culture & Art～  《その他》

『読書会』を開催しよう！
読書会の魅力と開催のコツのおはなし

主催
まちライブラリー＠
南町田グランベリー

パーク

誰でも開ける読書会。町田を中心に読書会を主催している経験をもとに、読書会の楽しさや、魅力、開催のた
めのちょっとしたコツなどをお伝えします。本好きの方、本を読む機会を作りたい方、本を通じて人と出会いたい
方、本に興味がある方お待ちしています。お好きな本（紹介する本）を1冊ご用意ください。
※状況により、PCやスマートフォンなどを利用した遠隔イベントになる場合があります。

【休館日】火曜日

（祝日の場合は開館し、翌日休館）

本と人が出会う場所

みんなで育てるライブラリー

【休館日】火曜日

（祝日の場合は開館し、翌日休館）

本と人が出会う場所

みんなで育てるライブラリー
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