文化・芸術

～Culture & Art～

《展示・関連イベント》
主催

長谷川潔 1891-1980展

―日常にひそむ神秘―

町田市立
国際版画美術館

パリで創作活動をして高い評価を得た銅版画家、長谷川潔（1891-1980）を紹介する展覧会を開催します。
最初期の作品から1970年代の銅版画までを年代順に展示するとともに、関連作家の作品も展示し、全体を
約165点で構成します。日常にひそむ神秘を描き出した、長谷川潔の深遠な表現世界をご堪能下さい。

日時

7月16日（土）～9月25日（日）
休館日：月曜日
（但し、7/18(月)、9/19(月)の祝日は開館、
翌7/19(火)、9/20(火)は休館）
【開館時間】
火～金曜日 10：00～17：00
土・日曜日、祝日 10：00～17：30

会場

町田市立国際版画美術館 企画展示室
（町田市原町田4-28-1）

費用

一般800円（600）、大・高生400円（300）、
中学生以下無料
＊（ ）内は20名以上の団体料金

問合せ

⑫画像

《アカリョムの前の草花（草花とアカリョム）》
1969年 メゾチント 269×360mm
国際版画美術館蔵

042-726-2771
（町田市立国際版画美術館）

主催

第８２回国際写真サロン

全日本写真連盟
朝日新聞社
町田市フォトサロン

本展は1927（昭和2）年に始まった写真コンテストです。今回は、52の国と地域から5,659点、国内から3,617
点、国内の30歳以下対象のウェブ応募部門のＵ30部門には128点の応募があり、総計9,404点応募があり
ました。応募作品から選ばれた、審査委員特別賞（海外、国内各3点）を含む海外作品55点、国内作品45
点、Ｕ30部門11点、合計111点を展示いたします。写真表現の可能性に挑んだ多彩な作品をご覧ください。

日時

7月20日（水）〜8月21日（日）
9：30～16：30（入館は16：00まで）
休館日：火曜日

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）

費用

無料

問合せ

審査員特別賞
ロックダウン中のスポーツ
パオロ・クアドリーニ（イタリア）

042-736-8281
（町田市フォトサロン）
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文化・芸術

～Culture & Art～

竹上妙の絵本と木版画 たけがみZOO👀
～いきものと目があった！～

《展示・関連イベント》

展

主催
町田市民文学館
ことばらんど

幼少期から自然に親しみ、作品のテーマを見つけ出してきた竹上妙さん。町田市内の緑に囲まれたアトリエで
創作活動を続け、里山の豊かな自然とそこに暮らす小動物や野鳥、昆虫たちに温かいまなざしを注いで作品
化してきた竹上さんの絵本を中心に紹介する初めての大規模企画展です。おおらかで力強い表現と豊かな
色彩感覚で読者を魅了する竹上作品の世界をお楽しみください。
みたらみられた

日時

7月23日（土）～9月25日(日)
10：00～17：00
休館日：毎週月曜日、8月12日（金）、
9月8日（木）

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

無料

問合せ

～チーターと目があった～

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

©tae takegami 2022
主催

町田で楽しむアート展＜パリコレッ！ギャラリー＞

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。7月24日(日)～31日(日)は菅野春佳による絵画展「こころのふるさと」を開催。町田市
を舞台とした大きな紙に、町田所縁の絵本をテーマとしたモチーフを来場者と共にコラージュしていきます。会
期中は特別企画も予定。9月23日(金・祝)～30日(金)は、こむろめぐみによる絵画展「[See.]」を開催。映画
のシーンや、作家自身の私生活の景色を表現します。

日時

7月24日（日）～7月31日（日）
9月23日（金・祝）～9月30日（金）
※開催時間はイベントにより異なる

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）

費用

無料

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

～Culture & Art～

《展示・関連イベント》
主催

しょうぶ・あじさい写真展

町田市フォトサロン

薬師池公園に咲く菖蒲・紫陽花を撮影した写真の公募展です。涼しげな花の数々をおたのしみください。
日時

8月10日（水）〜8月21日（日）
9：30～16：30（入館は16：00まで）
休館日：火曜日

町田市フォトサロン
（町田市野津田町3272薬師池公園内）
費用 無料
042-736-8281
問合せ
（町田市フォトサロン）
会場

⑫画像

主催

はすの花写真展

町田市フォトサロン

薬師池公園をはじめ、各地で撮影した写真の公募展です。夏色に花を添える蓮の花をご覧ください。

日時

8月25日（木）〜9月5日（月）
9：30～16：30（入館は16：00まで）
休館日：火曜日

町田市フォトサロン
（町田市野津田町3272薬師池公園内）
費用 無料
042-736-8281
問合せ
（町田市フォトサロン）
会場

⑫画像

撮影：薬師池公園

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！
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。

★ ご来館には、検温・マスクの着用をお願い致します。
新型コロナウィルス感染症等による最新の情報は
ホームページをご覧ください。
★☆★ホームページも随時更新中★☆★
詳しくは

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」
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文化・芸術

～Culture & Art～

《美術工芸》
主催

木工作・クラフト教室「青空アトリエ」

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

会場
定員
費用
申込

7月10日、8月7日、8月14日、9月11日
いずれも日曜日
➀10：00～12：00、➁13：00～15：00
写真➀

大地沢青少年センター 研修棟
（町田市相原町5307-2）
➀➁ともに4組（申込順）
※予約制・1組4名以内（付添者含む）
100円～520円

写真➁

《特別プログラム》

※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。
（右の二次元バーコードからご覧ください）

７月 「貯金箱」
８月 「竹の水鉄砲」
９月 「切り株アート」
詳細はホームページでご確認ください。

問合せ 042-782-3800（大地沢青少年センター）

【さがまちカレッジ】
世界に繋がる岩絵具＜天然顔料＞～素材から考えるSDGs

主催
さがまち
コンソーシアム

そこにある砂や小石も粉にすることで素敵な色を見せてくれます。岩絵具は日本画の画材として知られていま
すが、世界的に見れば「天然顔料」として共有することができる美の起源です。美術を素材から考えること、そ
の魅力を様々な角度からお話します。また講座では岩絵具を作る過程を実演でご紹介します。
日時
会場
対象
定員
費用

申込

【講師】
女子美術大学名誉教授 橋本 弘安 氏

7月18日（月・祝） 14：00～15：30
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
20名（申込順）
1,200円

【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
さがまちコンソーシアムホームページ
しています。
（https://sagamachi.jp/manabi/consuniv/i ※受講の際はマスク着用をお願いいたします。
ndex.html）の申込フォームまたは受講申込
書を郵送またはFAXで、さがまちコンソーシア
ム事務局へ。

042-747-9038
メール info@sagamachi.jp
問合せ
（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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文化・芸術

～Culture & Art～

《美術工作》
主催

夏休み講座「青い日光写真を作ろう」

町田市フォトサロン

青写真（サイアノタイプ）の講座です。太陽の光に反応する用紙を作り、その上に草や小物を並べて、夏の日
差しで焼き付けます。でき上がった写真は当館で展示します（展示期間：7月27日～8月8日）。
【講師】
造形家・デザイナー・元女子美術大学専任講師
横山 純子 氏

日時

7月23日（土）
午前の部 9：30～11：30
午後の部 13：30～15：30

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）

対象
定員
費用

申込

問合せ

小学生以上（子どものみ、大人のみの参加も
可）
各回10名（抽選）
800円
7月１7日（日）まで（必着）に、はがきに「参加
者氏名（学年）」、「住所」、「電話番号」、「第
１、第2希望」をを明記し、町田市フォトサロン
「日光写真」係へ。
※郵送先：〒195-0063 町田市野津田町
3272薬師池公園内

作品見本

042-736-8281
（町田市フォトサロン）
主催

版画体験イベント【第1回】【第２回】
- レース × プレス機でつくる版画 -

町田市立
国際版画美術館

「長谷川潔1891-1980」展の関連催事として、長谷川が白いレースを工夫して表現したことをヒントに、コラグ
ラフという版画技法で制作します。気軽に作品づくりをお楽しみください。

日時

【第1回】8月6日（土）、【第2回】8月7日（日）
①10：10～ ②10：50～ ③11：30～
④13：05～ ⑤13：45～ ⑥14：25～ ⑦15：05～ ⑧15：45～
※各回25分程度（すべて内容は同じ）

会場
対象
定員

町田市立国際版画美術館 アトリエ（町田市原町田4-28-1）
どなたでも（未就学児は保護者1名が同伴必須）
各回6名（申込順）
費用

申込

7月22日（金）正午～8月1日（月）に、電話で下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220722H)
※お申し込みは1人1回まで
※参加者と同伴者（１名）以外の入室はできません

500円（材料費込）

問合せ 042-726-2889（町田市立国際版画美術館 普及係）
【講師】 アーティスト 常田 泰由 氏
【申込必要事項】
①イベント名 ②参加希望回 ③参加者の氏名 ④フリガナ
⑤小中学生は学年、未就学児は年齢（必須） ⑥同伴者の氏名
⑦電話番号
制作のイメージ
※詳細は町田市立国際美術館ホームページ
（http://hanga-museum.jp）をご覧ください。
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文化・芸術

～Culture & Art～

《美術工作》
主催

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

都立野津田高等学校

全3回の講座です。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。

日時

会場
対象
定員
費用

申込

8月21日（日） 10：00～13：00
8月28日（日） 10：00～13：00
9月4日（日） 9：00～13：00
全3回
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）
7月4日（月）～7月22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。

⑫画像

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

リトグラフ一日教室 【第1回】【第２回】

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一日で体験します。どなた
にもできるよう、わかりやすく指導をいたします。（内容は2回とも同じです）
【第1回】9月2日（金） 11：00～16：00
【講師】 版画家 小森 琢己 氏
【第2回】9月3日（土） 11：00～16：00
【申込必要事項】
町田市立国際版画美術館 版画工房
会場
①講座名と希望日 ②氏名 ③フリガナ
（町田市原町田4-28-1）
④郵便番号 ⑤住所 ⑥電話番号
対象 高校生以上の初心者
⑦年齢（任意）
定員 各回8名（抽選）
費用 3,000円（材料費込）
※講座の内容は当館ホームページ（http://hanga7月13日（水）正午～8月15日（月）に、電話 museum.jp）からもご覧いただけます。
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
申込
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 220713H）
※お申し込みは1人１回まで
042-726-2889
問合せ
（町田市立国際版画美術館 普及係）
講座の様子
日時
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文化・芸術

～Culture & Art～

【さがまちカレッジ】
ソックスパペットを作ろう

《美術工作》
主催
さがまち
コンソーシアム

くつ下などの身近にあるものを材料にしたハンドパペットを作り、作ったパペットで簡単な人形劇を行います。パ
ペットは名前や性格といった命を吹き込むことにより、個性のあるコミュニケーションツールになります。手芸や
ハンドメイドがお好きな方はもちろん、お子様との手遊びや歌遊びに活かせますので、子育て世代や、子どもと
触れる機会のある方にも楽しんでいただける講座です。
日時
会場
定員
費用

申込

9月8日（木） 10：00～12：00
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）
20名（抽選）
1,000円（材料費込）
8月15日（月）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。

【講師】
和光大学 現代人間学部心理教育学科
准教授 後藤 紀子 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。（7月下旬から配布開始）詳しくはお
問い合わせください。
※受講の際はマスク着用をお願いいたします。

042-747-9038
メール info@sagamachi.jp
問合せ
（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））

主催

創作講座 銅版画 -版の痕跡を思考する-

町田市立
国際版画美術館

銅の板に凹部をつくり、そこに詰めたインクをプレス機で強い圧をかけて刷り上げる「銅版画」に挑戦してみませ
んか?この講座では、繊細で魅力的な線を表現するエッチングと、ハーフトーンを表現するアクアチントという技
法を中心に、初めての方にもわかりやすく指導いたします。ぜひこの機会に表現の幅を広げてください。

日時

会場
対象
定員
費用

申込

問合せ

【講師】 版画家 濱田 富貴 氏
9月14日、21日、28日、
10月5日、12日、19日、26日、
【申込必要事項】
11月2日、9日、16日
全10回 いずれも水曜日 13：30～16：30 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）
町田市立国際版画美術館 版画工房
（町田市原町田4-28-1）
※イベントの詳細は、町田市国際版画美術館
ホームページ（http://hanga-museum.jp）から
高校生以上の初心者
もご覧いただけます。
14名（抽選）
30,000円（材料費込）
7月26日（火）正午～8月22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 220726H)
042-726-2889
（町田市立国際版画美術館 普及係）

講座の様子
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文化・芸術

～Culture & Art～

《美術工作》
主催

鉛筆デッサン基礎講座

都立野津田高等学校

全5回の講座です。初回はデッサン用具の特性を知り、立方体や球体などのシンプルなモチーフを使用して
デッサンの基礎・基本を学びます。次に、果物や造花モチーフを構成して、絵に立体感を与える陰影や質感
の描き方などを学びましょう。
日時
会場
対象
定員
費用

申込

9月18日、25日、10月2日、9日、16日 全
5回 いずれも日曜日 10：00～13：00
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）
2,700円（材料費込）
8月1日から8月19日まで（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。

⑫画像

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

【さがまちカレッジ】伝統的な金工技術を用いて
オリジナルデザインのシルバーリングを制作しよう

主催
さがまち
コンソーシアム

シルバーを使用して自分ぴったりサイズとオリジナルなデザインの特別なシルバーリングを制作します。普段な
かなか経験することのない伝統的な金工技術を学び、今の生活を豊かにしませんか。初めての方でもしっかり
完成までサポートしますので、お気軽にご参加下さい。
日時
会場
定員
費用

申込

9月22日、29日、10月13日、20日 全4回 【講師】
女子美術大学 立体アート専攻
いずれも木曜日 14：00～16：30
非常勤講師 相原 健作 氏
町田市生涯学習センター 6階 調理実習室
元助手勤講 菅田 比歩海 氏
（町田市原町田6-8-1）
10名（抽選）
【申込先】
10,000円程度（材料費込）
＊郵送 〒252-0307 相模原市南区文京2-1-1
＊FAX 042-703-8536
9月1日（木）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 ※受講申込書は、ホームページからダウンロード、
務局へ。
または、町田市・相模原市の公共施設で配布
※ウェブ申込も可（https://sagamachi.jp/
しています。（8月中旬から配布開始）詳しくはお
manabi/consuniv/index.html）
問い合わせください。
※申込締切までに定員に達しない場合は、 ※受講の際はマスク着用をお願いいたします。
引き続き申込みを受付けます。

042-747-9038
メール info@sagamachi.jp
問合せ
（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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文化・芸術

～Culture & Art～

《音楽》
主催

プロムナード・コンサート
「版画の神秘・音の神秘」

町田市立
国際版画美術館

企画展「長谷川潔 1891-1980展 －日常にひそむ神秘―」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。版画を見た後・見る前では、音楽から湧き立つイメージが違ってくるかもしれません。町田市内の大
学で音楽を学んでいる学生の演奏で、版画の神秘・音の神秘を感じてみませんか。

日時

9月10日（土） ①13：00～ ②15：00～
（各回30分程度）
①桜美林大学芸術文化学群
②玉川大学芸術学部

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）

定員
費用

70名程度
無料

前回（2021年9月）の様子

直接会場へお越しください。
申込

※立ち見はできません。
※録音・録画等はご遠慮ください。

問合せ

042-726-2771
（町田市国際版画美術館 管理係）

「サークル活動をレベルアップさせたい！」というサークルの皆さん！
「地域のイベントを充実させたい！！」と考えている町内会の皆さん！
ぜひ、生涯学習センターにご相談ください。知識や技術、経験を活かしたいという
「生涯学習ボランティア」の方々をご紹介します！（＊）
～登録講師ガイド配布中～
生涯学習ボランティアバンク登録講師ガイドは、
各市民センターや各市立図書館等で配布しています。
ぜひご覧ください。
町田市ホームページからもご覧いただけます！
★ 詳しくは、生涯学習センター「ボランティアバンク」担当まで ★
TEL 042-728-0071
＊町田市内で活動する３名以上のグループ・団体にご紹介します。その他詳細は、お問合せください。
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文化・芸術

～Culture & Art～

(一財)町田市文化･国際交流財団

《コンサート》

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。

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

開演時間

入場料

若き演奏家による水曜午後の音楽会
第87回 山本大心＆藤田凜太郎デュオリサイタル

7月20日

（水）

14:00

1,000円

和光大学ポプリホール鶴川 開館10周年記念シリーズ
映画「WOOD JOB！～神去なあなあ日常～」上映会
&三浦しをんトークショー

8月20日

（土）

13:30

3,000円

和光大学ポプリホール鶴川 開館10周年記念シリーズ
神田伯山独演会

9月7日

（水）

14:00

3,800円

若き演奏家による水曜午後の音楽会
第88回 北村陽チェロリサイタル

9月21日

（水）

14:00

1,000円

全国町田ピアノコンクール受賞者コンサート

9月24日

（土）

18:30

未定

映画上映会「ニュー・シネマ・パラダイス」

9月27日

（火）

①10：30
②14：30

700円

開演時間

入場料

会場： 町田市内各所

備考

お一人様2枚まで

※備考欄をご 覧ください

催し物
町田市民ホールpresents in 西園
ミッション ! 四季彩の杜 西園を調査せよ !!
『夏休み図鑑プロジェクト』
町田市民ホールpresents in 町田市民フォーラム
夏休みシネマ
『かいけつゾロリ だ・だ・だ・だいぼうけん ! 』

公演日

備考

7月30日

（土）

①10：00
②13：00

500円

会場：
町田薬師池公園
四季彩の杜 西園

8月28日

（日）

①10：30
②13：30

500円

会場：
町田市民フォーラム
3階 ホール

※割引・当日料金等詳細はお問い合わせください。
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文化・芸術

～Culture & Art～

《お話し会》
主催

紙芝居・大人の時間

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。
【保育】
対象：1歳～未就学児 定員：2名（申込順）
7月1日、8月5日、9月2日
日時
いずれも金曜日 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
町田市民文学館ことばらんど 2階 大会議室 場合は来館をご遠慮ください。
会場
（町田市原町田4-16-17）
定員 40名（先着順）
費用 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
上演の様子

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

主催

ちちんぷいぷい

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

会場
対象
定員
費用
申込

問合せ

7月5日、19日、8月2日、16日
9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。

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
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）

042-739-3420／FAX 042-739-3421
（町田市民文学館ことばらんど）
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ちちんぷいぷいの様子

文化・芸術

～Culture & Art～

《お話し会》
主催

ひだまりのおはなし会

まちライブラリー＠
南町田グランベリーパーク

読み聞かせサポーター(ひだまりのおはなし会）による絵本や紙芝居や手遊びなどの楽しいおはなし会です。
赤ちゃんから大人まで、皆さまお気軽に遊びに来てください。
※状況により、日程変更の場合もあります。
日時

7月23日、8月27日、9月24日
いずれも土曜日 14:00～14:30
※各1回ずつのイベントです。

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 スヌーピーミュージアムとなり）

対象
定員

お子さんとその保護者
5名（先着順）
費用

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。

無料

042-850-5025
問合せ 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）

2歳児あつまれ！季節をあそぼ！
～夏をあそぼ～

まちライブラリー＠
南町田グランベリーパーク
ホームページ

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。※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

会場
対象
定員
費用
申込

問合せ

※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。

7月28日（木） 10：30～11：30
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歳児とその保護者
10組（先着順）
無料
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）

042-739-3420／FAX 042-739-3421
（町田市民文学館ことばらんど）
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2歳児あつまれ！の様子

文化・芸術

～Culture & Art～

《お話し会》
主催

ことばであそぼう！3・4歳児あつまれ！

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。※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

会場
対象
定員
費用
申込

問合せ

※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。

8月6日（土) 10：30～11：30
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歳児とその保護者
10組（先着順）
無料
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）

3・4歳児あつまれ！の様子

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

主催

おとなのためのおはなし会

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。

日時

会場
定員
費用
申込

※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。

8月18日、9月15日
いずれも木曜日 10：30～11：30
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
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）

上演の様子
042-739-3420／FAX 042-739-3421
問合せ
（町田市民文学館ことばらんど）
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文化・芸術

～Culture & Art～

《お話し会》
主催

絵本を楽しむ大人の会【えほんのとびら】

まちライブラリー＠
南町田グランベリーパーク

偶数月に開催してる絵本の読書会です。毎回テーマに沿った絵本を持ち寄って紹介し合うほか、一冊の絵本
について皆で語り合ったり、時にはカード遊び、絵本セラピーなど色々な楽しみ方をする会です。大人も絵本を
楽しみましょう。えほんのとびらをあなたも開いてみませんか？
日時
会場
定員
申込

8月27日(土) 11:00～12:00
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3-1-1 スヌーピーミュージアムとなり）
5名（申込順）
費用 無料
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。または直接お越しいただきお申込みください。

042-850-5025
問合せ 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）

まな

学ぶことは

い

生きること

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。

まなび テラス
まいしゅうきんようび

しょうがいがくしゅう

毎週金曜日

生涯学習センター

ご ご

じ

じ

午後6時～8時

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。

さいいじょう

かい

6

さんか

★16歳以上の方ならどなたでも、いつからでも参加できます。

★ お問い合わせ・申し込み：生涯学習センター
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042-728-0071

階

