
費用

町田で楽しむアート展＜パリコレッ！ギャラリー＞
主催

町田パリオ

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）

⑫画像

日時
3月29日（火）〜4月5日（火）
5月24日（火）〜30日（月）
※開催時間はイベントにより異なります。

会場
町田パリオ　3階　ギャラリー・パリオ
（町田市森野1-15-13）

無料

問合せ

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

文化・芸術　～Culture & Art～  《展示・関連イベント》

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。3月29日(火)～4月5日(火)は米澤寛子氏による
版画展「フウケイフウミ」を開催します。ラフな輪郭と柔らかな色彩で「日常の小さな小さな記憶」をテーマに、
モノタイプ技法で制作された作品の数々をご覧ください。5月24日(火)～30日(月)は、大石正巳による油絵展
を開催します。5m×2m以上のダイナミックな抽象画は、「描きたい」という純粋なエネルギーを放出した、活
気みなぎる作品たちが並びます。会期中はワークショップなど特別企画も開催します。

彫刻刀が刻む戦後日本～２つの民衆版画運動　展
工場で、田んぼで、教室で　みんな、かつては版画家だった

主催

町田市立
国際版画美術館

戦後の日本で展開した2つの民衆版画運動を紹介。一つは中国の木版画運動の影響で版画による社会運
動と版画の普及を目指した戦後版画運動。もう一つは、全国の小中学校教員たちが学校教育のなかで版画
教育を広めた教育版画運動です。約350点の豊富な作品と資料を通して、あまり知られることのなかった版
画史の一側面に光を当てます。

日時
4月23日（土）～7月3日（日）
休館日：月曜日
（祝日の場合は開館し、翌日火曜休館）

費用

一般900（700）円、大・高生450（350）円、
中学生以下無料
＊（ ）内は20名以上の団体料金
＊身体障がい者手帳、愛の手帳（療育手
　 帳）または精神障がい者保健福祉手帳を
　 お持ちの方と付き添いの方1名は半額

問合せ
042-726-0860
（町田市立国際版画美術館 学芸係）

【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

滝平二郎

『裸の王様』より

1951年、木版

（町田市立

国際版画美術館蔵）
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費用

費用

費用

主催

町田市立
国際版画美術館

2021年度に町田市立国際版画美術館が開催した創作講座スクリーンプリントにおいて受講生が制作した作
品を展示し、その成果を発表いたします。あわせて講師の作品、版画一日教室などの受講生の作品、その他
版画制作に関する資料も展示いたします。ぜひご来場ください。

日時
5月25日（水）～29日（日）
10：00～17：00
※初日は13：00から、最終日は16：00まで

⑫画像会場
町田市立国際版画美術館 市民展示室B
（町田市原町田4-28-1）

文化・芸術　～Culture & Art～  《展示・関連イベント》

春の薬師池公園作品展
主催

町田市フォトサロン

「春の薬師池公園撮影会」の作品のほか、薬師池公園の春をとらえた作品をお楽しみください。

無料

問合せ
042-726-2889
（町田市立国際版画美術館 普及係）

私たちのステップ・ワン
　～版画講座受講生と講師による展覧会～

4月27日（水）～5月9日（月）
9：30～16：30（入館は16：00まで）
休館日：5月6日（金）

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

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

日時

会場

問合せ

将棋と近代文学は、明治時代に新聞を媒介として庶民に根付き、発展してきたという共通点があります。文士
の中には愛棋家が多く、将棋を通した文士同士の交流もありました。現在に至るまで、将棋や棋士を題材とし
た文学作品として幅広いジャンルの作品が生まれています。本展では、直筆原稿や作家旧蔵の将棋駒など
の関連資料を展示しながら、将棋作品をご紹介します。文学の面白さとともに、日本の伝統文化である将棋
の魅力をより多くの人に感じていただける機会になればと思います。

日時

4月29日（金・祝）～6月26日(日)
10：00～17：00
休館日：毎週月曜日、5月12日（木）、
6月9日（木）

「将棋作品をひもとく！　〝読む将″のススメ展」
主催

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 展示室
（町田市原町田4-16-17）

無料

町田市フォトサロン

ホームページは

こちらからご覧ください。

『それでも歩は寄せてくる』

ⓒ山本崇一朗／講談社

昨年度の会場の様子
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費用

日時

会場

対象 定員

費用

文化・芸術　～Culture & Art～  《美術工芸》

※新型コロナウイルス感染症防止対策の
　 ため、電話での事前予約制となります。
※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
　　ご覧いただけます。）

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

ふたつの方法をコンバイン（結合）する
～コラージュとエンコスティック

主催

多摩美術大学
生涯学習センター

20世紀の技法と最古の技法のひとつを組み合わせるとどのような世界が現れるのでしょう。コラージュで世界
を構築し、その上に蜜蠟で描きます。蜜蠟の透明性と不透明性を利用することで、今までに得ることのなかっ
た表現を手にし、何かのひろがりを感じるでしょう。

5月11日、6月1日、22日、7月6日　全4回　いずれも水曜日　17：00～19：30

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。

木工作・クラフト教室「青空アトリエ」

日時

4月10日、5月8日、6月12日
いずれも日曜日
第1部　10：00～12：00
第2部　13：00～15：00

会場
大地沢青少年センター　研修棟
（町田市相原町5307-2）

定員
第1部・第2部ともに各4組（申込順）
※予約制・1組4名以内（付添者含む）

100円～520円（材料費込）

多摩美術大学 八王子キャンパス（八王子市鑓水2-1723）

高校入学年齢に達している方 20名（抽選）

14,400円（材料費別途8,000円）

申込

①4月19日（火）まで（必着）は、ホームページのお申し込みフォームまたはハガキに申込必要
 　事項を明記し、多摩美術大学生涯学習センターへ。
　 ※郵送先：〒192-0394　八王子市鑓水2-1723
②4月20日（水）以降は、電話で多摩美術大学生涯学習センター（042-679-5707）へ。
　 ※受付時間　火～土曜日　9：00～17：00

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）

申込

木の実マグネット

《特別プログラム》

４月 「オリジナルBOX」

５月 「卓上本棚」

６月 「スマートボール」

プログラムの詳細は、

ホームページでご確認ください。

鳥の巣箱

【申込必要事項】

①講座名 ②氏名、フリガナ ③郵便番号、住所 ④電話番号 ⑤メールアドレス

⑥性別 ⑦生年月日 ⑧多摩美術大学学生とその家族・卒業生はその旨

【講師】 美術家・多摩美術大学 教授 海老塚 耕一 氏

※開講の詳細について、変更が出る場合があります。

最新の情報はホームページをご確認ください。

多摩美術大学

生涯学習センターHP

二次元バーコード
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日時

対象

定員 50名（抽選）　※お申し込み状況によって定員を拡大する場合があります。 費用 6,000円

日時

会場

対象 定員

費用

文化・芸術　～Culture & Art～  《美術工芸》

短冊のおもしろ空間～広がる世界を描く
主催

多摩美術大学
生涯学習センター

20,000円（材料費別途4,000円）

申込

5月19日、6月2日、16日、30日　全4回　いずれも木曜日　13：00～14：10

会場
オンライン開講（Zoomウェビナー）
※原則リアルタイムでの受講ですが、講座の録画は1週間程度オンラインで視聴いただけます。

高校入学年齢に達している方

【オンライン・リアルタイム講座】
日本美術に見る異文化との交差点～海外に流出した日本の至宝

主催

多摩美術大学
生涯学習センター

作品は世界を歩きます。日本の美術工芸品もその例に漏れません。多文化のなかで作品が生きていくという
ことはどのようなことであり、どのような背景があったのでしょうか。明治維新後に欧米の蒐集家や美術館に収
蔵された作品と時代背景を踏まえ、多様な観点から鑑賞します。

申込

①4月21日（木）まで（必着）は、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。
　 ※郵送先：〒192-0394　八王子市鑓水2-1723
②4月22日（金）以降は、電話で多摩美術大学生涯学習センター（042-679-5707）へ。
　 ※受付時間　火～土曜日　9：00～17：00

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）

①4月21日（木）まで（必着）は、ホームページのお申し込みフォームまたはハガキに申込必要
 　事項を明記し、多摩美術大学生涯学習センターへ。
　 ※郵送先：〒192-0394　八王子市鑓水2-1723
②4月22日（金）以降は、電話で多摩美術大学生涯学習センター（042-679-5707）へ。
　 ※受付時間　火～土曜日　9：00～17：00

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）

「短冊」とはどのようなものでしょうか。まず、短冊でなされた表現の多様性と歴史を知り、その空間がどのよう
な想いで生まれたのか先達の作品を鑑賞し、自身の眼差しで読み認識します。その上で考え楽しみながら、
岩絵具で短冊に挑戦し、現代の表現を手にしてみましょう。

5月26日、6月9日、23日、7月7日　全4回　いずれも木曜日　13：00～16：00

多摩美術大学 八王子キャンパス（八王子市鑓水2-1723）

高校入学年齢に達している方 20名（抽選）

【申込必要事項】

①講座名 ②氏名、フリガナ ③郵便番号、住所 ④電話番号 ⑤メールアドレス

⑥性別 ⑦生年月日 ⑧多摩美術大学学生とその家族・卒業生はその旨

【講師】 美術史家・多摩美術大学 教授 木下 京子 氏

※開講の詳細について、変更が出る場合があります。

最新の情報はホームページをご確認ください。

多摩美術大学

生涯学習センターHP

二次元バーコード

【申込必要事項】

①講座名 ②氏名、フリガナ ③郵便番号、住所 ④電話番号 ⑤メールアドレス

⑥性別 ⑦生年月日 ⑧多摩美術大学学生とその家族・卒業生はその旨

【講師】 日本画家 北村 さゆり 氏、美術史家・多摩美術大学 教授 木下 京子 氏

※開講の詳細について、変更が出る場合があります。

最新の情報はホームページをご確認ください。

多摩美術大学

生涯学習センターHP

二次元バーコード
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定員

対象

費用

対象

定員 費用

文化・芸術　～Culture & Art～  《美術工芸》

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）

【さがまちカレッジ】
多色使いのオリジナルストールを作りましょう

主催

さがまち
コンソーシアム

あらかじめ地染めされた織物に自由な色使いで透かし模様をつけるオパール加工を用いて、世界にひとつだ
けのオリジナルストールを染めあげましょう。筆や刷毛、スタンプなどで文様や文字などを自由に描き、個性豊
かな作品に仕上げます。

日時
5月29日（日）
10：00～15：00※昼休憩あり

【講師】
　女子美術大学　芸術学部　非常勤講師
　眞田　玲子　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。（4月中旬から配布開始）
　 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。

12名（抽選）

高校生以上

6,500円（材料費込）

申込

5月8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）

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））

銅版画一日教室
主催

町田市立
国際版画美術館

ドライポイントは銅版画の技法のひとつで、鉄筆など先の尖った用具で銅の板に直接絵を描いて版を作りま
す。描くときの力の強弱により、柔らかく繊細な線から力強く太い線まで様々なタッチを表現できます。また
色々な方法で描きこむことで、画面に深みを増すこともできます。この講座では初心者を対象に、約12×15
㎝の銅版を用いて作品作りに挑戦します。初心者から楽しめます。

日時
【第1回】6月3日（金）　10：30～16：00
【第2回】6月4日（土）　10：30～16：00
※内容は2回とも同じです。

会場
町田市立国際版画美術館
（町田市原町田4-28-1）

15歳以上の初心者（中学生は除く）

14名（抽選） 3,000円

申込

4月21日（木）～5月16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　220421H）

問合せ
042-726-2889
（町田市立国際版画美術館 普及係）

講座の様子（2018年度）

【講師】 版画家 馬場 知子 氏

【申込必要事項】
①講座名 ②参加希望日 ③氏名 ④フリガナ
⑤郵便番号 ⑥住所 ⑦電話番号
⑧年齢（任意）

※お申し込みは、お一人につき1日までです。

※詳細は町田市立国際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
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会場

対象 定員

費用

申込

①5月18日（水）まで（必着）は、ホームページのお申し込みフォームまたはハガキに申込必要
 　事項を明記し、多摩美術大学生涯学習センターへ。
　 ※郵送先：〒192-0394　八王子市鑓水2-1723
②5月19日（木）以降は、電話で多摩美術大学生涯学習センター（042-679-5707）へ。
　 ※受付時間　火～土曜日　9：00～17：00

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）

文化・芸術　～Culture & Art～  《美術工芸》

22,000円（材料費別途12,000円）

モザイクで表現する○○
～どんなもの、どんな表現、何をする

主催

多摩美術大学
生涯学習センター

何も分からない、それが面白い。親しみがない、だからふれてみる、表現とはそのようなものです。ヨーロッパを
旅すると出会うモザイク。今まで、ただ見ているだけだったけれど、その歴史を知り、その意味を知り、その技法
を知り、そこからモザイクでの表現に挑戦してみましょう。

日時
6月10日、17日、24日、7月15日　全4回　いずれも金曜日
13：30～16：00（第1回のみ13：30～15：00）

多摩美術大学 八王子キャンパス（八王子市鑓水2-1723）

高校入学年齢に達している方 15名（抽選）

※詳細は町田市立国際美術館ホームページ

【申込必要事項】

①講座名 ②氏名、フリガナ ③郵便番号、住所 ④電話番号 ⑤メールアドレス

⑥性別 ⑦生年月日 ⑧多摩美術大学学生とその家族・卒業生はその旨

※開講の詳細について、変更が出る場合があります。最新の情報はホームページをご確認ください。

多摩美術大学
生涯学習センターHP

二次元バーコード

【講師】 モザイク作家 荒木 智子 氏、

美術史家・多摩美術大学 教授 金沢 百枝 氏

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

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。

★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
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対象 定員 費用

文化・芸術　～Culture & Art～  《美術工芸》

100名（抽選） 7,500円

申込

①6月1日（水）まで（必着）は、ホームページのお申し込みフォームまたはハガキに申込必要
 　事項を明記し、多摩美術大学生涯学習センターへ。
　 ※郵送先：〒192-0394　八王子市鑓水2-1723
②6月2日（木）以降は、電話で多摩美術大学生涯学習センター（042-679-5707）へ。
　 ※受付時間　火～土曜日　9：00～17：00

日時
6月25日、9月24日、10月15日、12月10日、2023年3月4日　全5回
いずれも土曜日　13：30～15：00

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）

世界の美術館　～写真＋映像そしてお話で、美術館を巡る
主催

多摩美術大学
生涯学習センター

世界にはたくさんの美術館があり、それぞれ特色のある活動を展開しています。本講座では、そのなかから誰
もが一度は訪れてみたいと思っている5つの施設を取り上げ、各館の魅力を、美術研究者やキュレーターが、
写真や映像などを用いながら具体的に紹介していきます。

会場
多摩美術大学 八王子キャンパス（八王子市鑓水2-1723）
※社会状況により会場で開講できない場合は、オンライン形式に変更して開講します。

高校入学年齢に達している方

多摩美術大学

【申込必要事項】

①講座名 ②氏名、フリガナ ③郵便番号、住所 ④電話番号 ⑤メールアドレス

⑥性別 ⑦生年月日 ⑧多摩美術大学学生とその家族・卒業生はその旨

※開講の詳細について、変更が出る場合があります。最新の情報はホームページをご確認ください。

多摩美術大学

生涯学習センターHP

二次元バーコード

第1回 「富山県美術館― 一美術館の役割とは」

講師：美術評論家・多摩美術大学 教授 光田 由里 氏

第2回 「ピカソ美術館（バルセロナ）―ピカソ少年時代の珠玉のコレクション」

講師：美術史家・多摩美術大学 准教授 大島 徹也 氏

第3回 「テート・モダン―壮大な美の殿堂に生まれ変わった発電所」

講師：美術評論家・詩人・多摩美術大学 学長 建畠 晢 氏

第4回 「ボルゲーゼ美術館―波乱万丈なカラヴァッジョの生涯」

講師：美術史家・多摩美術大学 教授 松浦 弘明 氏

第5回 「ブルックリン美術館―多様性とポピュリズムのはざまで」

講師：文化人類学者・多摩美術大学 教授 中村 寛 氏
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対象 定員 費用

文化・芸術　～Culture & Art～  《美術工芸》

100名（抽選） 7,500円

申込

①6月1日（水）まで（必着）は、ホームページのお申し込みフォームまたはハガキに申込必要
 　事項を明記し、多摩美術大学生涯学習センターへ。
　 ※郵送先：〒192-0394　八王子市鑓水2-1723
②6月2日（木）以降は、電話で多摩美術大学生涯学習センター（042-679-5707）へ。
　 ※受付時間　火～土曜日　9：00～17：00

日時
6月25日、9月24日、10月15日、12月10日、2023年3月4日　全5回
いずれも土曜日　15：30～16：40

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）

この一点　～どうしても伝えたい作品の力と魅力
主催

多摩美術大学
生涯学習センター

有名な作品、そうでもない作品、聞いたこともない作品…、どのような作品が話されるのでしょう。けれども、そ
の作品が、数多くある作品から選ばれたということ。なぜ、その作品がその人にとって「この一点」なのか、そん
な語り手の眼差しと作品の不思議を見つめていきます。

会場
多摩美術大学 八王子キャンパス（八王子市鑓水2-1723）
※社会状況により会場で開講できない場合は、オンライン形式に変更して開講します。

高校入学年齢に達している方

【申込必要事項】

①講座名 ②氏名、フリガナ ③郵便番号、住所 ④電話番号 ⑤メールアドレス

⑥性別 ⑦生年月日 ⑧多摩美術大学学生とその家族・卒業生はその旨

※開講の詳細について、変更が出る場合があります。最新の情報はホームページをご確認ください。

多摩美術大学

生涯学習センターHP

二次元バーコード

第1回 「永井一正『LIFE』―生きること、つくること」

講師：デザイナー・ディレクター・多摩美術大学 教授 永井 一史 氏

第2回 「吉備津神社本殿・拝殿―比翼入母屋造に見るデザイン」

講師：建築家・多摩美術大学 教授 岸本 章 氏

第3回 「マティス《川辺の娘たち》―メディウムの可変性について考察する」

講師：画家・多摩美術大学 教授 中村 一美 氏

第4回 「上野泰郎《おそれ知らぬ人たち》―岩絵具の美しさを追い求めて」

講師：画家・多摩美術大学 教授 武田 州左 氏

第5回 「ASIMO（本田技研工業）―ロボットと心地よく暮らす未来を考える」

講師：プロダクトデザイナー・多摩美術大学 教授 安次富 隆 氏
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日時

対象 定員 費用

日時

会場

対象 定員 費用

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））

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））

音楽遊び、コミュニケーション遊びで大いに笑ってコロナ疲れを吹き飛ばしましょう！そして、ストレスを発散し
て、コロナ禍で疲れた心と体を回復させ、心にゆとりを取り戻しましょう！この講座では、リズムや動作を中心と
した音楽遊びで心を開放し、コミュニケーション遊びで様々なゲームを行い、体を動かします。難しいことは考
えずに童心にかえって思いっきり遊んでみましょう。※新型コロナウイルス感染症対策に配慮して行います。動
きやすい服装と靴でご参加ください。

一般の方 30名（抽選） 1,200円

申込
5月8日（日）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）

町田市子ども創造キャンパスひなた村（町田市本町田2863）

中学生以上の方 16名（抽選） 6,500円

【さがまちカレッジ】おとなの「遊び講座」
～大いに遊んで、笑ってコロナ疲れを吹き飛ばしましょう！！～

主催

さがまち
コンソーシアム

6月4日（土）　14：00～15：30

申込
6月2日（木）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）

【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た2日間の集中講座で、ベルの持ち方から始め、ハンドベルの名曲を参加者
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。

①7月2日（土）　14：00～16：00　②7月3日（日）　10：00～16：00※昼休憩あり　全2回

会場
なるせ駅前市民センター　ホール（町田市南成瀬1-2-5）
※駐車場はありませんので、公共交通機関を利用してお越しください。

【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。（4月中旬から配布開始）詳しくはお問い合わせください。

※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。

※受講の際はマスク着用をお願いいたします。

【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。（5月中旬から配布開始）詳しくはお問い合わせください。

※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。

※受講の際はマスク着用をお願いいたします。
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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。

※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

(火)
①10:30
②14:30

700円

(木・祝)
①10:30
②14:00

3,000円

(水) 14:00 1,000円

（火）
①10:30
②14:30

700円

(土) 13:30 3,800円

和光大学ポプリホール鶴川開館10周年記念シリーズ
音楽の絵本　ダンディズム

5月5日

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

映画上映会「ビッグ・フィッシュ」 4月26日

第四十四回鶴川落語会
遊雀・萬橘二人会Vol.2

6月4日

※割引・当日料金等詳細はお問い合わせください。

若き演奏家による水曜午後の音楽会
第86回 五十嵐薫子ピアノリサイタル

5月18日

映画上映会「無垢なる証人」 5月24日

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
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定員

費用

対象

定員

費用

問合せ

日時

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
4月1日（金）、6月3日（金）
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。

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

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

無料

問合せ

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。※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。

40名（先着順）

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）

10組（先着順）

主催

無料

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

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。

ちちんぷいぷい

4月5日、19日、5月17日、
6月7日、21日
いずれも火曜日　10：30～11：10

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

ちちんぷいぷいの様子

※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。
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定員 50名（先着順） 費用

定員 費用

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。

日時
4月21日、5月19日、6月16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）

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）

ひだまりのおはなし会
主催

まちライブラリー＠
南町田グランベリーパーク

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。

042-850-5025
メール　machilibrary.minamimachidagp@gmail.com
URL　https://machi-library.org/where/detail/
5372/（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話し会です。赤
ちゃんから大人までどなたでもお気軽に遊びに来てください。※状況により、中止または日程変更の場合があり
ます。

会場

申込

問合せ

日時

5名（先着順）

４月23日、5月28日、6月25日
いずれも土曜日　14：00～14：30
※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 B1階
（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

文化・芸術　～Culture & Art～  《お話し会》

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

上演の様子

- 18 -

-  -0123456789



対象

定員 10組（先着順） 費用

対象

定員 10組（先着順） 費用

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 5月26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）

2歳児とその保護者

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）

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

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）

2歳児あつまれ！季節をあそぼ！
～春をあそぼ～

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。※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 5月14日（土)　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）

3・4歳児とその保護者

無料

※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。

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 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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