対 対象

凡例

日 日時

１０月２７日㈰

場 会場

内 内容

講 講師

町田時代祭り２０１９

かっ ちゅう

甲冑姿の武士が練り歩く時代行列や砲術、
流鏑馬などの演武をお楽しみ下さい。
日１０月２７日㈰午前１１時～午後３時３０分（小
雨実施）
時代行列 
時間午前１１時から
コースぽっぽ町田～原町田中央通り～一番街
～パークアベニュー～文学館通り～町田街道
～芹ヶ谷公園
【時代行列の参加者を募集】
○集え！現代の鎌倉武士
本格的な時代衣装に身を包み、町田の街を
歩きませんか。
参加費甲冑３万円、直垂１万円、着物５０００円か
ら／昼食付き
○和装をテーマとしたコスプレイヤー
時代行列に参加し、芹ヶ谷公園で撮影会を
実施します。
定１００人
（先着順）
や ぶ さ め

ひた たれ

国際版画美術館

定 定員

費 費用

申 申し込み

参加費２０００円
※時代行列に参加するコスプレイヤーの撮影
を主目的として来場する方は、カメラ撮影登
録を行って下さい。また、
会場内のカメラ席で
三脚を使用する撮影も登録が必要です（登録
料は２０００円）
。
カメラ撮影証をお渡しします。
※詳細はお問い合わせ下さい。
◇
申１０月１５日（カメラ撮影登録は２４日）までに
電話で町田時代祭り実行委員会事務局へ。
芹ヶ谷公園での催し 
開会式＝正午から
砲術＝午後０時１５分から
古武術演武＝午後０時４０分から
居合抜刀＝午後１時１０分から
流鏑馬＝午後１時４０分から
※ペットを連れての入場はでき
ません。花火、無人航空機（ドロ
ーン）の持ち込み・使用はご遠慮下さい。

「美人画の時代－春信から歌麿、そして清方へ」展

問市役所代表☎７２２・３１１１、同館☎７２６・２７７１、０８６０
すり
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町田時代祭りで吹きガラス体験

問同館☎７２６・１５３１

移動式のガラス炉を使って、吹きガラスの技法でガラ
スのコップを作ります。できたコップは冷ましてから約１
週間後に郵送でお届けします。
対小学生以上の方
（保護者の見学も可）
日１０月２７日㈰①午前１０時～正午②正午～午後２時③午
後２時～３時／小雨中止
※各回とも同一内容です。
場芹ヶ谷公園
講ガラス作家・なかのかずひろ氏
定①②各４人③２人／市内在住の方を優先のうえ、抽選
※結果は１０月１８日ごろまでに連絡し
ます（当選者のみ）。
費２５００円（送料込み）
申１０月２日正午～９日にイベントダイ
ヤル（☎７２４・５６５６）またはイベシス
コード１９１００２Ｅへ。

町田市民文学館の催し

問同館☎７３９・３４２０

中垣ゆたか『ハロウィン ゴーゴー 句」の実作を体験します。初心者でも
丁寧に指導してもらえます。
！』絵本原画ミニ展示
市内在住の絵本作家・中垣ゆたか 日１０月２７日㈰、午前１０時から、午前
氏の新刊『ハロウィン ゴーゴー！』 １１時から、午後２時から、午後３時か
の原画が同館に新たに寄託されたこ ら（各回とも同一内容）
とを記念して、ミニ展示を行います。 講町田連句を楽しむ会
イタズラ好きな双子が送るハロウィ 定各１０人（申し込み順）
ーンの１日を描いた本作を、色鮮や 【⑤子ども向けワークショップ～ハ
ロウィンおばけのお面づくりでゴー
かな原画でお楽しみ下さい。
ゴー！】
会期１０月２７日㈰まで
休館日１０月７日㈪、１０日㈭、２１日㈪ 対３歳～小学生（未就学児は保護者
観覧時間午前９時～午後１０時
同伴）
※最終日は午後５時までです。
日１０月２７日㈰午後３時～４時
場同館１階文学サロン
講絵本作家・中垣ゆたか氏
定２０人（申し込み順）
◇
場同館
申①②③１０月２日正午からイベント
ダイヤル
（☎７２４・５６５６）
またはイベ
シスコード①１９１００２Ｄ②１９１００２Ｆ
③１９１００２Ｇへ④１０月１日午前９時
文学館まつり実行委員会共催
 から電話で同館へ⑤１０月１日正午か
ら電話で同館へ。
文学館まつり関連イベント
【①前日祭～マンドリンコンサート】 ※当日席も若干用意しています。
町田を拠点に活動する岩田マンド 「白洲正子のライフスタイル〜暮
リーノ・シンフォニカによるスペシ らしの遊び」展 関連イベント
ャルコンサートです。
【①対談「正子とお能」】
日１０月２６日㈯午後３時～４時
白洲正子は、幼少の頃から能に親
定６０人（申し込み順）
しみ、能に関する著作も残していま
【②映画上映会「ジョゼと虎と魚た す。
ち」】
対談では、正子と親交のあった能
６月に９１歳で逝去した作家・田辺 楽師・友枝雄人氏と古美術評論家・青
聖子氏原作の小説を映画化したもの 柳恵介氏に、正子の能に対する姿勢
です。足が悪いため乳母車で移動し、 やエピソード、能の魅力などについ
ほとんど外出をしたことがないジョ てお話しいただきます。
ゼと、麻雀屋でバイトする大学生・恒 日１１月２日㈯午後２時～３時３０分
夫との純愛を描いています。
【②講演会「正子好みの骨董」】
日１０月２７日㈰午前１０時３０分～午
正子と親交の深かった青柳氏に、
後０時３０分
正子が骨董に目覚めたいきさつや、
定６０人（申し込み順）
美術評論家・青山二郎氏及び文芸評
【③ミニコンサート～薩摩琵琶で聴 論家・小林秀雄氏との交流、正子が収
く『平家物語』の世界】
集した骨董等についてお話しいただ
薩摩琵琶奏者・友吉鶴心氏による きます。
講話と演奏です。
日１１月１６日㈯午後２時～３時３０分
日１０月２７日㈰午後１時３０分～２時
◇
３０分
場同館
定６０人（申し込み順）
定各８０人（申し込み順）
【④参加体験型イベント～連句ワー 申１０月４日正午からイベントダイヤ
クショップ】
ル（☎７２４・５６５６）またはイベシス
五・七・五と七・七の句を連ねる「連 コード①１９１００４Ａ②１９１００４Ｂへ。
ⓒ中垣ゆたか

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、大判錦絵、神奈川県立歴史博
物館

１８世紀後半、浮世絵の「黄金期」を 【③浮世絵の技に触れる～摺 の実演
彩った美人画を紹介します。ふるさ と解説】
と納税「町田市立国際版画美術館に 日１０月６日㈰、午前１１時～午後０時
『歌麿』を呼ぼう！」によって収蔵し ３０分、午後２時～３時３０分（各回とも
た喜多川歌麿作品もお披露目しま 同一内容）
場同館講堂
す。
会期前期＝１０月５日㈯～２７日㈰、後 講（公財）アダチ伝統木版画技術保存
財団
期＝１０月２９日㈫～１１月２４日㈰
休館日月曜日（ただし、１０月１４日、 定各５０人（先着順）
【④復刻浮世絵版木・摺り体験】
１１月４日は開館し、翌日休館）
観覧時間火～金曜日＝午前１０時～ 対小学５年生以上の方
午後５時、土・日曜日、祝休日＝午前 ※参加者以外の入室はできません。
１０時～午後５時３０分（いずれも入場 日１１月２日㈯、３日㈷、午後１時３０分
から、午後２時３０分から、午後３時３０
は閉館の３０分前まで）
分から、いずれも３０分程度（各回と
場同館企画展示室
観覧料一般９００円、高校・大学生・６５ も同一内容）
場１１月２日＝同館アトリエ、３日＝
歳以上４５０円、
中学生以下無料
※１０月５日㈯、１１月３日㈷は入場無 同館講堂
内復刻版木を用いて、墨一色で簡単
料です。
※各種割引があります。詳細は同館 に浮世絵の摺りを体験（１人１点）
定各１０人（申し込み順）
ホームページをご覧下さい。
費２００円
【⑤スペシャルギャラリートーク～
肉筆美人画の魅力 復元研究を通し
て】
日１１月１０日㈰午後２時～３時
場同館企画展示室
講東京藝術大学大学院保存修復日本
画研究室教育研究助手・向井大祐氏
【⑥担当学芸員によるギャラリート
ーク】
日１０月１３日㈰、１１月４日（振休）、午
後２時から４５分程度
場同館企画展示室
関連イベント 
◇
【①記念講演会～美男？美女？“美
申①②③⑤⑥直接会場へ④１０月４日
人”画は浮世絵に咲く大輪の花！】
正午～３０日にイベントダイヤル（☎
日１０月２０日㈰午後２時～３時３０分
場同館講堂
７２４・５６５６）またはイベシスコード
講十文字学園女子大学准教授・樋口 １９１００４Ｈへ（２人まで申し込み可）。
一貴氏
※高校生以上の方は、①②③同展観
定１００人
（先着順）
覧券（半券可）⑤⑥当日有効の同展観
【②記念講演会～歌麿美人画の特質 覧券がそれぞれ必要です。
と影響】
【同時開催】
ミニ企画展
同館館長・大久保純一氏による講
美の饗宴～西洋の美人像
演です。
日１１月９日㈯午後２時～３時３０分
会期１２月２２日㈰まで
場同館講堂
場同館常設展示室
定１００人
（先着順）
きょう えん

問 問い合わせ

問町田時代祭り実行委員会事務局☎７２４・１９５１、町田市観光まちづくり課☎７２４・２１２８

企画展

５分でわかる町田のストーリー

市HP 町田市ホームページ

すさ

10月は「The Road“町田人” 南地区協議会 町野眞里子」 町田市ホームページ、YouTubeとケーブルテレビでご覧いただけます

市HP まちテレ 検索

