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■寒い今こそあったかファミリー企画
　「リラックス」をキーワードに、パパ
には赤ちゃんとのスキンシップ、ママ
にはアロマのイロハを伝授します。ご
夫婦で参加しませんか。くわしくは右
表の通り。②は①に参加する方の家族
優先ですd女性総合センターq１月１０
日から生涯学習推進センター緯（５２８）
６８７２へ電話または電子申請thttps:// 
www.e-tetsuzuki99.co 
m/tokyo/で申し込みを
（右ＱＲコードでのアク
セスも可）
 

■子どものお菓子作り教室「みん
なで洋＆和菓子を作ってみよう」

　①ブラウニ害（チョコ菓子）②みた
らし団子③チーズケーキを作ります。
参加はお好みの回だけでも可。お手伝
いをしてくれるボランティアの方も募
集していますa小学４年～６年生s①
２月９日②２月２３日③３月９日の土曜
日、午前１０時～午後１時d幸学習館f
管理栄養士・植松智子さんg各３００円
（材料代）;エプロン、タオルまたは
ハンカチl各１６人（申込順）q１月１０
日から電話で幸学習館へ
 

■錦こども観劇会「なんかよ～かい」
　「のんのんばあ」と「あそびわらし」と
の不思議でおかしな物語「なんかよ～
かい」を上演します。出演は「劇団風
の子（東京）」の皆さん。錦児童館と共
催。直接会場へs２月６日㈬午後３時
～４時（午後２時５０分開場）d錦学習
館l１８０人（先着順）

■大学生企画「プレ錦まつり～
学芸大生と過ごす一日」

　東京学芸大学との連携事業。同大学
の学生が地域の団体などと協力し、地
域や世代間の交流をテーマに、街歩き・
料理・ショートムービー作り・音の遊
びコーナー・今昔写真展などを実施。
もちつき体験やお雑煮・ポップコーン
の販売も。子どもも大人も楽しめます。
直接会場へs１月２７日㈰午前１０時～午
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■おもちゃの病院
　壊れたおもちゃを修理します。１世
帯２点で先着４０点まで。壊れた部品な
ども一緒にお持ちください。部品代が
かかる場合は実費負担です。直せない
ものもあります。直接会場へa市内在
住の方s１月２６日㈯午後１時～３時d
柴崎学習館w生活安全課消費生活セン
ター係緯（５２８）６８０１

■消費生活講座「不用になった
ジーンズを使った袋作り」

　総合リサイクルセンターに集まった
ジーンズを使って、手提げ袋を作りま
すs１月２３日㈬午前１０時～午後３時d
女性総合センターfレッツ・ソーイン

消費生活センター
グの皆さんg５００円（材料代）k５人
程度（１歳～学齢前）l１０人（申込順）
;裁縫道具、昼食q１月１０日から直接
または電話で生活安全課消費生活セン
ター係緯（５２８）６８０１へ
 

■子どもと本のボランティア研
修「翻訳家からみた世界の絵本
たち～ベルギー・オランダ編」

　子どもと本を結ぶボランティア活動
に役立つ知識・技術を学びます。今回
は、主にベルギー・オランダの絵本を
翻訳している講師から話を聞きますa
ボランティア活動している方、始める
予定のある方s１月２５日㈮午前１０時～
正午d女性総合センター第３学習室f
翻訳家・野坂悦子さんl５０人（申込順）

図 書 館

q１月１０日から直接または電話で中央
図書館緯（５２８）６８００へ

■本好きな子どもに育てるには
　子どもの心を育み、世界を広げる絵
本の紹介a０歳～６歳児を持つ保護者
の方、親になる方などs下表の通りd
女性総合センター第２学習室kあり
（１歳～学齢前）l各３０人（申込順）
q１月１０日から直接または電話で中央
図書館緯（５２８）６８００へ
 絵本との出会い編f元

横浜市図書館職員・笠
原由紀子さん

２月７日㈭
午前１０時～正午

絵本をたのしむ編fポ
ケット文庫主宰・湯沢
朱実さん

２月２２日㈮
午前１０時～正午

絵本を選ぶ編f元東京
子ども図書館職員・浅
木尚実さん

２月２６日㈫
午前１０時～正午

■幸図書館冬のおたのしみ会
「節分ミニおはなし会と工作会」
　節分にちなんだ本の読み聞かせ、鬼
のお面・豆入れカップ作りなど、日本
の伝統行事を楽しみますa幼児～小学
２年生s１月２６日㈯午後２時～３時d
こぶし会館l２０人（申込順）q１月１０
日から直接または電話で幸図書館緯
（５３６）８３０８へ

■季節のラッピング基本講座
　ギフトラッピングの基本的な包み方
とリボンの掛け方を学びます。英字新
聞でプレゼント用バッグも作りますa
小学生以上s２月９日㈯午後３時～４
時d錦学習館g２００円（材料代）l１６
人（申込順）q１月１０日から直接また
は電話で錦図書館緯（５２５）７２３１へ

後４時d錦学習館g一部有料（材料代）
 

■いろんなお仕事のぞいちゃお
う～接骨院・整骨院編

　さまざまな職業への理解を深める
「子ども対象講座」。今回は接骨院・
整骨院の仕事のお話と実習をしますa
小学３年～中学生s２月３日㈰午後１
時３０分～３時d高松学習館f多摩中央
支部柔道接骨師会の皆さんl２０人（申

☎（527）0014高松学習館高松学習館
込順）;動きやすい服装q１月１０日か
ら電話で高松学習館へ

■地域活性化講座「赤川 BONZE 
ボ　　ン　　ズ

銅人形のできるまで」
　市内在住の銅板造形作家・赤川政由
さんの銅人形作品ができるまでの興味
深いプロセスを紹介します。第１回は
映像で作品とエピソードを紹介、第２
回は制作実演ですs２月２日・９日の
土曜日、午前１０時～正午d高松学習館
kあり（１歳～学齢前）l各２０人（申込

寒い今こそあったかファミリー企画
その他内　　容講座・日時

a３か月～はいはいする前の
乳幼児とその父親f助産師・
河房子さんk１０人程度（１歳
～学齢前）l１０組（申込順）
;バスタオル、あればおねし
ょシーツかおむつ交換シート

子どもと過ごす時間に限りの
あるパパに、「短くても」「簡
単に」「赤ちゃんと濃密な時間
を過ごせる」ベビーマッサー
ジを紹介します

①イクメン講座☆パパ
チャレ！「パパと赤ち
ゃんがもっと仲良くな
る♪ベビーマッサー
ジ」s２月２日㈯午前
１０時～正午

a子育て中の母親の方（①②
にご夫婦で一緒に参加できる
方優先）f生涯学習市民リー
ダー・中川清美さんg５００円
（材料代）k１０人程度（１歳
～学齢前）l１５人（申込順）

精油のリラックス・リフレッ
シュ効果を体験しましょう。
講師や参加者同士のおしゃべ
りも交え、子育て中に家で楽
しめるアロマテラピーの活用
法を学びます

②ママのお楽しみ☆
「家族で楽しめるアロ
マ体験」s２月２日㈯
午前１０時～正午

順）q１月１０日から電話で高松学習館へ
 

■地域活性化講座「子育てママ
のリフレッシュヨガ」

　ヨガとピラティスで心身をリラック
ス・リセットし、体のラインを整えま
す。子育ての息抜きをしてリフレッシ
ュしませんかa市内在住で、２歳～３
歳児の母親の方s２月１４日・２８日、３
月１４日の木曜日、午前１０時～正午（全
３回）d西砂学習館fヨガインストラ
クター・千葉和子さんk１０人程度（２
歳以上、おやつ持参）l１５人（申込順）
;動きやすい服装、タオル、飲み物q
１月１０日から電話で西砂学習館へ

■初笑い「にしすな寄席」
　真打落語家による寄席を開催。お題
は当日のお楽しみs２月１６日㈯午後２
時～３時d西砂学習館f落語芸術協
会・三遊亭 栄  馬 さんl５０人（申込順）

えい ば

q１月１０日から電話で西砂学習館へ

☎（531）0431西砂学習館西砂学習館西砂学習館

　さまざまな分野で専門的な知識や
技能を持つ生涯学習市民リーダーの
方たちの作品展と体験教室を開催。
この機会に、学習グループや地域の
イベントで活躍できる方をぜひ見つ

けてください。企画・運営は生涯学
習市民リーダーの会d柴崎学習館w
生涯学習推進センター緯（５２８）６８７２
　●作品展　油彩画、水墨画、切り
絵など１１人の作品を展示s２月５日
㈫～１０日㈰午前１０時～午後５時（１０

日は午後４時まで）
　●体験教室　くわしくは下表の通
り。qのマークがあるものは、１月
１０日から電話で生涯学習推進センタ
ー緯（５２８）６８７２へ。そのほかは直接
会場へ。

第６回たちかわ市民講師フェア

午　　後午　　前会場日程

ミニギター演奏会s午後４時～４時
４５分f松下克さん

 平  成  辻  咄 s①午後２時～２時３０分、
へい せい つじ ばなし

②午後３時～３時３０分f椿吾郎さん

q消しゴムはんこを作ろうs午前１０
時～１１時３０分f木島まゆ美さんg５０
円（材料代）l１５人（申込順）

交流
スペース

２月５日㈫
楽しく草笛をs午後３時３０分～４時
３０分f河津哲也さん

誰でもできる音楽パフォーマンスで
身も心も楽しく！s午後２時～３時
f渡部調匡さん

講堂

qバラのフラワーアレンジメントs午後２時～４時f菅原みどりさん
g８００円（材料代）l１２人（申込順）

楽脳になろうわらべうたs①午前１０
時～１０時４０分、②午前１１時～１１時４０
分f濱田知恵さん

交流
スペース２月６日㈬

アマチュア無線公開実験s午後２時～４時（雨天中止）f古見一夫さん玄関前広場

qハーブティー講座s午後２時～４時f中川清美さんg５００円（材料代）
l２０人（申込順）

平成辻咄s①午前１０時～１０時３０分、
②午前１１時～１１時３０分f椿吾郎さん

交流
スペース２月７日㈭

和紙ちぎり絵の体験s午後１時３０分～４時３０分f浦野鈴佳さんg５００円
（材料代）

楽脳になろうわらべうたs①午前１０
時～１０時４０分、②午前１１時～１１時４０
分f濱田知恵さん

交流
スペース２月８日㈮

qトールペイントでおひなさまs午後１時３０分～４時３０分f難波敦子さ
んg７００円（材料代）l１０人（申込順）

ミニギター演奏会s①午前１０時～１０
時４５分、②午前１１時～１１時４５分f松
下克さん

交流
スペース

２月９日㈯ 楽しく草笛をs午後３時～４時f河
津哲也さん

身体を使って作ろう！s午後２時～
２時３０分f田ヶ谷省三さん

健康養生気功s午前１０時～正午f新
原英子さん講堂

アマチュア無線公開実験s午前１０時３０分～午後４時（雨天中止）f古見一夫さん玄関前広場

似顔絵に挑戦s午後２時～３時f藤田富治郎さん
q消しゴムはんこを作ろうs午前１０
時～１１時３０分f木島まゆ美さんg５０
円（材料代）l１５人（申込順）

交流
スペース２月１０日㈰

アマチュア無線公開実験s午前１０時３０分～午後４時（雨天中止）f古見一夫さん玄関前広場

肖像画描きますs午前１０時～午後４時f高笠幹さんアート
スポット

２月５日・６日・
８日・９日


