２０１７年１０月
日

1

月

火

水
14

3

2

★お気軽にお申込みください

木
25

金

土

36

7

絵画教室

クラフトバンド
でものづくり

１０：００〜１２：００
（連続講座・受付終了）

イベントカレンダー

創作書道教室

１０：００〜１２：００

１０：００〜１２：００

全館休館日

ペーパークラフトで
写真を飾ろう

放課後スクール

１３：００〜１５：００

１３：００〜１５：００

8

9

体育の日

10

11

パーソナルカラー講座
１０：００〜１２：００

八千代大人塾

全館休館日

１２：１０〜１３：１０

12

13

14
放課後スクール

体験！書道教室
＜仮名＞

１３：００〜１５：００

１０：００〜１２：００

だがしや楽校

１４：００〜１６：００

アートの楽しみ方講座
１４：００〜１５：００

15

16

17

19

20

21

どーんと祭
に出店！

わくわく写真教室

デッサン教室

伝統文化
親子で生け花教室

１０：００〜１２：００

18

１０：００〜１２：００
（受付終了）

１０：００〜１２：００

全館休館日

放課後スクール

１３：００〜１５：００

22

どーんと祭
に出店！

23

24

体験！
ステンドグラス教室

全館休館日

30

31

八千代のボードゲーム
で遊ぼう！

図書
休館日

館長のワンポイント
アドバイス

１４：００〜１６：００

全館休館日

１３：００〜１５：００

小学生向けの工作教室

土「放課後スクール」
簡単で楽しい工作づくり！
親子でもご参加ください☆
午後 1 時〜 3 時

27

28
放課後スクール

１３：００〜１５：００

１８：３０〜２０：００

１３：００〜１６：００

29

26

八千代大人塾
夜間講座
「大人の！珈琲
飲み比べ教室」

１０：００〜１２：００

ハロウィン
ライブペイント！

25

各回定員：先着１５名
※受付は終了３０分前まで

当日受付
無料

７日「パーティーハット」
１４日「かぼちゃのカード」

ハロウィンライブペイント！

１０月２２日（日）
１３：００〜１６：００

登録アーティスト有志がハロウィンを
テーマにライブペイントを行います。
どんな絵ができあがるか
是非ご覧ください！

（見学のみ）

中央図書館
市民ギャラリー
施設キャラクター
大募集！

↓ホームページは
こちらから
ご覧ください。

9/1 ～ 10/31（必着）
詳細は館内チラシか
HP をご覧ください！

一般展示室予定（詳細は随時 HP や館内チラシをご覧ください。）★展示室利用はお気軽にお問合せください。

9/29 ～ 10/1「マトリョーシカ展 道上コレクション」10 時～ 17 時
9/30 ～ 10/1「三人小作品展ーアートの構造ー」

9/30：10 時 30 分～ 20 時
10/1：9 時～ 19 時

10/3 ～ 8

10 時～17時
「村上公民館 4 サークル合同絵画展」（初日は 12 時より）
最終日は 16 時まで

10/4 ～ 8

「絵画サークル風画展」（初日は 13 時より）9 時～ 17 時

10/9

（パネル展 ）
「
“つながる”～ 3 11 からのみんなの想い ～」

最終日は 16 時まで

映画「小さき声のカノンー選択する人々」上映会（10 時～ /有料）
（初日は 15 時より）10 時～ 18 時
最終日は 16 時まで

２１日「ハロウィンのおかしバッグ」

10/19 ～ 22 「 M OA美術館 八千代児童作品展」

２８日「ハロウィンカラーのコースター」

10/29 ～11/5「第 37 回 八千代市芸文協美術展」10 時～ 17 時

●ウェブでも情報を掲載中！是非ご覧ください。【HP】http://yachiyo-library-gallery.jp/

オ ー エ ン ス 八 千 代 市 民 ギャラリー10 月講座のお知らせ

■クラフトバンドでものづくり

だがしや楽校「 昔遊び体験！」

１０月１日（日）１０：００〜１２：００

初心者大歓迎！

昔遊びの「ベーゴマ」と「折り紙」で遊びましょう！

2 週連続講座の 2 回目のため、受付は終了しております。

１０月１４日（土）１４：００〜１６：００

■ペーパークラフトで写真を飾ろう

講師・・よつばクラブ
対象・・小学生以上（２年生以下は保護者同伴）
定員・・先着３０名（予約不要） 参加費・・無料
※ベーゴマと紐をお持ちの方はご持参ください。 （市民ギャラリー自主事業）

「チキンネットフレームでガーランド」を作ります。

１０月１日（日）１３：００〜１５：００
講師・・川口 美穂・ 中林 慶香

（サクラクレパス メモラビリアート認定講師）
対象・・小学生以上（小学生は保護者同伴）
定員・・１５名
参加費・・１,８００円
（市民ギャラリー自主事業）

■伝統文化 親子で生け花教室

１０月１５日（日）１０：００〜１２：００

小学 5 年生以上から
お一人でのご参加も可。

親子で伝統文化に触れてみよう！
毎回様々な技法をご紹介します！ 講師・・鈴木 佐恵子（華道家元池坊教授）

■絵画教室

基本的な描画方法の実習から古典技法のレクチャーまで。
１０月３日（火）１０：００〜１２：００
講師‥作田館長
対象・・１８歳以上
定員・・１５名
※エプロン、または汚れても良い服装。

■創作書道教室

※画材はご持参ください。

参加費・・１,３００円

（市民ギャラリー自主事業）

自由な発想で書を楽しむ教室！

ひらがな・カタカナで文を書きます。
１０月７日（土）１０：００〜１２：００

講師・・渡部 桂弦（八千代書芸院主宰）
対象・・小学生以上（小学 2 年生以下は保護者同伴）
定員・・１５名
持ち物・・なし
参加費・・８００円

■デッサン教室

初めての方
大歓迎！

１０月１７日（火）１０：００〜１２：００
講師・・作田館長
対象・・１８歳以上
定員・・１５名 持ち物・・筆記用具

参加費・・１,３００円

* 前回参加された方は配付した画材をお持ちください。

ドキュメンタリー作家の監督が作品に込めた想いを
語りつつ、八千代市の皆さんと語り合います。
講師・・鎌仲ひとみ（映画監督）
参加費・・無料（予約不要）

※花用はさみをお持ちの方はご持参ください（ギャラリーでもご用意いたします）。
※作品をお持ち帰りいただくためのビニール袋をご持参ください。

* 汚れても良い服装（またはエプロン ) でご参加ください。

八千代大人塾「鎌仲ひとみ監督と話そう」

１０月９日（月・祝）１２：１０〜１３：１０

対象・・小学生以上の親子
定員・・１５組 参加費・・１,３００円

無料講座

■体験！ステンドグラス教室

（市民ギャラリー自主事業）

初めての方大歓迎！

「ミニクリスマスツリー（ペンダント）
」を制作いたします。
１０月２２日（日）１０：００〜１２：００

講師・・坂原 恵子（新極美術協会 2014 年特別賞受賞）
対象・・１８歳以上
定員・・１５名 参加費・・１,０００円
持ち物・・綿製エプロン・軍手・タオル

（市民ギャラリー自主事業）

（市民ギャラリー自主事業）

※午前１０時から映画上映（有料）も別途にございますので、合わせてご鑑賞ください。

八千代大人塾

夜間
講座

「大人の！珈琲飲み比べ教室」

「林美蘭の仕事 ～絵画で社会を結ぶ～」 “コーヒーマイスター”の資格を持つ講師が選んだ

アートの楽しみ方講座

「つながる〜 311 からのみんなの想い〜」をテーマに
作家の作品と活動を紹介します。

１０月９日（月・祝） １４：００〜１５：００

講師・・林美蘭（美術家） 対象・・１８歳以上
定員・・３０名 参加費・・無料

無料講座

■パーソナルカラー講座

講師・・北見 義弘（きたみcoﬀee代表） 対象・・２０歳以上
定員・・１６名 参加費・・２００円（☆珈琲の資料とポストカード付！）

■八千代のボードゲームで遊ぼう！

八千代の特色を学びながらすごろくを作って遊びます。

自分自身に合った色を見つけてみませんか？
１０月９日（月・祝）１０：００〜１２：００

講師・・前田 美香（カラーアドバイザー）
対象・・18 歳以上 定員・・１０名 参加費・・１,０００円

１０月１１日（水） 1０：００〜 1２：００

１０月２４日（火）１８：３０〜２０：００

（市民ギャラリー自主事業）

※作品の展示と随時「塗り絵ワークショップ」も開催しますので、ご参加ください。

■体験！書道教室＜仮名＞

コーヒーを試飲し 、味の違いを体験する講座

落ち着いたひと時を
過ごしませんか？

講師・・鑓水 知子（読売書法会会友）
対象・・１８歳以上
定員・・１５名 参加費・・１,０００円
持ち物・・なし
（市民ギャラリー自主事業）

１０月２９日（日）１４：００〜１６：００
講師・・作田館長
対象・・小学２年生以上
定員・・１２名 参加費・・無料

※グループを作って遊びますので、当日キャンセルはご遠慮願います。

■館長のワンポイントアドバイス
１０月３１日（火）１３：００〜１５：００

絵画・立体作品の制作についてご相談ください。
作品及び資料をご持参ください。
対象‥１８歳以上 ( 作品制作中の方 ) 定員‥８名 (1 人 15 分程 )（無料）
無料講座

＊講座へのご参加は事前にご予約下さい＊ご予約はお電話か直接窓口へ：047-406-4116
■参加費は当日受講前に市民ギャラリー事務室でご入金願います。入金後はご返金致しかねます。
■作品内容などが変更になる場合は、館内掲示・ホームページにてお知らせいたします。
■キャンセルの場合は事前のご連絡をお願い致します。当日の無断キャンセルはご遠慮ください。
ご連絡いただけない場合は、当日お電話させていただくことがございます。

オ ー エ ン ス 八 千 代 市 民 ギャラリー
住 所 ：〒 2 7 6 - 0 0 2 8 千 葉 県 八 千 代 市 村 上 2 5 1 0 番 地
開館時間 9:00〜20:00 休館日：月曜日
（祝日の際は翌火曜日）

