
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

寒川町民センター 
だより 

発行:寒川町民センター 
〒 253-0106 高座郡寒川町宮山１６５ 

 ℡ 0467-74-2333 Fax  0467-75-2239 
ホームページ  https://samukawa-c.jp/ 

令和 4 年 9 月 1０日号 
第 54 号

町民センター主催事業のお知らせ 

発売中!! 

「ジュニア絵画展」（３館巡回開催） 
 夏休み期間に町内小・中学校の生徒が描いた作品の中から選ばれた入賞作品の展示を行います。 

子どもたちの豊かな感性から描かれた絵画作品をこの機会に是非ご覧頂きたいと思います。 
町民センター展示後、北部公民館、南部公民館に巡回しますのでお近くの会場でご覧ください。 
【展示期間・会場】 

町民センター  :9 月 12 日（月）～ 9 月 18 日（日） 
           北 部 公 民 館:9 月 22 日（木）～  ９月 29 日（木） 
           南 部 公 民 館:10 月 2 日（日）～  10 月 9 日（日） 
 ※期間中（9:00～17:00）はご自由に鑑賞いただけます（申し込み不要） 

「-町民センター生涯学習推進員事業-  

体にやさしい健康体操」 
 

チケット 

体への負担が少なく心身のリフレッシュになる 
体操です。呼吸法、顔ヨガ、身体調整体操など 
を予定しています。お気軽にご参加ください。 
 【日 時】9 月 28 日（水） 

10 時～11 時 30 分 
【場 所】町民センター 展示室 1 
【講 師】宇野 ヨシ江さん 
（日本スポーツクラブ協会公認指導員） 
【対 象】町内在住・在勤の方 
【定 員】15 名（先着順） 
【申し込み】電話もしくは直接来館にて受付中 

事前申込 
不要 

さむかわ名画座 2022 

心に残るアメリカ映画 シリーズ②『シェーン』 
申込 

【日 時】9 月 24 日（土） 
①10 時～ ②13 時～ 

（各回 30 分前開場）2 回上映  
【場 所】町民センター 視聴覚室 
【対 象】町内在住・在勤の方 
【定 員】各回 30 名（先着順） 
【申し込み】電話もしくは直接来館にて受付中 

※当日直接のご入場は出来ませんので事前の
申し込みをお願いします。 

監督:ジョージ・スティーブンス  
出演:アラン・ラッド ジーン・アーサー 
1953 年作品  118 分 

申込 

受付中!! 

受付中!! 

県民ホール共催事業「ヘンゼルとグレーテル」 
 

みんなで楽しむオペラ ～歌声とピアノで贈る クリスマスのおとぎ話～ 

【日  時】12 月 3 日（土）14 時開演（13:15 開場） 
公演時間:約 60 分（休憩なし） 

【場  所】町民センター ホール 
【料  金】1,500 円（税込み・全席指定） 
【対  象】4 歳から入場可 
【チケット取り扱い】1.町民センター  2.南部公民館  3.北部公民館 

4.チケットかながわ（Tel.0570-015-415（10:00～18:00）、Web（24 時間）） 
                   5.ローソンチケット（L コード:31681）  
【キャスト】・ヘンゼル:重田栞さん  ・グレーテル:竹村真実さん  ・パパ:寺田功治さん 

・ママ／お菓子の魔女:鳥谷尚子さん  ・ピアノ:髙田恵子さん 



  

 

 

 

 

 

 

【日 程】①講座:10 月 15 日（土）10 時～11 時 30 分 
     ②ツアー:11 月 19 日（土）9 時頃～15 時頃 
                 （寒川駅集合、現地解散）   
【場 所】①町民センター ②横須賀製鉄所跡ほか横須賀市内の見学 
【定 員】①25 名（先着順）  

②10～15 名程度（①の講座受講者から希望者を募集、人数超過の場合は抽選） 
【講 師】塚越 俊志さん（東洋大学非常勤講師） 
【費 用】①無料 ②1000 円程度（三笠記念館入場料、資料代、当日徴収） 
【申し込み】9 月 12 日（月）より町民センターへ電話か直接 
   10/1（土） 
事前整理券 

歴史講座＆歴史ツアー「日本近代化に貢献した男、小栗上野介」 
 幕末の日本近代化に貢献した勘定奉行・小栗上野介を座学で学ぶとともに彼が開設した横須賀製

鉄所などゆかりの地を訪問します。 

9/12（月） 

受付開始 

「第 9 回 さむかわ音楽祭」 
 

配布!! 
町文化祭の一環として開催の音楽祭!! 今回は 2 日間お楽しみいただきます!! 

【日 程】①10 月 29 日（土）13 時～16 時 
     ②10 月 30 日（日）10 時～正午、13 時～16 時 
【場 所】町民センター ホール 
【定 員】750 人（先着順） 
【出 演】寒川ハープエコーズ（ハーモニカ）、ウク・アイカネ（ウクレレ）、ことりの会（ボーカル） 
クロシェット（ミュージックベル）、寒川アコギクラブ（A ギター）、きんもくせい（オカリナ） 
T-BOSH（バンド）、旭が丘中学校（邦楽・吹奏楽）、寒川中学校（吹奏楽）、寒川東中学校(アンサンブル) 他 

【申し込み】10 月 1 日（土）より町民センター、分室、北部公民館、 
南部公民館にて事前整理券を配布 

【日 程】11 月 12 日（土）13 時～15 時 
【場 所】町民センター 展示室 1 
【定 員】50 人（先着順） 
【対 象】町内在住の小・中学生の親子 
【講 師】矢島 道子さん (日本地質学会理事) 
【申し込み】10 月 1 日（土）より 

町民センターへ電話か直接、 
またはホームページ 

   

親子で楽しく学ぶ「恐竜の話」 
 

10/1（土） 
受付開始 

「人間の幸福とペット～ペットへの愛着と悲嘆～」 

 

東洋大学出張講座 

【日 程】11 月 13 日（土）13 時 30 分～15 時 
【場 所】町民センター 視聴覚室 
【定 員】30 人（先着順） 
【講 師】佐藤 亜樹さん 

(東洋大学社会学部准教授) 
【申し込み】10 月 8 日（土）より町民センター

へ電話か直接、またはホームページ  
 

和食の食べ方「お作法講座」 
 

10/8（土） 

受付開始 

【日 程】10 月 24 日（月） 
13 時 30 分～15 時 30 分 

【場 所】町民センター 会議室 
【定 員】10 人（先着順） 
【対 象】町内在住・在勤の成人 
【講 師】青木 まき子さん 
【申し込み】9 月 23 日（金）より町民センター 

へ電話か直接、またはホームページ 
   

「だがしや楽校」出店者募集!! 
 

9/23（金） 

受付開始 

11 月 23 日（水）開催の「だがしや楽校」の出
店者を募集します。祭りの屋台形式で「趣味・特
技・遊び・学び・作品」を発表いただき楽しみな
がら自分発見・仲間づくりをしてみませんか。 
 【開催日】11 月 23 日（水）勤労感謝の日 

13 時 30 分～15 時 30 分（予定） 
【場 所】町民センター 1F フロア 
【申し込み】町民センターへ電話か直接 
 

受付中!! 

お申し込み 


