
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【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（抽選） 
【対象】町内在住・在勤の成人 
【講師】青木 まき子さん 
【申し込み】町民センターへ電話、直接、 

ホームページにて 
   

「第 8 回 さむかわ音楽祭」 
 

令和 4 年 10 月 10 日号 
第 55 号

【開催日】11 月 23 日(水) 勤労感謝の日 
【出店数】町内在住、在勤の方 15 組程度 

（個人、団体ともに可） 
【当日会場】町民センター 1F フロア 
〈過去の出店内容〉・ユニット折り紙 ・色かるた 
   ・ハンドベル演奏 ・ミニ機関車乗車体験など 

「だがしや楽校」 
 

昔懐かしい駄菓子屋のように、自分の趣味や特技
をお店形式で披露してみませんか? 

〈受付中です!! センター主催事業〉 

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 

受付中 

お申し込み 

４年ぶりに開催します!! 
【日程】①10 月 29 日（土）13 時～16 時 

②10 月 30 日（日）（午前の部）10 時～12 時 
（午後の部）13 時～16 時 

【場所】町民センター ホール 
【定員】各日 750 人（先着順） 
【出演】寒川ハープエコーズ（ハーモニカ） 
T-BOSH（バンド）、旭が丘中学校（邦楽・吹奏楽）他 

※観覧ご希望の方は、町内各公民館で配布されている 
事前整理券をお受け取りのうえ当日ご来館ください。 

  ※２日観覧を希望される際は２枚整理券を 
        お受け取り下さい。 
 

事前整理券 

配布中!! 

出店者募集 
 

【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 (古生物学者・科学史家) 

【申し込み】町民センターへ電話か直接、 
ホームページにて受付中!! 

   
 

親子で楽しく学ぶ「恐竜の話」 
 

【日程】11 月 13 日（日）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】町民センターへ電話か直接、 

またはホームページにて 
 

「人間の幸福とペット」 

 ～ペットへの愛着と悲嘆～ 

 

お申し込み 

受付中 

和食の食べ方「お作法講座」 
 

お申し込み 

受付中 

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」 

 【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 他 
【定員】①30 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 
【申し込み】町民センターへ電話か直接 
   

お申し込み 

受付中 

お申し込み 

受付中 

配膳の仕方・食器の扱い方・箸使いのタブー・割り
箸の扱いなどについて学びます。 
学びます。 

お申し込みはこちら
からも出来ます 

お申し込みはこち
らからも出来ます 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ママとベビーのふれあい体操」 
 【日時】①11 月 24 日（木）②11 月 28 日(月) 

両日とも 10 時 30 分～11 時 30 分  
【場所】町民センター  和室 
【講師】㈱オーエンス  スポーツ事業部指導員 
【対象】町内在住、在勤の 0 歳児とその母親 

（首の据わっている乳児） 
【定員】各回 5 組（先着順） 
【持 ち 物】バスタオル（赤ちゃんの敷物） 

動きやすい服装、マスク着用でご参加ください。 
【申し込み】11 月 1 日（火）より 

町民センターへ電話、直接、 
ホームページにて受付開始 

「年賀状作り講座」 
 

生涯学習推進員事業 
 

「サークル入会体験フェスタ」 
 

水墨画で干支をあしらった年賀状を作ります。型紙を
使ってどなたでも簡単に描ける内容となっています。 

【日時】11 月 20 日（日） 
10 時～11 時 30 分 

【場所】町民センター 視聴覚室 
【講師】岩瀬玉泉さん（水墨画講師） 
【対  象】町内在住・在勤の方 
【定  員】15 名（先着順） 
【持 ち 物】習字用小筆 
【参 加 費】無料  
【申し込み】11 月 1 日（火） 

より町民センターへ電話か直接 
 

【開催期間】11 月 1 日（火）～ 
11 月 30 日（水） 

【場所】町民センター、分室 
    北部公民館、南部公民館 
【申し込み】不要。当日直接来館下さい。 
 

今年度２回目の開催です。参加サークルやスケジ
ュールにつきましてはホームページ、館内掲示に
てご確認ください。 

11/1(火) 

みんなで楽しむオペラ  

県民ホール共催事業「ヘンゼルとグレーテル」 
 【日時】12 月 3 日（土）14 時開演 

公演時間:約 60 分 
【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】町民センター、 南部公民館 

北部公民館、チケットかながわ、 
ローソンチケットにて 

～歌声とピアノで贈る クリスマスのおとぎ話～ 
「中西立太 原画展」 

－歴史復元画巨匠の描いた鎌倉時代－ 
 【開催期間】11 月 7 日（月）～20 日（日） 

9 時～17 時 見学自由 

【会場】寒川町民センター 1 階 展示コーナー 
【料金】無料  

中西立太(1934～2009)は、綿密な時代考証に基づき、
歴史上のできごとや人々の生活をリアルに描いた歴史復
元画の巨匠といわれる画家です。中西画伯の「歴史復元
画」の価値と、その中に生きる先人の息遣いを感じてい
ただける貴重な機会です。 

〈チケット販売中です!! 〉 〈展示会開催のお知らせです!!〉 

〈11 月より受付開始の講座です ～ご参加お待ちしています～〉 
受付開始 

戰に大きく影響したであろう当日の天候や地形・地勢とい
った要因、あるいは武器の特性や有効な使い方。現地調査
や実体験から新たに分かった発見を元に”奇想天外”とい
われた戦の真相を明らかにし、織田信⾧の人物像に新たな
魅力を付け加えていく。そんな講座です（多賀先生より） 
 
【日時】11 月 26 日（土）10 時～11 時 30 分 
【場所】町民センター  
【講師】多賀譲治さん（多賀歴史研究所代表） 
【対象】町内在住、在勤の方 
【定員】30 名（先着順） 
【参加費】無料  
【申し込み】11 月 3 日（水）より 

町民センターへ電話、直接 
ホームページにて受付開始 

歴史講座｢⾧篠と桶狭間」 
～信⾧の軌跡と真相～ 

11/3(水) 

受付開始 

受付開始 

11/1(火) 

～町民センター、北部公民館、南部公民館 同時開催～ 
 

お申し込み 

不要 

お申し込みはこちら
からも出来ます 

お申し込みはこちら
からも出来ます 


