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麻生市民館

※6月7日は岡上分館は開館。8月2日は岡上分館は消防点検のため休館

6 月 か ら 8 月 の 休 館 日 の お 知 ら せ

麻生市民館

※各講座の詳細や詳しい申込み方法については、チラシやＨＰからご確認ください。

新型コロナウイルス感染拡大防止等のため、
講座やイベントの日程や内容が変更、または中止となる場合があります。
新型コロナウイルス感染拡大防止等のため、
講座やイベントの日程や内容が変更、または中止！
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生きづらさを感じる時代だからこそ、一つのテーマについてじっくり語り合う場を一緒に作っていきませんか。

“みんなの哲学カフェ”企画メンバー募集
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学びを深めたい方、地域に第三の居場所を探している方、普段疑問に思っていることを
誰かに問いかけたい方、進行役のスキルを身に付けたい方など。中学生以上。
みんなで哲学カフェをゼロから企画し、運営します。
例：空間イメージづくり、名称、ルール、アドバイザーの受入れ、
テーマの設定など。
（打ち合わせの際、Zoomを活用します。）
ホームページから申込みください。　申　込

内　容

対　象

みんなでボッチャ～ボッチャでつながる、広がる世界～

対　象
申　込

会　場
日　時

パラリンピックの正式種目であるボッチャ。誰もが楽しめるスポーツとして注目されています。　　
体験を通して多様性に触れ、頭と体を使って楽しみながら交流しましょう。

8月7・21・28日、9月11・25日(全て土曜日)　〈全５回〉１４時～１６時
岡上分館　学習室　　　
関心のある方１５名（幼児・小学生も保護者同伴で可）
７月２日(金)から、電話・岡上分館窓口・ホームページにて（先着順）

岡上
分館

■は休館日



2 麻生市民館だより

第1回　6月26日（土）10～12時
片平会館（最寄り駅　五月台駅）　　　 どなたでも　30名程度
色の重なりを楽しむパステル画体験 ～七夕の短冊と夏の風景を描こう～　詳細はチラシＨＰにて
かたひらほっとカフェ

対象・定員会　場
内　容
主　催

日　時

かたひらほっとカフェ
赤ちゃん、大人、ご長寿さん、障がいのある方、大歓迎

住んでいる地域で、あいさつしあえ、ほっとできる仲間作りをしませんか。
今回は綿を使って描くパステル画で、手作りの短冊に願いを書いて笹に飾ります。
絵の苦手な方でも素敵な絵が描けます。

８月8日(日) ・22日(日)13時半～15時半〈全２回〉※２回とも参加が原則
岡上分館　集会室　　　　　関心のある方、但し小学５年生以上（保護者同伴可）・15名
Wi-Fiに接続できるノートPC（スマホ不可）
７月１日（木）から、電話・HP・来館にて（先着順）
デジタル地図をつくる会

会　場 対　象
持ち物
申　込
主　催

日　時

地域情報を生かして自分だけの地図をつくろう
受講者自身が関心のあるテーマで、Googleマイマップを利用してデジタル地図を作成します。

岡上
分館

LGBTQをはじめとしたマイノリティに注目が集まっていますが、突き詰めると、
そもそも「こうあるべき」と縛られている私たちがいるのではないでしょうか？
将来の子どもたちが社会の中で自分らしく生きられるようにLGBTQを学ぶ講座や
グループワークなどを企画します。

昨今のジェンダー問題やLGBTQに関心があり、一緒に活動してくれる方
藤本加奈　　　　　k.fujimoto.na@gmail.com　 　　 080-9396-7615

対　象
問合・応募先 メール 電　話

「女らしさ」「男らしさ」を問い直す
～これからの子どもたちのために～

「女らしさ」「男らしさ」を問い直す

企画者近影

市民自主学級を支える仲間
専門家を招いた講座やグループワークの企画運営など、一緒に活動する仲間を募集します専門家を招いた講座やグループワークの企画運営など、一緒に活動する仲間を募集します専門家を招いた講座やグループワークの企画運営など、一緒に活動する仲間を募集します専門家を招いた講座やグループワークの企画運営など、一緒に活動する仲間を募集します専門家を招いた講座やグループワークの企画運営など、一緒に活動する仲間を募集します専門家を招いた講座やグループワークの企画運営など、一緒に活動する仲間を募集します専門家を招いた講座やグループワークの企画運営など、一緒に活動する仲間を募集します専門家を招いた講座やグループワークの企画運営など、一緒に活動する仲間を募集します専門家を招いた講座やグループワークの企画運営など、一緒に活動する仲間を募集します専門家を招いた講座やグループワークの企画運営など、一緒に活動する仲間を募集します専門家を招いた講座やグループワークの企画運営など、一緒に活動する仲間を募集します専門家を招いた講座やグループワークの企画運営など、一緒に活動する仲間を募集します専門家を招いた講座やグループワークの企画運営など、一緒に活動する仲間を募集します専門家を招いた講座やグループワークの企画運営など、一緒に活動する仲間を募集します専門家を招いた講座やグループワークの企画運営など、一緒に活動する仲間を募集します専門家を招いた講座やグループワークの企画運営など、一緒に活動する仲間を募集します専門家を招いた講座やグループワークの企画運営など、一緒に活動する仲間を募集します専門家を招いた講座やグループワークの企画運営など、一緒に活動する仲間を募集します専門家を招いた講座やグループワークの企画運営など、一緒に活動する仲間を募集します専門家を招いた講座やグループワークの企画運営など、一緒に活動する仲間を募集します専門家を招いた講座やグループワークの企画運営など、一緒に活動する仲間を募集します専門家を招いた講座やグループワークの企画運営など、一緒に活動する仲間を募集します専門家を招いた講座やグループワークの企画運営など、一緒に活動する仲間を募集します専門家を招いた講座やグループワークの企画運営など、一緒に活動する仲間を募集します専門家を招いた講座やグループワークの企画運営など、一緒に活動する仲間を募集します専門家を招いた講座やグループワークの企画運営など、一緒に活動する仲間を募集します専門家を招いた講座やグループワークの企画運営など、一緒に活動する仲間を募集します専門家を招いた講座やグループワークの企画運営など、一緒に活動する仲間を募集します専門家を招いた講座やグループワークの企画運営など、一緒に活動する仲間を募集します専門家を招いた講座やグループワークの企画運営など、一緒に活動する仲間を募集します専門家を招いた講座やグループワークの企画運営など、一緒に活動する仲間を募集します

大募集!

「紙芝居」を教育という視点からとらえ、
その歴史や面白さや楽しさを参加者と共に学んでいきます。
あなたも一緒に「紙芝居」を広めてみませんか？

紙芝居に関心がある方、市民活動に関心がある方。初心者大歓迎、高校生以上。
①氏名　②電話番号　③年代　④お住まいの地域（町名）を記入の上、
下記宛先のメール又は、電話にてご連絡ください。
shimin.kamishibai@gmail.com　 　　　 090-7828-6483（吉田）
市民紙芝居・あさお

“市民紙芝居・あさお”～紙芝居から広がる市民のつながり～

対　象
申　込

メール 電　話
団体名



図書館からのお知らせ

［ 休 館 日 ］
・毎月第3月曜日
（祝日と重なった場合は
その翌日）、年末年始
・■は休館
・□は麻生図書館のみ休館
(6/7は施設点検）
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主催：麻生市民館サークル連絡会　　共催：麻生区役所生涯学習支援課・麻生市民館 ｠
後援：NPO法人しんゆり・芸術のまちづくり

美術展
※パレットゆりはギャラリーのみ 

※7/14 最終日オープンスペースは 17:00 まで 

【第 19 回シャンソン･カンツォーネコンサート】
― いま輝いて･ 2021！ ―
【 公 開 練 習 】 

夏蒐（なつかり）太鼓オリジナル曲を練習します
【 皆で歌おう！ なつかしい歌！ 】 
一緒に歌ってお楽しみください！
【 いけいけ民謡、にぎやかに！】 

唄・三味線・銭太鼓・どじょうすくい踊り、みなさんと楽しく！
【 昔弾いたギターをもう一度！】 

なつかしいフォークソングを一緒にうたいましょう！
【裸婦デッサン会 】公開講座モデル 2名 参加費 1500 円  

申込：渡辺 090-2434-5039
 能楽体験講座【 観て･聞いて･謡ってみよう！】 
「４５分でわかる能の世界」謡で辿る相模の国
 笑いヨガ体験【 笑う門には福来たる 】 
笑って元気、免疫力アップ ↑↑

【 咲き揃う民舞・新舞と美しい着付ショー 】
会場の皆様もご一緒に踊りましょう！

【 フラダンス 】 
60才からの健康フラ 楽しく仲良く 100才までも

【 日本の夏を踊る 】 
納涼・夏の川風と月ものがたりをお楽しみ下さい！

朗読歌芝居【 沖縄からの手紙 】 
ひめゆり学徒隊の妹と衛生兵の兄の人生を歌い上げる

【 合唱って楽しい！一緒に歌いましょう！】
楽しく歌って、地域の人たちとつながろう！

朗読発表会【 心を声にして、今あなた伝えたい！ 】
小泉八雲の世界、涼しい夏へご招待‼
【 ゆかたの着方と帯結び講習会 】
持参品：ゆかた又は着物･帯･その他一式

（10:30～13:00）大ホールにて着付けショウ開催
講演【 論語から学ぶ言葉の力 】

講師：植田渥雄先生
体験講座: ボイス･トレで日本の歌を美しく歌おう

10:00～17:00

9:00～20:30

13:00～15:30

16:30～17:30

11:00～12:00

13:30～14:30

15:30～16:30

18:00～20:30

10:15～12:00

10:30～11:30

10:30～13:00

13:00～13:40

14:00～15:30

16:00～17:10

11:00～12:00

14:00～15:30

13:30～15:30

10:30～12:00
13:30～15:00

ギャラリー
（第1会場）
オープンスペース
（第2会場）

大ホール

大会議室

和室

視聴覚室

大ホール

大会議室

和室

視聴覚室

7/9
（金）

～

7/14
（水）

7/10
（土）

7/11
（日）

木版画あさお 
パレットゆり 
麻生デッサン会 
ジョイパレット

サロン･ド･ショコラ

夏蒐（なつかり）太鼓

麻生童謡をうたう会

川崎安来節同好会

やまゆりギターの会

麻生デッサン会

あさお謡曲研究会

お多福笑いヨガ

踊ろう会
きものを美しく着る会

マウナケア
フラサークル
日本舞踊

藤の実会･七実会

猫と金魚

麻生シンガーズ
アンリミテッド

新ゆり朗読の会

きものを美しく着る会

日中文化交流市民
サークル‘わんりぃ’
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〒215-0004 麻生区万福寺1-5-2麻生文化センター内
☎044-951-1305　FAX 044-952-2748
開館時間 平　 日 9:30～19:00 　

土日祝休 9:30～17:00

麻生図書館 柿生分館

美術展
※パレットゆりはギャラリーのみ 

※7/14 最終日オープンスペースは 17:00 まで 

10:00～17:00

9:00～20:30

ギャラリー
（第1会場）
オープンスペース
（第2会場）

7/9
（金）

～

7/14
（水）

木版画あさお 
パレットゆり 
麻生デッサン会 
ジョイパレット

【 咲き揃う民舞・新舞と美しい着付ショー 】
会場の皆様もご一緒に踊りましょう！

【 フラダンス 】 
60才からの健康フラ 楽しく仲良く 10く 10く 0才までも

【 日本の夏を踊る 】 
納涼・夏の川風と月ものがたりをお楽しみ下さい！

朗読歌芝居【 沖縄からの手紙 】 
ひめゆり学徒隊の妹と衛生兵の兄の人生を歌い上げる

【 合唱って楽しい！一緒に歌いましょう！】
楽しく歌って、地域の人たちとつながろう！

朗読発表会【 心を声にして、今あなた伝えたい！ 】
小泉八雲の世界、涼しい夏へご招待‼
【 ゆかたの着方と帯結び講習会 】
持参品：ゆかた又は着物･帯･その他一式

（10:30～13:00）大ホールにて着付けショウ開催
講演【 論語から学ぶ言葉の力 】

講師：植田渥雄先生
体験講座: ボイス･トレで日本の歌を美しく歌おう

10:30～13:00

13:00～13:40

14:00～15:30

16:00～17:10

11:00～12:00

14:00～15:30

13:30～15:30

10:30～12:00
13:30～15:00

大ホール

大会議室

和室

視聴覚室

7/11
（日）

踊ろう会
きものを美しく着る会

マウナケア
フラサークル
日本舞踊

藤の実会･七実会

猫と金魚

麻生シンガーズ
アンリミテッド

新ゆり朗読の会

きものを美しく着る会

日中文化交流市民
サークル‘わんりぃ’

催　　　物時　間 参加サークル会　場月日

〒215-0023 麻生区片平3-3-1 柿生小学校内
☎044-986-6470　FAX 044-986-6472
開館時間 平     日 10:00～18:00 　

土日祝休 10:00～17:00

あさおサークル祭２０２１あさおサークル祭２０２１
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あさおにほんごクラス　外国人学習者募集
How about joining ASAO Japanese Language Class?
日常生活に必要な日本語をレベルにあわせてボランティアと学びます。
学習者同士やボランティアとの交流を楽しく行っています。

In the Class, you will learn daily necessary Japanese according to
your Japanese skil  by group. Participating in the class, you can 
also enjoy building friendship with your classmate and have　
relationship with　Volunteer activities. 
Course Thursday  Morning Class (10:00am～11:30am)
　　　    　　　　　 Evening  Class ( 6:30pm～8:00pm)
Place Asao Civic Hall or online　/　Fee  free /　 There is no childcare.｠

申込（もうしこみ）ホームページ
Application Homepage

やかんクラス
Evening Class 

ごぜんクラス
Morning Class 

体験講座シャンソン「季節を歌う」

申　込
電話・FAX

主　催

定　員
持ち物会　場

実施機関

講　師 シャンソン・カンツォーネ歌手　庄司　淳

費　用

聴く人から歌う人へ　～自分らしく 美しく 輝こう～ 今がそのとき

麻生市民館　大会議室　　 　　　資料代　300円               録音できる機材、筆記用具、飲み物
30名（先着順）　　　　　６月11日（金）から、直接下記代表者まで電話またはFAXにてお申込みください。
住所、氏名、電話番号をお伝えください。　         044-989-2680（小林）
麻生市民館サークル連絡会           サロン・ド・シャンソン

第1回 8月4日(水) 9:45～11:45
シャンソンの歴史　発声練習　原曲を聴いて日本語訳詞で歌いましょう
①パリの空の下　②ラ・メール　③セ・シ・ボン
発声練習　3曲を皆で歌いましょう　
Keyを変えて歌ってみましょう　マイクで歌ってみましょう8月18日(水) 9:45～11:45第2回

にちじょうせいかつ　　 ひつ よう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 まな

がくしゅうしゃどう し　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 こうりゅう たの　　　　おこな

もく よう び　　 ご ぜん                                                      　　　　　　 や　かん

かい    じょう あさ お し　みんかん　　　　　　　　　　　　　　　 とき　　　　　　　　　　　　 ひ よう　　むりょう　　 ほ いく

会　場 費　用

コース 木曜日　午前クラス 10:00～11:30　夜間クラス 18:30～20:00　

麻生市民館　オンラインの時もあります　　　 無料　保育はありません

子どもの医療情報・救命救急を、専門家から学ぼう！
子どもの救命救急や新型コロナウィルスの現状について、市民館の保育ボランティアグループ
「ジャンケンポン」メンバーと一緒に、感染予防の知識を深めましょう！

コロナ禍で気になる

7月13日(火)　10時～11時　　　　　麻生区役所会議室　　　　　
保育ボランティアに興味のある方・若干名（抽選）　　　　　ＨＰ、チラシ、来館にて

日　時 会　場
対　象 申　込

公開講座「さあ合唱はじめよう」

申　込

主　催

定　員会　場

実施機関
申込用メールアドレス

日　時 7月17日、24日、8月7日、21日、9月4日〈全5回）全て土曜日の午後2時半より午後4時半まで各回2時間開催
麻生市民館　視聴覚室　　　　　　合唱に興味のある方、又は経験のある方 　　　　10名（先着順）
材料費 1,000円　　　　 6月１１日（金）から、氏名・住所・メールアドレス・電話番号を記入の上、直接下記
メールアドレスまでお申込みください。　　　　　　　　　　 asaosingers@gmail.com
麻生市民館サークル連絡会　　　　　麻生シンガーズアンリミテッド

費　用
対　象

昭和音楽大学にゆかりのある講師陣の丁寧親切なご指導の下、混声合唱グループ「麻生シンガーズ
アンリミテッド」のメンバーと一緒に歌って楽しいひと時を過ごしましょう。講師は、声楽科山舘冬樹
教授と、卒業後オペラ・ミュージカルなどで活躍されている佐々木典先生、中林嘉愛先生です。


