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家庭教育ファミリーイベント

かえるくんと小さな動物たちによるこ
ころあたたまる人形劇をお届けします。
わくわく・ドキドキ・ちょっぴり涙。
みんなでいっしょに楽しみましょう。

未就学児とその保護者対象のイベントです

永野むつみです。人形劇団ひぽぽたあむで代表をしています。

ひぽぽたあむの人形劇は子どもにとってのお
やつのようなもので

す。主食ではないけれど大切な栄養源。生
活の愉しみ、元気の

もとです。家族で忘れられない体験をしましょ
う。

●日　程	 ９月４日（土）午前10時50分～11時35分
●会　場	 つつじヶ丘児童館ホール
	 （西つつじヶ丘３-19-1、つつじヶ丘駅から徒歩５分）
●対　象	 未就学児とその保護者
●定　員	 40人（無料、多数抽選）
●申込み	 往復はがきかEメールで、参加する子どもと保護者の氏名（ふりがな）、
	 子どもの年月齢、住所、電話番号を明記。
	 〒182-0014　東京都調布市柴崎２－５－18
	 「北部公民館　ファミリーイベント」係
●締切り	 ８月16日（月）必着

上演／人形劇団 ひぽぽたあむ

人形劇人形劇

～かえるくん・
　 かえるくん～
～かえるくん・
　 かえるくん～
～かえるくん・
　 かえるくん～

『かえるくんのとくべつな日』

『かえるくんの

　　    あたらしいともだち』

予定演目

こちらから
申込みできます
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●東部公民館（☎03-3309-4505）・ 西部公民館（☎042-484-2531）もご利用ください。 公民館は敷地内禁煙です。

芸術鑑賞講座

　今から70 年以上前、日本は戦争中でした。その頃
子どもだった調布自分史の会の会員の方が、たくさん
の絵を描いて紙芝居を作りました。どんな暮らしだっ
たのかな。何があった
のかな。子どもたちに伝
えたい平和のバトンとし
て、紙芝居を公演しま
す。ぜひご参加ください。

公民館共催事業 北部公民館 利用登録団体  調布自分史の会

子どもたちへ伝えたい！私がつくった紙芝居公演

●日　程	 ９月11日（土）　午前 10時 30分～ 11時 30分
●会　場　北部公民館　第 1、２学習室
●話し手	 調布自分史の会会員
	 	平均年齢80代後半の高齢サークルです。設立24年になりました。	

自分史文集「野川の仲間たち」を作っています。

●定　員	 申込み順 12人
●申込み	 	８月 21日（土）午前９時から北部公民館へ電話か窓口にてお申込みください。

●日　程	 ①８月19日（木）　講義：北部公民館
	 ②８月26日（木）　見学：武者小路実篤記念館
	 　※現地集合・解散　入場料：大人 200円
	 　　調布市民 65歳以上無料（要証明）
●時　間	 ①午前 10時～正午　②午前 10時～ 11時
●講　師	 伊藤　陽子氏（武者小路実篤記念館学芸員）
●定　員	 申込み順 18人
●申込み	 ８月６日（金）午前 10時から北部公民館へ電話か窓口にてお申込みください。

実篤、欧米へ行く
―ベルリンオリンピックと美術行脚

　オリンピックを現地で観戦し、行く先々で毎日のように
美術館を訪れた実篤。生涯ただ一度の欧米旅行で実篤が
得たものをご紹介します。

実篤より長女・
新子あて　

昭和11（1936
）年 8月14日

「毎日オリンピ
ックを見に行っ

てゐます」
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●調布FM放送局はFMラジオ 8
ハミング・ハート

3 . 8 メガヘルツで放送。地域情報・生活・行政情報・防災情報などご利用ください。（☎ 042-483-0838）

豊かな自然に囲まれた三角屋根の学習施設です。
音楽・美術・茶道・朗読・語り・体操・囲碁などのサークルが活動しています。

北部公民館			☎042-488-2698（月曜日は休館です）

サークル名 内容 主な活動日
１ 神代女声コーラス 合唱 毎週（金）、夜間
２ 女声合唱木曜会 合唱 第１、３（木）　午後
３ 混声合唱サークル　ハミング ･バージー 合唱 第１、３（金）　午後
４ Joyful	Voices	ゴスペルクワイヤ ゴスペル 第２、４（土）　午前
５ ウクレレサークル　モアナ ウクレレ 第１、３（木）　午前
６ ウクレレサークル　アロハ ･アウィナラ ウクレレ 第１、３（土）　午前
７ ドラムサークル　ハッピー ･グルーヴ ドラム 第２、４（土）　午後
８ 北の杜健康体操クラブ 体操 第２、４（火）　午前
９ Cherrys!（チェリーズ） チアフィットネス 第２（土）（基本）午前
10 調布陶芸サークル 陶芸 第１、２、４（水）　午前
11 陶芸サークル紫陽会 陶芸 第１、２、３（水）　午後
12 陶芸サークル北の杜 陶芸 毎週（金）　午前
13 陶芸サークルさくら 陶芸 第２、４（火）　午前午後
14 陶芸サークル水曜会 陶芸 第２、３、４（水）　夜間
15 絵手紙花の会　秋桜 絵手紙 第１、３（木）　午後
16 絵手紙花の会　椿 絵手紙 第３（日）　午前
17 調布自分史の会 自分史 第１（土）　午前
18 北の杜青和会 茶道（裏千家） 第２、４（木）　午前
19 翠美会 茶道（表千家） 第１、３（金）　午後
20 北の杜木の花会日本画デッサンサークル 絵画 第１、３（火）　午前午後
21 画塾北杜会 絵画 第１、２、４（金）　午後
22 おはなしの杜 語り 第１、３（火）（基本）　午前
23 北の杜碁友会 囲碁 毎週（水）（土）　午後
24 紙遊びの会 折り紙 第２、４（火）　午前
25 つるし飾り「和」 手工芸 第２、４（木）　午前
26 朗読の会トルヴェール 朗読 月２回（木）　午前
27 上ノ原まちづくりの会（地区協議会） 地域活動 不定期
28 健全育成推進上ノ原地区委員会 地域活動 不定期

北部公民館で活動している
サークル、学級を紹介します

サステナブルを学ぶ会
「食べ物に関するごみ」
をキーワードに、サス
テナブルな暮らしにつ
いて学んでいます。

 活動日：月1回金曜日

Multicultural Study Group
Our theme is “Towards multicultural 

coexistence in neighborhood”!

多国籍なメンバーで
学習会を実施しています。

成人学級 成人学級

私たちの学習テーマは身近な人と
共に考える多文化共生です。

先日フィールドワークをした調布市
内の畑にて！

マルチカルチュラル	スタディ	グループ



2021 年８月１日 北 の 杜 通 信 （4）
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■ 10 月分の会場申込み
　会場使用申込みは、申請書の郵送などによる事前提
出の方法となっています。実施手順と申請書は、事前
に各サークルへ送付します。案内が未着のサークル、
新規申込団体はお問合せください。
　午前・午後区分は８月６日（金）午前９時到着分ま
で有効、夜間区分は同日午後６時30分到着分まで有
効となります。
　使用希望が重複した場合は、職員が抽選を行い、利
用団体を決定します。

お　知　ら　せ

【４月９日（金）、16日（金）、21日（水）、５月26日（水）全２回２本実施】
歴史講座
深大寺とその周辺を知ろう、歩こう

日本史研究家の落合大海
さんを講師に迎えて、深大寺とその周辺に残る歴史の「痕
跡」を実際に見て歩き学ぶ講座を行いました。佐須の祇園
寺で江戸時代の絵図と今の風景と重ねて見比べたり、虎
狛神社周囲の地形から川が流れていたことを知ったり、多
面的に調べて地元の歴史を学ぶことができました。講義
では、明治時代の地形図や、年表等一次史料を見ながら、
時には疑いつつ何が正しい情報かを探ることが歴史を学
ぶおもしろさであることが語られました。
【参加者の声】

●  先生の講座は、歴史を多面的に見られておもしろい発見がありました。
これからも、地元のことに関心を持ち学んでいきたいです。

【４月20日（火）、６月１日（火）、８日（火）、15日（火）全４回実施】
健康教室
初心者向け　春のリフレッシュ・ヨガ
樋口美恵氏（米国クリパルセ
ンター公認ヨガ講師）を迎えて
教室を実施しました。コロナ禍
のストレスを癒し、リラックスで
きる時間をもつことができました。
【参加者の声】

● 体の中心を安定させると、身体がよく伸びて気持ちが良かったです。

【５月22日（土）、29日（土）、６月５日（土）、12日（土）全４回実施】
健康教室
初めてのチアフィットネス～基礎編～

チアでお馴染みの三河谷弥生
先生をお招きして、実施しました。
１回目はみんなでポンポンづく
り、最終回には練習した１曲を最
初から最後まで踊り切りました！

【参加者の声】
●  登録団体cherrys!のみなさんとも一緒に踊れて賑やかでした。これ
からも続けたいです！

報 告

↑	祇園寺前で絵図を見ながら解説

↑	市民活動支援センターでの講義の様子

北の杜ギャラリー

展示
期間

 世界で一つオリジナルで作る！
ガラストレイ手作り体験 作品展

ガラスケース内で展示します

７月27日（火）～８月６日（金）
 午前９時～午後５時
	※月曜日休館

８月８日（日）～15日（日）
 午前９時～午後５時
	※月曜日休館

展示
期間

 親子で作る
ガラスのおうちの小物入れ 作品展

ガラスケース内で展示します

８月14日（土）～20日（金）
 午前９時～午後５時	（初日は正午から）
	※月曜日休館

展示
期間

 子ども陶芸教室
粘土でつくる自分の好きな動物 作品展


