
ワークショップ
開催日／9月10 日（土）・ 11日（日）
会場／２～３階 研修室 他 費用／無料

ラッコルタ－創造素材ラボ－

【日時】9月10日（土）13:00〜17:00
【会場】3階 研修室3-１
【対象】小学生以上
【定員】100名
【受付】13:00より先着順受付
【出展】NPO法人アーティスト・コレクティヴ・フチュウ
【内容】府中市民提案型協働事業で地元企業から不要になった素材を
提供いただき作品として活用するプロジェクト「ラッコルター創造
素材ラボ」のワークショップです。今回はダンボールチップなどを
使って自由に作品をつくります。〈持ち物〉作った物を入れる袋など

陶芸体験教室

【日時】9月10日（土）
①10:00～12:00 ②13:30～15:30

【会場】３階 工房１
【対象】中学生以上
【定員】各回10名（合計20名）
【受付】各回開始30分前より整理券配布
【出展】陶芸ボランティア
【内容】ご飯茶碗もしくはお皿を製作します（1人1作品）

2時間以内で手作り陶芸に楽しんでもらえる初心者のための体験教室です。
〈作品の引き渡し〉9月20日10:00〜11:00 工房１にて
〈持ち物〉タオル、エプロン、汚れても良い服装

組ひも体験

【日時】 ９月10日（土）①10:00～ ②11:15～
9月11日（日）①10:00〜 ②11:30〜 ③13:30〜

【会場】10日 2階 研修室2-3
11日 3階 工房1

【対象】小学生以上
【定員】各回8名
【受付】各回30分前より会場前にて受付
【出展】組紐 清の会
【内容】組紐でストラップ・水引でポチ袋やのし袋を作ります。

ネガカラーフィルムからの写真プリント体験

【日時】9月11日（日）10:00～15:00
【会場】3階 美術室
【対象】小学生以上

（1～3年生は保護者同伴）
【定員】6～8名
【受付】10：00〜より先着受付
【出展】カラープリントボランティア
【内容】ネガカラーフィルムで暗室プリント作業、自動
現像機でのカラープリント作成体験。
〈持ち物〉最近の35㎜ネガフィルム（あれば）筆記用具
※デジカメやポジカラーバーサルフィルムからの現像ではありません。

風と旅するタネの標本と模型作り

【日時】9月10日（土）①10:30〜 ②12:30〜
③13:30〜 ④14:30〜

【会場】3階 研修室3-2・3-3
【対象】小学生以上のこども（1年生は保護者同伴）
【定員】各回15名（合計60名）
【受付】各回30分前より整理券配布
【出展】科学体験クラブ府中
【内容】植物の不思議を学びながら標本と模型を作ります。
世界一長い松ぼっくりやめずらしい木の実、身近にあるタネの
展示もします。〈持ち物〉作った物を入れる袋（手提げなど）

ネットとコードで作るミニミニバッグ

【日時】9月10日（土）①10:30～ ②14:30～
【会場】3階 美術室
【対象】大人の方
【定員】各回6名（合計12名）
【受付】受付後抽選 ➀10:00～10:20 ②14:00～14:20
【出展】サロン・デ・ビーズ
【内容】5㎜幅のコードをネットのマス目に通すだけで、可愛い
ミニミニサイズのバッグが約１時間で完成。丈夫で水にも強い
キラキラバックは、オシャレで実用的な人気のホビーです。
バッグの基本型をコンパクトにした作品を体験して頂けます。

SNSで使えるスタンプ作り

【日時】9月11日（日）10:00〜12:00
【会場】2階 研修室2-3
【対象】小学生以上
【定員】10名
【受付】10:00〜先着順
【出展】デジタルイラスト
【内容】お持ちのスマホ・タブレットでデジタル
イラストを製作し、そのイラストで自分だけのオリジナル
LINEスタンプを作ります。テンプレートも用意してます。
お気軽にご参加ください。
〈持ち物〉IPhone/アンドロイドスマホなどのデジタルデバイス

家庭で使える 心のサプリ

【日時】11日（日）13:00〜16:45
【会場】２階 研修室2-2・2-3
【対象】心理テストのみ10歳以上
【定員】24名（混雑の場合人数制限あり）
【受付】12:30より先着受付
【出展】ユリーカ
【内容】心理テスト（エゴグラム）を
使用したコミュニケーションの体験学習
を行ないます。また、子育てや保育関係の人に役立つ手作り品の
紹介や展示を行います。
マジックバルーンで遊べるコーナーも有ります。

パソコン・スマホ無料相談会（10日）
パソコンふれあい広場（11日）

【日時】9月10日（土）10:00〜15:30
9月11日（日）10:00〜16:00

【会場】2階 パソコン学習室
【対象】どなたでも
【定員】10グループ
【受付】10:00〜先着順
【出展】悠学の会パソコングループ
【内容】10日：パソコン・スマホ無料相談会

11日：①パソコンで塗り絵体験 ②パソコンでラベル／
シール／名刺作り体験（②の対象は小学生以上）

ハワイアンリボン

【日時】9月10日（土）
①13:30～15:00 ②15:15～16:45

【会場】2階 研修室2-3
【対象】小学生以上（小学生は保護者同伴）
【定員】各回10名
【受付】各回15分前から会場前にて受付
【出展】Loke lani ハワイアンリボンレイ
【内容】ハワイアンリボンでストラップ・
キーホルダーを作ります。
手先があまり器用でない方でも簡単に作れます。

初めての銅版画にトライ！

【日時】11日（日） ①12:00～ ②12:40～ ③13:20～
④14:00～ ⑤14:40〜（作業時間90分程度）

【会場】3階 版画室・工房2
【対象】15歳以上
【定員】各回5名（合計25名）
【受付】11:30より整理券配布
【出展】府中銅版画学習グループ連絡会
【内容】凹版種の銅版画技法は、金属板にニードルで線描彫刻し、腐食工程
を経てインクを詰めプレス機で版画用紙に刷り上げます。今回12×8cm
をフレームに簡単な線描画の作画を用意、数工程を経て銅版画作品を完成
させます。〈持ち物〉エプロン、軍手、タオル、参考図書、

下絵（線描画・8×12cmフレーム）

9月10日 No. 出演団体

10:00～ 開会式（講堂）

11:00～ １ ダンスパレット

11:20～ ２ ベルフルール

11:50～ ３ 府中ベリーダンスサークル

12:15〜 ４ 若松リコーダー隊

12:40～ ５ 変面師ジャギ

休 憩

13:10〜 ６ COCORO

13:35〜 ７ オカリナオーケストラ

14:00〜 ８ Rock道

休 憩

14:25〜 ９ RUM SISTERS

14:50〜 １０ ウィスタリアーズ

15:40〜 １２ オカリナグループ

9月11日 No. 出演団体

10:25～ １ ウクレレ luana（ルアナ）

10:50～ ２ ちょくどんグループ

11:15～ ３ Queen of the Night

11:40～ ４ まほろば

休 憩

12:20～ ５ リリアーレ

12:45～ ６ 虹の奏

13:10～ 7 Ka Lei Pua Alamea

休 憩

14:00～ ８ アロハ カマレイ

14:25～ ９ （仮）高尾

休 憩

15:15～ １０ キッズダンス・ジャズダンス府中本町

15:40～ １１ DANCE DROPS

16:05～ １２ Ｓaxofield

16:30～ １３ フラメンコ 美tanas rojas（美ﾀｰﾅ ﾛﾊｽ）

16:55〜 閉会式（講堂）

市民発表会 開催日／9月10日（土）・ 11日（日）

会場／開会式 (2階講堂)
挨拶 オープニング演奏 だげきだん他

市民発表会 地下1階 小ホール
閉会式 (2階講堂)

※時間は舞台の進行等状況により前後する場合があります。

市民作品展

開催日／9月6日（火）～ 11日（日）
時 間／9:00～20:00（最終日17:00）
会場／２階・3階壁面・フロア展示

市内サークル・市民、講座受講生による
作品等、約165点の展示会。先駆けて先行開催。

ボランティア活動紹介

開催日／9月10日（土）11:00～16:00

11日（日）11:00～16:00

会 場／2階 研修室2-1

生涯学習センターを拠点に活動している、府中市生涯
学習ボランティア「悠学の会」のボランティア活動の
内容を、パネル展示や映像放映などで紹介します。
また学習情報の提供・相談などを行います。

市民作品展参加名簿

ITいい会 あすなろ学級 アトリエ・ソフィア

絵画サークル「基礎」 けやき書道会 五彩会

写童12 植物画さつき会 水彩画オリーブの会

デジタルフォト2011 電彩アート府中 陶芸ボランティア

府中彩墨会 府中第二中学校 府中第六中学校

府中木工の会 みづき会 個 人 島村芳夫

消しゴムすくい

開催日／9月11日（日）
10:00〜12:00

会 場／2階 研修室 2-2
対 象／小学生以下

両日 10日（土） 11日（日）

こどもサイエンス
開催日／9月11日（日） 10:00～16:00
会 場／3階研修室 3－1･2･3
対 象／どなたでも（未就学児は保護者同伴）
出 展／科学体験クラブ府中
協力：明星大学初等教育研究会どろんこの会

◆ スイスイ船
簡単な実験をしながら水のふしぎを体験します。塩ビシートで船を作り水に
浮かべます。どうしたら進む船ができるかを考え、いろいろな材料で試して
みましょう。家にある材料でもできるので、帰宅後に家族でも楽しめます。

● 科学体験クラブ府中
子どもたちの科学への探究心や創造性を育むお手伝いをするボラン
ティア団体です。作って楽しい科学工作や実験体験教室の紹介等につ
いてはウェブサイト https://fuchuplanet.jp/organizations/229

● 明星大学初等教育研究会どろんこの会
大学周辺の地域の文化センターや児童館などと協力して、子どもたち
と一緒に自分たちも楽しめる活動を展開しているボランティアサーク
ルです。

開催日／9月10日（土）
10:00～16:00

会 場／2階 研修室2-2
対 象／小学生以上
定 員／10名ごと入替制（なくなり次第終了）
講 師／風船のたまちゃん

バルーンアート

風船で花や剣を作ってみよう！

いくつすくえるかな？

https://fuchuplanet.jp/organizations/229

