
月 火 水 木 金 土 日

1

2 全館休館日 3 4 5 6 7
土曜日のアトリエ
特別版

13～15時
八千代市市民会館
2Fリハーサル室

8 山の日

クラフトバンドで
ものづくり

10～12時
八千代市市民会館
2F第5会議室

9 振替休日 10 全館休館日 11 12 13 14
造形工芸教室

13～15時
八千代市市民会館
2F第6会議室

15

16 全館休館日 17 18 19 20 21 22
こどもNEW！
ディスカバリー講座

10～11時30分
勝田台文化
センター 2F音楽室

23 全館休館日 24 25 26 27 28
体験！写真教室

10～12時
八千代市市民会館
2F第6会議室

29

2021年8月イベントカレンダー

日程（月曜休館 祝日時は翌平日） 一般展示室予定表 時間

ホームページ ツイッター インスタグラム

水曜日～日曜日は、ワクチン接種会場となります。
出入口の規制がございますので予めご注意ください。

夏休み科学工作
教室

新型コロナウイルス感染拡大の影響で、イベント・講

座・展示が中止となる場合がございます。詳細はホー

ムページやツイッター他、館内掲示等でお知らせいた

します。予めご了承頂けますようお願い申し上げます。

※講座参加時には、必ずマスク着用・感染
防止対策を取りながらご参加願います。

★☆土曜日のアトリエYouTube配信☆★

・8月6日 きせかえほんぺん「夏休み」

・8月13日 きせかえほんぺん「お月見」

・8月20日 きせかえほんぺん
「背景～まん月」

きせかえほんぺん「夏休み」

きせかえほんぺん
「お月見」

きせかえほんぺん
「背景～まん月」

西洋の古星図展
2021.8.1～9.30

ONLINE  GALLERY

30 31図書館
休館日

オンラインギャラリー「西洋の古星図展」

オンラインギャラリー「西洋の古星図展」

オンラインギャラリー「西洋の古星図展」

オンラインギャラリー「西洋の古星図展」

夏休み科学工作教室

YouTube
チャンネル登録してね！

みんな集まれ！

カラダオーケストラ🄬

土曜日のアトリエ特別版
詳しくは

チラシをみてね！

8月7日 13：00～15：00
八千代市市民会館

予約制・無料・小学生対象

～ホームページで作品鑑賞ができる～

（ホームページ公開期間）

9 振替休日 10 全館休館日



ご予約はお電話か直接窓口へ ０４７-４０６-４１１６
〒２７６－００２８ 千葉県八千代市村上２５１０ 開館時間９～２０時 月曜休館（祝日の時は翌平日）
■メールでのお問い合わせはコチラ（講座申込は不可） contact@yachiyo-library-gallery.jp

毎月１日９時より翌月講座の予約受付開始いたします。
１日が休館日の際は翌開館日が予約開始日となります／キャンセルは必ず事前にご連
絡ください（当日キャンセルはご遠慮ください）／講座内容に変更が生じた際はホー
ムページにてお知らせいたします。

オーエンス八千代市民ギャラリー

■クラフトバンドでものづくり
「ＰＰバンドのカラフルバッグ」

8月8日（日）10時～12時
八千代市市民会館2階 第5会議室
講師 小林 愛（クラフトバンド かご作家）
対象 小学生以上
（小学生は保護者同伴必須、受講者1名に対し1名）
定員 10名
持ち物 特になし
参加費 800円 ※8月1日（日）までに市民ギャラリー窓口でお支払いください。

■こどもNEW！ディスカバリー講座
「ヒューマンビートボックスに挑戦してみよう！」
自分の口でドラムなどの音を出してビートを奏でるよ♪

8月22日（日）10時～11時30分
勝田台文化センター2F 音楽室
講師 Shino （Human Beatboxer）
対象 小学生
（保護者同伴・付添可。受講者1名に対し1名）
定員 10名 ／ 持ち物 マスク・ハンカチ
参加費 無料

■造形工芸教室～竹細工講座～
「竹でクワガタをつくろう！」

8月14日（土）13時～15時
八千代市市民会館2階 第6会議室
講師 珍竹林おじさん（竹細工作家）
対象 小学生（保護者同伴必須、受講者1名に対し1名）
定員 5名
持ち物 汚れても良い服装、軍手
参加費 1,000円 ※8月7日（土）までに市民ギャラリー窓口でお支払いください。

■体験！写真教室「写真加工教室」
「花火の写真を合成してみよう♪」

8月28日（土）10時～12時
八千代市市民会館2階 第6会議室
講師 伊藤 正仁（Photo-zemi代表）
対象 中学生以上
定員 10名
持ち物 ノートパソコン（Windows8以上）、電源コードとマウス、筆記用具
参加費 1,000円 ※8月21日（土）までに市民ギャラリー窓口でお支払いください。

オーエンス八千代市民ギャラリー２０２１年８月講座案内

営業日時のお知らせ
９：００～１７：００

（ラストオーダー16：30）

・13：30～14：30は閉店となります。
・ワクチン接種期間中（水曜～日曜）は、
一般の方はご利用いただけません。

・飲み物のみの販売となります。

【休業日】
施設休館日（月曜日。祝日の場合は翌平日）、木曜日
※その他、臨時休業あり

夏休み

科学
工作

講座実施会場は市民ギャラリーではございません。
お間違えのないようご注意ください。

参加費は開催日前に市民ギャラリー事務室にて
お支払いください。
当日開催地での支払いはできません。

夏休みこども科学・工作教室の受付は、
お1人様1講座のみです。

テンセグリティーとは？
模型を作りながら
学びます。

8月１日（日）
テンセグリティーワークショップ
～テンセグリティーモデルを作ろう！～

講師：小野間 大（朋優学院高等学校理科教諭）
場所：八千代市市民会館 多目的室
時間：10～12時
定員：10名
対象：小学3年生以上
参加費：500円

※コロナ禍により入室制限あり。
保護者の同伴・入室はできません。
予めご了承ください。

※7月25日までに市民ギャラリーにて
お支払いください。

8月6日（金）
ホログラム万華鏡・

鉱物万華鏡を作ろう！
～光と色の教室・自分の虹を手に入れよう～

講師：田中 元（秀明大学学校教師学部教授）
場所：八千代市市民会館 多目的室
時間：10～12時
定員：10名
対象：小学3年生以上
参加費：500円
※コロナ禍により入室制限あり。
保護者の同伴・入室はできません。
予めご了承ください。

※7月30日までに市民ギャラリーにて
お支払いください。

8月7日（土）
ソーラークッカーを作ろう！
～太陽光発電の仕組みを学ぶ！～

講師：菅谷 光顕
（千葉県地球温暖化防止活動推進委員）

場所：八千代市市民会館 多目的室
時間：10～12時
定員：10名
対象：小学3年生以上
参加費：750円
※コロナ禍により入室制限あり。
保護者の同伴・入室はできません。
予めご了承ください。

※7月31日までに市民ギャラリーにて
お支払いください。

8月8日（日）
植物標本集を作ろう！
～植物の標本アートで知識と美に触れよう～

講師：深井 優衣、國方 志季
（秀明大学・環境科学サークル）

場所：八千代市市民会館 多目的室
時間：10～12時
定員：10名
対象：小学3年生以上
参加費：500円

※コロナ禍により入室制限あり。
保護者の同伴・入室はできません。
予めご了承ください。

※8月1日までに市民ギャラリーにて
お支払いください。

ホンモノみたい！！

ソーラークッカー
モデル（参考作品）

ハーバリウム
（参考作品）

光の拡散や光の
融合などを学びます。

※出来上がり
イメージ

申込の時に、ピンク・
オレンジ・緑・青の中から
色を選んでね！

※イメージ画像


