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です

パルテノン多摩共同事業体
構成団体　公益財団法人多摩市文化振興財団　株式会社JTBコミュニケーションデザイン
　　　　　野村不動産パートナーズ株式会社　株式会社フラットステージ
〒206-0034　東京都多摩市鶴牧1-24-1 新都市センタービル 501号室
TEL ： 042-375-1414　9：00～17：00（土日祝休み）

丸善多摩センター店＋パルテノン多摩連携展示
「多摩市が歩んだ50年」

古文書講座

丸善多摩センター店と連携した展示の第6弾。
令和3年11月1日に多摩町が市制を施行し、多
摩市になって50周年を迎えます。当館所蔵写真
などでこの50年間を振り返るとともに、関連す
る書籍を紹介します。

みんなの植物観察会

申込方法を変更しました!

NYシアターエデュケーションプログラム
×

パルテノン多摩

ニューヨーク

●場所 ： 丸善多摩センター店 レジ裏フェアスペース
8/2㊊～12/15㊌（予定）　10：00～20：00 観覧無料

市制施行記念パレード 
昭和46年（1971）11月1日／多摩市秘書広報課所蔵

初級コース「古文書で読む徳川幕府」
9/8㊌、22㊌、10/6㊌、20㊌　10：00～11：40

●会場 ： 永山公民館集会室（ベルブ永山4F）
　　　　（京王永山駅・小田急永山駅徒歩3分）
●定員 ： 60名（会場20名、オンライン40名）※オンラインはZoomを使用
●料金 ： ￥2,500（全4回・事前振込制）
●講師 ： 福留真紀（東京工業大学准教授）
●申込 ： 8/10㊋締切（応募者多数の場合は抽選）
　　　　パルテノン多摩ホームページ申込フォームにて受付

※電話受付はおこないませんのでご注意ください。
※1つのお申し込みに複数人で申し込まれた場合は、全員当選か全員落選となります。
※①と②を1通の往復はがきで申し込むことはできません。
※体調不良時のご参加はご遠慮ください。荒天等、状況により中止する場合があります。

9/4㊏、18㊏、19㊐、21㊋、22㊌、23㊍㊗　
各回10：00～12：30
●申込 ： 7/26㊊10：00～（先着順）　
　　　　パルテノン多摩ホームページ
　　　　申込フォームにて受付開始

※料金、各プログラムの詳細についてはホームページをご覧ください主催 ： 多摩市植物友の会／多摩市　　主管 ： パルテノン多摩共同事業体

中級コース「一ノ宮村の渡船場をめぐって」
10/16㊏、23㊏、30㊏、31㊐　14：00～16：00

●会場 ： 多摩市立関戸・一ノ宮コミュニティセンター 第１会議室
　　　　（多摩市立健康センター3F）（京王線 聖蹟桜ヶ丘駅徒歩5分）
●定員 ： 60名（会場20名、オンライン40名）※オンラインはZoomを使用
●料金 ： ￥2,500（全4回・事前振込制）
●講師 ： 岩橋清美（國學院大學准教授）
●申込 ： 9/10㊎締切（応募者多数の場合は抽選）
　　　　パルテノン多摩ホームページ申込フォームにて受付

●申込 ： パルテノン多摩ホームページ申込フォーム、または往復はがき（氏
名、住所、電話番号、参加希望日を記入）にて受付。（〒206-0034 多摩市
鶴牧1-24-1-501 パルテノン多摩 みんなの植物観察会係）
❶ 8/2㊊10：00～ 8/24㊋16：00必着（8/25㊌以降に抽選結果を通知）
❷ 9/6㊊10：00～ 9/22㊌16：00必着（9/24㊎以降に抽選結果を通知）

アン
ケー
ト

に答
えて

アンケートにお答えいただいた方の中から、抽選で２０名様にパルテノン多摩の
グッズをプレゼントします！ 申込フォームまたは、ハガキに記入して応募してね！
❶ 氏名　❷ 住所　❸ 電話番号　❹ 年齢　❺ 性別
❻ パルテノン多摩は、現在改修のため休館中ということを
　知っていますか？
　1.知っている　2.再開館時期も知っている　3.知らない
❼ 休館中ですが、市内で事業やイベントを開催していること
　を知っていますか？
　1.知っている　2.知っていて参加した　
　3.知らなかったが参加したい　4.知らない

※今回のアンケートでいただいた個人情報は当選者
への郵送以外には使用しません。※当選の発表は発
送をもってかえさせていただきます。

【 締切 】8/31㊋ 17：00までプレゼントを当てよう！

❽ パルテノン多摩の再開館後、どんな公演やイベントに参加、
　鑑賞したいですか？（複数可）
　1.クラシック音楽　2.ミュージカル　3.合唱　4.吹奏楽　
　5.ポピュラー音楽　6.ダンス・バレエ　7.演劇　8.演芸（落語、お笑い）　
　9.古典芸能　10.映画　　11.講座・講演会　12.展示
❾ 再開館後のパルテノン多摩に期待するイベントやサービスをご自由にお書きください。

［宛先］〒206 - 0034 多摩市鶴牧1- 24 -1新都市センタービル 501号室 
　　　パルテノン多摩共同事業体 アンケート係

申込方法 • 申込フォーム（QRコードから）▶▶▶▶

• ハガキ（以下ご記入してお送りください）

❶ 秋近し　9/21㊋　10：00～12：00
●観察場所 ： 下柚木付近（八王子市）
●集合場所 ： 東京薬科大学東バス停
 　　　　　  （京王堀之内駅より平山城址公園駅
 　　　　　   行きバスに乗車）

❷ 秋の七生丘陵　10/12㊋　10：00～12：00
●観察場所 ： 七生公園（日野市）
●集合場所 ： 多摩モノレール多摩動物公園駅

●指導 ： 多摩市植物友の会会員、昆虫専門家　●定員 ： 各回40人（抽選制）
●料金 ： ￥300　●持ち物 ： 雨具、マスク、筆記用具、水筒、帽子

【❶❷共通】

古文書の初心者を対象に、徳川幕府に関する古文書を用いて、
くずし字の解読をおこないます

暑い夏もおわり、秋の花が咲き始める頃、
秋の里山を歩きながら植物や昆虫を観察しましょう。

昨年に引き続き、アメリカ在住の講師とオンラインでつなげ、シアターエ
デュケーション（演劇教育）に触れる演劇ワークショップとレクチャーを開催！

昨年のようす

古文書の中級者を対象に、地元の古文書を解読します。
今回は一ノ宮村の渡船場に関する史料を解読します。

※新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、講座等の中止や内容に変更が生じる場合がございます。最新の情報はホームページ等でご確認ください。

プレゼン
トが

当たる裏
面も

チェック！

作業風景
当日設置

してくだ
さった

みなさん

Instagramでパルテノン多摩とつながろう！
パルテノン多摩の現在の活動や、あたらしくなるパルテノン多摩
の情報を発信しています。

par_tama
_info

設置の様子は
こちらから！

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　

　
　

　
　

　
 　

　
　

　

　　 パ
ルテノン多摩のリニューアルオープン時期を

　　　　　お知らせする看板を工事囲いに設置しました！

https://www.parthenon.or. jp/
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遊びにきてね! こどもひろばＯＬＩＶＥ! 
２０２２年３月２７日（日） パルテノン多摩４階にオープン!！

プレオープンは2022年3月27日（日）

みなさまお楽しみに！

オリーブ

4階
こどもひろば  編

子育て中のママパパとお子さんが、ゆっくり過ごせてみんなで遊べる、室内型の遊び場を整備計画中です。靴を脱いで遊ぶスペース
と、靴のまま遊べるスペース、木のぬくもりが感じられる大型遊具…などなど、今までのパルテノン多摩にはなかった新機能です。

●対象 ： １歳～小学校３年生　　●費用 ： ￥１，０００（１人１時間あたり）　※多摩市在住の方 ： ￥７００
※要事前予約。最大４時間まで。予約開始時期等は未定。

パルテノン多摩でのイベント参加時や、多摩センターエリアでのお買い物等でちょっと子どもを
預けたい、という時にお子さんをお預かりします。

★ 一時保育

多摩中央公園の緑を望む空間で、多摩産材で作る大型遊具等で遊べます。親子でのんびりくつろいだり、子育て家庭の交流ができるようなひ
ろばを目指して準備中です。楽しいイベントも企画しています。また、子育てマネージャーが子育てに関する相談や地域情報の提供を行ってい
きます。
●対象 ： ０歳～小学校３年生程度の子ども（主に未就学児）とそのご家族　　●入場 ： 無料

★ こどもひろば（わくわくひろば、きらきらひろば、よちよちルーム）

【市民学芸員】
市民学芸員は、毎月定例会を開催しています。6月の定例会はオンラインで開催し、マップ作
りや、リニューアル後のミュージアムでの企画などを考えていくため、総合班、ニュータウン
班、歴史民俗班、自然地質班、アート班、子ども班の６つに分かれて活動を始めました。

【アウトリーチ】
◦ 豊ヶ丘小学校には7,100平方メートルもの広い学校林があり、
授業等で活用されています。5、6年生と教員を対象に、3回にわ
たって学芸員が学校林に生えている植物の解説をおこないました。

◦ 5月には、愛宕かえで館と永山・関戸公民館共催の
「春の植物観察会」で学芸員が講師を務めました。
カタバミの葉で10円硬貨磨きをするなど、団地の中
の緑地に生えている植物を楽しく観察しました。

こうしてできた作品を写真に撮って印刷し、パルテノン多摩の工事囲い

に設置しました！ 

延べ100人の子どもたちが描いた　　  　　　　で彩られたカラフル

な看板です。お近くにお越しの際は、ぜひお立ち寄りください！

多摩市内の子どもたちと一緒に看板作りをしました！

パルテノン多摩にたくさんの「人」が訪れることを

イメージして手のひらサイズの人型パーツをどっさ

り持って子どもたちの元へ。唐木田児童館、諏

訪児童館、諏訪学童クラブの子ども達に、顔や

洋服などを描いて、看板の好きなところに貼っても

らいました。

はじめまして、この度パルテノン多摩の館長に着任した栗原喜美子と申します。
パルテノン多摩で企画制作し主催する上演作品のプロデュース等も担います。
どうぞよろしくお願い致します。
2022年7月のパルテノン多摩リニューアルオープンまで1年足らずとなりました。ただ今スタッフ

一丸となって、皆様にご関心をお寄せいただき楽しんでいただく企画、多彩な企画を展開する

準備中で、ご来館を日常にしていただけるような運営にも努めていきます。改修工事のため長期

休館を経ての再開館ですので、先ずはさまざまな公演や展示を堪能していただき、併せて参加

型の企画にも親しんでいただくラインナップを目指します。公演関連のイベントも実施する予定で

すのでご期待ください！ ご来館によって毎日が豊かになりますように！ コロナ禍に因り外出を自粛さ

れてきた方にも、ご高齢の方にも小さなお子さんにも身近に感じていただける公演も実現します！ 

ご自身の活動のためにご利用いただける大・小ホールの他に、練習室や会議室があることにもご

注目ください！ もっとパル多摩へ！ お待ちしています！

民間劇場（Bunkamura）、公立劇
場（兵庫県立芸術文化センター）
で長年にわたり劇場運営、事業の
企画制作等を手がけてきたプロ
デューサー。

パルテノン多摩 館長 
栗原喜美子

場所 ： パルテノン多摩 4階西側　開所時間 ： 9：00～18：00（パルテノン多摩休館日はお休み）

春の植物
観察会

の様子は
こちら

豊ヶ丘
小学校での
様子

看板制作の
様子はこちら

※料金等、詳細はホームページをご覧ください。

【大ホール、小ホール】
利用日の属する月の13か月前の1日から予約受付開始

（2022年9月分の申込は8月1日（日）から。抽選あり）

【会議室、練習室、ギャラリー等】 
11月1日（月）から、令和4年4月利用分の予約受付を開始

（1日から申込は市内のみ、抽選あり）

【オープンスタジオ】
令和4年2月1日（火）から、令和4年7月利用分の予約受付を開始

（1日から申込は市内のみ、抽選あり）

多摩市
子ども家庭支援センター

TEL：０４２-３５５-３８３３

開設までのお問合せ

パルテノン多摩貸館申込スケジュール


