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マイシアターだより215号
次回のイベント

次回の鑑賞作品
9月11日(日)

創立50周年記念事業 第２弾

パジャマパーティー

第333回鑑賞例会

日 時：9月23日（金祝）10:00～16:00

かえるのそらとぶけんきゅうじょ

定 員：16人

＜劇団うりんこ＞
もりのはずれの大きなどんぐりの木にく
らす、かえる、とかげ、あまがえる。
ある日、どんぐりの木にやってきた「け
むくじゃら」なやつにであってからとい
うもの、かえるの様子がちょっとおかし
いのです。
どうやら、なにやら、ひとりこもって
「けんきゅう」をはじめたようなのです
が・・・。

２022年9月１１日(日)
14：00

ミューズホール

第二弾
当日はミューズホール・ロビーにて、
マイシアター高松50周年記念イベントを
開催いたします

前半13：00～13：30
後半15：00～15：30

詳細はHPをみてね

11月13日(日)

対象：年中・年長

場 所：マイシアター高松 他
参加費：会員3,500円 一般4,000円
（昼食・おやつ・入館料・保険料込）

持ち物：白いTシャツ・水筒・着替え・
歩きやすい靴・帽子
※雨天時はカッパと長靴
詳細はパジャマパーティーの
チラシをみてね

高学年 わくドキキャンプ
日時：10月8～9日（土・日）1泊2日
定員：20人
詳細は わくドキキャンプの
対象：小４以上
チラシをみてね
参加費：会員7,000円
一般9,000円（保険料込）

０～３才のためのアートスタート

きんぎょがにげた

キャンプ全体説明会
10月1日(土) 14:00～15:00

＜人形劇団プーク＞

場所：コープ太田

アートスタートとは、
０～３才の幼児が大好きな人のひざの上で、
生の舞台に初めて触れる、
舞台芸術との出会いの場です。

日時：11月13日（日）
①11：00～ ②14：00～
定員：各30世帯（要申込）
対象：0～3才児とその家族
参加費：会員 無料
一般 1000円
詳細は アートスタートの
チラシをみてね

キャンセル料
一週間前から前々日30％
前日50％ 当日100％

マイシアターの今後の予定
9月

11日(日)

例会「かえるのそらとぶけんきゅうじょ」

17日(土)

親子de稲刈り PM
くりりんアート（紙紐版画）PM

23日(祝金)
30日(金)

10 月

1日(土)

2023年度の鑑賞作品について
会員の皆さんに説明いたします。
オンライン（zoom）で開催します。

日時：10月1日(土)

10:00～12:00

11月

鑑賞説明会（zoom）AM

キャンプ全体会 PM
8～9日(土・日) 高学年キャンプ
29日(土)

鑑賞作品説明会

パジャマパーティ
まめっこくらぶ（簡単おやつ）

げんきっず体操

3日(祝木) 第26回もこマルシェ
13日(日) アートスタート「きんぎょがにげた」
19日(土) くりりんアート「未定」
23日(祝水)

例会「月と踊り子」
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会員299名(153世帯) 9月1日時点

居場所からのお知らせ
もこもこ

おこめげんきっず

9/8（木） こどもの発達についてのお話
時間：10:00～12:00

9/ 22（木）

定員5世帯

茶話会 ①10:30～11:30 ②14:00～15:00
参加費：200円（お菓子・飲み物つき） 各回4世帯
託児費：無料

場所：上之町集会所
時間：10:30～12:00

10/28（金）29（土） ハロウィン
①11:00～ ②14:00～

各回5世帯

参加費：こども１人 100円

詳細はもこもこ通信をみてね

まめっこくらぶ

9/30（金） 第2回 季節の野菜で簡単おやつ
時間：10:30～12:00
詳細はまめっこくらぶの
対象：0～3歳の乳幼児親子 10世帯
チラシをみてね

くりりんアート体験
［日

時］9月17日(土)

［場

所］

紙ひも版画

13:30～15:30

マイシアター高松2階

［参加費］

会員 1人800円
くりりん会員 1人1000円

［対

小学生

［持ち物］

［場 所］ 浅野北部集会所

香川町浅野348-46

［参加費］ 会員 1世帯700円
げんきっず会員 1世帯1200円

［持ち物］ 水筒、持っている人は鎌、軍手、運動靴

げんきっず体操
［日 時］

10月29日(土) 10：30～11：15

［場 所］ 伏石中央公園集会場(仮)
［参加費］ 会員 1人300円
げんきっず会員 1人500
円
［対 象］ 年少から未就学児

［持ち物］ 水筒、動きやすい服装
毎週土曜日 13:30～15:30
マイシアター高松 文庫部屋

くりりんくらぶ
9/ 3 (土) ●たまちゃん

10/ 1 (土) ●たまちゃん

海の漂流物で
何ができるかな？

色あそび(滲み絵)
10/ 8 (土) ● まっきー

9/ 10 (土) ● ゆあっちゃん

みたらし団子作り

ぼくの、わたしの、

水筒、筆記用具、
手拭き用古タオル

一般で初めて参加される方は くりりん会員登録料1000円が必要です

中高生の居場所

9月17日(土) 14：00～16：00

［対 象］ 年少から未就学児親子 (小学生以上も申込可)

10/11（火） 公園で遊ぼう！

象］

［日 時］

稲刈り

L＆P

中高生のみんな
ぜひ来てね
日 時：9月10日(土) 19：00～21：00
場 所：マイシアター高松２階
参加費：500円（夕食代）

10/ 15 (土) ●たまちゃん

すてきな博物館計画！

ランタンづくり

9/ 17 (土) ● どどさん
くりりんアート
紙紐版画！
ひもから生まれる形

海の水族館を作ろう！

長い夏休みが終わりましたね。皆さん元気に新学期を迎えられたでしょうか？
我が家の娘は夏休みにしたい事の1番に『屋根の上に登りたい！』と言い出しま
した。母としてはレオマ！とか海！などを想像していたのですが…いつも私の斜
め上をいく小4女子です。いつなら登れるか、どうやって登るのか、主人と一生
懸命に計画を立てていました。けがもなく無事にお盆休みに登る事ができて、い
つも見えない景色を楽しんで、嬉しそうに宿題の日記に書いていました。
(ももっ子)

飛ばすおもちゃ
10/ 29 (土) ● むっちゃん

9/ 24 (土) ● むっちゃん

スタッフのつぶやき

10/ 22 (土) ● まっきー

ハロウィンパーティー

会費振替日のお知らせ
ゆうちょ 10月分：9/27(火)
11月分：10/27(木)
振替
事務所
支払い

10月分：9/15(木)
11月分：10/15(土）
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