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マイシアターだより216号
次回の鑑賞作品
11月13日(日)

12月3日(土)

0～3才のためのアートスタート

きんぎょがにげた

マイシアター高松特別鑑賞例会

松元ヒロ ソロ・ライブ

＜人形劇団プーク＞

日時：12月3日（土）
18：30～
対象：中学生以上
チケット
会員：前売り：2500円

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

次回のイベント

詳細は わくドキキャンプの
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
対象：小４以上
参加費：会員7,000円
一般9,000円（保険料込）
キャンセル料
一週間前から前々日30％

前日50％

当日100％

第26回 もこマルシェ
日時：11月3日（木・祝）
１部 10時～12時
２部 13時～15時
ところ：もこもこルーム・
マイシアター高松２階
内容：遊休品販売、手作り品販売
お野菜など販売、お菓子くじ
遊休品の受付は10月18日（火）～
手作り品販売してくれる方も大募集！
詳細は もこマルシェのチラシをみてね

当日：2800円

一般：前売り：3500円
当日：3800円

毎年恒例となりました、松元ヒロさんのソロ・
ライブを開催します。
３年ぶりとなる、全席自由席での開催です。
詳細は 松元ヒロソロ・ライブのチラシをご欄ください。

鑑賞例会 月と踊り子 について
皆さまからのアンケートの結果により、「月と踊り子」の公
演を取りやめることといたします。楽しみにして下さってい
た皆さま、申し訳ございません。

永野むつみ講演会
劇団ひぽぽたあむの永野むつみさんに子どもとの関わりに
ついてためになるお話をしていただきます！
日時：10月30日（日）①10:00 ②13:30
定員：各回50名 参加費：500円
場所：男女共同参画センター会議室

マイシアターの今後の予定
10 月

1日(土)

鑑賞説明会（zoom）AM
キャンプ全体会 PM

8～9日(土・日)

11 月

げんきっず体操

30日(日)

永野むつみ講演会

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「トピアリー作り」
23日(祝水)

12 月

高学年キャンプ

29日(土)

3日(土)

例会「月と踊り子」

特別鑑賞例会「松元ヒロソロ・ライブ」

17日(土)

げんきっずアート

18日(日)

特別鑑賞例会「チップとチョコ」

12月28日(水)～2023年1月4日(水) 事務所お休み
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会員292名(151世帯) 10月1日時点

居場所からのお知らせ
もこもこ

げんきっず体操

10/11（火） 公園で遊ぼう！

場所：上之町集会所
時間：10:30～12:00

10/ 19（水） 防災についてのお話

場所：もこもこルーム→上之町集会所
時間：10:30～11:30

10/28（金）29（土） ハロウィン
①11:00～ ②14:00～

各回5世帯

11/3（木・祝）） 第26回もこマルシェ

時間：11:00～12:00

詳細はもこもこ通信をみてね

くりりんアート体験 トピアリーづくり

［場

所］

［参加費］
［対

象］

［持ち物］

11月19日(土) 13:30～15:30
伏石中央公園(仮)

子どものみ
参加OK

会員 1人1000円
くりりん会員 1人1400円
小学生

15名

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

L＆P

場 所：マイシアター高松２階
日 時：10月22日(土) 19：00～21：00
参加費：500円（夕食代）

［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

げんきっずアート 紙コップで遊ぼう！
［日 時］

12月17日(土)
10：30～11：30

子どものみ
参加OK

［参加費］ 会員 1人800円
げんきっず会員 1人1000円
［対 象］ 年少から未就学児

［持ち物］ 水筒、げんきっずカード

くりりんくらぶ

毎週土曜日 13:30～15:30
マイシアター高松 文庫部屋

10/ 1 (土) ●たまちゃん
色あそび(滲み絵)
10/ 8 (土)

● まっきー

要予約

ランタンづくり
10/ 22 (土) ● まっきー

ハロウィンパーティー

今年もパジャマパーティで子どもたちと楽しく一日を過ごしてきました。
毎年「おはよう」から始まったちょっと不安な顔は、みんなやりきった感
にあふれたドヤ顔に変身します。その顔を見るたびに、６年前初めて参加
させた時の娘の顔を思い出します。私、行ってきました！と、大きく見え
て、私の方が帰ってくるまで不安だったなー(笑)私には、親の成長でもあ
る体験でした。また来年も、ドヤ顔に会いたーい♡（めい）

パステルで絵の具づくり

要予約

トピアリーづくり

10/ 29 (土) ● むっちゃん

スタッフのつぶやき

新聞紙で
ファッションショー

11/ 19 (土) ● どどさん

飛ばすおもちゃ
中高生のみんな
ぜひ来てね

11/ 5 (土) ● まっきー

11/ 12 (土) ●たまちゃん

みたらし団子作り
10/ 15 (土) ●たまちゃん

水筒、筆記用具

中高生の居場所

10：30～11：15

［場 所］ 伏石中央公園集会場

［場 所］ マイシアター高松2階

11/16（水） 小児科の先生のお話

時］

［日 時］ 10月29日(土)

［持ち物］ 水筒、動きやすい服装、げんきっずカード

参加費：こども１人 100円

［日

子どものみ
参加OK

11/ 26 (土) ● むっちゃん
牛乳パックで組子

会費振替日のお知らせ
ゆうちょ 11月分：10/27(木)
12月分：11/28(月)
振替
事務所
支払い

11月分：10/15(土)
12月分：11/15(火）
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