開催日／9月7日（土）10:00～15:00

子どもサイエンス 会場／3階 研修室 3－1･2･3
和室 はなみずき

手作り工作で「科学」が体験できます。未就学児は保護者とご来場
ください。大人だって楽しめます。材料がなくなれば終了します。

温めると軟らかくなる素材で、大昔に絶滅した
アンモナイトの化石のレプリカを作ってみよう。

協力：東京農工大ミニホースの会／東京農工大 のたっと～人と動物を結ぶ会～

 ドラミングきつつき
紙コップを動かすと、キツツキのくちばしが
コップをたたきます。
どうしてだろう、作って考えてね。

紙コップタワー選手権
開催日／9月7日（土）14:00～16:00
会場／2階講堂前スペース

 キツツキのおもちゃ
これもキツツキですが、キツツキが木の棒を
滑り降りながら、棒をたたきます。
こちらも、作って考えてね。

ストレートタワーとよばれる競技で、紙
コップをひたすら高く積み上げるシンプ
ルな競技。「小学生以下の部」と「中学
生以上・一般の部」を開催。

 電磁石ゴマ
小学4年生以上と小学3年生以下の保護者同伴
が対象。整理券を子どもサイエンス受付で配布。
電気を流すと回り続けるコマを作ります。

太陽観望会

協力：科学体験クラブ府中／明星大学初等教育研究会どろんこの会

開催日／9月８日（日）11:00～12:00
（10:30から受付開始）

会場／2階 講堂 先着290名

動物園の新しい楽しみ方
動物園では、動物の生活を生き生きと見せ
るために様々な工夫がされています。エサ
のやり方一つでも、昔とは違っています。
動物のメッセンジャーがその工夫を語りま
す。このような工夫を知ると、子供も大人
も動物園をもっと楽しむことできます。
講演後には「動物のふしぎ」や「動物の大
きさ」を実感できるハンズオンもあります。
（12:30まで）

太陽観望車ペガサス２搭載の天体望遠鏡
で太陽の黒点を観察しよう！

開催日／9月８日（日）10:00～、12:00～、16:00～
会場／体育棟 温水プール
25mを何秒で泳げるか？泳法はなんでもOK！
タイムトライアル時間中にスタッフへ声をかけていただき、
順番に測定します。結果に応じてポイントを贈呈します。
元多摩動物公園 園長

田畑直樹さん

チャリティーバザー・リサイクル図書販売
開催日／9月7日（土）・８日（日）10:00～16:00
会場／2階南側ロビー
自主活動グループや市民の皆さんから提供された
作品・図書を販売。
寄付先：東日本大震災などの被災地
協力：府中木工の会、陶芸ボランティア、府中市版画学習グループ有志、悠学の会有志

鉄道模型走行（Nゲージ）
開催日／9月7日（土）11:00～17:00
８日（日）11:00～16:30
会場／4階大広間きすげ
T-TRAK（規格モジュール）を持ち込ん
だレイアウトモジュールにて、鉄道模型
走行をみてもらおう！クイズ大会も開催
します。
協力：鉄道模型コミュニティー「模輪」、日本レイアウト研究所、
T‐TRAKメンバー

ボランティア活動紹介

開催日／9月7日（土）10:30～12:30
会場／正面玄関広場 ※雨・曇天中止

オリンピック選手を超えろ！
25Mタイムトライアル

～もっと楽しめる動物園の工夫～

お食事・軽食販売

開催日／9月7日（土）13:00～15:00
会場／平和の森公園 ※雨天の場合は8日（日）に順延
受付：当日12:40～
〇 ミニホース馬車乗車 先着20組40名
〇 小動物とのふれあい体験
30分ごとの入れ替え制

 化石のレプリカ

特別講演会

ミニホース・小動物ふれあい体験

※温水プールの利用料が必要（イベント参加は無料）
(ポイント付与については体育棟スタッフ迄）

ボッチャ体験
開催日／9月８日（日）12:30～17:00
会場／1階 体育室
パラリンピックの正式種目「ボッチャ」の
体験会。ジャックボールと呼ばれる白いボールを目掛けて、
赤と青のボールを投げたり転がしたりし、より多くのボー
ルを近づけるようにして得点を競います。

ラグビーW杯 日本開催記念企画
お尻歩きチャレンジ
開催日／9月1日（日）～9月30日（月）まで開催
開催時間：9:00～21:30 ※下記の時間を除く
平日：9:30～、11:30～、14:30～ 各15分
休日：9:30～、11:30～、15:30～ 各15分
会場／体育棟 トレーニング室
ラグビーW杯 日本開催記念企画として、ラグビーのトレー
ニングで行われているお尻歩きを3ｍ行い、時間を測定し
結果に応じてポイントを贈呈します。
※トレーニング室の利用料が必要（イベント参加は無料）
(ポイント付与については体育棟スタッフ迄）

開催日／9月7日（土）11:00～16:00 生涯学習センターでのボランティア活動をパネル展示
８日（日）10:00～16:00 と映像で紹介します。また学習情報の提供や学習相談
を行います。ご自由に、お気軽にお立ち寄りください。
会場／３階 南側ロビー

■軽食販売
パン、クッキー、焼き菓子などの販売
■昼食バイキング（１時間制）、軽食販売

運営：社会福祉法人若松福祉会
運営：レストラン

ミネルヴァ

就労支援施設ギャロップ

開催日／9月7日（土）・ 8日（日）

市民発表会
9月7日

No.

10:00～

－

会場／1階アトリウム
出演団体（内容）

9月8日

開会式

10:00～
10:25～

演奏：府中市立府中第八中学校吹奏楽部

11:00～

１

若松リコーダー隊（器楽演奏）

11:25～

２

％（ダンス）

11:50～

３

武蔵台朗読の会（朗読）

４

ベル フルール（ハンドベル）

13:25～

５

府中ベリーダンスサークル（ベリーダンス）

13:50～

６

ブリリアントスターズ（ゴスペル）

14:15～

７

Dance S Style（ダンス）

15:00～

８

口笛を楽しむサークル（口笛演奏）

15:25～

９

ゴスペルウィスタリアーズ（ゴスペル）

15:50～

１０

DANCE DROPS（ダンス）

16:15～

１１

琴遊実会（大正琴）

出演団体（内容）

9月8日

No.

出演団体（内容）

１

変面師 ジャギ（変面演技）

14:10～

１

ザ・サンフラッグス（オールディーズ）

13:10～

１

リリアーレ（ハンドベル）

２

アロハ カマレイ（フラダンス）

14:40～

２

RUM Sisters （J-POP）

13:40～

２

やぎ（ロック）

３

仮高尾（J-POP）

14:10～

３

fruit punch （J-POP）

４

GUN HELLION（ロック）

14:40～

４

府中ベンチャーズ（ベンチャーズインスト）

10:50～

３

オカリナ ラルゴ（器楽演奏）

11:15～

４

ダンスパレット（ダンス）

15:40～

11:40～

５

武蔵台公園 体操会（体操）

16:10～

５

まほろば（エスノポップ）

15:10～

５

サルサ一番しぼり（サルサ）

16:40～

６

ダンディダンプリン（ロック）

15:40～

６

T-ANGLE （フュージョン）

フラダンスサークル（フラダンス）

17:10～

７

Rock道（ロック）

16:10～

７

S-BLOOD（J-POP）

７

ドリーム新体操クラブ（新体操）

17:40～

８

土曜オールスターズ

16:40～

８

日曜オールスターズ

13:20～

８

Ohana Hula Team（フラダンス）

13:45～

９

サンコーラス（コーラス）

14:10～

１０

TJ Dance Circle（ダンス）

15:00～

１１

Ka Lei Pua Alamea（フラダンス）

15:25～

１２

美好フラサークル（フラダンス）

12:55～

６

市民作品展

休憩（30分間）

１３

IMS（ダンス）

16:15～

１４

府中ストリートダンスクラブ（ダンス）

16:35～

—

閉会式

【日時】7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
ご飯茶碗かお皿を製作します（1人1作品）。2時間以内で手作り
陶芸を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
渡しは9月17日（火）10:00～11:00に同会場で。
【持ち物】タオル・エプロン・汚れても良い服装

ステキに手作り本体験
【日時】7日(土)①13:00～ ②14:15～
③15:30～
【会場】3階 工房２
【対象】高校生以上
【定員】各回8名
【受付】12:30より各回の整理券配布
【出展】創作工芸ルリユール
昔からなじみのある和とじの本を作ってみましょう。来年のオリ
ンピックの柄である市松柄で、A5サイズの大きさになります。
中身は白地の和紙を袋とじにします。初心者の方でも本づくりに
興味があればどなたでも大歓迎です。お気軽にどうぞ。

フラワーボトルペンダントチャーム作り
【日時】7日(土)①10:00～、②11:00～、
③13:00～
【会場】3階 版画室
【対象】大人の方
【定員】各回10名×3回（合計30名）
【受付】各回ごと整理券配布・先着順
【出展】ちーずくっきー倶楽部
ガラスボールボトルに、フラワーペイントします。
幻想的にオイルの内でストーンが揺らめく、オリジナルのガラス
ボールペンダントチャーム制作です。

ネガカラーフィルムからのカラー写真プリント
【日時】7日(土) 10:00～15:00
【会場】3階 美術室
【対象】中学生以上
※ 小学生は保護者同伴
【定員】20名
【受付】10:00より受付
【出展】カラープリントボランティア
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。※デジカメやポジカラーリバーサルフィルム
からの現像では ありません。持ち物：筆記用具、最近の35㎜ネ
ガフィルム（あれば）

わけるくんで自分に合ったお片づけ方法を見つけよう
【日時】8日(日)10:00～12:00
【会場】3階 研修室3-1
【対象】誰でもOK
【定員】なし/入退場自由
【受付】9:30より受付開始
【出展】わけるとわかる研究所
「わけるとわかるわけるくん」という色板カードを使い整理収納
お片付けに大切な「わける」を体感していただきます。カラフル
なカードを使うことで、子どもから大人まで楽しく簡単にお片付
けが出来るようになります。お子様にはシール、大人にはお片付
け法のアドバイス付き。

親子でLet's アンガーマネジメント！
【日時】8日(日)10:00～（5歳～低学年）/11:00～（高学年）
【会場】3階 研修室3-2・3-3
【対象】5歳～小学6年生までと大人
【定員】各回子供16名・大人20名
【受付】当日受付及び事前申し込み
申込用QRコード
【出展】アンガーマネジメント学習
怒ることは悪いことではありません。喜怒哀楽、どれも大切な
感情です。自分の気持ちに気づき、それを適切に表現できれば、
人間関係もスムーズです。「キッズプログラム」と大人向け
「ミニ講座」。親子でアンガーマネジメントを学びましょう。

開催日／9月4日（水）～ 8日（日）

マジックのための用具づくり ワークショップ

15:50～

。

市内サークル・市民による作品約400点の展示会。フェスティバルに先駆けて先行開催（展示時間9:00～17:00）

【日時】8日（日）13:00～16:00
【会場】3階 研修室3-3
【対象】小学生以上
【定員】30名
【受付】入退場自由
【出展】府中マジック研究会
身近なストロー、ティッシュ、パイリングゴム、さらにトランプ
を加工してマジックをします。これらはインターネットで解説さ
れていますが、私たちマジシャンが丁寧に指導しますので、小学
生からお年寄りまでその日から皆に注目されるマジシャンになれ
ます。

開催日／9月7日（土）・ 8日（日）
会場／２～３階 諸室

陶芸体験教室

※時間は舞台の進行状況により前後する場合があります

No.

15:10～

12:30～

休憩（25分間）

会場／地下小ホール

9月7日

休憩（30分間）

13:00～

開催日／9月7日（土）・ 8日（日）

出演団体（内容）

No.

休憩（50分間）

ワークショップ

サウンドフェスティバル

。

※時間は舞台の進行状況により前後する場合があります

パソコンふれあい広場
【日時】7日(土)・8日(日) 10:00～16:00
【会場】2階 パソコン室
【対象】どなたでも
【定員】無し
【受付】10:00より受付（15:30まで）
【出展】悠学の会パソコングループ
①パソコンでラベル/シール/名刺を作ります。その場で撮影した
写真や持参頂いた写真/絵を入れることもできます。
②パソコンで塗り絵をします。ポケモンやドラえもん等の素材を
用意しています。
③パソコンに関して、何でも相談にのります。

指で色を塗る パステルアート
【日時】8日(日)①13:30～、②14:30～、③15:30～
【会場】3階 研修室3-1
【対象】2歳～
※小学3年生までは保護者付添必要
【定員】各回10名×3回（合計30名）
【受付】13:00より整理券配布
【出展】府中なないろパステル
パステルを削って粉にして、画用紙に指で色を塗るアートです。
子どもも大人もみんなで一緒に「できた！」と喜び合い、褒め
合って自己肯定感アップ♪描いて飾って心がほっこりする癒しの
アートです。

家庭で使えるこころのサプリ
【日時】8日(日) 13:00～16:45
【会場】3階 研修室3-2
【対象】心理テスト：10歳以上
※バルーン遊びは自由
【定員】なし ※自由参加
【出展】ユリーカ
心理テスト（エコグラム）を使用した
コミュニケーションの体験学習。子育て、保育士に役立つ手作り
おもちゃの展示やマジックバルーンで遊べるコーナーを設置。
作業療法士による、リハビリ相談あり。

ヒイラギの葉っぱのしおりづくり
【日時】8日(日)10:00～16:30
【会場】3階 工房1
【対象】どなたでも
【定員】入室可能人数25名程度
【受付】入退場自由
※最終入室時刻16:00
【出展】科学体験クラブ府中
ヒイラギの葉っぱで自分だけのオリジナルのしおり
を作り、植物が生きるしくみを学びます。わくわく
・どきどきしながら参加してもほしいため、どんなしおりが
できるかは、ひみつ…みなさんのお越しをお待ちしております。

初めての銅版画にトライ!!
【日時】8日(日)12:00～16:30
【会場】3階 工房2・版画室
【対象】小学生以上
【定員】30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
金属の銅板にニードルで線刻線描し、腐蝕工程後プレス処理した
版画作品の制作を楽しむ。12cm×8cmのフレームに自由に線描
画の絵柄を作画、それをいくつかの工程を経て銅版画作品にして
いきます。（制作時間1時間～2時間）見学も歓迎します。

椅子席で、お茶会を楽しみましょう
【日時】8日(日)①11:00～、②13:00～、
③14:00～
【会場】3階 和室「もくせい」
【対象】どなたでも※幼児は保護者同伴
【定員】各回14名（合計42名）
【受付】10;30より和室にて整理券配布
【出展】裏千家茶道成和会
椅子席で、お茶会のお客様を体験していただきます。道具はなに
も必要ありません。作法などについては、講師が説明いたします。
どうぞお気軽に、お茶席の雰囲気をお楽しみください。

メッシュのコースター
【日時】8日（日） ①10:00～、②11:00～、
③12:00～、④14:00～、⑤15:00～
【会場】3階 美術室
【対象】大人の方
【定員】各回8名（合計40名）
【受付】9:30～先着受付
【出展】サロン・デ・ビーズ
大流行のキラキラテープを使った約10cmのコースター。ネット
のマス目に3mmと5mmのコードを通すだけ。さわやかな白にお
好みの色を組み合わせ、水に強く丈夫なオリジナルのメッシコー
スターが1枚作れます。

世界で1つのオリジナルお茶わんを作ろう!!
〈ポーセラーツ体験〉
【日時】8日(日)①11:00～、②13:00～、③15:00～
【会場】3階 美術室
【対象】初めて参加の大人の方
【定員】各回6名
【受付】10:30～各回の整理券配布
【出展】Salon de K-ring
ポーセラーツとは…白い食器にシールのような
転写紙を貼り、世界で一つのオリジナルの食器
を作ることができます。初めての方でも楽しむ
ことができる習い事です。ぜひ無料のこの機会に体験してみませ
んか？

はじめてのタイルクラフトコースター
【日時】8日(日)①10:00～、②11:00～、③13:00～、
④14:00～、⑤15:00～
【会場】3階 美術室
【対象】大人の方
【定員】各回6名
【受付】美術室受付（先着30名）
【出展】タイルクラフトフレンズ
タイルクラフトはカラフルな小さなタイルを好きに組み合わせて
オリジナルの雑貨を作ります。今回の丸いコースターは、ハート
型・葉っぱ型・フラワー型などのかわいいタイルを使います。
50分ほどで楽しんで作れます。

くちぶえ奏者りょうすけの♪初めての口笛音楽♪
【日時】8日(日) ①10:30～12:00、②13:30～15:00
【会場】2階 語学室
【対象】就学児～
【定員】各回30名
【受付】①10:00～、②13:00～受付
【出展】口笛を楽しむサークル
年齢、性別に関わらずキレイな音が出せ、腹式呼吸で身体にも良
い口笛演奏。世界的にも珍しい「口笛ワークショップ」を体験で
きます。音の出し方、姿勢、呼吸法、楽しみ方などわかりやすく
レクチャー。サークルメンバーや講師の演奏も予定してます！

