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休 館 日：第2・4月曜日（祝日の場合はその翌日）/ 年末年始（12月29日～1月3日）

開館時間：博物館・宇宙科学館・プラネタリウム館 ……10時～17時
　　　　  美術ギャラリー・コミュニティ施設    他 ……  9時～21時

[施設情報] 住　　所：兵庫県加古川市平岡町新在家 1224-7 TEL：079-425-5300（9 時～ 21 時）
会館 HP Twitter Facebook

新しいこと、総文で新しいこと、総文で

Spring

ロビーコンサートロビーコンサート

各 12:00 ～ 12:30時間

出演 4 月 29 日（金・祝）
兵庫大学吹奏楽部 [ 管楽器 ]
5 月 15 日（日）
出演者調整中
6 月 12 日（日）
Sweet Bell [ ピアノ・フルート ]

料金 観覧無料

観覧にあたってのお願い

万が一感染症が発生した場合に備え、
来館者カードへのご記入をお願いいたします

スタンプが6個たまると
宇宙グッズが
もらえるよ！

が
出来ました

スタンプカード

時間
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土日祝
春休み
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一般プログラム

一般プログラム 一般プログラムキッズ
プログラム

団体専用 ―

月

5 月

4月

一般プログラム キッズプログラム

宇宙飛行士になろう
てんびん座のおはなし

料  金 高校生以上：400 円 / 4 歳～中学生：100 円 / 3 歳以下 ：無料

キッズ
プログラム

団体専用

10:00

団体専用

団体専用

レグルス

プラネタリウム

6 月

※各種割引適用条件についての詳細はHPをご確認いただくか、
　お問い合わせください。
※団体お申し込みについてはお問い合わせください。

小惑星 たなばた伝説

サンデー・
こどもチャレンジ！
サンデー・
こどもチャレンジ！

4 月 24 日（日）：ミニプラネタリウム作り
～好きな形に切り抜いてオリジナルプラネタリウムを作ろう～

毎月第 4日曜日

受付 当日 11:45 ～各回開始時刻まで 対象 小学生

開催日
①12:00 ～ 12:45  　②13:00 ～ 13:45
③14:15 ～ 15:00 　 ④15:15 ～ 16:00

内容

料金 100 円定員 各回 10 名（先着）

5月 22 日（日）：いろんなスライム作り
～こねこね、ぷよぷよ 固さが違うスライムを楽しもう～

6 月 26 日（日）：手編みのコースター作り
～色んな毛糸を使ってオリジナルコースターを作ろう～

まちかどピアノ
@加古川総合文化センター

ロビーのピアノ (YAMAHA) をどなたでもご自由に
弾いていただけます♪

当館HPの「演奏にあたっての注意事項」を
ご確認の上、ご参加ください。

① 4 月：4日 / 18 日
② 5 月：2日 / 16 日 / 30 日
③ 6 月：6日 / 20 日

開館している月曜日の 12:00 ～ 13:00

受付 事前予約不可（当日先着順）
当日 11:30 ～ 12:30 の間に、受付にて
氏名・連絡先・演奏曲をご記入ください。

備考 演奏時間 1人 10 分程度

開催日

料金 無料



イベント開催のご案内5/4
( 水・祝）

総文バックステージツアー

11:00 ～ 11:40時間

対象

料金

定員

時間

対象

料金

定員

持物 持物

小学生以上

5組（1組 3名まで）

無料

4月 10 日（日）から申込

・スリッパ（収蔵庫が土足厳禁のため）
・鉛筆（メモを取られる方）

普段は職員しか入れない博物館の「バックステージ」
収蔵庫をご案内♪

申込

見て、描いて、触って楽しむ！
アート鑑賞教室
アートって何？　絵の表面はどうなってるの？
見て、描いて、触ってアート鑑賞がより楽しくなる

しゅうぞうこ

14:00 ～ 15：30

小学生以上

8組

無料

4月 10 日（日）から

汚れてもよい服装

総文 発見!再 総文カルチャー講師　　　インタビュー

第 1回「こどもデザイン教室～頭と体で考えるワークショップ～」
　　　　講師 西嶋 輝（会いに行きたいデザイナー）

――まず、はじめに西嶋先生がデザイナーを目指したきっかけを教えてください。

僕は加古川出身で高校は県立農業高校 に通っていました。
デザインとは全く関係のない学校でしたが、雑誌や映画ポスター、CDジャケットに描かれたグラフィックに興味を持ちました。
 こういったものはグラフィックといったデザインの要素で作られているというのを知り、 そこからデザインの分野を学べる
学校を探して入学しました。

――デザイナーとして喜びを感じる瞬間は？

人と話すことが好きなので、デザインというツールを使って人と向かい合ってコミュニケーションができることが嬉しいですね。
コミュニケーションを取り、デザインを通して一緒に新しい価値を生み出したり、今あるものをより良くしていくことなど、
一緒に仕事ができることです。
他にも地元ならではの部分では同級生と仕事ができるのはとても面白いです。

――文化センターからこどもデザイン教室の講師を依頼されたときはどう思われましたか？

まず、僕の中でデザインに関する面白いこと、初めてのことは極力断らないと決めています。
教室を担当するのは初めてで、これを経験すると自分自身の新しいアイディアや引き出しが増えたり、
生徒さんにデザインの仕事に少しでも興味を持ってもらえるんじゃないかと思い、参加しました。

――授業の中で気を付けていること、どういったところに重点を置かれてますか？

まずは楽しく学んでもらえるように心がけています。
飽きが来ないように短時間で集中が持つようなプログラムを組んだり、ルールの中で出来るだけ自由に作ってもらったり。
それぞれに考えてもらうことも大切にしています。
そして声掛けをする。やはりコミュニケーションですね。
例えは授業の中で「秋」から思い浮かぶ言葉を書き出してもらいます。
そのあとみんなで発表しあって、モノだったり色だったりカタチだったり、自分で考えたものを絵や形にするプロセスを
踏んでいます。

――今年度から教室名に ～頭と体で考えるワークショップ～ が付きますがどうしてですか？

このワークショップで体験して欲しいところは頭の中にあるものを書き出したり、言葉にして、手を動かして形にすることです。
 よりわかりやすく、参加していただきたく、このようなサブタイトルを付けました。

――ありがとうございました！

Profile 西嶋 輝（会いに行きたいデザイナー）
ニシジマ アキラ

兵庫県加古川市出身。
加古川市在住。
兵庫県立農業高等学校卒業。
デザイン系専門学校卒業後、製版会社、広告制作会社を経て、
加古川市を拠点に活動開始。

こどもデザイン教室の様子

講座名 日　時 対　象料　金（税込） 講　師
みんなで歌う！
ゴスペル風合唱

ギターをはじめよう

こども将棋教室

絵画教室

キャラクター・イラスト
～初級・中級～
キャラクター・イラスト
～上級～
こどもデザイン教室
～頭と体で考えるワークショップ～

やさしい陶芸

加古川の歴史を探る

薬膳粥＆かんたん飲茶で
食養生

こぎん刺し

ケーキ屋さんのお菓子講座

親子 deパン作り

毎月第 1・3金曜日
19:00 ～ 20:30
毎月第 1・3火曜日
午前 10:30 ～ 12:00
午後 13:00 ～ 14:30
毎月第 1・3土曜日
10:00 ～ 11:30

毎月第 1・3水曜日
13:30 ～ 15:30
毎月第 2・4土曜日
13:30 ～ 14:30
毎月第 2・4土曜日
15:00 ～ 16:30
毎月第 3土曜日
10:00 ～ 11:30
毎月第 2・4土曜日
14:00 ～ 17:00

毎月第 3火曜日
14:00 ～ 15:30
毎月第 3水曜日
11:30 ～ 13:30

毎月第 2日曜日
10:00 ～ 13:00

毎月第 1月曜日
13:00 ～ 15:00
 ※12 月は休講です

毎月第 3日曜日
10:00 ～ 13:00

15 歳以上

18 歳以上

小学生以上

18 歳以上

小学生以上

小学生以上

小学生以上

小学生以上

18 歳以上

18 歳以上

18 歳以上

親子
（5歳以上のお子様）

18 歳以上

藤村 富紀子
（ゴスペル風合唱団インチウォーム）

大西 世悟
（ギター講師）

内藤 秀彰
（加古川市将棋協会会長）

田中 亮平
（洋画家）

西嶋 輝
（会いに行きたいデザイナー）

山本 諭
（陶芸家）

山本 祐作
（東播磨地域史懇話会）

華尾 有紀
（国際薬膳調理師）

山本 智恵
（「お菓子の家シェシエ」オーナーパティシエ）

山本 有美
（手作りパン教室 はぴぱんだ。）

handcraft こゆき
（こぎん刺し作家）

桑田 瑠香
（イラストレーター）

前期（4～ 9月）
18,000 円（全 12 回）

コース：36,000 円（全 12 回）
※18,000 円ずつ 2回に分けてのお支払いです。
単発：3,800 円

前期（4～ 9月）
18,000 円（全 12 回）

前期（4～ 9月）
15,000 円（全 6回）
※初回のみテキスト代 500 円

単発：3,000 円

前期（4～ 9月）
6,000 円（全 6回）

前期（4～ 9月）
18,000 円（全 12 回）

前期（4～ 8月）
14,300 円（全 11 回）
※1日体験　1,300 円

前期（4～ 9月）
9,000 円（全 6回）

単発：3,000 円

前期（4～ 9月）
5,000 円（全 10 回）

前期（4～ 9月）
18,000 円（全 6回）

シルバーアクセサリー 毎月第 1日曜日
13:30 ～ 16:30 18 歳以上 橋爪 則子

（PMCギルドジャパン認定講師）
前期（4～ 9月）
18,000 円（全 6回）
※別途材料費が必要です

永田紗戀監修 花咲く書道 ® 毎月 1・3木曜日14:00 ～ 15:30 18 歳以上 渡邉 由美
(花咲く書道®認定講師・マスターインストラクター)

前期（4～ 9月）
18,000 円（全 12 回）

前期（4～ 9月）
18,000 円（全 12 回）

4 月開講総文カルチャー講座 ●料金は一括前納です。途中入会の場合は残りの回数分の金額を前納いただきます。
●納入後、お客様のご都合による返金および振替は一切致しかねます。予めご了承ください。
●別途材料費等が必要になる講座もございます。

※新型コロナウイルスの感染拡大状況により、当情報誌の掲載内容に変更が生じる場合がございます。予めご了承ください。

ご好評につき満席です


