2016年 度

(予 定)

イ ペ「二/か
(詳細は各イベ ン トのチラシをごらんくださしヽ
)

◇「らしヽ
てうの家」開館日
4月 29日 〔
金〕〜11月 7日 (月 )
土 日月 (原 則)及 び祝 日オープン
:

◇開館時間 :午 前 10時 3③ 分〜午後 4時
7月 23日 (土)〜 8月 29日 (月 )は
午後 5時 まで開館。
入館 は囲館の 3̲o̲分 前までにお願 い します。
◇ 11月 中旬〜翌年 4月 下旬は冬
―

I

11:00〜 15:00
オ ー プ ン記念 イ ベ ン ト

らいて う茶会陸

付

̲ュ

日(D
らいて う講迎埴)13:30〜 15:30
「紫式 部 か らの メ ッセージX」
会場 :ら い て うの家
宮島満里子 さん
お茶席 あ り 11:00〜 12:00
茶券 400円 昼食 600円 資料代 500円

9ノ 弓 17

10月 1日 (土 )
森 の意み講座 1 lo:oO〜 15:30
笹刈 り (ら いて うの森 )10:00〜 12:00
らいて うの庭観察 13:30〜 15:30

̲̲̲10:00〜 15:00

森 の恵み講座 H

らしヽ
てうの家の主なイベン

11:00〜 11:30
朗読『古事記』 広瀬
雅楽演奏
11:35〜 14:00

らいて うの家
長野県上国市真田町長十の原 1278‐ 720
TEコ騨Ⅸ o268‐ 74‐ 1385(開 館 日のみ)
NPO法 人平塚 らいて うの会
東 京都 文京 区小石川 5‑10‑20 5F
TEL/FAX 03‐ 3818‐ 8626

しず江

∞ Q円 )要 予約

6月 4日 個D13:30〜 15:30

らいて う講理 ①
講演 :折井純 弁護士
〜 「選択的夫婦別姓」問題についての
最高裁判決にふれて〜
会場 :ら いて うの家 資料代 500円

ル

秋の植物観祭

lin

10月 聞弓ヨ 個D

らいて う講座 昔語 り 「松 の木物語」
ビデオ上映 とお話
手塚正道 さん
会場 :ら いて うの家 資料代 500円
東京での主なイベ ン

―
☆ 5月 ≧室日
(■ j 13:00〜 1640

らいて うの会総会 東京 婦選会館 lF
Ⅲらコ
らいて う忌

★ 11月 19日 (土 )13:30〜 16:00
シンポジウム (東 京 主婦会館プラザ ニフ)
パネリス ト:ノ ーマ・ フィール ド・青井栄児
コーデ ィネーター :米 田佐代子

10:30〜 15:30
らいて うの家 10周 年記念
会場 :「 らいて うの家」 資料代 500円
演奏 :ヨ ー ラス 「輪」
坂井弘子の昔話
らいて う家マルシェ
てづ くりおい しい ものた くさんあ り
母月 28日 (日 )13:00〜 16:00
サ ックス コンサー ト
中川美保 一愛 と平和を歌 う―
シンポジ ウlA
ノ
―地域に根 ざし、平和 とくらと
を守る―
パネ ジス ト 上野千鶴子・古田陸美
コーデ ィネー ター 米国佐代子
会場 :真 田町公民館 参加費も00円 (要 予約)

小貝川探訪 :ら いて うの農業の手伝 いを したとい う中村 さん と
奥村直史 さんを囲んで

(2015.6.7.)

☆ 団体で来館の場合は、事前 にご相談・ ご予約 くださ
い。 (昼 食注文も事前にご相談 ください)。
☆ 団体 で開館 日以外 に来館 を希望 され る場合 も、
事前に ご相談 くだ さい。

