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予定コース

午前１０時 ～ 午後５時／2/25（木）休み

きりえのお雛様が２７点
　　　　　　　    ミニの雛人形が５０点

ギャラリーWA-ON（わおん♪）

           お花いっぱい雛まつり

玉川学園8-2-3　TEL 042-721-7477

和の雛と
  あったかもの

玉川学園８-5-1
TEL042-725-9194

母の雛、陶の雛、春のうさぎ雛

新着ラオス絹織物、インド布飾り絵

てまりの
       おひな様

総ひのきの
     木彫のお雛様

　    同時開催
「能登のぬくもり」
     藤井博文作陶展

玉川学園8-13-30
TEL 042-726-7173

シルク･ギャラリー

玉川学園7-9-31 TEL.042-725-8034

ユニークで可愛い雛

玉川学園2-6-6ﾃﾞﾝｺｳﾋﾞﾙ1F  TEL 042-723-8652

     吊るしと新旧お雛さまの競演
　　創作吊るし（端午の節句）と
                有田焼ミニお雛さま          

雛とあそぼう    楽しく雛を飾りましょう

玉川学園7-11-13 TEL042-728-5017 金井町2397-1   TEL.042-736-3779

  一年ぶりの目覚め！
手づくり雛と大人のアクセサリー
大人の為の雛まつり・女史会　
♡ＥＶＯＬＯＴＯＧＩＨＣＥＴ

ギャラリーウェアミー

　　　　　ミニひなとミニ動物の宴
　　　いろいろな分野の作家が作る
　　　　　　ミニミニなかわいいモノたち。

玉川学園2-7-6-2F  TEL042-729-0079

ギャラリー花紬
    和布細工物・つるし飾り

玉川学園4-20-7 TEL 080-3171-1277 

       湯村泰子のマンガなお雛さま

ギャラリー季の風

玉川学園２-２-６　TEL042-727-8724玉川学園1-22-19 TEL.042-728-6560
 

土 木

魅惑の小宇宙！　懐中時計展　2016年1月9日~3月6日
　月曜定休　但1/11は開館,翌12日は休館
　　　　　　連絡先　町田市立博物館　042-726-1531

  お問い
合わせ先

2 ギャラリーWA-ON（わおん♪）
14 ギャラリー季の風

とき　　　　かぜ
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1 村杉きりえギャラリー

玉川学園８-７-18
TEL 042-725-8122

てまりで
　   作った
　　   おひな様
　が勢揃い

春の花鉢とアレンジメントフラワー
                      （小田由美子）で飾ります

　　　手づくりのお雛さま達
   　　　       吊るし雛、折り紙の雛

春をよぶ
      和の雛と
心温まる
     あったか
             Goods

優雅な雛たちとのひととき

れんげの会・世永すみれ・里村満里各教室の作品
　　　　　日本工芸会・錦繍会の教授の作品

玉川学園7-9-1  TEL042-720-3741

布ごころ　市松きものとつるし飾り

かしの木山自然公園

金

土

5

植物画教室作品を同時展示大賀藕絲(ぐうし)館」の布細工和菓子デイサービスご利用者の力作を展示します。
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のらくろ坂

ころころ坂

2016玉川学園

雛めぐりの旗を
目印にお巡り下さい。

❶  駅→駅前商店街→ギャラリーウェアミー
　桜実会ふれあいひろば→手まり工房風の庭→
　ギャラリーWA-ON→村杉きりえギャラリー→
　サヴァ？→ギャラリー八陶→駅
❷  駅→駅前商店街→ISONO‘S→
　ギャラリー季の風→ギャラリー花紬→
　HIROアート工房→駅
❸  駅→シルクギャラリー→ギャラリー福田→
　トラベルサロン→うぃすかあ
　→駅前商店街(自由散策）

ヒルズ珈房

17 地区社会福祉協議会

2月28日（日）午前10時・午後1時30分　出発
玉川学園前駅北口階段下に集合してください

めぐり

Please   Thanks

トラベルサロンP’s&T’s
雛めぐりツアー（参加無料）

販売コーナーあり。
芝生学講座「タイトル」3月5日（土）13:30～
表  賞  式 ：3月5日（土）14時～
作者との歓談もお楽しみください。

とき　　　かぜ

玉川学園８-5-16 TEL042-814-5924

南大谷912-53 TEL042-728-9154
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ブティック 　リード
営業時間

11:00～19:00

定休日

 

日曜･祝日

☎ 042-727-7379

大人の
女性のための
セレクトショップ

学園ぽてと
紅あずま、紫芋　各180円

平成24年度町田市
名産品　新規認定

菓匠　玉川虎屋

営業時間　9：00～20:00　日・祝9：00～19:00　無休

☎ 042-728-6340

玉川学園2-7-5 ☎ 042-726-5337

ハセガワ・メガネ
コンヤクトレンズ補聴器
視生活パートナー
時計の電池交換500円から

営業時間 9:30～20:00 定休日 水曜
☎042-724-1636

じっくりと蒸し焼きにした

「千葉県産紅あずま」と自家

製手亡白あんで作ったス

イートポテト。ほくほくした

焼芋の甘みとしっとりとした

コクをお楽しみください。

支え合いの町づくり・友達作ろう・共に創う

ふだんのくらしのしあわせづくり

  

手打ち蕎麦　如菴

玉川学園2-21-7 ☎ 042-860-6062

:

昼食 1100～15:00 夕食 17:00～21:00

雛めぐり特別メニュー
スープ・
メインディッシュ・
パン
￥1,600（税別）

期間中本誌ご持参の方に
自家製ドリンクをサービス致します！
ランチ12:00～15:00 ディナー18:00～22:00

フッケン

協 賛 店 ご 案 内協 賛 店 ご 案 内

花いちもんめ

営業時間

　

12：00～24:00 不定休

☎ 042-728-0037

心と体がほっと和む
          花いちもんめ

似顔絵のマスターとママ
会いにきてください

オススメ
お昼の定食･らーめん
（おすすめ

 
レバニラ）

チラシお持ちの方
食後のコーヒー

                サービス

１ 2

6 8

3

5 7

12

15 16

9 11

（エリムラ）絵里村

額縁･画材文具･雑貨 定休日 第３木曜

☎ 042-729-3140

額装のことならおまかせ下さい！
雑貨、ステーショナリー、文具も充実

カフェ
　コロラド

営業時間　10:00 ～19:00 無休
☎ 042-727-3538

4
心がほっとくつろぐ

The GOSPEL CAFE

☎ 042-732-3046 定休日 日・月曜

火・水・土 11:00～18:00　木・金 11:00～21:00

☎ 042-850-8201

リストランテ M i dica
イタリア料理

ラ ン チ
   11:30～15:00 

ディナー 18:00～22:00 3,500 円～

          

定休日

 

火曜、第２月曜

～落ち着いた空間で
　　　　　　　　　“美味しい”ひとときを～

☎ 042-721-0904
ww w.lesmil lesim es.jp

フランス料理
　

全席禁煙

  
小学生以上来店可

とうふ菜園
国産大豆・天然にがり・手づくり

　
営業時間　10:00～19:00（土曜17：00まで）

☎ 042-785-5040 定休日 日曜・祝

保存料等余分な添加物は使っていない
ので、小さなお子さまでも安心です
豆乳や豆腐を使用したスイーツや
ドーナツも販売しています

ヘアメーク シーン
HAIRMAKE SCENE

9:30～18:30 火曜定休と月1回不定休。
「ヘアメーク シーン」で検索を

☎042-726-8859 完全予約制

グランガトー

  お菓子教室生徒募集中

  
ケーキセットあり

（紅茶はポットサービスで）

  

10:00～18:00　木・金・土・日・祝日営業

☎042-727-3517

合田和代お菓子教室

13

ランチ 11:30～14:00　ディナー 17:00～21:00
（月曜日休み）

☎ 042-860-7561 ／728-9648 

中国料理
  

美味しい料理と
美味しいお酒が
楽しめるお店

裏面地図を
参照ください。

本チラシで特典あり。
（2015年4月末日まで。）
特典1：ジャズピアノ・ライ

ヴのお客様に、お
持ち帰り用スイー
ツをプレゼント

特典2：スープカレーをご
注文の方に、ミニ・
スイーツをサービ
スいたします。

18

ようこそTOMO サロンへ

火・水・木曜10:00～16:00

第1・3          水曜
　カフェの日

　　　　　　　　

11:00～15:00

ケーキ・コーヒーで300円

お気軽にお寄りください

17

町内会の紙ひもあります

☎ ＦＡＸ 042-850-9908　町田市玉川学園7-7-2

社会福祉協議会
玉川学園地区

都内の名店で調理し

ていたシェフが腕をふ

るってお待ちしており

ます♪是非一度食べ

に来てください。

デリバリー始めました。

髪と頭皮のコンディ

ションを考え、常により

良い技術を追求、カッ

トも自慢の同店で健や

かな髪を手に入れませ

んか。

じょあん

お食事にどうぞ！！
最高級信州産そば粉

使用の蕎麦に三浦直

送 の 本 鮪 を 使 っ た

「ミニ本鮪丼付そば

セット」や季節限定

「桜蕎麦」も御用意し

てます。

営業時間　昼 11：30～15：00　夜 17：30～21：00

　　　　（火・水は昼のみの営業）定休日 月曜

Ça va？

 

サ

 

ヴァ

4

☎ 042-725-9194

うぃすかあ
9 ☎ 042-728-5017

トラベルサロンP's&T's8
☎ 042-720-3741

10

村杉きりえギャラリー1
☎ 042-728-9154

 

きりえ体験教室
「お雛様を切ってみましょう」

5
☎　042-725-8122

 

てまり体験教室
　　　　　講師：磯岡眞理子

はなつむぎ

ギャラリー花紬

15

☎  080-3171-1277

 
 スーパー

三和

とみん銀行

至町田 至新宿
オダキューＯＸ

北口

南口小田急線
駐輪場

交●
玉川学園
購買部ギャラリー

玉川学園コミュニティセンター●
展示表彰式会場

3月4日 １２時～17時
5日 10時～16時

1

8 79 6

11 12 1513 1614

17 18

32 5

4

城南
信用

玉川学園前駅

レ・ミレジム

香蘭の新店舗オープン
14

貴方の美しい
ライフスタイルを創るシーンです

1,800円～

淹れたてのコーヒー
焼きたてのワッフル
手作りのサンドウィッチ

ギャラリー巡りの合い間にどうぞ

土曜日11時～16時

「ウインドウの雛たち」　
2月20日（土）～3月3日（木）
地元幼稚園児の描いた
お雛さまを見ながら散策を・・・
期間中「アイアン看板めぐり」
に参加して小さな
プレゼントをもらおう！！
雛あられプレゼント（数量限定）
玉川学園商店会・玉川学園南口商店会 玉川学園4-22-7 ☎042-850-9007

富健

イベント・体験教室のご案内
No.　　ギャラリー　　イベント・体験教室　　　　日時、参加費、講師等 　　　イメージ

２月２６日(金)、２月２７日(土)、１３時から１６時
　参加費１０００円、　要予約

ギャラリー
  WA-ON（わおん♪）

クレイクラフト（樹脂粘土）体験教室　　
『アニマル雛人形』を作ろう！

2月24日（水）27日（土）3月2日（水）13時開始、14時開始
講師：黒田奈生子（PAPIE）参加費500円～800円（材料込み･台は別途）
予約必要の有無/受講日の３日前までに要予約（各回４名まで）　

『金網』で折り紙してみよう！
布のようなしなやかな金網折り紙
「おりあみ/ORIAMI」を体験してみましょう。

上記のクレイクラフト体験教室開講時以外の期間中随時
　参加費　/ ４００円（１枚・材料費込み）
予約必要の有無　/ 要予約（先着２０名）

2

プチアロマ　(アロマセラピスト
　　によるハンドマッサージ)

山下那美　要予約  2/20 土曜 
10:00～17:00￥500

フルートトリオcoucou
　　によるほんわかコンサート

遠藤まり  大津祐果  山崎陽子　
要予約2/29月曜14:00～14:30￥500

随時　材料込み　初めての方500円２回目の方1,000円
       ２月２６日（金） 手まり教室（体験できます）

ギャラリー八陶
☎　０４２－８１４－５９２４

ギャラリー風の庭
てまり工房

旅のスライドショー
「猿将軍活躍＆旅の食・住」

２３日～２９日の随時（１０分）
講師/☆八陶☆参加費　無料　予約不要

ガーデンdeばざーる ２０日～２２日 ３月１日～３日  10時～17時
（20日は13時より）陶器、民藝品掘り出しSALE

ビーズ刺繍のパスケース　2月21日･23日10:30～12:30 1,500円材料費込(4名限定）
春のｷﾗｷﾗﾋﾞｰｽﾞとｽﾊﾟﾝｺｰﾙ 藤井美保（K-House認定インストラクター）要予約
和の飾り物　　　　　　   2月23日（火）2月23日（火）13:30～15:30 
お手玉ひな 　　　　  只野治子(れんげの会主宰)1,500円(材料費込み)
手相占い(手相も変わります)   2月23日(火)11:00～15:30明紅妃 太極運命術学会
2月立春･新しい年の運勢は？ 見料1,000円（20分）時間指定にはご予約を！
日本の伝統芸能･玉すだれ  2月27日（土）14:00開演
軽妙な掛け声で春の訪れを寿ぐ  楽笑和助　楽笑福笑 無料（2回公演）
♪Spring Sound ♪             2月28日（日）14:00開演 
    by 筝×三弦×笛　　    川田昭美 飯吉規邦 1,500円 前売り1,000円      
デコパージュの内裏雛　　2月29日(月)13:00～15:00 1,500円材料費込み 
（壁掛け） 　　　　  神田明美要ｱﾒﾘｶﾝﾊﾝﾃﾞｨｸﾗﾌﾄ協会講師4名限定　
スペシャルゲストを迎えて3月3日（木）13:00開演 無料（2回公演）　
      早春落語二人会 　 温もり亭のん太（SG）上総家ふる太

『ステンドグラスの雛』2/24(水)、25(木)12時
～16時/岸江馨/￥4,500(お茶付）/要予約

「マイグラスを作ろう！」
ＨＩＲＯアート工房
☎ 042-736-3779

   講師：宮澤 浩 予約不要　
　会期中随時10時～17時 
    参加 費 1,000円より

「布折り雛づくり」
     講師：吉田圭子2/26・27・28・3/3
     10時～17時 予約不要
     参加費￥600円より

11 ギャラリーウェアミー
☎　042-729-0079

キャスト体験教室
「シルバーのミニリング」

 ２月26日（金）15:00～16:00参加費￥2000＋材料費
  要予約　その他/作品お渡しに２週間ほどかかります。

フルートの調べ                 ２月27日（土）13:30～15:00奏者：杉野憲子/100円
ビーズ講習会                     ２月27日（土）15:00～16:30講師：杉野憲子
　　　　　　　　　　　1,000円～（材料費を含む）/要予約
手づくり体験「貝合せ絵付」２月28日（日）３月３日（木）10:00～16:00
　　　　　　　　　　　　随時/500円（材料費を含む）/要予約
手づくり体験「椿」「鶴」　２月29日（月）10:00～16:00
　　　　　　　　　　　　随時/500円（材料費を含む）/要予約

Please       Thanks

9 うぃすかあ

玉川学園7-11-13  ☎ 042-728-5017

　　　　　　『背守りを楽しむ』  ２/29(月)、３/1(火)14時～
　　　　　　16時/高橋久美子/￥1,500（お茶付）/要予約

喫
茶
と
お
食
事
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り
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定
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