














ほっこりエピソード

申込・問合先

一般財団法人こまき市民文化財団　こまなびサロン（受付時間 9:00~17:00 月曜定休）
電話（0568）77-8269　FAX(0568)39-5671          E メール　koza@komaki-bunka.or.jp 

マンガ講座
H31年    3月 23日
13:00～ 16:15

日時

場所

定員

対象

参加費

20組

小牧市公民館　視聴覚室

こまなびサロンカルチャー講座

小学４年生～中学生とその保護者
　　　　※１組で子ども２人まで

１組 650 円（子ども１人の場合）　

　　900 円（子ども 2 人の場合）　
※教材費を含みます

2 月 23 日（土）　
申込締切

マンガコース　
　　　　　

「ＳＮＳ映えのほっこりエピソードマンガ講座」申込書

※個人情報は講座の目的以外には使用いたしません。 ◯をつけてください返信方法

SNS 映え
の　

家族のエピソードをテーマにし
た４コママンガを親子で描いて
みませんか？

SNS に投稿されているような
ほっこりマンガを描くコツを、
プロの先生が伝授します。
親子で協力して描いてもよし、
別々に描いてもよしです！

画材はカラーペン、パステル等
を用意しますが、お持ちいただ
いてもＯＫです。

特任助教　　三輪　布巳子

土

【申込方法】

申込書を、こまなびサロン窓口に直接お持ちいただくか、メール、電話、
FAX で下記内容をお知らせください。
※応募者が定員を超えた場合、小牧市在住、在勤の方を優先に抽選を
さ   せていただきます。
※申込締切後、１週間以内に受講の可否をお知らせします。万一連絡
がない場合は、お電話での確認をお願いいたします。

（　メール   ,  電話 ,    FAX　）

講師

◇　   一　般　 ４，５００円（アートフレンド会員    ４，０００円）
◇ Ｕ２５（２５歳以下）１，０００円（アートフレンド会員U25 ８００円）

■ 市民会館 ☎（0568）77-8205　小牧市小牧2-107
■ 東部市民センター ☎（0568）79-0011　小牧市篠岡2-23
■ 味岡市民センター ☎（0568）76-7000　小牧市久保新町60
■ 北里市民センター ☎（0568）71-1197　小牧市下小針中島2-130
《チケット発売時間 ： 9：00～17：00（市民会館は20時まで）》

■ まなび創造館　　☎（0568）71-9848　小牧市小牧3-555
■ こまき市民文化財団オンラインチケットサービス
　（http://www.komaki-bunka.or.jp）
■ チケットぴあ　Pコード : １２５-０３２

こまき市民文化財団　☎０５６８-７１-９７００
１２月２１日（金）１３:００から、電話予約を承ります。　
※２２日（土）以降　９：００～１７:００（月曜休館）

１２月２１日（金） ９：３０～　※チケットぴあ １０:００～
アートフレンド会員先行予約　
１２月１４日（金）～１２月１９日（水）　9:00～17:00

２０１９年

３月２４日（日）
２０１９年

３月２４日（日）
２０１９年

３月２４日（日）小牧市小牧２丁目107番地　開演 1６:00 （開場 15:30）小牧市市民会館 大ホール

主催 / （一財）こまき市民文化財団
共催 / 小牧市・小牧市教育委員会

お問合せ /
（一財）こまき市民文化財団 〒485-0041 小牧市小牧2-107市民会館内
Tel : 0568-71-9700　Fax : 0568-77-8207
mail : info@komaki-bunka.or.jp　HP : http://www.komaki-bunka.or.jp

※U25 ： 公演当日、年齢確認のできるもの（学生証・免許証等）をお持ちください。 ※未就学児の入場はご遠慮ください。

チケット発売

チケット料金（全席指定）

電話予約

チケット発売場所

辛島 美登里
「サイレント・イヴ」
辛島 美登里
「サイレント・イヴ」

中西 保志
「最後の雨」
中西 保志
「最後の雨」

沢田 知可子
「会いたい」
沢田 知可子
「会いたい」

中西 圭三
「Woman」
中西 圭三
「Woman」

アラウンド40 メモリーコンサートアラウンド40 メモリーコンサートアラウンド40 メモリーコンサートAround40Around40Around40 Memory
  Concert
Memory
  Concert
Memory
  Concert

※予定曲目は変更になる場合がございます。予めご了承ください。

企画・制作 / バンブートゥリー　　　　　  制作協力 / MSエンタテイメント・プランニング

ご利用いただけます。
料金 : 1,000円(定員10名先着順)

対象 : 1歳以上の未就学児
ご希望の方は、3月14日(木)までに
市民文化財団にお申込みください。

託児サービス
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