
「美術って難しそう」と、なんとなく思っていませんか？
“なるほど！？美楽”では、“楽しくビジュツする”をテーマに、気軽に創作体験ができる講座です。
子どもたちだけでなく、“むかし子どもだった大人たち”も参加できます！

身近なものを使った工作から
本格的な絵画制作まで、
いろいろな創作体験を行います。
夏休みも思いっきり子どもアトリエで楽しもう！

なるほど
!?

子どもアトリエでは、園児や小学生を対象に団体向けのプログラム
を行っています。筆やローラーを使った描画活動、紙やスチレンボー
ドを使った版画制作などの基本プログラムを軸に、ご要望に応じて
実施していきます。
詳しくは美術館へお問合わせください。

団体向け
プログラム
(幼稚園、保育園、小学校）

7/31（土）・8/1（日）※2日連続 10：00 ～ 12：30

紙の迷路！ビー玉の坂道をつくろう
8/15（日）10：00 ～ 12：30

影を描こう！

■ アクセス

〒386-0025 長野県上田市天神3-15-15　
TEL 0268-27-2300　FAX 0268-27-2301
開館時間 9：00～ 17：00　休館日 火曜日（祝日の場合は翌日）及び12/29～1/3

■ お申込み・お問い合わせ

サントミューゼ　上田市立美術館

・ スタッフは検温を実施し、マスクや手袋を着用します。

・ 参加費など現金類の受け渡しにはトレーを活用します。

・ 屋内の活動では定期的に窓を開けて換気を行います。

・ 座席等は十分に距離をとって配置します。

・ 使用する材料道具類は、共有せず参加者ごとに提供します。
 道具類については、使用前後に消毒を行います。
※ご案内と現在の取り組みが異なる場合がございます。
　詳細はサントミューゼホームページをご覧ください。

会場内及びスタッフの
感染予防への
取り組み

発熱、咽頭痛等の症状がある方、
体調がすぐれない方は、ご参加をお控えください。 

来館の際はマスクの着用をお願いいたします。
（熱中症など体調管理には十分ご注意ください。）

体調をくずされた場合は、
スタッフまでお声がけください。

ヘルスチェックシートの記入、
手指消毒の実施にご協力をお願いします。

周りの方との距離を十分に
確保していただきますようお願いします。

ご参加のみなさまへのお願い

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、
ご参加にあたっては以下についてご協力をお願いします。

北陸新幹線、しなの鉄道、上田電鉄別所線
「上田駅」から徒歩約7分

電車で

上信越自動車道「上田菅平I.C.」から車で約15分
※お車の場合は、敷地内の駐車場（390台収容・無料）をご利用ください

お車で

https://www.santomyuze.com/

詳細はコチラ

夏休み特別講座

場　所

対　象

定　員

参加費

申　込

申込方法

子どもアトリエ

小学校4年生以上（親子、大人だけの参加も可）

15名（応募多数の場合は抽選）

500円（材料費含む）

7月17日（土）から7月24日（土）まで

サントミューゼホームページ「ビー玉の坂道をつくろ
う」の入力フォームに必要事項を記入し送信

場　所

対　象

定　員

参加費

申　込

申込方法

子どもアトリエ

小学校3年生以上（親子、大人だけの参加も可）

15名（応募多数の場合は抽選）

500円（材料費含む）

7月31日（土）から8月7日（土）まで

サントミューゼホームページ「影を描こう！」の入力
フォームに必要事項を記入し送信

お申込みはコチラ

6/27（日） 10：00 ～ 12：30

お面をつくろう！

場　所

対　象

定　員

参加費

申　込

申込方法

子どもアトリエ

小学4年生以上（親子、大人だけの参加も可）

15名（応募多数の場合は抽選）

500円（材料費含む）

6月12日（土）から6月19日（土）まで

サントミューゼホームページ「お面を
つくろう！」の入力フォームに必要事
項を記入し送信

お申込みは
コチラ

おうちで簡単に楽しくできる季節にちなんだ絵の具あそびや工作を動画でご紹介！  
動画を見てつくったり、自分なりのアレンジを加えたりして楽しんでみてね！

アトリエでつくろうWEB

詳細はコチラ

子どもアトリエで
あそぼう！

最新情報はコチラ

新型コロナウイルス感染症対策に伴い、すべての講座を

事前申込みとし、募集定員も減らしています。また、感染

症の状況によっては、講座を延期や中止とさせていただく

場合があります。最新情報はホームページをご覧ください。

ご理解、ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

び が　く

子どもア
トリエプログラム

上田市立美術館
サントミューゼ

上田市立美術館 

2021年

5月-９月



お申込みは
コチラ

えのぐであそぼう

上田市立美術館子どもアトリエでは、子どもたちの考える力や創造する力を育むプログラムを行っ
ています。大きなボードや紙にえのぐで思いっきり描く「えのぐであそぼう」や身近な素材で自由な
工作体験ができる「アトリエでつくろう」をはじめ、年間を通してさまざまな講座や企画を開催します。

美術館の中庭にある大きなボードに自由にお絵かき。
思いっきりえのぐであそぼう！

季節や自然を感じながら、自由に表現を楽しむ講座。
絵の具や粘土、ダンボールなど、いろいろな素材を使って活動します。

自分の目で見て、手で触れ、心と身体で感じたものを
思いっきり表現して楽しみましょう！

対 象 小学生以下（小学校3年生以下は保護者同伴）

対 象 2歳以上の未就学児とその保護者 対 象 小学校１年生～ 3年生

アトリエでつくろう
廃材を組み合わせて自由につくろう！ はさみやテープなど
いろいろな道具を使って、ものづくりを楽しもう。

対 象 小学生以下（小学校3年生以下は保護者同伴）

5/3（月・祝）

5/16（日）

6/13（日）

7/10（土）

7/23（金・祝）

8/12（木）

8/29（日）

9/18（土）

4/23（金）～4/25（日）

5/7（金）～5/9（日）

6/4（金）～6/6（日）

7/2（金）～7/4（日）

7/9（金）～7/11（日）

7/30（金）～8/1（日）

8/20（金）～8/22（日）

9/10（金）～9/12（日）

開催日 申込期間

6/5（土）

7/3（土）

8/7（土）

9/4（土）

5/22（土）～5/29（土）

6/19（土）～6/26（土）

7/24（土）～7/31（土）

8/21（土）～8/28（土）

開催日 申込期間

えのぐで手がた足がたスタンプあそび

真っ黒い紙に天の川を描こう！

色みずであそぼう！

どろどろねんどあそび

活動内容

“アソビながらビジュツをしよう”をテーマに
造形活動をする小学校低学年向け講座。
自分の目で見たり、聞いたりしたことを、

目と手と心を動かして描いたり作ったりする時間です。

※内容は変更になる場合があります。

※一度に申込みができる人数は、
　保護者の方も含め4名までとさせていただきます。

各回とも10：00～11：00

美術館中庭（雨天時は子どもアトリエほか）

９組（応募多数の場合は抽選）

汚れてもよい服装、飲み物

無料

サントミューゼホームページ“えのぐであそぼう”
の入力フォームに必要事項を記入し送信

時　間

場　所

定　員

持ち物

参加費

申込方法 お申込みは
コチラ

5/1（土）

5/5（水・祝）

6/19（土）

7/18（日）

8/21（土）

9/12（日）

9/23（木・祝）

4/23（金）～4/25（日）

4/23（金）～4/25（日）

6/11（金）～6/13（日）

7/9（金）～7/11（日）

8/13（金）～8/15（日）

9/3（金）～9/5（日）

9/10（金）～9/12（日）

開催日 申込期間

※一度に申込みができる人数は、
　保護者の方も含め4名までとさせていただきます。

各回とも　①10：00～11：00　②13：30～14：30

子どもアトリエ

10組（応募多数の場合は抽選）

無料

サントミューゼホームページ“アトリエでつくろう”
の入力フォームに必要事項を記入し送信

時　間

場　所

定　員

参加費

申込方法

吉川万希（当館美術教育指導員）

各回とも10：00～11：00

子どもアトリエ　ほか

各回とも10組（応募多数の場合は抽選）

汚れてもよい服装、手拭き用タオル、飲み物

各回とも500円（材料費含む）

講　師

時　間

場　所

定　員

持ち物

参加費

倉島壮（当館専任講師）

各回とも10：00～12：30

子どもアトリエ　ほか

各回とも15名（応募者多数の場合は抽選）

筆記用具（えんぴつ、消しゴム）、飲み物

各回とも500円（材料費含む）

講　師

時　間

場　所

定　員

持ち物

参加費

お申込みは
コチラ

申込方法 お申込みは
コチラ

サントミューゼホームページ「ア
ソビジュツ！」の入力フォームに
必要事項を記入し送信

申込方法

子どもアトリエで、触れて、感じて、楽しもう！

5/30（日）

7/25（日）

9/26（日）

5/15（土）～5/22（土）

7/10（土）～7/17（土）

9/11（土）～9/18（土）

開催日 申込期間

拾った石に絵を描こう！

つながり絵で紙袋をデザインしよう！

空き箱工作！ トロッコをつくろう

活動内容

※内容は変更になる場合があります。

日程・内容は変更になる場合があります。

※ 本講座は子どもだけの参加となります。
 ご理解をいただきますようお願いいたします。

※対象年齢が該当すれば兄弟姉妹も同時に応募可能です。
※会場内の空間を確保するため、保護者の方のご参加は、できるだけ1組に
　つき1名でお願いします。また、参加者以外の方の入室はご遠慮ください。

サントミューゼホームページ「はじ
めて・アート」の入力フォームに
必要事項を記入し送信
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