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■夏休み子ども映画鑑賞会実施！８月24日
（木）

午前：あなたをずっとあいしてる
午後：銀河鉄道の夜

申込開始

■おばけのがっこう
■パパ・ママ子育て講座（３回講座）
■ダンボールでおもしろお面を作ろう
（２日間連続講座）
■和食で楽しむシニア料理講習会（３回講座）
■ベランダ菜園でスナップエンドウを収穫してみよう
■ハロウィンリースをつくりましょう
■親子でハロウィンの料理を楽しもう！
■手話ダンスの世界をのぞいてみませんか？
（３回講座）
詳しくは、
イベント案内をご覧ください。

マークの見方

文化の森

イベント案内

先着順 ................... 事
 前申込不要。当日会場に直接おいで下さい。企画によ
り入場整理券を配布する場合があります。
往復はがき ........... 申込に往復はがきが必要です。下記の書き方例にしたが
いご記入の上、締切日必着でご郵送ください。
WEB ..................... ホームページからの申込が可能です。下記の申込方法を
ご覧ください。
チケット ............... チケットを各販売センターで販売いたします。
保育あり ............... ６ヵ月から小学生未満までのお子様が対象です。お子様
お一人につき、500 円をご負担いただきます。（要予約）
未就学児 OK ....... 未就学児もご入場・ご参加いただけます。
未就学児 NG ....... 未就学児はご入場・ご参加いただけません。

往復はがき WEB 保育あり
（6ヶ月〜2歳未満） 未就学児OK
往復はがき WEB 未就学児NG

ボクらの森はキッズソングの世界♫

10月15日
（日） 14：00〜

参加費▶500円 定員▶抽選で250名

締切▶9/29必着

対象▶どなたでも 参加費▶800円 定員▶抽選で36名 締切▶9/15必着 往復はがき WEB 保育あり 未就学児NG
ピッツアとかぼちゃを使った蒸しパン、
リンゴを使ったデザート作りに挑戦してみよう！

親子でハロウィンの料理を楽しもう！ 10月22日（日） 10：00〜14：00 ■調理室
対象▶小学校4〜6年生と保護者 参加費▶1,500円 定員▶抽選で15組 締切▶10/6必着 往復はがき WEB 未就学児NG
初めての方も大歓迎！ 手話ダンスにチャレンジしてみませんか？

手話ダンスの世界をのぞいてみませんか？（３回講座） 11月10日・17日・24日（各金） 13：30〜15：30 ■第１スポーツスタジオ

チケット 未就学児NG

対象▶どなたでも 参加費▶300円 定員▶抽選で30名 締切▶10/27必着

映画「昭和を生きた歌謡詩人・松坂直美の生涯」
を上映後、葉月と建石寥子が彼の作詞した歌を披露する。
締切▶10/27必着

多 目 的 室 展示コーナー

懐かしい歌や思い出の歌を、みんなで楽しく歌いましょう！

歌ひろば Ｐａｒｔ１ 10月16日
（月） 13：30〜16：00
対象▶どなたでも 参加費▶300円 定員▶抽選で200名 締切▶10/2必着

往復はがき WEB 未就学児NG

新井宿地区の昔懐かしい風景を写真で振り返ってみませんか？

新井宿の昔と今の写真展
７月21日
（金）
〜８月3日
（木） 夏祭り展示期間（7/24〜7/31）中は縮小
参加費▶無料

9：00〜22：00

おばけのがっこう 小学生のためのおばけのがっこう ８月19日（土）10:30〜12：30 / ８月23日（水）14:00〜16：00 ■和室
対象▶小学生 参加費▶1,000円 定員▶各回抽選で15名 締切▶8/3必着

往復はがき WEB 未就学児NG

親子のためのおばけのがっこう ９月10日（日）①10:30〜12：30 ②14:00〜16：00 ■第2集会室

申込開始

学 校 で 、家 庭 で 、子 育
てで起こる、ちょっと笑
える「あるある」を、思
い思いの妖怪の仕業
にたとえ て かるた を
作ってみよう！ 最後は
みんなで笑って、かる
た大会です！

対象▶年長〜小学校低学年の子どもと保護者
定員▶各回抽選で10組 締切▶8/25必着

参加費▶ペアで1,500円（子ども一人追加500円）

往復はがき WEB

パパ・ママのためのおばけのがっこう 10月15日（日）①10:30〜12：30 ②14:00〜16：00 ■和室
対象▶小さなお子さまを子育て中のパパやママ 参加費▶1,000円 定員▶各回抽選で15名 締切▶9/29必着

往復はがき WEB 保育あり 未就学児NG

胎児から幼児期までの子どもの脳の発達や、成長に合わせた関わり方を学びましょう！

パパ・ママ子育て講座（３回講座） ９月９日・10月７日・28日（各土） 9：50〜11：50 ■第２集会室
対象▶18才以上 参加費▶1,500円 定員▶抽選で28名 締切▶8/25必着 往復はがき WEB 保育あり 未就学児NG

身近な素材のダンボールを使って、
愉快なお面をつくってみよう！できあがった作品は、
１階展示コーナーで展示会を行います。

ダンボールでおもしろお面を作ろう
（２日間連続講座）
９月16日（土）
・17日（日）10：00〜16：00 作品展示：９月22日（金）〜25日（月） ■工芸室
対象▶10才以上 参加費▶1,000円（中学生以下500円） 定員▶抽選で28名 締切▶8/31必着 往復はがき WEB 未就学児NG

事前申込不要！

11月12日
（日） 13：30〜16：00

往復はがき WEB 未就学児NG

対象▶5才以上

往復はがき WEB 未就学児NG

ハロウィンリースをつくりましょう 10月4日（水） 10：00〜11：30 ■美術室

参加費▶1,500円 定員▶250席

参加費▶500円 定員▶抽選で150名

往復はがき WEB 未就学児NG

締切▶9/6必着

ちょっとおしゃれで大人の雰囲気のハロウィンリースを飾ってみませんか？

（金・祝） 18：00〜
音楽祭！ “カラテチョップス” オン・ステージ！ 11月3日

対象▶どなたでも

参加費▶3,000円 定員▶抽選で30名

対象▶18才以上 参加費▶500円 定員▶抽選で60名 締切▶9/19必着

ジャズコンサート 出演：江藤良人（ドラムス）
・井上陽介（ベース）
・田中邦和（テナーサックス）

昭和の歌謡詩人・松坂直美を知る夕べ

〒143-0024 東京都大田区中央2-10-1-4F
TEL：03-3772-0770 FAX：03-3772-0704
（平日9時～17時、祝日・文化の森休館日を除く）
http://www.bunmori-unkyo.jp/

ベランダ菜園でスナップエンドウを収穫してみよう 10月1日（日） 10：00〜11：50 ■第３・４集会室

往復はがき WEB

対象▶どなたでも

事務局

土の再生の仕方、肥料の選び方、エンドウの育て方などを習って、ベランダ菜園に挑戦してみよう！

対象▶未就学児と保護者 参加費▶無料 定員▶抽選で250名 締切▶8/4必着

歌とダンスで楽しむキッズソングの世界。 出演：鈴木より子・佐藤仁美・須藤亜美・三姿舞・ランドセルズ・劇団みるき〜うぇい・区立入新井第四小学校有志
対象▶5才以上

対象▶60才以上

申込開始

文 化の森 ホール

②13：30〜16：00

問合先：大田文化の森運営協議会

和食で楽しむシニア料理講習会（３回講座） ９月20日・10月18日・11月15日（各水） 10：00〜14：00 ■調理室

①親をなくしたティラノサウルスの子ども＜トロン＞が、仲間と出会い、本当の強さや勇気、愛の意味を知る大冒険を始めます―
②星祭の夜、ジョバンニ少年は銀河鉄道に乗って親友のカムパネルラ少年と一緒に広大な銀河宇宙の旅に出かけます―

対象▶小学生〜高校生 参加費▶無料 定員▶抽選で250名 締切▶8/4必着

8月10日
（木）・ 9月14日
（木）

ヘルシーでバランスのとれたレシピは、家庭でもすぐにチャレンジができるかも！

夏休み 子ども映画鑑賞会 ８月24日（木） ①「あなたをずっとあいしてる」 ②「銀河鉄道の夜」
（交通安全指導同時開催）

①10：30〜12：00

休館日の
お知らせ

往復はがき WEB

誰でも簡単！リフレッシュ体操 毎月 第1火曜日 10：00〜11：45 ■第３・第４集会室
対象▶どなたでも

参加費▶300円/1回（裸足・動きやすい服装で。飲み物・タオル持参） 定員▶当日先着40名

おはなしのへや
対象▶小学生までの親子

先着順

毎月 第1・第３木曜日 15：00〜15：30 ■４F保育室
参加費▶無料

定員▶当日先着12名

先着順

未就学児OK

森で言葉をたのしみましょう！ 毎月 第3水曜日 10：00〜11：45 ■第３・第４集会室
対象▶どなたでも

森のこだま

対象▶どなたでも

参加費▶300円/1回

定員▶当日先着40名

先着順

毎月 第４水曜日 10：00〜11：45 ■文化の森ホール
参加費▶無料

定員▶当日先着250名

持ち物▶歌集「心のうた」 先着順

■ WEB 申込の場合
イベントカレンダーからご希望のイベント名をクリックしてください。イベント詳
細ページから「イベント申込」ボタンをクリックし、申込フォームに必要事項を入
力後、送信してください。
大 田 文 化 の 森 運 営 協 議 会 か ら イ ベ ン ト 申 込 受 付（ 自 動 送 信 ） の メ ー ル
（auto-reply@bunmori-unkyo.jp）が届きます。抽選が必要な企画の場合は、この
メールが参加証になりますので、大切に保存をしておいてください。
また、イベント申込受付メール（auto-reply@bunmori-unkyo.jp）が届かない場
合は、ご登録のメールアドレスが違う場合があります。その際は、大田文化の森運
営協議会事務局（03-3772-0770）までご連絡ください。なお、再発行はできませ
んのでご注意ください。
■先着順の場合
事前お申込みは必要ありませんので、直接会場にお越しください。
なお、定員になり次第締め切りますので、お席の確保は確約できません。
■チケット販売の場合
「大田文化の森」
「区民プラザ」
「区民ホールアプリコ」のそれぞれの受付で販売をします。
原則自由席になります。
■往復はがき申込の場合
往復はがき１枚に１企画お申し込みができます。応募者が多数の場合は抽選になる
ことがあります。
右記のようにご記入の上、大田文化の森運営協議会までご郵送ください。
※ 2017 年 6 月 1 日（木）より、郵便料金が変更になりましたので、ご注意ください。

見本

見本

大田文化の森ってどんなところ？
大田文化の森は、役割によって窓口を分担しています。

大田文化の森

施設管理
室場を有料で貸し出しをしています。
窓
口：公益財団法人大田区文化振興協会
開館時間：9時〜22時
休 館 日：年末年始（12/29〜1/3）
毎月第2木曜日（祝日の場合はその翌日）
臨時休館日
特別整理期間（情報館のみ）
問 合 先：03-3772-0700（1Fフロント）

事業運営
平成13年、大田区役所の移転に伴い跡地に、区民の方々の
自主的な文化活動の場として、区民が集い、参加し、交流する
ことを目的に設置された施設です。文化の森ホールをはじめ
とした貸室場のほか図書コーナーやマルチメディアコーナー
で構成された情報館、
スカッシュコートなどもあります。

様々な企画を計画したり、区民の方の文化活動を支援した
りする団体です。
窓
口：大田文化の森運営協議会
開室時間：9時〜17時
休 室 日：土 日 祝日
大田文化の森休館日
問 合 先：03-3772-0770（4F 事務室）

大田文化の森運営協議会は文化活動を支援します。
「大田区の文化・芸術の振興」
「まちづくりの推進」
と大田区民の主体的な文化活動を支援することを運営目的とし、大田区・公益
財団法人大田区文化振興協会から助成金を受けて事業運営しています。

事業目的
運営協議会は、区民自らが中心となって事業運営を行い、新たな区民文
化を創造することを目的とし、その目的を達成するため運営要綱に定める
とおり、次の事業等を大田文化の森において行います。

◆ 文化芸術に関する公演及び展示
◆ 文化芸術活動の支援、協働及び育成に関する事業
◆ 文化芸術の活性化を図るための情報収集及び発信に関する事業
◆ その他運営協議会の目的を達成するために必要な事業

大田文化の森運営協議会情報紙（偶数月1日発行）
発行者：大田文化の森運営協議会事務局
〒143-0024 東京都大田区中央2-10-1-4F
TEL：03-3772-0770 FAX：03-3772-0704
http://www.bunmori-unkyo.jp/
各種お問い合わせは、上記ホームページの「お問い合
わせ」から送信してください。

地図の無断転載を禁ず

