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申込開始

■ワンコインコンサート オカリナとハープの調べ
■大田文化の森室内楽公演「メーテルトリオ」
■子どもと一緒に楽しむクッキング
■子どもと一緒に楽しむ中華クッキング
■Ｊ-ＰＯＰダンス 〜みんなで『恋ダンス』
を踊ろう〜

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

ワンコインコンサート
オカリナとハープの調べ

大田文化の森室内楽公演
「メーテルトリオ」

4月13日
（木）
、
5月11日
（木）
・16日
（火）
・17日
（水）
・18日
（木）

問合先：大田文化の森運営協議会

文化の森ホール

6月10日（土） 14：00〜

対象▶どなたでも
締切▶5/12必着

定員▶全席自由250席

対象▶どなたでも 参加費▶1,000円
定員▶全席自由250席

〒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/

誰でも簡単！リフレッシュ体操

文化の森ホール

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

先着順
小学生までのお子様を対象に本や紙芝居を読み聞かせます。
（5月18日はお休みです。）

事 前 申 込 不 要！

文 化の森 ホール

文 化の森 ホール

おはなしのへや

毎月 第１・第３木曜日 15：00〜15：30
対象▶小学生までの親子

先着順

参加費▶無料

ヴァイオリン、チェロ、ピアノで奏でるクラシックの名曲集。
ドヴォルザーク：ピアノ三重奏曲第４番「ドゥムキー」他
出演：松井利世子（ヴァイオリン）

WEB
未就学児OK

言葉遊びから日本語の粋を学ぶことまで、声を出すことを楽しみましょう。
（5月は第２水曜日10日（水）に実施します。）

森で言葉を楽しみましょう！

石岡久乃（ピアノ）

出演：ゴシキヒワ
サポート（山下由紀子：パーカッション）

往復はがき

WEB

未就学児NG

チケットは大田文化の森、
アプリコ、区民プラザの各窓口で
4月6日
（木）10：00〜発売開始

チケット

未就学児NG

子どもと一緒に楽しむクッキング

10：00〜13：30

対象▶6才〜8才の子どもと大人のペア

調理室

参加費▶1組1,000円

定員▶抽選で15組

締切▶5/12必着

往復はがき WEB 保育あり

申込開始

お料理が初めてのお子さんもわくわく楽しめる料理講座です。6才〜8才のお子さんと大人の方がペアを
組んでお申込みください！
メニューは、えびシウマイ、豆苗と卵の中華スープ、サイコロサラダ。

子どもと一緒に楽しむ中華クッキング
6月25日（日）

10：00〜13：30

対象▶6才〜8才の子どもと大人のペア

調理室

参加費▶1組1,000円

定員▶抽選で15組

締切▶6/12必着

往復はがき WEB 保育あり
体を動かしたい方！ ダンスで体も心もスッキリ！
楽しい時間を作りましょう！

Ｊ-POPダンス 〜みんなで『恋ダンス』を踊ろう〜（全３回）
７月１日・８日・15日（各土）
対象▶中学生以上

参加費▶1,500円

往復はがき WEB

参加費▶300円/1回

定員▶当日先着40名

先着順
みんなで楽しく歌いましょう！

10：00〜11：20
定員▶抽選で25名

第１スポーツスタジオ

締切▶6/16必着

森のこだま

毎月 第４水曜日 10：00〜11：45
対象▶どなたでも

文化の森ホ-ル

参加費▶無料（歌集「心のうた」持参） 定員▶当日先着250名

先着順

お子さんが主体となって料理にチャレンジする講座です。大人の方とペアを組んでお申込みください！
メニューは、豚肉の生姜焼き、
じゃが芋とわかめの味噌汁、キャベツとコーンの塩もみサラダ。

5月28日（日）

対象▶どなたでも

第３・第４集会室

高橋純子（チェロ）

ションで奏でます。
（君塚仁子：オカリナ、藤田沙弥子・堀米綾：ハープ）

４F保育室

定員▶当日先着12名

毎月 第３水曜日 10：00〜11：45

クラシックと世界の民謡をオカリナと２台の小型ハープ、パーカッ

事務局

五感を使った簡単なゲームやストレッチなど。自分や皆で動く楽しさを体感し、気持ちよく健康に。
脳トレ効果も。

5月30日
（火） 14：00〜
参加費▶500円

休館日の
お知らせ

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。

■ 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。

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10年（1998年）5月に蒲田駅東口に移転した大田区
役所の跡地に建設されました。施設の理念を「大田区文化
活動支援施設に関する構想懇談会」の報告書を基に検討
しました。

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。

大田文化の森運営協議会事業

事業の種類により、補助・支援できる内容が異なります。
企画の計画をご検討の方は、詳しくは、事務局までお問い合せください。

直接企画事業

当協議会に登録済みのボランティアが企画を計画・実施します。

公募企画事業

大田区に在住在勤在学の方で、企画を計画したい方がご応募できます。

地域連携事業

地域からの推薦がある企画や、地域と連携して計画・実施する企画です。

特別企画事業

大田区内の行政機関などと連携して企画を計画・実施します。

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。
※次号は、6月1日
（木）発行予定です。
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