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マークの見方

文化の森

イベント案内

12月1日
（金） 17：00〜18：00
対象▶どなたでも

参加費▶無料

広場

定員▶なし

（申込時に要予約）
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。

参加費▶1,000円 定員▶250席

未就学児NG

講師：城 一夫（共立女子大学名誉教授）色彩を切り口に、源氏物語の紫・利休の侘び茶・広重の青・琳派の金銀などを考察し、日本の美のしくみをひも解いていきます。

『色』で読み解く日本の美
対象▶どなたでも

12月３日
（日） 10：30〜12:00

参加費▶無料 定員▶抽選で150名

多目的室

申込受付中

ニューイヤーコンサート デュオ・プリマ&安達朋博 2018年１月14日（日） 14：00〜

チケット発売中

未就学児NG

申込開始

文 化の森 ホール

参加費▶1,000円 定員▶250席

礒絵里子・神谷未穂（ヴァイオリンデュオ）と安達朋博（ピアノ）の初共演！チケットは11月2日（木）10：00〜発売開始。お早目に！

チケット

締切▶11/17必着

往復はがき WEB
講師：大森洋平（ＮＨＫドラマ部シニア・ディレクター）ドラマ制作の知られざる裏側「時代考証」によって日本の文化がどのように映像化されるのかを語る。大河ドラマや朝ドラが一層面白くなります！

大 田 文 化の森 ウィーク

豊かな日本文化を映像化する〜NHKドラマの時代考証〜 12月９日（土） 14：00〜15:30 多目的室
参加費▶無料 定員▶抽選で150名

締切▶11/17必着

往復はがき WEB
手すき和紙をちぎって貼る、
心をこめた年賀状作りをしてみましょう。

和紙ちぎり絵「年賀状」12月２日（土） 10：00〜12：00 第2集会室
対象▶高校生以上

締切▶11/17必着

参加費▶1,000円 定員▶抽選で30名

往復はがき WEB 保育あり 未就学児NG

縮緬
（ちりめん）
を使って、
温かみのあるクリスマスツリーのブローチを作ってみましょう。
（色は白のみ。
大きさは4cm）

ちりめん細工「クリスマスツリーのブローチ」 12月２日（土） 13：00〜15：00 第2集会室

対象▶高校生以上

書道の基本を学びながら、
色紙やはがきに
「戌」
や好きな字をアートな文字に変化させて書いてみよう。

『毛筆アート文字』で年賀状作成 12月２日（土） 13：30〜16：00 第4集会室
参加費▶800円 定員▶抽選で25名

往復はがき WEB 未就学児NG

締切▶11/17必着

お正月飾りに、
来年の干支の焼き物を作ってみましょう！

来年は「いぬ年」焼きもので犬を２匹作ろう！ 12月3日（日） 13：00〜17：00 工芸室
対象▶どなたでも

参加費▶500円 定員▶抽選で18名

往復はがき WEB 未就学児NG

締切▶11/17必着

日本画の技法
「つけたて」
を学び、
ʻ濃淡ʼとʻにじみʼやʻかすれʼを生かし、
墨と筆で一気にのびのび描きましょう。

墨絵の技法を学ぶ「つけたて」体験 12月7日（木） 13：30〜15：00 美術室
対象▶18歳以上

参加費▶500円 定員▶抽選で20名

往復はがき WEB 未就学児NG

締切▶11/17必着

お正月やホームパーティーでも喜ばれる花巻き寿司に挑戦してみましょう！
（お申込みに時間の指定はできません。
）

花巻き寿司体験講習会 12月8日（金） ①13：00〜14：00 ②15：00〜16：00 調理室

対象▶18歳以上

参加費▶500円 定員▶各回抽選で20名

往復はがき WEB 保育あり 未就学児NG

対象▶どなたでも

参加費▶無料 定員▶50名程度

先着順 未就学児OK

先生のためのおばけのがっこう 11月12日（日） ①10：30〜12：30 ②14：00〜16：00 和室

対象▶人とかかわる仕事をしている人 参加費▶1,000円 定員▶各回抽選で15名 締切▶10/27必着 往復はがき WEB 未就学児NG

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）

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

参加費▶1,500円 定員▶250席 チケット 未就学児NG

文化の森ホール

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。

昭和の歌謡詩人・松坂直美を知る夕べ 11月12日
（日） 13：30〜16：00 文化の森ホール
対象▶どなたでも

参加費▶500円 定員▶抽選で150名

締切▶10/27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
参加費▶300円

定員▶抽選で30名

締切▶10/27必着

往復はがき WEB 未就学児OK

毎月 第2水曜日（※11月は15日・第3水曜日） 13：30〜16：00

対象▶どなたでも 参加費▶500円/1回 定員▶当日先着50名

先着順

第３・第４集会室

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。

誰でも簡単！リフレッシュ体操
対象▶どなたでも

毎月 第1火曜日 10：00〜11：45 第３・第４集会室

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。

おはなしのへや

毎月 第1・第３木曜日 15：00〜15：30 ４F保育室

対象▶小学生までの親子

参加費▶無料

定員▶当日先着12名

先着順 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。

森で言葉を楽しみましょう！
対象▶どなたでも

参加費▶300円/1回

毎月 第3水曜日 10：00〜11：45 第３・第４集会室
定員▶当日先着40名 先着順

みんなで楽しく歌いましょう！

森のこだま

対象▶どなたでも

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

締切▶11/17必着

参加費▶1,000円 定員▶抽選で30名

往復はがき WEB 保育あり 未就学児NG

対象▶小学生以上

先着順 未就学児OK

天声人語にも紹介された、妖怪えほん作家「いちよんご」さんと一緒に妖怪かるたをつくろう！職場で起こる「あるある」を妖怪の仕業で表現すると、自分もまわりも楽しく愉快に！

おりがみの森

事前申込不要！

粋は生き様〜勝海舟に見る敗者への眼差し 12月３日（日） 14：00〜15:30 多目的室

対象▶どなたでも

参加費▶無料 定員▶40名程度

10月から再スタートします！ちょっと難しい折り紙で、脳の活性化をしてみましょう！

講師：渡辺憲司
（自由学園最高学部長・立教大学名誉教授）偉大な功績
「江戸城無血開城」
にみる海舟のヒューマニズムについて語る。
参加費▶無料 定員▶抽選で150名

対象▶どなたでも

対象▶どなたでも

締切▶11/17必着

往復はがき WEB

対象▶どなたでも

みんなで遊ぼう・昔遊び 10月8日
（日） 13：30〜15：30 広場
みんなで遊ぼう・昔遊びとミニ四駆 11月26日
（日） 13：30〜15：30 広場

活動弁士と生演奏で楽しむサイレント映画 11月25日（土） 14：00〜16：00

対象▶どなたでも

日本の昔遊び（けん玉やベーゴマ、コマなど）を楽しんでみましょう！
（雨天の場合は中止）

けん玉やベーゴマ、ミニ四駆レースでワクワクドキドキしてみよう！
（雨天の場合は中止）

「豪勇ロイド」
「チャップリンの番頭」
「キートンのセブン・チャンス」を活動弁士 澤登 翠、演奏 楽団カラード・モノトーンで楽しむ。

チケット

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
（平日9時～17時、祝日・文化の森休館日を除く）
http://www.bunmori-unkyo.jp/

お子様お一人につき、500 円をご負担いただきます。

今 年も文化の森のイルミネーションが見 逃せない！
点 灯期間：12月1日〜2018年2月28日(17：00〜22：00）

対象▶どなたでも

10月12日（木）
・11月8日（水）、9日（木）

問合先：大田文化の森運営協議会

往復はがき ........... 往復はがきでの申込を受け付けます。
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。

広場

広場

文化の森イルミネーション点灯式

休館日の
お知らせ

WEB ..................... ホ
 ームページからの申込を受け付けます。
先着順 ................... 事前申込不要。
チケット ............... チケットを各販売センターで販売いたします。

締切▶11/17必着

■ 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の「イベント申込フォーム」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、４ケタの受付番号を記載したイベント申込受付メール（auto-reply@bunmori-unkyo.jp）が届きます。
イベントに参加する場合は、この４ケタの番号が必要になりますので、大切に保存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）及び抽選の結果メール（result@bunmori-unkyo.jp）が届かない場合は、
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。
■先着順の場合
事前の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」
「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企画のお申込みができます。催し物名、〒住所、氏名、年齢、電話番号を明記して下記宛先にお申込みください。
〒 143-0024 大田区中央 2-10-1 大田文化の森運営協議会 「催し物名」係
9 月 28 日（木）～ 10 月 2 日（月）
・10 月 30 日（月）～ 11 月 2 日（木）
・11 月 30 日（木）～ 12 月 4 日（月）
運協イベントおすすめ情報♪を展示コーナーにおいてお知らせします！

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。

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

