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トピックス

■2018大田文化の森 夏祭り
8月3日（金）
・4日（土）開催！

■七夕企画〜短冊に願いを☆〜
6月30日（土）〜7月7日（土）
詳しくは、
イベント案内をご覧ください。

2017大田文化の森 夏祭り

文化の森

マークの見方

イベ ント 案 内

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。

お子様お一人につき、500 円をご負担いただきます。

（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。

2018 大田文化の森

夏祭り

8月3日（金）12：00〜18：00

全館

4日（土）10：00〜16：00
展示コーナー

対象▶どなたでも

参加費▶入場無料

飲食・ワークショップ参加費有料

展示コーナーを「七夕飾り」で飾ります。願い事を短冊に書いてお願いしましょう！

七夕企画〜短冊に願いを☆〜

6月30日（土）〜7月7日（土） 9:00〜22：00 展示コーナー

対象▶どなたでも 参加費▶無料

文 化の森 ホール

ティラノサウルスが走り回り、古代エジプトのファラオがミイラから復活！？ 博物館をのぞくと、そこは見たことない世界がまっている。

参加費▶無料

定員▶抽選で250名

定員▶抽選で250名

往復はがき WEB 未就学児OK

伝田正秀のヴァイオリンと安宅 薫のピアノによるコンサート。

ワンコインコンサート「ヴァイオリン名曲集」 10月23日(火）14:00開演

多目的室

対象▶小学生以上 参加費▶500円 定員▶抽選で250名 締切▶9/28必着

文化の森ホール

往復はがき WEB 保育あり 未就学児NG

懐かしい歌や思い出の歌を大きな声で歌いましょう！

歌ひろば

パートⅠ

対象▶どなたでも

9月12日
（水）13：30〜16:00 多目的室

参加費▶300円

定員▶抽選で200名

締切▶8/27必着

往復はがき WEB

追 加 募 集 中！

8/26（日）まで開催の名作展『ベストセレクション 龍子記念館の逸品』の見どころや川端龍子のエピソードを紹介する。当日ご参加いただいた方に龍子記念館展覧会ご招待券をプレゼント（お一人様につき一枚）
川端龍子《爆弾散華》1945年
大田区立龍子記念館蔵

龍子記念館『ベストセレクション』展
対象▶小学生以上

参加費▶無料

鑑賞ガイド

定員▶残席わずか

6月30日（土）13：30〜15：00 多目的室

締切▶事務局へお問合せください。 先着順

タップダンス、パーカッション、朗読など会場全体で一体となり、七夕祭りを歌って楽しみましょう。

歌って楽しむ七夕の集い 7月4日（水）14：00〜16:00 文化の森ホール

遊びにこよう！

対象▶どなたでも

参加費▶500円

定員▶残席わずか

締切▶事務局へお問合せください。 先着順

ベーゴマやコマ、けん玉など、懐かしい遊びを体験してみよう！

みんなで遊ぼう昔遊び 7月8日（日）13：30〜15：30 第３・第４集会室
対象▶どなたでも
（未就学児は保護者同伴） 参加費▶無料 定員▶当日先着40名 先着順 未就学児OK

やってみよう！

プログラミングソフト ビスケットを使って、タブレットに描いたキャラクターや動物などを思い通りに動かしてみよう！

親子でプログラミング タブレットで絵を描こう！

7月29日（日）14：00〜16:00 第４集会室

対象▶年長〜小学生の子どもと保護者 参加費▶1組500円 タブレット持参 定員▶抽選で10組20名 締切▶7/11必着 WEB 未就学児OK
ミニ四駆を作って、コースを走らせてみよう！

みんなで遊ぼう！
！
【ミニ四駆】作る＆走行体験 7月30日（月）13：00〜16:00 第３・第４集会室
対象▶小学3年生以上

参加費▶1,000円

定員▶抽選で10名

締切▶7/13必着

WEB

自分でミニ四駆を持っている人も、持っていない人も、みんなでコースを走らせてみよう！（レンタルミニ四駆有）

ミニ四駆 走行体験

7月30日
（月）10：00〜20:00（小学生以下は17：00） 第３・第４集会室

対象▶どなたでも（未就学児は保護者同伴） 参加費▶300円 先着順 未就学児OK

事前申込不要！

読売日本交響楽団コンサートマスター

締切▶8/14必着

描いてみよう初めてのトールペイント!
対象▶小学生

参加費▶500円

8月１８日（土）9：30〜12：30

定員▶抽選で15名

締切▶8/6必着

工芸室

往復はがき WEB

多肉植物のほかにカラフルなコケや動物を使ってファンタジーな世界を作ってみよう！

プクプク多肉植物で寄せ植えアレンジメント

8月24日(金）10：00〜11：30 第３・第４集会室

対象▶年中〜高校生（未就学児は保護者同伴） 参加費▶500円 定員▶抽選で36名 締切▶8/7必着

往復はがき WEB 未就学児OK

初めての方も大丈夫。用意された革を使って、自分だけのスマホケースを作ってみよう。
（申込は①②の希望日を選んでください）

①9月17日
（月・祝）
13:00〜16：00
②9月24日
（月・振休）

工芸室

往復はがき WEB

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。

森の映画鑑賞会『超高速！参勤交代』 8月23日（木）18：30〜20：30 文化の森ホール
参加費▶無料

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

対象▶18歳以上 参加費▶1,000円 定員▶各回抽選で15名 締切▶8/31必着

締切▶8/14必着 往復はがき WEB 未就学児OK

5日以内に参勤交代！を命ぜられた弱小貧乏藩。超難題なミッションに果たして、どう挑むのか！？

対象▶どなたでも

問合先：大田文化の森運営協議会

革でつくろう！Ｍｙスマホケース

森の映画鑑賞会『ナイトミュージアム』 8月23日（木）14：30〜16：30 文化の森ホール
対象▶どなたでも

運営協議会のみお休み

牛乳パックを使ってくるくる翼が回るかわいい鳥たちを作って色を自由にぬってみよう！

やってみよう！

全館

毎年恒例の夏祭り開催！ ホールでは、子供たちの歌やダンス、地域の方々による出演。集会棟では模擬店やワーク
ショップ、展示など、大田文化の森が熱くなる2日間です！ ご家族みんなで遊びに行こう！
盆踊りは両日18：30〜開催。

7月12日（木）
・ 8月9日（木）
・10日（金）

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。

誰でも簡単！リフレッシュ体操

毎月 第1火曜日

対象▶どなたでも

定員▶当日先着40名 先着順

参加費▶300円/1回

10：00〜11：45

第３・第４集会室

ひとひねりした大人の折り紙で、脳も心も活性化を。

おりがみの森

毎月 第2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

第３・第４集会室

先着順

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！ 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

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！

森のこだま 毎月 第４水曜日 10：00〜11：30 文化の森ホール
対象▶どなたでも

参加費▶無料（野ばら社発行

歌集「心のうた」持参） 定員▶当日先着250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

■ 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、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」
「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
※荒天時等やむをえず企画を中止する場合は、大田文化の森運営協議会ホームページでお知らせをいたします。
6 月 30 日（土）〜 7 月 7 日（土）
・7 月 30 日（月）〜 8 月 4 日（土） 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

大田文化の森でコンサートや講座を企画してみませんか？

区内在住・在勤・在学の方がご応募できます！
昨年度は、ホールコンサート、展示企画、ダンス講座や子ども向けワークショップ、親子で参加できる体験講座など
たくさんのイベントを企画実施することができました。
大田文化の森運営協議会があなたの企画を応援します。
詳しくは、ホームページ（各種募集）をご覧いただくか、直接お問い合わせください。

大田文化の森運営協議会情報紙（偶数月発行）
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

