文化の森

マークの見方

イベ ント 案 内

（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。

対象▶どなたでも

参加費▶無料

(C) 2016 Universal Studios. All Rights Reserved.

定員▶抽選で各回250名

締切▶3/11必着

往復はがき WEB 未就学児OK

「椿姫」
「ラ・ボエーム」の２大オペラで知る１９世紀のパリ。公演映像を楽しみながら、加藤浩子さんがご案内します。

大田文化の森音楽鑑賞講座「ようこそオペラ！」 ２月17日（日） 14:00〜16：00 文化の森ホール
対象▶どなたでも 参加費▶300円

メーテルトリオが贈る
楽しいコンサート

締切▶1/18必着

ピアノ・ヴァイオリン・チェロの演奏と歌＆語りで楽しみます。
出演：メーテルトリオ（Ｖｎ松井利世子・Ｖｃ高橋 純子・ｐｆ石岡久 乃）
歌と語り 江 原陽子

①小さなお子さまも一緒に楽しめる時間 ４月20日（土）11：00〜12：00

文化の森ホール

対象▶どなたでも 参加費▶大人１人1,000円（子ども2名まで同伴可） 定員▶抽選で100組 締切▶3/29必着 往復はがき WEB 未就学児OK

②名曲をじっくり聴いていただく時間
江原陽子

対象▶小学生以上

４月20日（土）14：00〜15：30 文化の森ホール

参加費▶1,000円（ 2月5日（火）10：00〜 販売開始！）

保育あり チケット 未就学児NG

多目的室・集会室

懐かしい歌や思い出の歌の数々を、ピアノ、アコーディオン等の伴奏で思い切り歌って元気になりましょう！

歌ひろばＰａｒ
ｔⅡ 2月7日
（木）13：30〜16：00 多目的室
対象▶どなたでも

参加費▶300円

定員▶抽選で200名

締切▶1/22必着

ソプラノによる詩を味わいながら歌曲を楽しむコンサート

ソプラノ：真嶋千栄子

春を待ちわびて

多目的室

対象▶どなたでも

2月23日（土）14：00開演

参加費▶500円

定員▶抽選で100名

往復はがき WEB

ピアノ：渡辺恵理子

往復はがき WEB 未就学児NG

12月22日（土）から平成31年4月14日（日）に龍子記念館で開催する『古典と革新』展の見どころと、半世紀を超える
画業において川端龍子が貫いた信念等について講演する。
講師：木村拓也（大田区立龍子記念館 学芸員）
対象▶中学生以上

参加費▶無料

定員▶抽選で70名

締切▶2/28必着

往復はがき WEB

ワークショップ

羊毛フェルトとニードル針を使って「ふわふわ羊毛のおひなさま」をお子さんと一緒に作りませんか？
（出来上がりは体長約10㎝の手のひらサイズ）

羊毛フェルトでうさぎのおひなさまを作ろう

2月17日（日）9：30〜11:30 美術室

対象▶小学生以上の子どもと保護者のペア 参加費▶1,000円 定員▶抽選で20組 締切▶2/1必着

往復はがき WEB 未就学児NG

自分のミニ四駆を作って、大きなコースを走らせてみよう！（時間の指定はできません）
①10：00〜12：00

「ミニ四駆」つくる体験 2月24日（日） ②11：00〜13：00

第3・４集会室

対象▶小学3年生以下は保護者の付添必要 参加費▶1,000円 定員▶抽選で各回5名 締切▶2/6必着

往復はがき WEB

自分のミニ四駆で大会に参加しよう！
（高校生以上のオープンクラスはタイムアタックのみ開催）
ちびっ子の体験用にミニコースを楽しむレンタルミニ四駆もあります（100円）

「ミニ四駆」走行大会

2月24日（日）14：00〜16:00 第3・４集会室

対象▶どなたでも 参加費▶300円 定員▶当日先着20名

着付けと茶の湯を体験しよう 2月24日（日） 13：00〜16：00 和室
対象▶小学生以上の子どもと保護者のペア 参加費▶1組1,000円 定員▶抽選で15組 締切▶2/1必着 往復はがき WEB
花の季節に、酢飯を使ったお寿司のバリエーションを楽しんでみましょう。

「ちらし寿司」と「いなり寿司」講座

2月24日（日） 10：30〜14：00

調理室
往復はがき WEB

子どもの時に歌ったあの曲・この曲を楽しく歌って、元気になろう！

童謡・唱歌をみなさんで歌いましょう！
（全3回）
2019年1月28日（月）
・2月18日（月）
・2月25日（月） 13：30〜16：30 多目的室
対象▶どなたでも 参加費▶1,000円 定員▶抽選で120名 締切▶1/7必着

往復はがき WEB 未就学児OK

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

1月13日（日）
・2月10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

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 （1月は8日に開催） 第３・第４集会室

参加費▶300円/1回

定員▶当日先着40名

先着順

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

第３・第４集会室

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

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
対象▶どなたでも

参加費▶300円/1回

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 毎月 第４水曜日
対象▶どなたでも

10：00〜11：30

参加費▶無料（野ばら社発行

文化の森ホール

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。(1月は17日のみ開催）

講演会「龍子記念館『古典と革新』展 鑑賞ガイド」 3月21日（木・祝）13：30〜15：00 第３・第４集会室
川端龍子《夢》1951年、大田区立龍子記念館蔵

お子様と一緒に、ゆかたを着て、お茶の作法を学び、日本の伝統文化に親しんでみましょう。

おはなしのへや

締切▶2/4必着

〒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）
https://www.bunmori-unkyo.jp

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。

往復はがき WEB 未就学児NG

事前申込不要！

メーテル
トリオ

定員▶抽選で250名

事務局

対象▶18歳以上 参加費▶500円 定員▶抽選で24名 締切▶2/6必着

遊びに行こう！

文 化の森 ホール

（山田涼介・西田敏行初共演作）

締切り間近！

動 物たちが歌 唱コンテストで奮 闘す
る姿を数々のヒットソングに乗せて描
くミュージカルアニメ。
（吹き替え版で上映）

過去と現在が繋がる不思議な雑貨店

ワークショップ

『ＳＩＮＧ/シング』

を舞 台に“ 奇 跡 の 一 夜 ” が 描 か れる。

（C）
2017
「ナミヤ雑貨店の奇蹟」
製作委員会

問合先：大田文化の森運営協議会

お子様お一人につき、500 円をご負担いただきます。

14:30〜16：20

『ナミヤ雑貨店の奇蹟』

12月29日
（土）〜1月4日
（金）
・10日
（木）
・2月14日
（木）

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。

森の映画鑑賞会 ３月26日（火） 文化の森ホール
10:30〜12：40

運営協議会の休室日

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。

先着順

毎月 第1・第３木曜日

対象▶小学生までの親子

参加費▶無料

15：00〜15：30 ４F保育室

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。
1 月 7 日（月）～ 1 月 9 日（水）
・1 月 31 日（木）～ 2 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！
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