文化の森

マークの見方

イベ ント 案 内

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。

全館

対象▶18歳以上 参加費▶300円 定員▶抽選で20名 締切▶4/5必着

集会棟

江原陽子

メーテルトリオが贈る楽しいコンサート ４月20日（土） 文化の森ホール

対象▶小学4年生以上 参加費▶1,000円 定員▶抽選で20名 締切▶5/8必着

第４集会室
往復はがき WEB

ラベンダーの香りと肌に優しいハーブ石けんを作ってみよう！

チケット発売中。お早目に！

ドライハーブを使って楽しむ石けんづくり講習会 5月26日（日） 13：30〜15：30 美術室

チケット 保育あり

スタインウェイ・オフィシャルアーティストのサヴァリッシュ朋子が来日公演。ピアノ演奏とトークで楽しいひと時をお過ごしください。

対象▶小学4年生以上 参加費▶500円 定員▶抽選で35名 締切▶5/8必着

サヴァリッシュ朋子ピアノコンサート〜ドイツからの音便り〜 ６月８日（土） 14：00開演 文化の森ホール

龍子記念館開催中『古典と革新』展の見どころを講演。 講師：龍子記念館学芸員 木村拓也
※参加者には龍子記念館招待券をプレゼント（お一人1枚）

対象▶小学生以上 参加費▶500円 定員▶抽選で250名 締切▶5/17必着

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

往復はがき WEB

プロ顔負けの語りをたっぷりとお楽しみください！チケットは4月24日（水）10：00〜発売！

締切り間近！

文 化 の 森 ホール

対象▶小学生以上 参加費▶1,000円

往復はがき WEB 保育あり

5月26日（日） 10：00〜11：30

お花屋さんが教えるハーバリウム講座

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

14:00〜16：00

スポーツスタジオ

お花のプロに教えてもらって、自分だけのハーバリウムを作ってみましょう！

11:00〜12：00

②名曲をじっくり聴いていただく大人の時間

〒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

たまごヨガでリラクゼーション ４月23日（火） 10：00〜11：30

※ホール16：30まで

参加費▶ワークショップ・飲食は有料

①小さなお子さまも一緒に楽しめる時間

事務局

６０分身体を気持ちよく動かした後、人間の身体の自然なカーブにフィットしたたまご型のブロックを使用し、心と身体をほぐします。

3月2日（土）10：00〜16:00

ピアノ・チェロ・ヴァイオリンに歌と語りで楽しむクラシック演奏会。
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

2月14日
（木）
・3月14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。

文化の森で「初めて」に出会えるかも！歌や踊り、ワークショップなどを開催します！

大田文化の森文化祭 “はっぱまつり”

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。

川端龍子《夢》1951年、大田区立龍子記念館蔵

平日スーツ。休日キモノ!!「 アマチュア落語まつり」６月22日（土） 13：00開演 文化の森ホール
対象▶小学生以上 参加費▶500円

チケット

2019年はオーストリア・日本友好150周年。ソプラノ 三谷結子、ヴァイオリン ゲルゴフ加奈子、ピアノ 黒田聡子によるオペレッタ。
チケットは4月3日（水）10：00〜発売！ 保育希望の場合は運営協議会までご連絡ください（先着5名）

「ウィーン我が夢の街」オペレッタ名曲集 ７月15日（月・祝） 14：00開演

チケット

遊びに行こう！

往復はがき WEB

地域遺産 六郷用水〜400年の歴史に思いを馳せる〜（展示）
4月2日（火）〜10日（水） 9：00（初日は14：00〜）〜22：00（最終日は14：00まで） 展示コーナー

対象▶どなたでも 参加費▶無料 定員▶抽選で250名 締切▶3/11必着

往復はがき WEB 未就学児OK

（C）
2017
「ナミヤ雑貨店の奇蹟」
製作委員会

やさしいおもてなし英会話（全3回） ４月８日・15日・22日（各月） 10：30〜11：45 第4集会室
往復はがき WEB 保育あり

ベーゴマ削りのプロから削りの基本を学ぶ！ 加工道具の持ち帰り付き。

ベーゴマを加工して強いコマを作ろう！ ４月14日（日） 9：45〜12：00

美術室

往復はがき WEB

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

お絵描きアプリを使ってLINEスタンプを作ってみよう！ 4月21日（日） 13：30〜15：30 第２集会室
往復はがき WEB 保育あり

4月14日（日）13：30〜15：30

対象▶どなたでも
（未就学児は保護者同伴） 参加費▶無料

対象▶どなたでも

第３・第４集会室

定員▶当日先着40名

先着順

未就学児OK

参加費▶300円/1回

毎月 第1火曜日

10：00〜11：45

第３・第４集会室

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

オリジナルのイラストや写真でＬＩＮＥのスタンプを作ろう。
（スマートフォン、またはタブレット持参）

往復はがき WEB 未就学児OK

（C）
2016 Universal Studios. All Rights Reserved.

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。

事前申込不要！

集会棟

正しい発音を大切に、挨拶から簡単な道案内を話せるようにしましょう！ 講師：Ｍｉｃｈｉ Enya

対象▶小学5年生以上（小学生は保護者同伴） 参加費▶500円 定員▶抽選で20名 締切▶3/18必着

森の映画鑑賞会『ナミヤ雑貨店の奇蹟』 ３月26日（火）10：30〜12：40 文化の森ホール

誰でも簡単！リフレッシュ体操

参加費▶無料

対象▶小学3年生以上の子どもと保護者 参加費▶1,500円 定員▶抽選で10組 締切▶3/29必着

過去と現在が繋がる不思議な雑貨店を舞台に“奇蹟の一夜”が描かれる。山田涼介・西田敏行初共演作

対象▶どなたでも 参加費▶無料 定員▶抽選で250名 締切▶3/11必着

地域遺産 六郷用水〜400年の歴史に思いを馳せる〜（全2回連続講座）
4月6日・13日（各土）13:30〜16：00 第3・4集会室

対象▶18歳以上の初心者 参加費▶1,500円 定員▶抽選で20名 締切▶3/22必着

往復はがき WEB

森の映画鑑賞会『ＳＩＮＧ／シング』 ３月26日（火）14：30〜16：20 文化の森ホール

保育あり

六郷用水とは、江戸幕府開府以前から準備された灌漑用水です。当時、大田区の平野部分は六郷領であったため、
六郷用水と呼ばれてきました。そんな六郷用水を講座と展示で紹介します。

対象▶小学生以上 参加費▶無料 定員▶抽選で60名 締切▶3/20必着

対象▶小学生以上 参加費▶無料 定員▶抽選で70名 締切▶2/28必着

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）

文化の森ホール

対象▶小学生以上 参加費▶1,000円

往復はがき WEB 保育あり

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。

おはなしのへや

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
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