
大田文化の森ってどんなところ？

 

 

 

大田文化の森運営協議会は文化活動を支援します。大田文化の森運営協議会は文化活動を支援します。

地図の無断転載を禁ず地図の無断転載を禁ず

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

https://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。

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。

おおた文化の森
大田文化の森運営協議会情報紙
https://www.bunmori-unkyo.jp/
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イベント案内
文 化 の 森

マークの見方
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。
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。

問合先：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

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

休館日のお知らせ
5月9日（木） ・ 13（月）～15（水）・6月13日（木）

7月15日（月）まで開催中の『インスピレーションズ　龍子作品の源流』展の見どころや龍子の信念等を講演する。
当日の参加者には龍子記念館展覧会の招待券をプレゼント（お一人一枚）

対象▶小学生以上  参加費▶無料  定員▶抽選で70名  締切▶6/20必着

7月6日（土）　13：30～15：00　第3・第4集会室講演会「龍子記念館『インスピレーションズ』展 鑑賞ガイド」
往復はがき WEB

川端龍子《渦潮》1956年、大田区立龍子記念館蔵

寄せ植えのコツを聞いて、お家の周りを季節の花で彩ってみましょう！

対象▶中学生以上  参加費▶1,000円  定員▶抽選で30名  締切▶5/17必着

6月９日（日）　13：30～15：30　工芸室お花屋さんが教える自宅で楽しめる寄せ植え

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。
チケット発売中！お早目に！（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）

対象▶小学生以上  入場料▶1,000円

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

デコレーションや加工をして、マイベーゴマを作ってみよう！

対象▶小学生以上（小学3年生以下は保護者同伴）  参加費▶100円  定員▶抽選で30名  締切▶6/6必着

6月22日（土）　9：45～12：00　第3・第4集会室
マイベーゴマを作って世代を超えた真剣勝負（ベーゴマを作る）

往復はがき WEB

マイベーゴマで大人も子どもも一緒に勝負しよう！ （初心者には13時から約1時間回し方を指導をします）

対象▶小学生以上（小学3年生以下は保護者同伴）  参加費▶無料  定員▶当日先着40名 

6月22日（土）　13：00～16：00　第3・第4集会室
マイベーゴマを作って世代を超えた真剣勝負（ベーゴマ大会）

先着順

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▶小学生以上  入場料▶500円  定員▶抽選で250名  締切▶5/17必着

６月８日（土）　14：00開演　文化の森ホール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～
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4/24から発売！ お早目に！

対象▶小学生以上  入場料▶500円 

６月22日（土）　13：00開演　文化の森ホール平日スーツ。休日キモノ!!「アマチュア落語まつり」
チケット

若手女流能楽師がご案内する能「羽衣」の世界。観る、聴く、体験する。様々な角度からお能を体感できます！
講師：金春流能楽師　村岡聖美、柏崎真由子、林 美佐

対象▶小学生以上  入場料▶1,000円　定員▶抽選で250名  締切▶6/14必着 

7月7日（日）　14：00～16：00　文化の森ホール文化の森お能体感講座「羽衣」を愉しむ

保育ありチケット

往復はがき WEB

けん玉でいろんな技に挑戦したり、けん玉積木にチャレンジしてみよう！

対象▶小学生以上の子どもと保護者  参加費▶無料  定員▶抽選で15組  締切▶6/12必着

6月30日（日）　13：30～15：30　第3・第4集会室親子でけん玉で遊ぼう

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！

5月26日（日）　10：00～11：30　第４集会室お花屋さんが教えるハーバリウム講座

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！

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

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

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

ブラジル音楽、ボサノバ、アニメなど幅広いジャンルの音楽に合わせていっぱい身体を動かそう！

5月18日（土）　10：30～11：30　多目的室トリオ・トレースのたのしいリトミックライブ

対象▶0～3歳の子どもと保護者  参加費▶１組300円  定員▶抽選で30組  締切▶4/25必着

毎年恒例の夏祭りを開催！
文化の森が熱い2日間を
お楽しみに！

対　象▶どなたでも
参加費▶無料
          （ワークショップ、飲食は有料）

8月2日（金）・3日（土）  全館

大田文化の森
夏祭り

毎月 第3水曜日　10：00～11：45　第３・第４集会室森で言葉を楽しみましょう！
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8日（水）に開催）

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

毎月 第４水曜日　10：00～11：30　文化の森ホール森のこだま
みんなで楽しく歌いましょう！

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

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。

ひとひねりした大人の折り紙で、脳も心も活性化を。

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。

先着順対象▶どなたでも  参加費▶500円/1回  定員▶当日先着50名
毎月 第2水曜日　13：30～16：00　第３・第４集会室おりがみの森事

前
申
込
不
要
！

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

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

集
会
棟

毎月 第1・第３木曜日　15：00～15：30　４F保育室おはなしのへや

毎月 第1火曜日　10：00～11：45　第３・第４集会室誰でも簡単！リフレッシュ体操

5月12日（日）・6月9日（日）　13：30～15：30　第３・第４集会室みんなで遊ぼう昔遊び

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

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！

未就学児OK先着順

遊
び
に
行
こ
う
！

保育あり往復はがき WEB

保育あり往復はがき WEB

保育あり往復はがき WEB

往復はがき WEB

講師　尾花栄一氏から紙芝居の演じ方を習って、いきいきと演じてみましょう！

対象▶18歳以上  参加費▶500円  定員▶抽選で20名  締切▶6/14必着

7月7日（日）・14日（日）　13：00～16：00　第2集会室入門  楽しい紙芝居の演じ方（全2回）
往復はがき WEB

牛革の柔らかいなめし革を使って、コインケースを作ろう。

対象▶小学5年生以上  参加費▶1,000円  定員▶抽選で各回16名  締切▶6/28必着

7月13日（土）　 　美術室革でつくろう！ Myコインケース
往復はがき WEB

集
会
棟

予
告
！

締
切
り
間
近
！

①10：00～12：30
②13：30～16：00

往復はがき WEB未就学児OK文
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森
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■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。

4月22日（月）～4月26日（金）・5月30日（木）～6月3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！	


