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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。

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/

大田文化の森運営協議会は11月3日創立20周年を迎えます

誰でも簡単！リフレッシュ体操
毎月第１火曜日 ①11月2日 ②12月7日 ③1月11日（第2火）  10:00~11:45　第３・４集会室

五感を使った簡単なゲームやストレッチなど。動く楽しさを体感し、気持ちよく健康に。脳トレ効果も。動きやすい服装で。飲み物、タオル持参。

対象▶どなたでも  参加費▶各回300円  定員▶抽選で各回20名  締切▶毎月２０日 ①10/20必着 ②11/20必着 ③12/20必着

森で言葉を楽しみましょう！
  毎月第３水曜日 ①11月17日 ②12月15日 ③1月19日  10:00~11:45  多目的室
対象▶どなたでも  参加費▶各回200円  定員▶抽選で各回50名 締切▶毎月月末最終日 ①10/31必着 ②11/30必着 ③12/31必着

森のこだま
     毎月第４水曜日 ①11月24日 ②12月22日 ③1月26日  10:00~11:30  ホール
対象▶どなたでも  参加費▶無料  定員▶抽選で各回40名  締切▶毎月月末最終日 ①10/31必着 ②11/30必着 ③12/31必着

おはなしのへや
毎月第1木曜日 ①11月4日 ②12月2日 ③1月20日（第3木） 15:00~15:30　３階和室

対象▶小学生までのお子さんと保護者  参加費▶無料  定員▶抽選で各回8名  締切▶毎月２０日 ①10/20必着 ②11/20必着 ③12/20必着

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。（感染症予防のため、マスクをつけて音読します）

楽しく歌って元気になりましょう！  （感染症防止のため、マスクをつけて歌唱します）

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。（3歳以上のお子様はマスク着用でお越しください）

往復はがき WEB 未就学児OK

往復はがき WEB

往復はがき WEB

往復はがき WEB

往復はがき WEB

おりがみの森
  毎月第2水曜日 ①11月17日（第3水） ②12月8日 ③1月12日  13:30~16:00  多目的室
対象▶どなたでも  参加費▶各回500円  定員▶抽選で各回50名  締切▶毎月２０日 ①10/20必着 ②11/20必着 ③12/20必着

ひとひねりした大人の折り紙で、脳も心も活性化を。
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【新型コロナウィルス感染症への対応】
大田文化の森運営協議会が事業を主催する際、新型コロナウィルス感染症拡大防止に万全を期してまいります。なお、国、東京
都ロードマップ、大田区文化振興協会が示すガイドライン等に沿って、急遽イベントの中止、定員の変更が生じる場合があります。
〇運営協議会がイベントを開催するにあたって
①すべてのイベントについて事前申込制とし、座席は指定させて
いただきます。
②出演者、講師、スタッフの検温等を実施し、体調を確認します。
③行列を避けるため、入場整理を行います。
④スタッフは手指の消毒とマスク、フェイスシールドを着用して
対応します。
⑤受付などでは、飛沫感染防止のために卓上パーテーションを設
置します。
⑥物品販売、入場料の受け渡しの際は、ウィルス対策用手袋を着
用し、トレーを使って行います。
⑦通常の換気に加え、休憩中に窓などを開けて換気に留意します。
⑧ご参加いただくお客様の氏名、連絡先をできる限り把握し、感
染が発生した場合は、必要に応じて保健所等の公的機関へ情報
提供をさせていただきます。

〇参加者の方へのお願い
①発熱、咳等の体調不良の場合には、参加をお控えください。
②当日、受付での検温等にご協力をお願いします。
③参加する際は、必ずマスクを着用の上、手指の消毒をお願いし
ます。
④人との間隔は 1メートル以上をお願いします。
⑤熱中症予防等の水分補給を除き、館内での飲食はご遠慮いただ
き、ゴミの持ち帰りをお願いします。
⑥その他、当日のスタッフの指示にご協力をお願いします。
⑦感染が発生した場合は、把握しているお客様の氏名、連絡先を
必要に応じて保健所等の公的機関へ情報提供をさせていただき
ます。

イベント案内
文文 化化 のの 森森

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

新型コロナウィルス感染症の影
響により、イベントが中止また
は延期となる場合がございます。

11月10日（水） ・ 11日（木）・12月9日（木）休館日の
お知らせ
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往復はがき WEB

往復はがき WEB

キレイなパーツでデコレーションをして世界に一つだけのオリジナルベーゴマを作ってみましょう！

対象▶小学生以上（小学1～3年生は保護者同伴）　参加費▶200円　定員▶抽選で25名　締切▶12/2必着

マイ・ベーゴマを作って世代を超えた真剣勝負（ベーゴマ作り）
      　　　　　　　　　      12月19日（日）  9：45～12：00　第3・４集会室

ペーパークイリングでお正月飾りを作ってみましょう！ 用意した細長い紙をクイリングバーでくるくる巻いてかわいいお正月飾りを作ります。

紙をくるくるしてお正月飾りを作ろう
　　　　　　　　　　　　　12月18日（土） 14:00～16：00　第４集会室　

一つは素焼きされた「寅」に絵付け、もう一つは粘土で好きな形の「寅」を作り絵付けもします。焼きあがった作品のお渡しは、
12/20～24（9：00～17：00）運営協議会事務室になります。 ※中止となった10/24講座を日程等変更して開催します。

来年は寅年　焼きもので２つ作ろう！   12月4日（土） 13:00～16：30　工芸室

けん玉を使って楽しく遊びながら運動不足の解消や、認知症予防をして健康になりましょう！ （当日のけん玉はレンタル
又は購入できます）　※中止となった9/17講座を日程等変更して開催します。

シニアのための健康けん玉教室　12月10日（金） 14：00～16：00　第3・４集会室

下書きの入ったハガキサイズの用紙に筆や割り箸など日常の道具を使ってオシャレな年賀状を描いてみましょう！

筆と割り箸で描くオシャレな年賀状2022年
　　　　　　　　　　　　　　 11月27日（土） 13:30～15：30　美術室

昭和のメロディや名曲をジャズやボサノバ風にアレンジしてお贈りします。
出演：Vo Reika J.J・森まきこ、Pf,Vo 小林あや、Vib 臼井麻意子、Bs 吉峯勇二郎

Co.Ba.nのJazzyに楽しむ昭和のメロディ、ハーモニー　11月7日（日） 14：30開演
往復はがき WEB

ベーゴマ加工名人が「勝つ」ベーゴマ加工テクニックを実演。実際に加工して技術のコツをつかむチャンスです！(ベーゴマ加工道具を持参）

対象▶ベーゴマ加工経験のある中学生以上　参加費▶1,000円　定員▶抽選で15名　締切▶11/25必着

ベーゴマ名人と遊びながら「勝つ」ベーゴマ加工テクニックを身につけよう！
                                  12月11日（土）  13：00～18：00　第3・４集会室

往復はがき WEB

子どもも大人もベーゴマ大会で一緒に勝負しよう！

対象▶小学生以上（小学1・2年生は保護者同伴）　参加費▶無料　定員▶抽選で28名　締切▶11/4必着

初心者も楽しめるベーゴマ大会（午後 ベーゴマ大会）
                                    11月23日（火・祝）  13：45～16：45　多目的室

往復はがき WEB

同日午後から開催の大会に向けて、初心者はベーゴマの紐の巻き方、回し方を練習。経験者はさらに強いベーゴマにするため、ベーゴマの加工方法を名人から教わる。

対象▶小学生以上（小学1・2年生は保護者同伴）　参加費▶200円（同伴の保護者も必要）　定員▶抽選で28名　締切▶11/4必着

初心者も楽しめるベーゴマ大会（午前 練習と加工）
                                    11月23日（火・祝）  10：00～12：00　多目的室

往復はがき WEB

はりこの手法で2022年の干支　寅モチーフの卓上ランプを作ろう！

対象▶小学4年生以上（保護者同伴不可）　参加費▶500円　定員▶抽選で12名　締切▶12/10必着

はりこでつくる干支ランプ－寅－（2日制）
      　　　12月27日（月）・1月10日（月・祝）  13：30～16：30　工芸室

往復はがき WEB

自然素材を使ってオリジナルなしめ飾りを作り、新しい年を迎えてみませんか。

対象▶中学生以上　参加費▶1,000円　定員▶抽選で11名　締切▶12/3必着

お正月を迎えるしめ飾りのワークショップ
      　　　　　　　　　　　  12月19日（日）  10：00～11：30　工芸室

ヴァイオリンとピアノの生演奏を演奏家の解説付きでお届けします。 出演：Vn 林佳南子、Pf 宮野志織
※中止になった10/30公演を日程等変更して開催します。

往復はがき WEB 未就学児OK

往復はがき WEB 未就学児OK

対象▶どなたでも　参加費▶500円(中学生以下無料）　定員▶抽選で110名　締切▶10/27必着

往復はがき WEB対象▶小学生以上　参加費▶1,000円　定員▶抽選で110名　締切▶11/12必着

往復はがき WEB

往復はがき WEB

対象▶小学生以上　参加費▶1,000円　定員▶抽選で110名　締切▶11/12必着

対象▶小学生以上　参加費▶500円　定員▶各回抽選で116名　締切▶1/21必着  希望時間を明記

対象▶どなたでも　参加費▶500円(未就学児無料）　定員▶抽選で90名　
締切▶10/20必着　締切後は事務局までお問合せください

往復はがき WEB対象▶中学生以上　参加費▶500円　定員▶抽選で12名　締切▶11/9必着

往復はがき WEB対象▶小学生以上（保護者同伴不可）　参加費▶500円　定員▶抽選で11名　締切▶11/17必着

往復はがき WEB対象▶60歳以上　参加費▶無料　定員▶抽選で25名　締切▶11/25必着

往復はがき WEB対象▶小学4年生以上（保護者同伴不可）　参加費▶500円　定員▶抽選で12名　締切▶12/3必着

ヴァイオリンとピアノのミニコンサートで秋を感じよう
                                                     11月9日（火） 15：30～16：45

クリスマスにぴったりの素敵な音楽をお届けします。トーク付きのコンサートでクリスマス気分をお楽しみください！
出演：Fl 保坂真弓、Pf 石塚幸子

クリスマス・ロマンティックコンサート2021
                                                             12月7日（火） 14:00開演

大田区在住の演奏家バウムクーヘンによるバロック音楽とクリスマスソングが融合する音楽会。
出演：Vn 齋藤友香理・林佳南子、Vc 高橋純子、Pf 古瀬安子、Vo 河井真美奈

虹色の森　壮美に煌めき紡ぐクリスマスコンサート
                                  12月11日（土） 14：00～15：20

人気急上昇のソプラノ歌手が素敵な歌曲をお届けします。 出演：ソプラノ 中江早希 、ピアノ 大町和海
予定曲：シューベルト「挨拶を送ろう」「春の想い」、ドビュッシー「出現」ほか

ワンコインコンサート　中江早希ソプラノリサイタル
          2022年2月4日（金）  ①14：00～15：00　②17：00～18：00

参
加
し
て
み
よ
う
！

午前中に作ったベーゴマや、マイベーゴマを使って、ベーゴマ大会に参加しよう！（ベーゴマ初心者の方には、回し方を指導。レンタルのベーゴマもあります）

対象▶小学生以上（小学1～3年生は保護者同伴）　参加費▶無料　定員▶抽選で28名　締切▶12/2必着

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）
     　　　　　　　　      12月19日（日）  13：30～16：30　第3・４集会室
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■当日お越しになられる全ての方のお名前と年齢をご記入ください。

■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、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、この受付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。

■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。

■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。
※最少催行人数（募集人数の 1/3）に満たないときは、企画の実施を中止する場合がありますのでご承知おきください。

10月25日（月）～11月2日（火）・11月26日（金）～11月30日（火）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！


