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長野県上高地  田代池の霧氷

202211月・12月
ノートにレースを貼りアンティーク風ノートを作ります。　講師：秋山美代子

対象▶小学4年生以上　参加費▶500円　定員▶抽選で15名　締切▶1/4必着

けん玉を使って楽しく遊びながら運動不足の解消や、認知症の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または購入できます）

対象▶60歳以上　参加費▶無料　定員▶抽選で25名　締切▶12/27必着

シニアのための健康けん玉教室 　1月19日（木）  14：00～16：00　第3・４集会室

レースを貼ってアンティーク風ノートを作ろう
　1月21日(土）  13：00～16：00　美術室

誰でも簡単！リフレッシュ体操  毎月第１火曜日 ①11月1日 ②12月6日 ③1月10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▶各回抽選で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16日 ②12月21日 ③1月18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▶各回抽選で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23日 ②12月28日 ③1月25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116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17日（第3木） ②12月1日 ③1月19日(第3木）  15:00~15:30　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！（感染症予防のため、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
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おりがみの森　毎月第２水曜日 ①11月16日(第3水） ②12月14日 ③1月11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▶各回抽選で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。

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

（9時～17時　土・日、祝日、大田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9日（水） ・ 10日（木）・12月8日（木）休館日の
お知らせ

虹色の森　懐かしい曲で綴るセピア色のコンサート　11月17日（木）　14:00開演

ノスタルジックに過ごす昼下がり「音楽集団　バウムクーヘン」地元大田区のプロ演奏家による音楽会。
出演：齋藤友香理（Vn.）、林佳南子（Vn.）、高橋純子（Vc.）、古瀬安子（Pf.）、河井真美奈（Vo.）

往復はがき WEB対象▶小学生以上  参加費▶1,000円  定員▶抽選で250名  締切▶10/27必着

サヴァリッシュ朋子ピアノコンサート　　11月29日（火）　14:00開演

文化の森ホール公演で大好評のドイツからの音便り、リスト「ラ・カンパネラ」、ベートーヴェン「ピアノソナタ」、
ショパン「英雄ポロネーズ」中心にトークを交えて。出演：サヴァリッシュ朋子

対象▶未就学児不可  参加費▶1,000円  定員▶抽選で250名  締切▶11/7必着

Co.Ba.nと楽しむ懐かしのジャズ＆ポップスXmasコンサート　12月18日（日）　14:30開演

懐かしの昭和ソングをＣo.Ｂa.n風にアレンジ。ハーモニーを付けて皆さまにお届けするクリスマスコンサート。
出演：小林あや（Pf.,Vo.)、REIKAｊｊ（Vo.）、森まきこ（Vo.）、他

対象▶未就学児参加可  参加費▶800円  定員▶抽選で250名  締切▶11/24必着

地元で活動する城南マジックを楽しもう！　　 12月2日(金）　14:00~15：30　多目的室

シルクやロープなど身近なものを使い、ご家族で楽しめるマジックを披露します！
城南マジックについて：大掛かりな装置や器材を使ってのマジックではなく、家族や友人向けに楽しんでもらうテーブルマジックを目指しています。

往復はがき WEB対象▶どなたでも  参加費▶無料  定員▶抽選で50名  締切▶11/15必着

企画相談会「あなたの文化活動を大田文化の森運営協議会で実現してみませんか？」　12月3日（土） 10:00～16：00 第2集会室

大田文化の森運営協議会は、大田区と公益財団法人大田区文化振興協会から助成を受け、事業運営している任意団体です。区民の文化活動推進を目的
に運営を行っております。これまで目に触れる事のなかった文化を発掘し、地域で実施している文化活動などを支援する事業として、企画を募集します。

原型に紙を貼り重ね、絵付けする「はりこ」で干支の兎モチーフの卓上ランプを作ります。2日間のご参加が必要な企画です  。■1日目（12/26)：兎と
ランプ収納部分の原型を粘土で作り、厚みが出るまで紙を貼る。   ■2日目（1/9）：粘土を取り出し、絵付け。ランプを中に入れて完成！    講師：谷川翼

往復はがき WEB対象▶区内在住・在勤・在学の方  参加費▶無料  定員▶4組程度  締切▶11/15必着

ジャズで愉しむファミリーコンサート　　1月8日（日）　13:00開演

オーボエ、スティールパンなどの素敵な音色で奏でるニューイヤージャズ。大田区在住のオーボエ奏者・三木
サトルと仲間達のライブ。出演：三木サトル（Ob.)、齊藤珠希（マリンバ）、藤田麻貴子（Pf.)、出雲智之（Drs.）

往復はがき WEB対象▶未就学児参加可  参加費▶1，000円（高校生以下無料）  定員▶抽選で250名  締切▶12/15必着
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ヴァイオリンとピアノの音色に癒されて　　1月17日（火）　15：00～16：15
若手演奏家の進行トークも楽しい！クラシックミニライブを普段着で気軽に聞きませんか。  出演：佐伯藍（Vn.）、和泉貴子（Pf.）

対象▶乳幼児参加可  参加費▶500円（中学生以下は無料）  定員▶抽選で110名  締切▶12/26必着

クリスマスのポップアップカードをつくろう！　　12月2日（金）　10:00～12：30　第3・4集会室
絵本作家さんに飛び出すしかけを教わった後、自分の作品を作ります。  講師：岡村志満子

対象▶16歳以上  参加費▶500円  定員▶抽選で30名  締切▶11/15必着

既製のラップホルダーをトールペイントでアートしよう！　　12月2日（金）　10:00～13:00　美術室
既製のラップホルダーをアクリル絵の具で好きな色を塗り、自分だけの作品を作っていく。  講師：相川多喜子

対象▶18歳以上  参加費▶500円  定員▶抽選で15名  締切▶11/15必着

お菓子の家の写真立て　　              12月3日（土）　10:30～12：00　第3・4集会室
写真立てにフェルトでつくる屋根とお菓子などの飾りをはりつけてお菓子の家の写真立てをつくろう。  講師：風見千恵子

対象▶小学生  参加費▶300円  定員▶抽選で25名  締切▶11/15必着

縫わずに作れる「干支うさぎタペストリー」　　 12月3日（土）　13:30～15：30　工芸室
かわいいうさぎのタペストリーを作ります。  講師：野澤さよ子

対象▶中学生以上  参加費▶500円  定員▶抽選で24名  締切▶11/15必着

クリスマス・ロマンティックコンサート2022　　12月3日（土）　14:00～16：00　ホール
クリスマスナンバーとクラシックの名曲をキラキラ光るフルートとピアノでお届けします。  出演：保坂真弓（Fl.）、石塚幸子（Pf.）

対象▶小学生以上  参加費▶500円  定員▶抽選で250名  締切▶11/15必着

彩液で染めた板締め絞りのタンブラーを作ろう！　　12月3日（土）　14:00～16：00　美術室
自分で染めた紙や墨書した和紙を二重構造のタンブラーの間に入れます。  講師：小木貴穂

対象▶5歳以上  参加費▶500円  定員▶抽選で30名  締切▶11/15必着

紙をくるくるして額の中のクリスマスを作ろう　　12月3日（土）　14:00～16：00　第3・4集会室
ペーパークイリングという手法で額の中にクリスマスツリーを作ります。  講師：林宏子

対象▶16歳以上  参加費▶500円  定員▶抽選で30名  締切▶11/15必着

来年は「うさぎ年」焼き物を３つ作ろう！　　      12月4日（日）　13:00～16：30　工芸室
来年の干支うさぎの焼き物に色をつけて焼き上げます。  講師：小寺明

対象▶小学生以上  参加費▶500円  定員▶抽選で15名  締切▶11/15必着

ハーブの素材を使ったリース作り　　             12月4日（日）　13:30～15：30　美術室
香りの良いハーブの素材で作るリースは、飾ってからも香りが楽しめて手作りの良さがあります。  講師：草香もえ

対象▶中学生以上  参加費▶1,500円  定員▶抽選で16名  締切▶11/15必着

チクチクして、ふんわり”干支のうさぎさん”をつくろう！　　12月5日（月）　10:00～12：30　第3・4集会室
羊毛フェルトをチクチクして来年の干支のうさぎを作ってみる。  講師：入交千代

対象▶18歳以上  参加費▶500円  定員▶抽選で25名  締切▶11/15必着

大人が遊ぶダンボールおりキ～テトラポーチを作ろう～　　12月5日（月）　14:00～17:00　第3・4集会室
ダンボール織機で編み上げたものをテトラ型ポーチに仕上げる。  講師：小林香

対象▶18歳以上  参加費▶500円  定員▶抽選で20名  締切▶11/15必着

音楽の泉～チェロ＆ピアノ＆ヴァイオリン～　　12月7日（水）　14:00～16:00　ホール
豊かな音色と音楽への溢れる情熱を持つチェロ＆ピアノ＆ヴァイオリン奏者の饗宴に耳をすましましょう。  出演：マルモ・ササキ（Vc.)、有吉亮治（Pf.）、齋藤友香理（Vn.)

対象▶小学生以上  参加費▶500円  定員▶抽選で250名  締切▶11/15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）　①11月19日（土）②1月8日（日）　9:45～12：00　第3・4集会室
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▶抽選で各回25名  締切▶①11/2必着 ②12/22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）　①11月19日（土）②1月8日（日）　13:30～16：30　第3・4集会室
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▶抽選で各回28名  締切▶①11/2必着 ②12/22必着

傾聴講座～相手も自分も大事にする聴き方・伝え方～（大田区社会福祉協議会共催）　12月7日（水）　13:30～16：30　第3・4集会室
傾聴の基本の「き」を学ぶことで、「聴くということ」を自身の問題として引き付け、より豊かな人間関係に活かす。  講師：後庵正治

対象▶どなたでも  参加費▶無料  定員▶抽選で20名  締切▶11/17必着

お正月を迎えるしめ飾り作り　　           12月18日（日）　10:00～11：30　第3集会室
松の枝をベースにして木の実等を付けて、オリジナルなしめ飾りを作り、新年を迎えるための楽しい講習会です。  講師：小島由美子

対象▶中学生以上  参加費▶1,000円  定員▶抽選で24名  締切▶12/2必着

はりこでつくる干支ランプー卯ー（2日制）　12月26日（月）・1月9日（月・祝）　13:30～16：30　工芸室
対象▶小学4年生以上  参加費▶500円  定員▶抽選で18名  締切▶12/5必着
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対象▶小学4年生以上　参加費▶500円　定員▶抽選で15名　締切▶1/4必着

けん玉を使って楽しく遊びながら運動不足の解消や、認知症の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または購入できます）

対象▶60歳以上　参加費▶無料　定員▶抽選で25名　締切▶12/27必着

シニアのための健康けん玉教室 　1月19日（木）  14：00～16：00　第3・４集会室

レースを貼ってアンティーク風ノートを作ろう
　1月21日(土）  13：00～16：00　美術室

誰でも簡単！リフレッシュ体操  毎月第１火曜日 ①11月1日 ②12月6日 ③1月10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▶各回抽選で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16日 ②12月21日 ③1月18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▶各回抽選で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23日 ②12月28日 ③1月25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116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17日（第3木） ②12月1日 ③1月19日(第3木）  15:00~15:30　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！（感染症予防のため、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16日(第3水） ②12月14日 ③1月11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▶各回抽選で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。

往復はがき WEB

往復はがき WEB

参
加
し
て
み
よ
う

定
例
企
画（
事
前
申
込
が
必
要
）

■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。

10/31（月）～11/4（金）、11/28(月）～12/2(金）運協イベントおすすめ情報♪展示コーナーにおいてお知らせします！




