巻頭特集

運営協議会からのお知らせ

文化の森の実行委員に、これからの抱負を語っていた
だきました。

春号恒例！今年も大田文化の森運営協議会で開催する4大イベントをご紹介いたしま
す。
「大田文化の森運営協議会総会」では、昨年度の報告と今年度の展望を発表し、今年
度の文化活動の指標を示します。また、平成28年度からの新体制についても、話し合
う予定です。
「文化の森夏祭り」は、大田文化の森の地元新井宿自治会連合会との共催で盛り上が
るお祭りです。夜は、盆踊り大会でさらに盛り上がります！
昨年度、改名して大変好評を得た「文化の森秋祭り」は、時期を11月から10月に変
更して開催します。運営協議会が誇る全館を利用した一大イベントです。
「文化の森でお正月！！」は、2012年度から地域の皆様に日本のお正月の伝統文
化・芸能を体験してほしいということから実施してきましたが、盛況により、昨年度
から4大イベントとして実施することになりました。
他にも、各事業部企画・各実行委員会企画等…色とりどりのイベントでみなさまをお

「大田区立障がい者 総合サポートセンター」が開設
いたしましたのでご報告致します

2016年度（平成28年度）『公募企画』募
集始まる！ 大田文化の森であなたの企画
を実現してみませんか→詳細はコチラ

待ちしていますので、ご期待くださいますようお願いいたします。
大田区で頑張る、人！もの！団体！を紹介する「大好
き！大田区」今回は羽田空港国際線ターミナルの施設
「はねだ日本橋」などについてです。

読者の皆様からの投書を掲載する新コラムです。

文化の森イベントスケジュール

昨年度「文化の森でお正月！！」 木遣り・纏い

今月もたくさんのイベント目白押しで皆さんの参加お待
ちしています。

文化の森の簡単な説明と、各種交通アクセスなどを紹
介しています。

編集長からのメッセージと編集スタッフのご紹介です。

皆さまの投稿お待ちしています

昨年度「文化プレーヤー総会」 会長挨拶

情報誌「おおた文化の森」は読者のみなさまと編集部
が一緒につくる誌面です。暮らしの中の「ちょっといい
話」（300字以内）を掲載いたしたく、みなさまのご投稿を
お待ちしています。採用の方には記念品を差し上げま
す。
郵送の場合は〒143-0024 大田区中央2-10-1 大田
文化の森運営協議会 投稿係宛、FAXの場合は033772-0704、メールの場合は、info@ota-bunkanomori.jp
まで。
誌面でのご紹介は姓名（ペンネームでも結構）町名とさ
せていただきますが、住所、氏名、年齢、電話番号を明
記してください。

申し込み・問い合わせ先
〒143-0024 大田区中央2-10-1
大田文化の森運営協議会まで
電話：03-3772-0770
FAX：03-3772-0704
■往復はがきに「講座名」・氏名・住所・電話番号
（FAX）をご記入願います（1枚のはがきに1講座）。申込
多数の場合は抽選となります。
■ ホール・多目的室で開催されるイベントのチケット
は、原則自由席で、発売は大田文化の森受付になりま
す。

大田文化の森Vol.55Web版
2015年4月1日発行
発行 大田文化の森運営協議会
編集人 池田 昭宣
Design：NPO法人クリエーター支援機構
昨年度「夏祭り」広場の盆踊り大会

〒143-0024 東京都大田区中央2-10-1
電話 03-3772-0770
FAX03-3772-0704
E-mail:info@ota-bunkanomori.jp
大田文化の森運営協議会Webサイト
http://www.ota-bunkanomori.jp/
■おおた文化の森は隔月1万部発行、大田区公共施
設・郵便局などにあります。

昨年度「文化の森秋祭り」多目的室ワークショップ

文化プレーヤー（ボランティア）募集
大田文化の森運営協議会では、日頃から多彩な催しを行っていますが、その実施にあ
たって企画・立案、サポート、さらに講師・出演者としての登録や写真・ビデオ撮影など文
化活動を支える良き仲間を募っています。この文化プレーヤー（ボランティア）のプレーヤ
ーという言葉には「楽しむ・遊ぶ・表現する・演じる」という意味が込められています。ご希
望される方は文化の森4階運営協議会事務局までお問い合わせください。
※大田文化の森運営協議会ホームページからも登録することができます。
http://www.ota-bunkanomori.jp
■ 受付時間 ： 月～金曜 9：00～18：00
■ 電話 ： 03-3772-0770 FAX ： 03-3772-0704
■ 住所 ： 〒143-0024 大田区中央2-10-1
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運営協議会からのお知らせ

文化の森の実行委員に、これからの抱負を語っていた
だきました。

26年度のテーマは、「やすらぎのあるまちづくり」でした。
27年度のテーマは、「ともに輝くまちづくり」です。既に8企画が承認され、若い世
代向けの講習会、講座を取り組んで行きたいと思っています。またリユースアートと
いった新しい企画が入り、まさに輝くまちづくりになろうかと思っています。シリー
ズ企画「大田郷土の歴史」については池上とその周辺について学習します。さらに、
和食についても次世代に繋げて行くために大人と子どもがともに体験できる講習会
や、世界の料理等、今年も楽しみです。救急救命救護講座、親子向けの映画会、俳句
大会もジュニア、一般向けに公募して進めていきます。
まちづくり実行委員会では、仲間を募集しています。毎月第1木曜日10時から実行委
員会を開催しています。

「大田区立障がい者 総合サポートセンター」が開設
いたしましたのでご報告致します

2016年度（平成28年度）『公募企画』募
集始まる！ 大田文化の森であなたの企画
を実現してみませんか→詳細はコチラ

大田区で頑張る、人！もの！団体！を紹介する「大好
き！大田区」今回は羽田空港国際線ターミナルの施設
「はねだ日本橋」などについてです。

読者の皆様からの投書を掲載する新コラムです。

文化の森イベントスケジュール

今月もたくさんのイベント目白押しで皆さんの参加お待
ちしています。

文化の森の簡単な説明と、各種交通アクセスなどを紹
介しています。

編集長からのメッセージと編集スタッフのご紹介です。

皆さまの投稿お待ちしています

昨年度実施企画「大田郷土の歴史を語る～馬込編～」と「文化の森俳句大会」
まちづくり実行委員会 串橋 みち子

情報誌「おおた文化の森」は読者のみなさまと編集部
が一緒につくる誌面です。暮らしの中の「ちょっといい
話」（300字以内）を掲載いたしたく、みなさまのご投稿を
お待ちしています。採用の方には記念品を差し上げま
す。
郵送の場合は〒143-0024 大田区中央2-10-1 大田
文化の森運営協議会 投稿係宛、FAXの場合は033772-0704、メールの場合は、info@ota-bunkanomori.jp
まで。
誌面でのご紹介は姓名（ペンネームでも結構）町名とさ
せていただきますが、住所、氏名、年齢、電話番号を明
記してください。

申し込み・問い合わせ先

芸術事業実行委員会では、最近、多様な企画が挙がってきています。それをひとつ
ひとつ実現することが本実行委員会での集大成になるのではと思います。2014年度
は実施した企画は少なかったものの毎月様々な議論を実行委員会にて行って来まし
た。2015年度は、それが具体化していくので楽しみにしてください。企画がもっと
もっとステキになるための話し合いは真剣そのものです。
先ず、サイレント映画「東京の合唱（コーラス）」を弁士と生演奏付きの上映会があ
ります。昨年度好評でしたクライス合奏団、ワンコインコンサートも引き続き企画立
案中です。そして要望の多い演芸企画には落語、講談、浪曲を是非実現したいと思っ
ています。
また、過去に好評を頂いていた講座企画を今年度は復活して幾つかを計画中です。
お楽しみがいっぱいの芸術事業実行委員会のイベントに是非足を運んでみてくださ
い。

〒143-0024 大田区中央2-10-1
大田文化の森運営協議会まで
電話：03-3772-0770
FAX：03-3772-0704
■往復はがきに「講座名」・氏名・住所・電話番号
（FAX）をご記入願います（1枚のはがきに1講座）。申込
多数の場合は抽選となります。
■ ホール・多目的室で開催されるイベントのチケット
は、原則自由席で、発売は大田文化の森受付になりま
す。

大田文化の森Vol.55Web版
2015年4月1日発行
発行 大田文化の森運営協議会
編集人 池田 昭宣
Design：NPO法人クリエーター支援機構
〒143-0024 東京都大田区中央2-10-1
電話 03-3772-0770
FAX03-3772-0704
E-mail:info@ota-bunkanomori.jp
大田文化の森運営協議会Webサイト
http://www.ota-bunkanomori.jp/
■おおた文化の森は隔月1万部発行、大田区公共施
設・郵便局などにあります。

「津軽三味線と洋楽器、ほんとは仲良し！？」 での芸術事業実行委員集合写真
芸術事業実行委員会 鈴木 正昭

新年度を迎える、誰でも楽しめる実行委員会では、以前と変わることなく、文化の
森利用者が、継続して学び楽しんでいける企画を続けていきます。
2015年度は、新たに、「森の音楽会」という新企画が加わり、多種多様な音楽を、
ティータイムのように、気軽に身近に親しんで頂きたいと思っています。5月6日
（水）多目的室、12時30分開場、入場料５００円で音楽と大田区の銘菓をお楽しみ
頂けます。出演は、全国的にも珍しい三味線弾き語りの名手、杉田弥生さんを迎え、
笑いあり涙ありの2時間をお届けします。お申し込みは、往復はがきで。また、一緒
に企画を作って頂けるスタッフ参加希望の方も、大歓迎です。
詳しくは、運営協議会までお問い合わせください。

好評企画「森のこだま」より
誰でも楽しめる実行委員会 景山 弓張

花が芽吹き、土の中の動物達も地上に出て来る季節になりました。
何もかも新しく始まる春の勢いに、子ども達もウキウキしている事でしょう。
27年度の「子ども若者たちの実行委員会」では、昨年度の実績を継続しつつ、新メン
バーも迎え更に充実した企画を打ち立てていきます。子育て中の私は、子ども達の成
長には「経験・体験」というものが、とても重要のように思います。
都会の子ども達に、自然と触れ合うといったような体験をさせてあげる事は、なかな
か難しいと思います。しかし、都会だからこそ、様々な職業の方、様々な知識を持っ
た大人達が身近におおぜいいらっしゃいます。
その方達の力もお借りし、様々な経験を子ども達にさせてあげたいと思っておりま
す。
また、健やかな子どもの成長には、家族が健やかでなければなりません。孤立しがち
なプレママ達の他、家族も一緒に参加できるような企画も新たにチャレンジしていき
たいと思っております。
スローガンである「子どもたちのはじける笑顔が見たい！」を常に考え、参加者だけ
でなく、企画者も実行委員会メンバーも、心から楽しめるような実行委員会にしてい
きたいと思っております。

「ハロウィンを楽しもう」コスプレ集合写真

昨年度実施企画「男の子お料理教室」
子ども若者たちの実行委員会 中谷 真依子

Copyright © 2006 OTA Bunkano Mori. All rights reserved.

巻頭特集
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障がい者総合サポートセンター『さぽーとぴ
あ』は、3月1日に開設致しました。
障がい者総合サポートセンターでは、障がい
のある方の生活を支える施設として、障がい
に関する相談窓口のほか、リハビリテーショ
ンや就労支援のための通所訓練機能を備えて
います。しかし、障がいのある方だけではな
く、障がいのない方でも使っていただけるよ
うに、障がい者団体等の諸活動や地域交流等
の活動にお使いいただける集会室・多目的室
があります。そのほか、福祉関係の書籍を集
めた障がい関連情報コーナーもご自由にご利
用いただけます。喫茶コーナーは、お休み処
としてもご活用ください。
また、講演会や展示会などの様々な企画も今
後実施してまいります。東京オリンピック・
パラリンピック開催に関連して、障がい者ス
ポーツについてもご紹介させていただきま

文化の森の実行委員に、これからの抱負を語っていた
だきました。

大田区立障がい者
総合サポートセンター全景
「大田区立障がい者 総合サポートセンター」が開設
いたしましたのでご報告致します

2016年度（平成28年度）『公募企画』募
集始まる！ 大田文化の森であなたの企画
を実現してみませんか→詳細はコチラ

す。その際には、文化の森のみなさま方とい
大田区障がい者
ろいろと連携しながら進めさせていただきた
総合サポートセンター開所式
いと考えています。
このように、福祉と医療・文化が融合する新井宿地域の発展、そして、障がいのある
方もない方もともに豊かな生活の構築に向けて、みなさまとともに取り組んでまいり
ます。
どうぞよろしくお願い致します。

大田区で頑張る、人！もの！団体！を紹介する「大好
き！大田区」今回は羽田空港国際線ターミナルの施設
「はねだ日本橋」などについてです。

障がい者総合サポートセンター次長

読者の皆様からの投書を掲載する新コラムです。

2016年度（平成28年度）『公募企画』募集始まる！
大田文化の森であなたの企画を実現してみませんか

文化の森イベントスケジュール

◇企画応募締切日
平成27年7月10日（金）必着

今月もたくさんのイベント目白押しで皆さんの参加お待
ちしています。

◇応募説明会
平成27年6月5日（金）・6月19日（金）
両日とも1回目/午後2時～ 2回目/午後7時～
大田文化の森運営協議会では、平成28年度
実施の公募企画を募集します。大田区で日頃
文化活動をしている団体や個人の方は、この
機会に是非企画を実現化してみませんか。
詳細に付きましては、大田文化の森運営協議
会か募集要項配布先にて、募集要項を確認の
上、ご応募くださいますよう、お願いいたしま
す。

文化の森の簡単な説明と、各種交通アクセスなどを紹
介しています。

アンチエイジング 整美体操
編集長からのメッセージと編集スタッフのご紹介です。

皆さまの投稿お待ちしています

公募事業部長 内田荘太郎
胃腸美人でエイジングケア

情報誌「おおた文化の森」は読者のみなさまと編集部
が一緒につくる誌面です。暮らしの中の「ちょっといい
話」（300字以内）を掲載いたしたく、みなさまのご投稿を
お待ちしています。採用の方には記念品を差し上げま
す。
郵送の場合は〒143-0024 大田区中央2-10-1 大田
文化の森運営協議会 投稿係宛、FAXの場合は033772-0704、メールの場合は、info@ota-bunkanomori.jp
まで。
誌面でのご紹介は姓名（ペンネームでも結構）町名とさ
せていただきますが、住所、氏名、年齢、電話番号を明
記してください。

申し込み・問い合わせ先
〒143-0024 大田区中央2-10-1
大田文化の森運営協議会まで
電話：03-3772-0770
FAX：03-3772-0704
■往復はがきに「講座名」・氏名・住所・電話番号
（FAX）をご記入願います（1枚のはがきに1講座）。申込
多数の場合は抽選となります。
■ ホール・多目的室で開催されるイベントのチケット
は、原則自由席で、発売は大田文化の森受付になりま
す。

大田文化の森Vol.55Web版
2015年4月1日発行
発行 大田文化の森運営協議会
編集人 池田 昭宣
Design：NPO法人クリエーター支援機構
〒143-0024 東京都大田区中央2-10-1
電話 03-3772-0770
FAX03-3772-0704
E-mail:info@ota-bunkanomori.jp
大田文化の森運営協議会Webサイト
http://www.ota-bunkanomori.jp/
■おおた文化の森は隔月1万部発行、大田区公共施
設・郵便局などにあります。
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｢旅立ちは昔も今も日本橋｣
～羽田空港国際線ターミナル「はねだ日本橋」～

文化の森の実行委員に、これからの抱負を語っていた
だきました。

世界と東京をつなぐ玄関口、羽田空港。今や羽田空港の国際線は１日の出発・到着
がそれぞれ80便を超える数となり、世界25都市と直接つながっています。1日４万人
弱が利用する国際線ターミナルに、江戸の日本橋を再現する「はねだ日本橋」がある
ことを皆さんご存知ですか？
「はねだ日本橋」は平成26年３月30日に
国際線発着枠が拡大された後、一般エリア
の新商業施設の開業に合わせ、同年８月
28日に供用開始されました。奈良県産の
吉野檜で造られたこの日本橋、大きさは全
長約25メートル、幅約4メートルで、19世
紀前半の日本橋の長さ・幅共に半分の大き
さで復元されています。江戸小路の町並みに合わせたデザインで、欄干横には「江戸
図屏風」（※1）の各名所が陶板に焼かれ配置されており、江戸時代の町の賑わい、
文化に思いを馳せながら渡ることができます。
4、5階の橋詰には、｢旅立ちは昔も今も日本橋｣と書かれた高札が掲げられており、新
しい記念写真のスポットともなっています。
また、4階商業エリアにある「江戸小
路」と「おこのみ横丁」には、江戸の町並
みが再現され、日本伝統の技と味を提供す
る店舗が並び、日本文化の魅力を感じるこ
とができます。
５階の橋詰から｢TIAT （※2）Sky Road｣
までの間にある「お祭り広場」には、広場
のシンボルとなる山車が設置されており、
不定期にイベントが開催されています。
５階の橋詰と展望デッキを結ぶ「TIAT Sky Road」には、羽田空港に就航する航空
会社の代表機材26機の展示とともにフライトシミュレーター（高性能ゲーム機）が4

「大田区立障がい者 総合サポートセンター」が開設
いたしましたのでご報告致します

2016年度（平成28年度）『公募企画』募
集始まる！ 大田文化の森であなたの企画
を実現してみませんか→詳細はコチラ

大田区で頑張る、人！もの！団体！を紹介する「大好
き！大田区」今回は羽田空港国際線ターミナルの施設
「はねだ日本橋」などについてです。

読者の皆様からの投書を掲載する新コラムです。

文化の森イベントスケジュール

今月もたくさんのイベント目白押しで皆さんの参加お待
ちしています。

台設置され、操縦体験（有料）ができるよ
うになっています。
江戸時代の旅の出発点は日本橋でした。空
の旅の玄関口、羽田空港で日本の里程の原
点｢日本橋｣を渡り、これまでとはひと味違
った旅の始まりを感じてみてはいかがでし
ょうか。

文化の森の簡単な説明と、各種交通アクセスなどを紹
介しています。

編集長からのメッセージと編集スタッフのご紹介です。

皆さまの投稿お待ちしています
情報誌「おおた文化の森」は読者のみなさまと編集部
が一緒につくる誌面です。暮らしの中の「ちょっといい
話」（300字以内）を掲載いたしたく、みなさまのご投稿を
お待ちしています。採用の方には記念品を差し上げま
す。
郵送の場合は〒143-0024 大田区中央2-10-1 大田
文化の森運営協議会 投稿係宛、FAXの場合は033772-0704、メールの場合は、info@ota-bunkanomori.jp
まで。
誌面でのご紹介は姓名（ペンネームでも結構）町名とさ
せていただきますが、住所、氏名、年齢、電話番号を明
記してください。

申し込み・問い合わせ先
〒143-0024 大田区中央2-10-1
大田文化の森運営協議会まで
電話：03-3772-0770
FAX：03-3772-0704
■往復はがきに「講座名」・氏名・住所・電話番号
（FAX）をご記入願います（1枚のはがきに1講座）。申込
多数の場合は抽選となります。
■ ホール・多目的室で開催されるイベントのチケット
は、原則自由席で、発売は大田文化の森受付になりま
す。

大田文化の森Vol.55Web版
2015年4月1日発行
発行 大田文化の森運営協議会
編集人 池田 昭宣
Design：NPO法人クリエーター支援機構
〒143-0024 東京都大田区中央2-10-1
電話 03-3772-0770
FAX03-3772-0704
E-mail:info@ota-bunkanomori.jp
大田文化の森運営協議会Webサイト
http://www.ota-bunkanomori.jp/
■おおた文化の森は隔月1万部発行、大田区公共施
設・郵便局などにあります。

（※１）｢江戸図屏風｣は、国立歴史民俗博物館（千葉県佐倉市）が所
蔵している六曲一双の屏風で、江戸幕府第三代将軍徳川家光公成立期
の江戸市街地及び近郊の景観を描いた数少ない史料のひとつです。
（※２）TIATは、東京国際空港ターミナル（株）（Tokyo
International Air Terminal Corp.）の略です。
取材：運営委員 佐藤 邦子
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巻頭特集

運営協議会からのお知らせ
■文化の森で音楽を身近に！森の音楽会
杉田弥生による三味線の弾き語り。お茶とお菓子とともに気軽に楽しみましょう。
□開催日時：5月6日（水）13：00～15：00 開場12：30 □会場：5階 多目的
室 □対象：小学生以上（未就学児同伴不可） □参加費：500円 □定員：80名
□締切：4月18日（土）必着

文化の森の実行委員に、これからの抱負を語っていた
だきました。

■０才から入れる「親子で楽しむオペラの世界」
小さい子どもも一緒に本格的なオペラのアリアが楽しめるコンサート。コンサートの
出入りは自由にし、ロビーにはキッズコーナーも設けます。
□開催日時：5月27日（水）14：00～15：10 開場13：30 □会場：大田文化の森
ホール □対象：親子連れ □参加費：親子（大人１名子ども１名）1000円・追
加：大人800円・子ども(4～12才)500円・3才以下無料 □定員：抽選で180名 □
締切：5月7日（木）必着（はがき1枚に全員の氏名・年齢）
■親子で楽しむきらきら☆リトミックコンサート
パパ、ママ、お子さま(0～6才) 家族みんなで一緒に！
める参加型のコンサートです。

「大田区立障がい者 総合サポートセンター」が開設
いたしましたのでご報告致します

2016年度（平成28年度）『公募企画』募
集始まる！ 大田文化の森であなたの企画
を実現してみませんか→詳細はコチラ

身体を動かしながら 楽し

□開催日時：6月20日（土）11：00～12：30 開場10：30 □会場：5階 多目的
室 □対象：0～6才のお子様と親 □参加費：ご家族1組1000円 □定員：抽選で
100名 □締切：5月30日（土）必着（はがき1枚に全員の氏名・年齢）

■子どもと一緒に楽しめる和食料理講習会（２回制）
大人と子どものペアで季節にあった和食料理の基礎を学び、体験してみましょう。
□開催日時：5月17日・6月14日（各日曜）10：00～14：00 □会場：3階 調理
室 □対象：小学1～4年生と大人のペア □参加費：1組3000円 □定員：抽選で
15組 □締切：5月1日（金）必着
500円）

□保育：あり（６ヶ月以上の未就学児 一人1回
読者の皆様からの投書を掲載する新コラムです。

■実践的マンション防災対策セミナー（２回制）
首都直下地震に備えてマンション防災対策の考え方とマニュアルの作成手順を学びま
す。
□開催日時：5月24日・31日（各日曜）13：30～16：30□会場：4階 第４集会
室 □対象：マンション居住者・マンション防災マニュアルを検討したい方 □参加
費：1000円

□定員：抽選で20名

大田区で頑張る、人！もの！団体！を紹介する「大好
き！大田区」今回は羽田空港国際線ターミナルの施設
「はねだ日本橋」などについてです。

□締切：4月30日（木）必着

文化の森イベントスケジュール

今月もたくさんのイベント目白押しで皆さんの参加お待
ちしています。

■ベビーと一緒にリラックス ママの為のビューティヨガ
ビーと一緒にヨガを楽しみ、ママの身体と心をリラックスしましょう。
□開催日時：6月15日（月）10：00～11：45 □会場：3階 和室 □対象：３ヶ
月～ヨチヨチ歩きのベビーとママ
□参加費：300円

□定員：抽選で19組

□締切：5月25日（月）必着

■いっしょにつくろう すてるモノにふたたび命を！ ～リユースアート体験講座～
（４回制）
捨てる前に考えてみよう！遊びこころのある新しい造形活動を楽しむ体験講座です。
できた作品を展示コーナーで発表します。
□開催日時：7月3日(金)・4日(土)・5日(日)・18日(土) 10：00～16：00 □展
示：8月6日（木）～10日（月） □会場：4階 第3・4集会室・3階 美術室 □対
象：中学生以上 □参加費：1000円（4回分）
19日（金）必着（HPからの申し込み可）

□定員：抽選で38名 □締切：6月

■わが子を可愛く着付けちゃおう！！ゆかたの飾り帯講座
お母さんが子どものゆかたを可愛い飾り帯で着せてあげる体験講座です。
□開催日時：７月5日（日）9：30～11：30 □会場：3階 和室 □対象：母と子
ども □参加費：500円／１組 □定員：抽選で12組 □締切：6月21日（日）必
■親子で和紙作品を作りましょう
針金で作った枠にとかした楮（こうぞ）を張り付けてスタンドや小物入れを作ってみ
よう！
□開催日時：7月26日（日）9：30～12：00（当日15：00～16：30に作品受取
り） □会場：3階 工芸室 □対象：小学校5～6年生と親 □参加費：500円／人
□定員：抽選で20名

□締切：7月12日（日）必着

■誰でも簡単！リフレッシュ体操
五感を使った簡単なゲームやストレッチ等で気持ちよく健康になりましょう。はだ
し、動きやすい服装で。飲み物・タオル持参 □開催日時：4月～9月の第１火曜
日 10：00～11：45 □会場：4階 第3・4集会室 □対象：どなたでも □参加
費：300円／1回 □定員：当日先着50名（はがき申込不要）
■わいわいがやがや

編集長からのメッセージと編集スタッフのご紹介です。

皆さまの投稿お待ちしています
情報誌「おおた文化の森」は読者のみなさまと編集部
が一緒につくる誌面です。暮らしの中の「ちょっといい
話」（300字以内）を掲載いたしたく、みなさまのご投稿を
お待ちしています。採用の方には記念品を差し上げま
す。
郵送の場合は〒143-0024 大田区中央2-10-1 大田
文化の森運営協議会 投稿係宛、FAXの場合は033772-0704、メールの場合は、info@ota-bunkanomori.jp
まで。
誌面でのご紹介は姓名（ペンネームでも結構）町名とさ
せていただきますが、住所、氏名、年齢、電話番号を明
記してください。

申し込み・問い合わせ先
〒143-0024 大田区中央2-10-1
大田文化の森運営協議会まで
電話：03-3772-0770
FAX：03-3772-0704
■往復はがきに「講座名」・氏名・住所・電話番号
（FAX）をご記入願います（1枚のはがきに1講座）。申込
多数の場合は抽選となります。
■ ホール・多目的室で開催されるイベントのチケット
は、原則自由席で、発売は大田文化の森受付になりま
す。

おりがみの森

伝統文化である折り紙で日本文化の良さを見直し、指先を動かすことで脳の活性化を
図る。
□開催日時：4月～9月の第2水曜日
室 □対象：小学生以上
申込不要）

10：00～11：45

□参加費：300円／1回

□会場：4階 第3・4集会

□定員：当日先着50名（はがき

■森で言葉を楽しみましょう
日本語の粋を学びながら、みんなで大きな声を出して童話や詩を一緒に読みましょ
う！
□開催日時：4月～9月の第3水曜日（5月のみ5/22）
4階 第3・4集会室 □対象：どなたでも
先着50名（はがき申込不要）

10：00～11：45 □会場：

□参加費：300円／1回

□定員：当日

■森のこだま
“歌を歌って元気になろう”をテーマに。歌集「心の歌」を持参。
□開催日時：4月～9月の第4水曜日 10：00～11：45 □会場：5階 多目的室
□対象：どなたでも
（はがき申込不要）

文化の森の簡単な説明と、各種交通アクセスなどを紹
介しています。

□参加費：無料

□定員：当日先着220名（入場制限あり）

大田文化の森Vol.55Web版
2015年4月1日発行
発行 大田文化の森運営協議会
編集人 池田 昭宣
Design：NPO法人クリエーター支援機構
〒143-0024 東京都大田区中央2-10-1
電話 03-3772-0770
FAX03-3772-0704
E-mail:info@ota-bunkanomori.jp
大田文化の森運営協議会Webサイト
http://www.ota-bunkanomori.jp/
■おおた文化の森は隔月1万部発行、大田区公共施
設・郵便局などにあります。

ホームページからのお申込みの場合、「＠ota‒bunkanomori.jp」からの返信メ
ールが確実に受信できるよう、メール受信の各種設定を応募前に必ずご確認くださ
い。
■仕分け上手wa片づけも上手（３回制）
モノ、コトをスッキリと片づける方法を提案する、ワーク中心の講座です。
□開催日時：5月16日・23日・6月6日（各土曜）10：00～11：30 □会場：3階
第2集会室 □対象：30才代後半以上 □参加費：2000円（資料代含む） □定
員：抽選で24名

□締切：4月20日（月）必着（HPでの申込可）□保育：あり（６

ヶ月以上の未就学児

一人1回500円）

■パパ・ママ子育て講座（４回制）
赤ちゃんから未就学児までの脳の発達について勉強し、自信をもって楽しく子育てを
しましょう。
□開催日時：6月13日・27日・7月4日・11日（各土曜）9：45～11：55 □会場：
4階

第２集会室

□対象：18歳以上

□参加費：2000円 □定員：抽選で30名

□締切：6月1日（月）必着（HPでの申込可）
児 一人1回500円）

□保育：あり（６ヶ月以上の未就学

申し込み・問い合わせ
□申込：往復はがきに「講座名」・住所・氏名・年齢・電話番号を明記。
（はがき1枚1講座。原則１名（組）まで）
□保育希望の場合、「保育希望」とお子さんの氏名・年（月）齢も明記。
□特記のない場合は未就学児の同伴はご遠慮ください。
□事前販売のチケットは全席自由、大田文化の森１階総合受付及びアプリコ、区民プラ
ザで販売。
□お申込みが一定数に達しないときは、講座を中止または延期する場合があります。
□費用は初回に全納です。
□問い合わせ：大田文化の森運営協議会（平日9：00～18：00）
（〒143-0024 中央2-10-1（4階））
電話 3772－0770 / FAX 3772－0704
ホームページ http://www.ota-bunkanomori.jp/
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巻頭特集
Ｑ１．大田文化の森って？
大田区が2001年11月3日文化の日に開設した区民
の文化活動支援のための中心施設です。
その目的は、「区民の自主的な文化活動の拠点とし
て、区民が集い、参加して、交流することを目的と

運営協議会からのお知らせ

して旧大田区役所跡地に建設された施設」です。
大田文化の森は区民が学び、演じ、交流を行う文化
創造の拠点として中心的な役割を果たします。施設
の管理運営は、「公益財団法人大田区文化振興協会」があたり、利用しやすく、より
親しみやすい施設を目指しています。

文化の森の実行委員に、これからの抱負を語っていた
だきました。

Ｑ２．どんな施設なの？
ホール：（定員２５９名）、集会棟（5階建）、広
場（１８５㎡）で構成され、地下には有料駐車場
（３０台）があります。１階には、展示コーナー・
スポーツスタジオ・音楽室があります。２階には情
報館（図書コーナー・マルチメディアコーナー）、
３階には集会室・和室・美術室・工芸室・調理室が
あります。４階には集会室・運営協議会事務室、５
階には多目的室があります。

「大田区立障がい者 総合サポートセンター」が開設
いたしましたのでご報告致します

2016年度（平成28年度）『公募企画』募
集始まる！ 大田文化の森であなたの企画
を実現してみませんか→詳細はコチラ

Ｑ３．運営・管理はどうしているのかな？
■ 施設管理について
施設管理は「（公財）大田区文化振興協会が行って
います。集会棟１階に事務室と受付窓口がありま
す。詳しくは、利用案内・ＨＰ（ホームページ）を
ご覧下さい。
■ 事業（企画）運営について
事業（企画）運営は、「大田文化の森運営協議会」
が行っています。集会棟４階に事務局があります。
事業には、様々なものがありますが、大田区長から

大田区で頑張る、人！もの！団体！を紹介する「大好
き！大田区」今回は羽田空港国際線ターミナルの施設
「はねだ日本橋」などについてです。

委嘱された運営委員と任意登録の文化プレーヤー
（文化ボランティア）によって、実施、運営しています。
読者の皆様からの投書を掲載する新コラムです。

Ｑ４．どんな利用ができるの？

文化の森イベントスケジュール

今月もたくさんのイベント目白押しで皆さんの参加お待
ちしています。

■ 貸館利用する場合
○大田文化の森１階受付で直接申し込む（うぐいす
ネットへの登録が必要）。
○大田区ＨＰから、うぐいすネット（コンピュータ
を活用した登録制の申込システム）を利用するか、
うぐいすネットが設置されている大田区の集会施設
から申し込む。

文化の森の簡単な説明と、各種交通アクセスなどを紹
介しています。

問い合せ：受付窓口（集会棟１階）9：00～19：
00

編集長からのメッセージと編集スタッフのご紹介です。

電話/ ０３‒３７７２‒０７００
（公財）大田区文化振興協会HP：http://www.ota‒bunka.or.jp/
■ 企画をしてみたい！ ボランティアをしたい！
（主に文化活動・企画運営のお手伝い）
○活動に参加するには、文化プレーヤーに登録する
必要があります。
直接お越しいただいて登録するか、運営協議会ＨＰ
から登録することもできます。
問い合せ：運営協議会事務局（集会棟４階） 9：
00～17：00 電話/ ０３‒３７７２‒０７７０
大田文化の森運営協議会HP：http://www.ota‒bunkanomori.jp/

広場に面した、まるくのぞいたガラス張りの喫茶店。それが、
ティーラウンジ「すばる」です。
知的障害者の就労支援の場として、大田区知的障害者育成
会が運営させていただいています。より多くの区民の皆様との
ふれあいの場として、今後も活動を続けて参ります。
香り高いコーヒーと、気軽なお食事メニューで、ご来店をお待
ちしています。

皆さまの投稿お待ちしています
情報誌「おおた文化の森」は読者のみなさまと編集部
が一緒につくる誌面です。暮らしの中の「ちょっといい
話」（300字以内）を掲載いたしたく、みなさまのご投稿を
お待ちしています。採用の方には記念品を差し上げま
す。
郵送の場合は〒143-0024 大田区中央2-10-1 大田
文化の森運営協議会 投稿係宛、FAXの場合は033772-0704、メールの場合は、info@ota-bunkanomori.jp
まで。
誌面でのご紹介は姓名（ペンネームでも結構）町名とさ
せていただきますが、住所、氏名、年齢、電話番号を明
記してください。

申し込み・問い合わせ先
〒143-0024 大田区中央2-10-1
大田文化の森運営協議会まで
電話：03-3772-0770
FAX：03-3772-0704
■往復はがきに「講座名」・氏名・住所・電話番号
（FAX）をご記入願います（1枚のはがきに1講座）。申込
多数の場合は抽選となります。
■ ホール・多目的室で開催されるイベントのチケット
は、原則自由席で、発売は大田文化の森受付になりま
す。
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巻頭特集
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