
郷土博物館の催し

龍子記念館の催し

名作展
「コンストラクション

龍子作品の
構築性をめぐって」

1大森麦わら編み細工
　大森麦わら細工の歴史を学び、編み細工の技法を体験
します。
▶対象　中学生以上の方
▶日時　10月30日㈰午前10時～午後4時
▶会場　郷土博物館

2縄文土器づくり（3日制）
▶対象　小学5年生以上の方
▶日時　①粘土こね＝10月29日㈯午後1時
～2時30分②成形・整形＝11月5日㈯午前
10時～午後4時③野焼き＝11月19日㈯午前
10時～午後4時（雨天の場合は11月26日㈯
へ順延）
▶会場　①②郷土博物館③平和島公園

◇12ともに◇
▶定員　先着110名212名
▶申込方法　問合先へ電話。10月1日から受け付け
▶問合先　郷土博物館　☎3777－1070　 ■FAX3777－1283

対話型鑑賞ワークショップ
「龍子の建てもの＆アート探訪！」

　日本画家・川端龍子の建物や作品を、みんなで話しながら味わいます。
▶対象　小学生以上の方　※保護者同伴も可
▶日時　11月6日㈰①午前10時～11時30分
②午後1時30分～3時
▶定員　抽選で各12名
▶申込方法　問合先へ往復はがきかFAX（記
入例参照。希望時間、保護者同伴の有無も明
記。1通2名まで）　

　「日々日蝕」や「龍子垣」などの作品を通じて龍
子の作品における構築性について紹介します。
申込方法など詳細は問合先HPをご覧いただくか
お問い合わせください。
▶展示期間　10月22日㈯～令和5年1月15日㈰
午前9時～午後4時30分（入館は午後4時まで）　
※月曜（休日の場合はその翌日）、年末年始は休館
▶入館料　200円（15歳以下は100円）　
※65歳以上（要証明）と5歳以下は無料
●ギャラリートーク
▶日時 11月20日㈰、12月18日㈰、令和5年
1月15日㈰①午前11時30分から②午後1時から
▶定員　先着各25名

　毎年10月12日の午後6時から行われる
「万灯練供養」では、桜の花で飾
られた行灯の棹を持った人々
と、纏と呼ばれる江戸時代の消
防士を伴った巨大な山車が笛太
鼓に合わせて練り歩きます。

大田区学クイズ大田区学クイズに挑戦！

3面の答え「お会式」
え    しき

▲
詳細はコチラ

▶費用　2521241,000円146711～1517182023500円10300円161,500円
　　　　22800円
▶申込方法　問合先へ往復はがき（記入例参照。1通1講座）。問合先HPからも

申し込み可

▶問合先
大田文化の森運営協議会（〒143－0024中央2－10－1大田文化の森4階）
　☎3772－0770 ■FAX3772－0704

詳しくは問合先HPをご覧ください！
https://www.bunmori-unkyo.jp/
大田文化の森イベント 検索

全て事前申込制です全て事前申込制です大田文化の森大大田大田大大田文文田田文文 の化文化化 森ののの森森森森大大田大田大大田文文田田文文 の化文化化 森ののの森森森森
催し案内催催催しし催催し 内案案案内内内催催催しし催催し 内案案案内内内

大田文化の森
催し案内

麦わら編み細工

土器成形の様子

川端龍子「日々日蝕」
昭和33（1958）年作

▶会場・問合先　龍子記念館（〒143－0024中央4－2－1）　☎■FAX3772－0680　

●世帯数・・・401,864世帯
●総人口・・・729,404人　
　　　　　 日本人人口・・・705,134人（男・・・350,663人　女・・・354,471人）
　　　　　 外国人人口・・・24,270人（男・・・11,669人　女・・・12,601人）
●面積・・・61.86km2

10月11日号 体の健康と豊かな心を育む「食」のちから特集
10月21日号 おおたをもっと楽しもう特集

区の世帯と人口

11日号・21日号は新聞折込か駅広報スタンド、区施設、公衆浴場、セブン-
イレブンで配布。配送サービス（外出困難などの要件有り）も行っています。

大田区広報番組11ch 10月

●放送 ケーブルテレビのJ:COMチャンネル 大田とiTSCOM
　　　　で毎日放送！YouTubeでも発信しています。 ▲YouTube

令和4年9月1日現在

●症状がある・感染が疑われる方
東京都発熱相談センター
☎5320－4592（※1・2） ☎6258－5780（※1・2）
（医療機関紹介専用（※2））
☎6732－8864 ☎6630－3710 ☎6636－8900

大田区相談センター（月～金曜、午前9時～午後5時　※休日を除く）
☎5744－1360　■FAX5744－1524
●自宅療養中で体調に不安がある・
　一般相談をしたい方
自宅療養サポートセンター（うちさぽ東京）（※1・2）
☎0120－670－440
（※1）多言語（英・中・ハングルなど）による相談も可
（※2）24時間対応

詳細はコチラ▶相談窓口

新型コロナウイルス感染症に
関するお知らせ

今月の区報は

子育て世帯への支援事業シティーニュース
おおた

●勝海舟記念館　収蔵資料展
●銭湯特集「照の湯」ユニークおおた

まん どう ねり く よう

あんどん　　 さお

だ   し

まとい

ひ    び   にっしょく りゅう  し   がき

イベント名 開催日時 対象・定員（抽選）申込締切（必着）
1年賀状にも使える！
　筆ペンで墨絵アート

11月17日㈭
午前10時～正午

18歳以上、
15名

10月27日
2虹色の森　懐かしい曲で綴

つづ

る
　セピア色のコンサート

11月17日㈭
午後2時～3時40分

小学生以上、
250名

3シニアのための健康けん玉教室 11月17日㈭
午後2時～4時

60歳以上、
25名

11月1日
4筆と割り箸で描く
　オシャレな年賀状2023年

11月20日㈰
午後1時30分～3時30分

中学生以上、
15名

5サヴァリッシュ朋子
　ピアノコンサート

11月29日㈫
午後2時～4時 250名 11月7日

6クリスマスのポップアップ
　カードをつくろう！

12月2日㈮
午前10時～午後0時30分

16歳以上、
30名

11月15日

7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㈮
午前10時～午後1時

18歳以上、
15名

8地元で活躍する
　城南マジックを楽しもう！

12月2日㈮
午後2時～3時30分 50名

9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㈯
午前10時～午後4時

区内在住・
在勤・在学、
4組程度

10お菓子の家の写真立て 12月3日㈯
午前10時30分～正午

小学生、
25名

11縫わずに作れる
 　「干

え と

支うさぎタペストリー」
12月3日㈯
午後1時30分～3時30分

中学生以上、
24名

12クリスマス・ロマンティック
　コンサート2022

12月3日㈯
午後2時～4時

小学生以上、
250名

13彩液で染めた板締め絞りの
　タンブラーを作ろう！

5歳以上、
30名

14紙をくるくるして額の中の
　クリスマスを作ろう

16歳以上、
30名

15来年は「うさぎ年」焼き物を
　3つ作ろう！

12月4日㈰
午後1時～4時30分

小学生以上、
15名

16ハーブの素材を使ったリース作り 12月4日㈰
午後1時30分～3時30分

中学生以上、
16名

17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㈪
午前10時～午後0時30分

18歳以上、
25名

18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㈪
午後2時～5時

18歳以上、
20名

19傾聴講座～相手も自分も
　大事にする聴き方・伝え方～

12月7日㈬
午後1時30分～4時30分 20名 11月17日

20音楽の泉～チェロ＆ピアノ＆
　ヴァイオリン～

12月7日㈬
午後2時～4時

小学生以上、
250名 11月15日

21お正月を迎えるしめ飾り 12月18日㈰
午前10時～11時30分

中学生以上、
24名 12月2日

22Co.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㈰
午後2時30分～4時15分

250名
※乳幼児可 11月24日

23はりこでつくる干支ランプ
　－卯

う

－(2日制)　

12月26日㈪、
令和5年1月9日㈷
午後1時30分～4時30分

小学4年生以上、
18名 12月5日

24ジャズで愉
たの

しむ
　ファミリーコンサート

令和5年1月8日㈰
午後1時～2時30分

250名
※乳幼児可 12月15日
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