熱中症に気をつけましょう！

9月30日まで区の施設を「涼み処」として開放しています。
特別出張所、文化センター、シニアステーション、老人いこいの家など

場者
出品・出

大田区文化祭

募集

郷土芸能大会

芸術フェスティバル

10月8日㈰、午前11時〜午後4時。
大田区民センター
区内の郷土芸能・伝統芸能の団体による伝統
芸能・和太鼓などの演奏。震災などで区に避
難されている方による郷土・伝統芸能も歓迎
申 はがき。団体名、代表者の氏名・〒住所・電話
番号、演題、所要時間、団体の紹介を明記。大田
区郷土芸能保存会（〒143−0016大森北3−1
−1田中方）へ。9月10日必着 ☎3761−6059

10月21日㈯、午前10時〜午後5時（予定）。
大田区民センター
※リハーサルは10月6・7日（予定）
音楽、舞踊、演劇などを発表する団体。1団体
20分以内。総合司会者（ボランティア）も募集
申 所定の申込書（文化振興課、特別出張所、
文化センター、図書館、区民センター、老人
いこいの家などで配布）を文化振興課「大田
区文化祭芸術フェスティバル」担当へ。7月
31日必着

絵画・写真展
10月13〜15日、午前10時〜午後5時（15日
は午後4時まで）。池上会館
テーマは自由。未発表のもの。①絵画＝洋画、
日本画、墨絵などのいずれかで20号以下。1
人1点②写真＝モノクロ可。2L以上ワイド四つ
切り・A3以下、デジタル・自宅プリント可。
1人2点以内。抽選で各50点
申 往復はがき。〒住所、氏名、電話番号、作
品の種類、サイズ、題名を明記。写真は撮影
場所も明記。文化振興課「大田区文化祭絵
画・写真展」担当へ。9月8日必着

動画上映の集い
10月14・15日、午前10時〜午後5時（予定）。
池上会館
テーマは自由。未発表のもの。1人1作品（4分
30秒以内）。記録メディアはDVDに限る
申 所定の申込用紙を大田動画連盟（〒146−
0094東矢口2−4−1−609向井方）に請求
（電話可）。7月20日必着 ☎3758−9847

書道展
10月27〜29日、午前10時〜午後5時。
アプリコ
未発表の作品を軸装で1人１点。作品の裏面上
下に住所、氏名を書いた紙を貼る。作品のサ
イズについてはお問い合わせを。対象は19歳
以上。表彰・講評は10月29日午後3時からア
プリコ小ホールで
申 封書。〒住所、氏名、電話番号、参加予定
人数を明記。82円切手を貼った返信用封筒に
〒住所・氏名を記入のうえ同封。大田区書道
連盟（〒144−0051西蒲田5−15−5原方）
へ。8月25日必着 ☎3735−5279

合唱祭
10月28日㈯、午前11時〜午後6時（予定）。
アプリコ
区内のアマチュア合唱団体。1団体8分以内
（入退場時間を含む）。出場料有り。詳細はお
問い合わせを

勝海 舟 の 眠るまちから

かん りん まる

万延元年（1860）、日米
修
修好通商条約批准書を交換
す
するため、使節がアメリカ
に
に派遣されます。本図はそ
の随行船として渡米した咸
の
臨
臨丸の往復航路を記したも
の
のです。
艦長を任された勝は、妻
に
に「ちょっと品川まで船を
見
見に行く」旨を言い残して
乗
乗船したそうです。図には
往
往路が最短距離に沿う形で
朱
朱書きされ、ハワイに寄港
し
した復路との違いが明確に
示
示されています。当時の航
海
海の大変さが偲ばれます。

咸臨丸往復航路海図

しの

問 文化振興課勝海舟記念館開設準備担当

☎5744−1627

FAX 5744−1539

申 所定の申込用紙を大田区民合唱連盟（〒145
−0065東雪谷5−16−4榊原方）に請求（電
話可）。8月25日午後6時30分に洗足池図書館
へ持参 ☎3729−5519

詩吟剣詩舞大会

11月3日㈷、午前10時〜午後4時。池上会館
新作未発表作品。1人１首
申「原稿在中」と朱書きした封書。〒住所、氏
名、電話番号、作品（B5判原稿用紙に楷書で。
新旧仮名遣い）を明記。大田区短歌連盟
（〒144−0054新蒲田1−16−1−1003坂
口方）へ。9月1日消印有効 ☎090−1854
−8049

吹奏楽祭
11月5日㈰、午前11時〜午後7時（予定）。
大田区民センター
区内のアマチュア合奏団体。1団体15分以内
申 所定の申込用紙を大田区吹奏楽連盟（〒146
−0093矢口3−28−8−111小西方）に請求
（電話可）。9月20日必着 ☎5741−1018

※セット券は電話、窓口のみの取り扱いとなります。

発売日 7月12日㈬

チケット予約専用電話

（午前10時〜午後8時）

チケットはホームページからもお求めいただけます

次号の区報は

洋舞サークルフェスティバル
11月26日㈰、午後1時30分〜7時30分（予定）。
大田区民センター
フラダンス、ジュニアダンス、シニアダンス。
大田区教育委員会届け出の「社会教育関係団
体」であること（要相談）。出場料有り。詳細
はお問い合わせを
申 7月14日までに電話。大田区洋舞サークル
連盟（〒144−0034西糀谷3−10−21佐藤
方）へ ☎090−1269−1729

日時

対象

費用

定員（先着）

300円

各30名

7月21日㈮、午後1時30分〜4時
①勾玉づくり

7月22日㈯、午前9時30分〜正午、 小学生以上
午後1時30分〜4時

②麦わら遊び・ホタルカゴづくり

7月25日㈫、午後1時〜4時

―
小学3年生以上

③麦わら遊び・大森麦わら張り細工 7月27日㈭、午後1時〜4時

400円

各30名

―

④大麦の脱穀と麦こがしづくり

8月4日㈮、午前10時〜午後4時

⑤六郷のとんび凧づくり

8月18日㈮、午前10時〜午後4時

小学4年生以上
1,500円
と保護者

15組

⑥土や石でつくった大昔の道具に
8月20日㈰、午後2時〜3時
さわってみよう

小学4年生以上

―

20名

⑦麦わら遊び・大森麦わら張り細工 8月24日㈭、午後1時〜4時

小学3年生以上

400円

30名

郷土博物館へ電話 ☎3777−1070

3777−1283

大森 海苔のふるさと館
学習会名

日時

対象

①タペストリーをつくろう

7月23日㈰、午後1時30分〜3時30分

②ペーパークラフトで
海苔とり舟をつくろう

7月27日㈭、午後1時〜4時

③浜辺の生き物探検隊

費用
―

7月30日㈰、午前9時30分〜午後0時30分 小学3年生以上 100円
―

④自由研究で海苔を調べよう 8月6日㈰、午後1時〜4時

―

定員
（先着）

20名

30名

⑤コースターづくり

8月8日㈫、午後1時30分〜3時30分

⑥フジツボを観察しよう

8月11日㈷、午後1時〜3時30分

⑦貝がら工作

8月19日㈯、午前9時30分〜11時、午後1 小学生以下（幼
―
児は保護者同伴）
時30分〜3時

各40名

⑧浜辺の生き物探検隊

8月27日㈰、午前9時30分〜午後0時30分 小学3年生以上 100円

20名

100円

20名

5471−0347

詳細は情報誌「Art Menu」をご覧ください。
特別出張所や図書館、文化センターなど区内の主な施設や駅で配布しています。
★特記事項のない公演への未就学児の入場はご遠慮願います。

プラザ映画鑑賞会

大田区民プラザ定期公演（小ホール、全席自由）

「はやぶさ／ HAYABUSA」

※当日会場にて午後2時より入場券を配布します
（ロビーの混雑状況によっては配布を早める場合があります）
※ベビーカーでの来場はご遠慮ください。

☎3750−1555
http://www.ota-bunka.or.jp/

7月21日号 特集 夏休みは郷土博物館へ
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11月19日㈰、午前10時45分〜午後5時（予
定）。大田区民センター
①区内のこと・尺八演奏団体。1団体13分以内
②菊重精峰作曲「千鳥五重想」の合同演奏へ
参加する個人
申 はがき。①は演奏曲目、団体名、代表者名、
連絡先を明記。②は「合奏希望」、〒住所、氏
名、電話番号、演奏パートを明記。大田区三
曲協会（〒143−0012大森東2−19−13平林
方）へ。9月1日必着 ☎3763−9820

夏休み 体験学習会

郷土博物館

8月3日㈭
午後2時30分上映開始
Vol.4 ブラームスとクララ〜永遠の純愛〜
（午後4時50分終了予定）
2018年1月23日㈫ 午後2時開演
大田区民プラザ大ホール
ⒸKiyotaka Saito
●出演 近藤嘉宏、高橋多佳子
（ピアノ）
全席自由 先着500名
●曲目 ブラームス：交響曲 第4番 ホ短調 アプリコ大ホール 全席指定 各回2,500円
（要入場券・お1人様1枚のみ）
（2台ピアノ版）他
Vol.3&Vol.4セット券 4,000円
ナビゲーター 浦久俊彦

こと・尺八の集い

短歌大会

2010年6月13日に地球に帰還した小惑
星探査機「はやぶさ」を陰で支えたプロ
ジェクトチームの苦闘を描く実録ドラマ。

●出演 仲道郁代
（ピアノ）
●曲目 ベートーヴェン：ピアノソナタ 第14
番 嬰ハ短調
「月光」他

11月11・12日、午前10時〜午後5時。
大田区民プラザ
1人1瓶
申 往復はがき。〒住所、氏名、電話番号、流派
名を明記。大田区華道茶道文化協会（〒143−
0025南馬込2−28−13井口方）へ。9月29日
必着 ☎3752−1812（竹内）

大森 海苔のふるさと館へ電話 ☎5471−0333

アプリコ・アフタヌーン・サロン〜平日午後のクラシックなひととき〜
Vol.3 ベートーヴェンと不滅の恋人
10月5日㈭午後2時開演

華道展

10月29日㈰、午前10時〜午後6時。
大田区民センター
絶句1題、和歌1首の吟、俳句1題のいずれか1
人1作品
申 はがき。〒住所、氏名、電話番号、演題、
作者、尺八の本数を明記。大田区詩吟舞道連
盟（〒143−0016大森北3−1−10−1001
杉原方）へ。8月12日必着 ☎5493−8033

アプリコ＆プラザ●催し物案内
「大作曲家の恋文」〜大作曲家と恋する方法、教えます

Ⓒ大田区

募集パンフレットは図書館・文化センター・特別出張所などで配布しています。
問 文化振興課文化事業担当（〒144−8621大田区役所）
☎5744−1226 FAX 5744−1539

学習会名

洗足池を愛した偉人、勝海舟。墓所がある、洗足池ほとりの旧清明文
庫を保存・活用し、「（仮称）勝海舟記念館」の準備を進めています（平
成31年夏開館予定）。開館に向けて海舟ゆかりの品を順次ご紹介します。

はねぴょん

入場
無料

下丸子JAZZ倶楽部

下丸子らくご倶楽部

『伊藤君子 サマージャズ』

『彦いち・白酒・馬るこ・談笑』

●出演 伊藤君子
（ヴォーカル）
、宮本貴奈
（ピ
アノ）
、坂井紅介
（ベース）
、加納樹麻
（ドラム）

●出演 林家彦いち、桃月庵白酒、鈴々舎馬るこ
●ゲスト 立川談笑
●若手バトル 柳家かゑる、林家扇兵衛

好評
発売中

7月20日㈭ 午後7時開演 2,500円

7月21日㈮
午後6時30分開演 2,000円

残席がある場合は2,800円で当日販売します。

残席がある場合は2,300円で当日販売します。

好評
発売中

※発売初日の午後3時から公演前日午後8時まで下記問合先でもチケットをお求めいただけます。

●大田区民プラザ ☎3750−1611 ●アプリコ ☎5744−1600 ●大田文化の森 ☎3772−0700
FAX 3750−1150
問合先 （公財）大田区文化振興協会 ☎3750−1611 ■

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

