
A　【Happy Halloween こどものはじめてコンサートVol.2】
はじめてコンサート♪お好きな仮装で集合！音大生の演奏による
優しいクラシック音楽などを親子でお楽しみください。お子様が
歌い、リズムを楽しめるプログラムです。簡単な仮装でご来場の
お子様に焼き菓子をプレゼント！
※事前予約のみ、当日、会場ロビーで限定30台ベビーカーをお預かりし
ます。※小学生以上は一席となります。
	 ◆	日　　時	：	10月29日（日）
	 	 	 	 11：00～12：00　（10：30開場）
	 ◆	対　　象	：	未就学児～小学生	※未就学児は保護者同伴必須、小学生は保護者同伴可。
B　【音楽日和Vol.3～My Favorite Song】
東京音大生＆出身者が、ジャズ、クラシック、オペラ曲等多彩で賑やかなステージをお届けしま
す。ビゼー「カルメン」より「闘牛士の歌」、メンデルスゾーン「ピアノ三重奏曲」、シューマン「ピ
アノ五重奏曲第4楽章」、モーツァルト「オーボエ四重奏曲」他。
当方用意のアンケートにお答えいただいた方には焼き菓子を
プレゼント。
	 ◆	日　　時	：	10月29日（日）　14：00～16：30（13：30開場）	
	 	 	 	 ※休憩2回有り	※未就学児の参加はご遠慮ください。
◆	定　　員	：	A：170名　B：140名		※当日参加枠もあります。
◆	場　　所	：	A・B共通 日本橋社会教育会館8階ホール
	 		 	（日本橋人形町1ｰ1ｰ17）
※出演者のプロフィールはウェブサイトに掲載。

中央区まるごとミュージアム2017
事前募集イベントのご紹介をいたします。

中央区まるごとミュージアム2017
事前募集イベントのご紹介をいたします。

10月5日（必着）までに、往復はがき（1人1枚限り）に「三井記念美術館
希望」と記載の上、①住所	②氏名	③年齢	④電話番号を記入してお申

し込みください。◎定員を超えた場合は抽選となります。
■申込先：中央区文化・国際交流振興協会
〒104-0041		中央区新富1ｰ13ｰ24	新富分庁舎内　［TEL］03-3297-0251

申込方法

日本橋・江戸文化探訪　伝統の手漉き和紙体験
小津和紙は創業1653年。日本橋にある和紙の専門店です。全国の主な手漉
き和紙を中心に、絵画、書道、工芸、インテリアなど幅広い用途にお使いいた
だける和紙を取りそろえています。また、当ビル1階の手漉き和紙体験工房で
は、手漉き和紙の制作体験・工程の実演を行っており、2階には、多種多様な和
紙文化・日本文化と楽しく触れ合う場を提供する「小津文化教室」および「小津
ギャラリー」、3階には、弊社に関する古文書類などを展示する「小津史料館」、
気軽に和紙に触れ親しみを持ち、知っていただく「小津和紙照覧」がございま
す。今回は、日本の伝統的技術、流し漉きで作る手漉き和紙体験と、江戸時代
の初期から続く小津の歴史のご紹介をします。
◆	日　　時	：	10月28日（土）　①10：00～11：00　②11：30～12：30
◆	定　　員	：	各回10名
◆	材 料 費	：	500円（当日お支払いください）
◆	場　　所	：小津和紙（日本橋本町3ｰ6ｰ2）

9月25日（月）から10月20日（金）までに電話でお申し込みください。
◎ご予約は先着順となります。◎定員に達し次第、受付を終了します。

■申込先：小津和紙　［TEL］090-4842-0139（日曜日を除く10：00～18：00）

申込方法

10月10日（必着）までに、往復はがき、またはメールでお申し込みくだ
さい。●Aの場合	①住所	②参加者全員の氏名・年齢	③必要座席数	

④ベビーカーの有無を記入してください。●Bの場合	①住所	②参加者全員（4名ま
で）の氏名・年齢を記入してください。◎定員を超えた場合は抽選となります。◎抽選
結果は10月20日（金）頃までにお申し込みいただいた方法で連絡します。
■申込先：Aの場合	「こどものはじめてコンサート申込」係　Bの場合	「音楽日和招待
券」係　〒104-0044　中央区明石町8ｰ1	聖路加ガーデン内郵便局留
［MAIL］Aの場合 happyhalloweenconcert@gmail.com
　　　Bの場合 bigshipconcert@gmail.com

申込方法

アートを作って、自分を発見してみよう！
土 井 宏 之（ H i r o y u k i 
Doi）の無数の小さいま
るのみで和紙に描かれた
作品は対話、共生、希望、
平和等を表し、2001年
のニューヨークデビュー
以来欧米で高い評価を
得ています。参加者の皆
様にはまず作品を鑑賞し
ていただくほか、作家に
直接質問したり、実際に
作品を描くところを見て
いただいた後に、作家と
同じ和紙とペンを用いて
ご自分の作品を作ってい
ただきます。最後にお互
いの作品を鑑賞し、自由
に自分のアート体験を発
表しましょう。
◆	日　　時	：	10月28日（土）
	 		 	 15：30～17：00
◆	対　　象	：	小学生以上
◆	定　　員	：	12名
◆	場　　所	：	小津和紙（日本橋本町3ｰ6ｰ2）

明治工芸と現代アートの超絶技巧が対決！
近年、明治工芸に対する注目度が飛躍的に高まり、七宝、金工、牙彫、木彫、漆
工、刺繍絵画など、主に輸出用としてつくられた工芸作品が海外から里帰り
し、多くの人が瞠目するようになりました。2014年に大好評を博した｢超絶技
巧！明治工芸の粋｣展の第2弾となる本展では、明治工芸と現代アートの超絶
技巧が対決！明治工芸を産み出した工人たちのDNAを受け継ぎ、超絶技巧
プラスαの機知に富んだ現代作家15名の作品も多数展示します。
◆	日　　時	：	10月29日（日）　14：00～15：00（約1時間の解説後、自由見学）
◆	定　　員	：	50名
◆	場　　所	：	三井記念美術館（日本橋室町2ｰ1ｰ1	三井本館7階）

9月28日（木）11：00からメール、またはFAXで①氏名	②年齢（学年）	
③住所	④電話番号	⑤メールアドレスまたはFAX番号を記入してお申

し込みください。◎ご予約は先着順となります。◎定員に達し次第、受付を終了します。
■申込先：Yoshiko	Otsuka	Fine	Art	International
（ヨシコオオツカファインアートインターナショナル）
［MAIL］yoshikootsukajapan@gmail.com　［FAX］03-3446-7856

申込方法

10月15日（必着）までに、往復はがき、またはメールで①希望ステージ
回	②氏名	③郵便番号	④住所	⑤電話番号	⑥メールアドレスを記入し

てお申し込みください。◎定員を超えた場合は抽選となります。◎抽選結果はお申し
込みいただいた方法で連絡します。
■申込先：オフィスSHINKAWA
〒104-0033　中央区新川1ｰ21ｰ1ｰ1802　［MAIL］tt.mm0123@gmail.com

申込方法

日本語によるシャンソンを！！
日本語によるシャンソンを楽しみましょう！シャンソンはフランスで生まれた音
楽ですが、その詩は人生の喜び、哀しみを語った大人の内容です。日本人の心
に通じ、日本人に愛され続けているシャンソンの名曲を日本語で皆様に歌い、
ライブハウス形式で楽しんでいただきます。一幕のドラマを演じるように歌う
シャンソン歌手やまこし藍子と銀座シャンゼリゼの会が盛り上げます。後半に
はシャンソン歌唱集を見ながら皆様にご一緒に歌っていただくコーナーを設
けています。
◆	日　　時	：	10月29日（日）　①11：20～（11：00開場）　②13：50～（13：30開場）　
	 		 	 ③15：50～（15：30開場）（各回1時間程度）　※入れ替え制
◆	定　　員	：	30名　※当日参加枠もあります。	※未就学児の参加はご遠慮ください。
◆	資 料 代	：	300円（シャンソン歌唱集）（当日お支払いください）
◆	場　　所	：	日本橋社会教育会館B2階		講習室（日本橋人形町1ｰ1ｰ17）

0歳から大人まで楽しめる音楽空間を体感しよう！
月島にあるいろいろな楽器が学べる音楽教室を全て開放し、各楽器担当の
講師が体験レッスンの指導をします。0歳児の親子～シニアの方まで、個人
または家族で参加できます。この機会に興味ある楽器の体験をしてみませ
んか？各楽器担当の講師たちによるミニコンサートも開催します。

【レッスン体験：グループレッスン】（各回20分程度）
●ヴォイストレーニング（歌唱科）
　◆時間：10：00～16：30　◆対象：4歳以上
　◆定員：各回4名
●親子リトミック0歳から家族みんなでリズムを楽しみましょう！	
　◆時間：①11：40～　②13：00～
　◆対象：0～1歳のお子様とその保護者　◆定員：各回6組

【楽器体験：グループレッスン／個人レッスン】（おひとり様20分程度）
●ピアノ体験	 	 	 ◆対象：4歳以上
●ヴァイオリン体験	 ◆対象：3歳以上
●オカリナ体験	 	 ◆対象：小学生以上
●エレクトーン体験	 ◆対象：小学生以上
	 ◆	時　　間	：	10：00～16：30
	 ◆	定　　員	：	各楽器20名

【ミニコンサート】（各回20分程度）
0歳から大人までお楽しみいただける
内容です。
	 ◆	時　　間	：	①11：00～　②14：20～　③16：00～
	 ◆	定　　員	：	各回15名

9月23日（土）13：00から電話でお申し込みください。◎ご予約は先着
順となります。◎定員に達し次第、受付を終了します。

■申込先：ピアノアートサロン音楽教室	［TEL］03-3533-8963

申込方法

◆	日　　時	：	10月29日（日）
	 		 	 ※イベントによって時間は異なります。
	 		 	 ※申込時に希望の時間をお聞きします。
◆	場　　所	：	ピアノアートサロン音楽教室（月島3ｰ32ｰ1	ユニハイツ勝どき1階）
※全て当日参加枠もあります。

感動いっぱいのミュージカル体験！
ミュージカル好き、歌好き、ダンス好き、一度やってみたいという人も、月島
に集合～!!有名ミュージカルや海外の舞台に出演の俳優とダンサーで、音大
ミュージカル科の講師を務める二人が、楽しくハートフルなミュージカル講座
を繰り広げます。1回目はやさしい英語で、2回目は日本語で進行します。また
13：00からは当日先着50名で、ミュージカル女優による楽しいナビゲーショ
ンで「あるある笑（ショー）タイム」をご覧いただけます。
※動きやすい服装と靴でご参加ください。外国人の方の参加も歓迎します。

A【英語DEレッスン】
	 ◆対象：小中学生　◆時間：11：00～12：00　◆定員：30名
※未就学のお子様でも、年齢や経験等により可能な場合もありますのでご相談ください。
B【日本語DEレッスン】
	 ◆対象：子ども～大人（小中学生も可）
	 ◆時間：14：00～15：00　◆定員：30名
※みんなと仲良くできる方ならどなたでも参加できます。

10月10日（火）までに、往復はがき、またはメールで「まるごとミュージ
アム	AとBのどちらを希望か」明記の上、①参加者氏名（ふりがな）②年

齢・学年	③お子様の場合保護者の氏名	④住所	⑤連絡先電話番号	⑥メールアドレス
を記入してお申し込みください。◎定員を超えた場合は抽選となります。◎抽選結果
はお申し込みいただいた方法で連絡します。
■申込先：ミュージカルフレンズ　山本
〒103-0007　中央区日本橋浜町3-35-5-504	ダイオージャパン内
［TEL］090-4741-3914　［MAIL］maccky.m@gmail.com

申込方法

◆	日　　時	：	10月29日（日）
	 		 	 ※イベントによって時間は異なります。
◆	場　　所	：	月島社会教育会館5階	講習室
	 		 	（月島4ｰ1ｰ1		月島区民センター内）

10月1日（日）から25日（水）までに電話でお申し込みください。①参加
希望時間	②氏名	③住所	④電話番号をお伝えください。◎ご予約は

先着順となります。◎定員に達し次第、受付を終了します。
■申込先：株式会社フォーラル　みのり薬局　［TEL］03-3532-6771

申込方法

何でも相談できる“薬局”はありますか？
はじめまして！株式会社フォーラルです！私たちは月島区民センター近くに
ある「みのり薬局」をはじめ、22店舗の調剤薬局で働く薬剤師と管理栄養士
です。当日は、2つのイベントを開催します。午前はアロマテラピーを使った
物づくりイベント（事前予約制）、午後は一部測定器具を用いて食事や薬に
ついてお話（予約不要）をします。香り・食事・薬から、より一層健康づくりをし
てみませんか？
◆	日　　時	：	10月29日（日）　①10：00～10：45　②11：00～11：45
◆	定　　員	：	各回20名
◆	場　　所	：	月島社会教育会館5階		第3洋室（月島4ｰ1ｰ1	月島区民センター内）

お子様から大人まで♪一日まるごと「音楽日和」

手漉
す

き和紙体験と小津史料館見学 やまこし藍子と銀座シャンゼリゼの会
愛と人生の詩シャンソンを貴方に オープンスクール～いろいろな楽器体験をしませんか～

「音楽日和」実行委員会,	ジャスミンmusic倶楽部三井記念美術館

株式会社	小津商店

Yoshiko	Otsuka	Fine	Art	International

銀座シャンゼリゼの会 株式会社	フォーラルピアノアートサロン音楽教室

※本パンフレット掲載の事前募集イベントにお申し込みの際、ご
記入いただく個人情報については、厳重に取り扱い、適正な管理
の下で、各イベント参加の目的に限り利用させていただきます。

事前募集イベントの
ご案内

このパンフレットは事前募集用です。

中央区
中央区文化・国際交流振興協会

バーコード（QRコード）から読込▲

まるごとミュージアム全体の詳細は、
10月上旬に発行の当日パンフレット
（区役所、区施設等で配布）、10月21日
号の区広報紙またはウェブサイト等
をご覧ください。

[URL] http://www.marugoto-chuo.jp/
[Twitter] http://twitter.com/MarugotoChuo
　　　（アカウント＠MarugotoChuo）
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※イベントによって開催時間が異なります。

10月29日日
午
前9：00▶午

後5：00

イベント紹介 イベント紹介

中央区制施行70周年記念

美術展鑑賞会	特別展	驚異の超絶技巧！
－明治工芸から現代アートへ－

HIROYUKI	DOI	Pen	&	Art	2017
「まるごとアート体験	2017」

　 バリアフリー　 障がい者用トイレ有 　 バリアフリー　 障がい者用トイレ有

Musical	Friends	Party	in	Tsukishima
ミュージカルフレンズ

河田まりか
（Sp.）

浅野千尋
（Ms.）

小田切伶夏
（Pf.）

澤地豪
（Br.）

埴原麻由
（Pf.）

古永家健太
（Pf.）

山西由莉
（Ob.）

薬局	DE	健康づくり
～アロマ・栄養・薬を知って、心も体も健康に～

［イベント全体についての問合せ］
文化・生涯学習課文化振興係
電話03(3546)5346

歴史と文化が
出会う街

【木彫】 前原冬樹 《一刻：皿に秋刀魚》 2014年

©2017 Hiroyuki Doi; all rights reserved.
Courtesy Yoshiko Otsuka Fine Art International.

（左から）御子柴和・佐藤実夢・山下
実希・佐藤大希

弦楽四銃士：（左から）坂井武尊（Vc.）・
伊東翔太（Vn.）・三田悠（Vn.&Vla.）・
佐々木大芽（Vn.）



絵画鑑賞と写真撮影で「まち」を堪能しよう！
撮り方やマナーなど
を知って、デジタルカ
メラでまちの環境を
撮りに出かけましょう。
写真の楽しみ方や撮
り方、マナーの講座の
後に、佃～月島の街
並みを歩きながら撮
影の実習をします。最
近写真撮影をはじめ
た方やまちあるきに
興味のある方歓迎で
す。また、当日のメゾン
ドネコギャラリーでは

「銀座の猫の物語」を
テーマに、村上ゆたか
氏の水彩画展を開催
します。
※天候不良の場合は、撮影
可能な場所に変更する予定
です。
◆	日　　時	：	10月29日（日）
	 		 	 	①室内講座：10：00～11：30（中央区環境情報センター内）
	 		 	 	②屋外実習：13：00～14：30（月島～佃付近を予定）
	 		 	 ※集合場所の詳細は当選者に別途お知らせします。
◆	対　　象	：	デジタル一眼レフカメラ、ミラーレスカメラを始めて1年以内の初心者
◆	定　　員	：	各コース10人程度（午前のみ、午後のみも可）

図書館のバックヤード業務を体験するツアー
京橋図書館では、戦前からの古い図書資料を保存している別置書庫のご案内と本へ
の透明フィルム装備をお楽しみいただけるガイドツアーを開催します。国内でも貴重と
されている戦前の資料や検閲制度を経た資料（検
閲本）のご紹介や、戦後の酸性紙使用による資料の
劣化状況などのご説明、現在、図書資料の外装に
施している透明フィルムの装備体験など図書館な
らではの内容となっています。ご持参いただいた本
に装備をすることもできます。
◆	日　　時	：	10月29日（日）
	 		 	 12：45～14：30
◆	定　　員	：	15名
◆	場　　所	：	京橋図書館		別置書庫
	 		 	 ※集合場所は築地社会教育会館
	 		 	 2階ロビー（築地4ｰ15ｰ1）

中央区まるごとミュージアム開催10周年を記念して、バ
スや船で中央区のさまざまな魅力を体感していただける
ツアーを４コース実施します。

君だけのお菓子をつくろう！
和食が世界無形文化遺産に登録されました。世界的にも日本の食文化が注目されて
います。今回は特別に銀座の老舗和菓子屋さんと一緒に普段できない手作り和菓子
体験をしてみませんか？銀座の名店「松㟢煎餅」によるお煎餅の絵付けと和菓子の定番

「最中」の餡付けの2種類の体験をしていただきます。この機会に、オリジナルお菓子
作りに挑戦してみてはいかがでしょうか。
◆	日　　時	：	10月29日（日）　①13：30～14：30		②15：00～16：00
◆	対　　象	：	小学生とその保護者2名1組
◆	定　　員	：	各回10組20名
◆	場　　所	：	三井住友銀行	銀座支店（銀座6ｰ10ｰ1		GINZA	SIX	7階）
	 		 	 ※三井住友銀行1階入口より直通専用エレベーター有

観て味わう
飾り巻き寿司
川澄飾りずし協会
講師 川澄健氏によ
る飾り巻き寿司の
デモンストレーショ
ンと試食を行いま
す。美味しさはもち
ろん、目で観て楽し
める美しい巻き寿
司を目の前でお楽
しみください。
◆	日　　時	：	10月29日（日）　①12：00～13：00　②14：00～15：00
◆	定　　員	：	各回20名　※当日参加枠もあります。
◆	場　　所	：	築地社会教育会館（築地4ｰ15ｰ1）

日本将棋連盟のプロ棋士が集まる！
縁台将棋さながら、泰明小学校校庭に日本将棋連盟のプロ棋士が集まり、
指導対局を行います。当日は、自由に参加できる詰め将棋や自由対局の
コーナーもありますので、お気軽にご参加ください。詳細は日本将棋連盟
ウェブサイトをご覧ください。
◆	日　　時	：	10月29日（日）　13：30～16：30　※13：00受付開始
◆	定　　員	：	40名
◆	場　　所	：	泰明小学校校庭（銀座5ｰ1ｰ13）

●中央区まちかど展示館 神輿めぐりコース①（バス・徒歩）
各地域の伝統あるお神輿を展示する「兜町・茅場町まちかど展
示館」「佃まちかど展示館」「勝どき・豊海歴史資料展示館」と兜
町、佃島の史跡などを巡ります。
●中央区まちかど展示館 神輿めぐりコース②（バス・徒歩）
各地域の伝統あるお神輿を展示する「箱崎町箱四町会神輿庫」

「ふるさと晴海資料展示館」とゆかりの深い神社などを巡ります。
●中央区近代建築物100選めぐりコース（バス・徒歩）
明治期から昭和40年頃にかけて、中央区では多様な建物が建
てられました。その中でも、特に建築学的な意義や特徴を持つ

「近代建築物調査100選」をご紹介します。
●中央区水辺めぐりコース（バス・船・徒歩）
新川地区と東日本橋地区のまち巡り、隅田川からの風景や橋を
船上からお楽しみいただけるほか、薬研堀不動院にて講談を聞
くことができます。
◆	日　　時	：	10月29日（日）
	 		 	 14：00～16：00
◆	定　　員	：	各コース15名
◆	集合場所	：	市場橋公園駐車場
	 		 	 (築地4ｰ15ｰ2)

●東海道の起点・日本橋から京橋界隈を歩く
五街道の起点、日本橋から東海道を上り、歴史をたどりながら京橋まで歩きます。
●江戸から今へ 粋な人形町散歩
江戸時代には芝居町や花街もあり、ひときわ賑わった華やかなこの町に、今もそこ
はかとなく風情が残っています。
●「銀座八丁」裏通りを歩く
江戸、明治、大正、昭和と続いている銀座の裏通りを歩きます。
●江戸の香りの残る佃島散歩
江戸と平成がコラボした石川島・佃島から、昭和のぬくもりが残る月島、三島（さんと
う）物語です。
◆	日　　時	：	10月29日（日）　①10：00～11：30　②13：30～15：00
◆	定　　員	：	各コース各回15名

10月9日(必着)までに、往復はがき、FAX、またはメールで①希望コー
ス	②参加者全員(４名まで)の氏名（ふりがな）・年齢	③代表者の住所・

連絡先電話番号・緊急連絡先を記入しお申し込みください。
◎定員を超えた場合は抽選となります。
◎抽選結果は、開催日の7日前までに、お申し込みいただいた方法で連絡します。
■申込先：中央区区民部文化･生涯学習課	中央区まるごとバスツアー係
〒104-8404　中央区築地1-1-1　［TEL］03-3546-5346　［FAX］03-3546-9556
［MAIL］b-syogai_01@city.chuo.lg.jp

10月9日（必着）までに、以下のいずれかの方法でお申し込みください。
●往復はがきの場合	①希望コース	②参加希望時間	③参加者全員（4

名まで）の氏名（ふりがな）・年齢	④代表者の住所・連絡先電話番号・緊急連絡先を記
入してください。	●インターネットの場合	中央区観光協会ウェブサイトのメニュー
「おさんぽ＆マップ」→「まち歩きツアー参加募集」から必要事項を入力してください。
◎定員を超えた場合は抽選となります。
◎抽選結果は、開催日の7日前までに、お申し込みいただいた方法で連絡します。
■申込先：中央区観光協会　〒104-0061　中央区銀座1ｰ25ｰ3	京橋プラザ3階
［TEL］03-6228-7907　［MAIL］info@chuo-kanko.or.jp
［URL］http://www.chuo-kanko.or.jp

申込方法

申込方法

日本橋獅子像

まちかど展示館

「からくり櫓」時計台

銀座奥野ビル

豊岩稲荷神社

中央大橋

住吉神社

松㟢煎餅　瓦煎餅（絵付け例）

10月20日（金）までに、メールでタイトルに「受講希望」と明記の上、①
参加希望時間	②氏名	③年齢	④住所	⑤メールアドレス	⑥当日連絡先	

⑦カメラ歴を記入してお申し込みください。◎定員を超えた場合は抽選となります。
■申込先：メゾンドネコ　［MAIL］mail@fixx.sakura.ne.jp

10月15日（消印有効）までに、往復はがきに「まるごとミュージアム参加
希望」と記載の上、①氏名	②住所	③電話番号を記入してお申し込みく

ださい。◎定員を超えた場合は抽選となります。◎はがきにて抽選結果を郵送します。
■申込先：京橋図書館		図書館サービス係　〒104-0045　中央区築地1-1-1
［TEL］03-3543-9025

10月5日（木）までに、メールで①参加希望時間	②お子様と保護者の
氏名	③お子様の学年	④住所	⑤保護者のメールアドレスおよび電話

番号を記入してお申し込みください。◎定員を超えた場合は抽選となります。◎10月
12日（木）までに当選者のみに参加証をメールでお送りします。
■申込先：全銀座会催事委員会　［MAIL］ginchakai@ginza-event.jp

10月5日（木）9:00から電話でお申し込みください。
◎ご予約は先着順となります。◎定員に達し次第、受付を終了します。

■申込先：築地社会教育会館　［TEL］03-3542-4801

10月5日（必着）までに、往復はがきに①住所	②氏名	③年齢	④職業	
⑤電話番号を記入してお申し込みください。◎返信おもて面に住所・

氏名を明記してください。◎定員を超えた場合は抽選となります。◎はがきにて抽選
結果を郵送します。
■申込先：日本将棋連盟	銀座将棋まつり係　〒151-8516　渋谷区千駄ヶ谷2ｰ39ｰ9
［TEL］03-3408-6165　［URL］http://www.shogi.or.jp/

申込方法

申込方法

申込方法

申込方法

申込方法

中央区の町名が入った和
わ

布
ふ

を使って作ります
中央区の町名（京橋・銀座・日本橋・築地・佃など）が入った和布からお好きな
2か所を選んで2枚の【グリーティングカード】を作る「和布を愉しむ」体験で
す。作成したグリーティングカードは2枚お持ち帰りいただきます。
※カッターナイフを使用しますので小学生以下の方は保護者同伴でお願いします。
◆	日　　時	：	10月29日（日）　①10：30～11：30　②13：30～14：30　③15：30～16:30
◆	所要時間	：	30分～60分
◆	定　　員	：	各回5名
◆	材 料 費	：	1,000円（当日お支払いください）
◆	場　　所	：	中央区観光情報センターB1階（京橋2ｰ2ｰ1	京橋エドグラン）

万年筆やシャープペンシルを作ろう！
【Dr.Gripシャープペンシル組立講座】
人気のドクターグリップ・シャープペンシルを、商品の特長を聞きながら16個の
パーツから組み立てます。グリップの部分は自分の好きな色3色を選んで自分
だけの？オリジナルシャープの完成です。
※本体色は白となります。完成品はお土産としてお持ち帰りいただけます。

	 ◆	対　　象	：	小学校3年生以上（2名1組）　※おひとり様での申込可	

◆	日　　時	：	10月29日（日）
	 		 	 ①10：30～11：30
	 		 	 ②13：00～14：00
	 		 	 ③14：30～15：30	
◆	定　　員	：	各コース各回15組30名
◆	場　　所	：	京橋区民館（京橋2ｰ6ｰ7）

銀座レトロビルの魅力をまるごと体感する一日！
【MUSEEまるごと
「建築ツアー」】
中央区近代建築物100選、戦前
から残る「銀座レトロギャラリー
MUSEE」を1階から屋上まで、
オーナーの川崎力宏さんがご案
内。解体を取りやめ保存した経
緯、ギャラリーでの実験的取り組
み、発見などもお話します。
　◆	日　　時	：	10月29日（日）　
	 		 	 10：30～12：00
　◆	定　　員	：	15名

【銀座フロッタージュ体験】
美術作家の酒百宏一さんを講師
にお招きし、外観の「加飾タイル」
をモチーフに、フロッタージュ（紙
をのせて色鉛筆で模様をこすり
だす技法）を体験いただきます。
昭和のタイルに触れて建物の記
憶に迫ります。
　◆	日　　時	：	10月29日（日）
	 		 	 13：00～14：30
　◆	定　　員	：	10名

【簡易万年筆組立講座】
万年筆の簡単な構造を学び、簡易万年筆を自分で組み立てます。
※完成品はお土産としてお持ち帰りいただけます。

	 ◆	対　　象	：	小学校5年生以上（2名1組）
	 	 	 	 ※おひとり様での申込可

◆	場　　所	：	銀座レトロギャラリーMUSEE（ミュゼ）
	 		 	（銀座1ｰ20ｰ17		川崎ブランドデザインビルヂング）

10月1日（日）9：00から電話でお申し込みください。
◎ご予約は先着順となります。◎定員に達し次第、受付を終了します。

■申込先：中央区観光情報センター　［TEL］03-6262-6481

10月10日（必着）までに、はがきに①希望の講座名	②参加希望時間	
③申込者氏名	④参加者氏名	⑤申込者との関係	⑥年齢（学生は学

年）⑦郵便番号	⑧住所	⑨電話番号	⑩参加者同士の関係を記入してお申し込みく
ださい。◎定員を超えた場合は抽選となります。◎当選者のみ10月20日（金）頃ま
でに参加証を郵送します。◎抽選結果の返信が必要な方は往復はがきでお申し込
みください。◎抽選結果に関するお問い合わせにはお答えできませんので、あらか
じめご了承ください。
■申込先：（株）パイロットコーポレーション	営業企画部内	中央区まるごとミュージア
ム2017事務局　〒104-8304　中央区京橋2ｰ17ｰ5　［TEL］03-3538-3700（代）

9月25日（月）9：00から、メールで①参加希望内容（建築ツアーまたはフ
ロッタージュ体験）	②氏名	③年齢	④住所	⑤電話番号を記入してお申

し込みください。◎ご予約は先着順となります。◎定員に達し次第、受付を終了します。
■申込先：銀座たてもの展実行委員会　［MAIL］ginzamikke@outlook.jp

申込方法

申込方法

申込方法

中央区まるごとミュージアム2017
事前募集イベントのご紹介をいたします。

中央区まるごとミュージアム2017
事前募集イベントのご紹介をいたします。

中央区まるごとミュージアム2017
事前募集イベントのご紹介をいたします。

『町の記憶 PROJECT 南千住10000枚の記憶』
NPO法人千住すみだ川　photo：Shigemitsu Ebie

酒百宏一さん

川崎力宏さん

昭和通りからのMUSEE外観

芸術の秋！画廊巡りと落語のイベント
【ギャラリー巡りツアー】 画廊に興味がある方、画廊の場所がわからない
方を対象に、ガイドが引率する「ギャラリー巡りツアー」を実施します。
●Aコース ： 日本画・洋画の真髄　ギャラリーぐんじ→日動画廊→銀座 柳画廊
●Bコース ： エンジョイ！アート　靖山画廊→ギャラリーゴトウ→柴田悦子画廊
●Cコース ： 多様なジャンルを通覧　泰明画廊→ヒロ画廊→銀座 黒田陶苑→東京画廊＋BTAP
●Dコース ： 魅惑の近現代美術　ギャラリー広田美術→門司ファインアートギャラリー→小林画廊
　　　　　　　　　　　　　　　→至峰堂画廊 銀座店
※ツアー以外でも、各画廊は自由にご覧いただけます。（12：00～17：00）

◆	日　　時	：	10月28日（土）
	 		 	 	 	 ①13：30～　②15：30～（各回約70分）
◆	定　　員	：各コース各回8名
◆	場　　所	：	銀座ギャラリーズの14画廊（銀座1丁目～8丁目）

【銀座ギャラリーズ寄席】 恒例となっている「柳家さん生 落語会」。銀座
の老舗シリーズの中から「万年ふで」を披露します。粋
な話芸をお楽しみください。
◆	日　　時	：	10月28日（土）　12：00～12：50
◆	定　　員	：	60名
◆	場　　所	：	銀座会議室（銀座3ｰ7ｰ10）

9月23日（土）から10月22日（日）までに、ウェブサイトの専用申込フォー
ムで①氏名	②メールアドレス	③日中につながる電話番号を記入して

お申し込みください。◎ご予約は先着順となります。◎定員に達し次第、受付を終了し、
ウェブに掲示します。◎ウェブが見られない方は電話やメールでも受付けます。
■申込先：銀座ギャラリーズ	ツアー事務局
［URL］http://www.ginza-galleries.com/afternoon.html
［TEL］080-4385-3105（平日11：00～17：00）　［MAIL］artsoireeginza@gmail.com

10月14日（土）までに、メールまたはFAXの件名に「銀座ギャラリーズ寄
席」と明記し、①氏名	②メールアドレスまたはFAX番号　③日中につな

がる電話番号を記入してお申し込みください。◎定員を超えた場合は抽選となります。
◎当選者のみ参加証をメールまたはFAXでお送りします。
■申込先：銀座ギャラリーズ寄席事務局　［MAIL］info@ginza-galleries.com　
［FAX］03-3991-8806

申込方法

申込方法

まるごとミュージアム10周年記念	中央区まるごとバスツアー

まち歩きツアー「まるごとミュージアムコース」

まち歩き写真ワークショップ

京橋図書館	別置書庫見学と
図書装備（透明フィルムかけ）体験のガイドツアー

銀茶会　親子	銀座でお菓子体験

実演	飾り巻き寿司

銀座将棋まつり粋な江戸まち37町	【グリーティングカード】作成体験

パイロット	ペンの組立講座
一般社団法人	中央区観光協会

　 バリアフリー　 障がい者用トイレ有 　 バリアフリー　 障がい者用トイレ有

メゾンドネコ

中央区立京橋図書館

全銀座会催事委員会

中央区立築地社会教育会館

公益社団法人	日本将棋連盟手づくりゆう遊“慎工房”（中央区観光情報センター）

株式会社	パイロットコーポレーション

銀座たてもの展実行委員会

イベント紹介 イベント紹介 イベント紹介

銀座フロッタージュ体験
＝近代建築まるごとMUSEEツアー2017＝

アフタヌーン・ギャラリーズ
銀座ギャラリーズ

（銀座ギャラリーズ寄席のみ）

（①のみ）


