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お子様から大人まで♪  
一日まるごと「音楽日和」

べらぼおちぇ

A【こどものはじめてコンサート Vol.3 ＆ ちびっこカメラマンはじめて写真展】
東京音大生がお届けする毎回大好評のコンサート！ お申込時にお子様
の「お気に入りの遊び場・物」の写真データをお送りいただくと、同
時開催の写真展で展示するとともに、コンサートに優先的にご招待し
ます。詳細はウェブサイトをご覧ください。
◆ 開催日：11 月 4 日（日）
◆定員： ①②とも 180 名（当日枠有） 

※保護者同伴必須
◆ 場所： 日本橋社会教育会館８階ホール 

（日本橋人形町1-1-17）
①グランフェリシテ
◆時間：11：00 ～ 11：40（10：30 開場）　
◆対象：乳幼児　※ベビーカーでの来場可。
②麗先生と愉快なサックスカルテット～学園編～
◆時間：13：30 ～ 14：30（13：00 開場）　
◆対象：6 歳程度

B【 音楽日和 Vol.4 with 啓声会  
～室内楽とオペラの名曲～】

銀座・王子ホールでコンサートデビューをしませ
んか。名オペラ歌手と若手演奏家がリニューアル
直後のホールで声と弦楽器の “ 迫力と魅力 ” をお
届けします。「君が御声に我が心開く」、「フィガ
ロの結婚」ハイライト、「死と乙女」、「ロミオとジュ
リエット」、メンデルスゾーン「ピアノトリオ」ほか。
◆開催日：11 月 4 日（日）
◆対象：小学生以上（未就学児はご遠慮ください）
◆定員：①②とも 230 名（当日枠有）
◆場所：王子ホール（銀座 4-7-5）

①啓声会
◆時間：14：00 ～ 16：20（13：30 開場）
②音楽日和
◆時間：18：30 ～ 20：40（18：00 開場）

申込方法
10 月14 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 ①参加希望イベント ②住所 ③参加者全員の氏名・年齢 ④必要座席数 ⑤ベ
ビーカーの有無
● B の場合 ①参加希望イベント ②住所 ③参加者全員（4 名まで）の氏名・年齢　
◎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（土）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

（左から）近田めぐみ、浅野拓弥、山下実希、
久留えり（丸枠）三ツ木麗、古永家健太

（左から）坂井武尊（Vc.）、佐々木大芽
（Vn.）、河田まりか（Sop.）、埴原麻由
（Pf.）、三田悠（Vn.）、伊東翔太（Vn.）

オープンスクール
～いろいろな楽器を体験しませんか～

月島にある「いろいろな楽器が学べるピアノアートサロン音楽教室」は、
教室の全てを開放し、いろいろな楽器の体験をしてもらうため、各楽器の
担当講師が体験レッスンの指導をします。0 歳児の親子リトミックからシ
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
体験をしてみませんか？  講師たちによるミニコンサートも開催します。
※全て当日参加枠もあります。
◆開催日：11 月 4 日（日）　
◆場　所：ピアノアートサロン音楽教室（月島 3-32-1 ユニハイツ勝どき 1 階）

【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 ～ 16：40　◆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：① 11：40 ～　② 13：00 ～　
◆対象：0 歳～ 2 歳のお子さまとその保護者　
◆定員：各回 12 名 
 　※お申込時に希望の時間帯をお聞きします。

【 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
●リコーダー体験 ◆対象：小学生以上

◆時間：10：00 ～ 16：40　
◆定員：各楽器 20 名
　※お申込時に希望の時間帯をお聞きします。

【ミニコンサート】（各回 20 分程度）
各楽器担当講師が演奏するコンサートです。

◆時間：① 14：40　② 16：40 ～　
◆定員：各回 20 名

申込方法
9 月 25 日（火）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（9：00 ～ 21：00）

ピアノアートサロン音楽教室

0歳から大人まで楽しめる音楽空間を体感しよう！

手漉
す

き和紙体験と小津史料館のご案内

小津和紙

オリジナル和紙を作ろう

小津和紙手漉き体験では、A4 サイズの和紙に、落水模様
を描きます（和紙に上から水をたらします）。中央区まち
かど展示館認定の小津史料館では、千両箱や掟書きなどを
ご案内いたします。
◆日　時：11 月 3 日（土）　① 10：00 ～ 11：30　② 13：30 ～ 15：00
◆定　員：各回 10 名
◆材料費：1,000 円（当日お支払いください）
◆場　所：小津和紙（日本橋本町 3-6-2）
申込方法
9 月 25 日（火）から 10 月 31 日（水）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］03-3662-1184（日曜日を除く 10：00 ～ 18：00）

HIROYUKI DOI Pen & Art 2018
「まるごとアート体験 2018」

Yoshiko Otsuka Fine Art International

アートを作って、自分を発見してみよう！
土井宏之（Hiroyuki 
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： 11 月 3 日（土）　15：30 ～ 17：00
◆対　象：小学生以上（日本語または英語を話される方）
◆定　員：18 名
◆場　所：小津和紙（日本橋本町 3-6-2）

申込方法
9 月 26 日（水）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

［MAIL］yoshikootsukajapan@gmail.com　［FAX］03-3446-7856
［URL］https://yoshikootsuka.com ［Facebook］@yoshikootsukafineartinternational

美術展鑑賞会 
特別展「仏像の姿

か た ち

」～微
ほ ほ え

笑む・飾る・踊る～

三井記念美術館

仏師がアーティストになる瞬間
日本には古来多くの優
れた仏像が伝えられて
います。本展覧会は、
これら仏像の作者であ
る仏師の豊かな独創性
と高度な技術に光を当
て、特に仏像の「顔」

「装飾」「動きとポーズ」
を切り口に、多様な表
現による魅力的な仏像
を一堂に展示して、日
本人の心と創造力をさ
まざまな角度からご覧
いただきます。そして、
それが未来にどのよう
に継承されるかを考えます。
◆日　時： 11 月 4 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 レクチャールーム 

（日本橋室町 2-1-1 三井本館 7 階）

申込方法
10 月 10 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。 
◎はがきにて抽選結果を郵送します。
■申込先：中央区文化・国際交流振興協会
〒 104-0041 中央区新富 1-13-24 新富分庁舎内　［TEL］03-3297-0251

不動明王立像　鎌倉時代　個人蔵

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

銀座シャンゼリゼの会

日本語によるシャンソンの名曲を！！

日本語による心の詩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、その詩は人生の愛と喜び、哀しみを
語った大人の内容です。「愛の讃歌」「ラストダンスは私と」等、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
歌い、皆様に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とご一緒に歌っていた
だくコーナーを設けています。
◆ 日　時： 11 月 4 日（日）　14：00 ～（150 分程度） 

※ 13：30 開場　※途中休憩あり
◆ 定　員： 100 名（当日枠有）※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：月島社会教育会館  4 階ホール（月島 4-1-1 月島区民センター内）
申込方法
10 月 15 日（必着）までに、往復はがき、FAX またはメールで①氏名 ②郵
便番号 ③住所 ④ FAX 番号またはメールアドレス ⑤希望枚数を記入してお
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 1-21-1-1802　［FAX］03-3552-1430

［MAIL］tt.mm0123@gmail.com

まち歩きツアー
「かつて東京にあった外国人が住む街 築地居留地を歩いてみよう」

ＮＰＯ法人 築地居留地研究会

かつて外国人が住んでいた街ってどんな街？
築地外国人居留地（現：
明石町一帯）の当時を偲
びながらゆっくりと史跡を
散策します。参加された方
にはもれなく最新「築地居
留地歴史 MAP」を進呈い
たします。
また、11月3日（土）13：00 
～17：00に、聖路加国際
大学アリスホールで外国
人居留地全国大会（テー
マ「居留地と女子教育」）
が開催されます（一般公
開・無料）。ご興味ある
方はふるってご参加ください。

【まち歩きツアー】
◆日　時：11 月 4 日（日）　10：00 ～ 12：00
◆定　員：30 名
◆場　所 :  聖路加国際大学 玄関前集合（明石町 10-1）

申込方法
10 月 15 日（月）から 11 月 2 日（金）までに、メールまたは電話に
て①氏名 ②メールアドレスまたは電話番号を添え、「まるごとミュー
ジアム 築地居留地」の件と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：築地居留地研究会 担当：村山、大島

［TEL］03-3551-7595／090-1509-9912（9：00 ～17：00）　
［MAIL］info@tsukiji-kyoryuchi.com
［URL］http://www.tsukiji-kyoryuchi.com/

築地居留地俯瞰図 明治 27 年（立教大学蔵）

まちなかアート発掘ツアー

株式会社 MeltingPot

まちの見え方が変わる、アートを発見するミニ旅
中央区には、たく
さんの屋外アート
があります。それ
らは、誰によって、
どんな目的で作ら
れたのでしょう
か？ 普段は見落
としているかもし
れないそれらを、
街を歩きながらゆるく解説していきます。中央区に限らず
日本のさまざまな都市には、多くのアートが飾られていま
す。きっと、本ツアーを体験した後は、あなたが行く先々
の街で自らアートを発見できるようになっています！
◆日　時：11 月４日（日）　13：00 ～ 15：00
◆定　員：10 名
◆場　所：中央区役所正面玄関 平和像「二コラ」前 集合（築地 1-1-1） 
　※歩きやすい靴、服装でお越しください。 
　※ 簡単な資料を配布いたしますので、必要に応じて筆記用具をお

持ちください。
申込方法
10 月 1 日（月）から 11 月 2 日（金）までに、メールまたは電話に
て ①氏名 ②メールアドレスまたは電話番号を添え、「中央区まるご
とミュージアム 2018 まちなかアート発掘ツアー」参加希望とお申
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：（株）MeltingPot　担当：河口（こうぐち）

［TEL］050-3630-5751（9：30 ～ 17：00）
［MAIL］info@meltingpot.tokyo　

©2018 Hiroyuki Doi; all rights reserved. Courtesy Yoshiko Otsuka Fine Art International.
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まち歩きツアー「まるごとミュージアムコース」

一般社団法人 中央区観光協会

● 築地川橋めぐり 
① 10：00～11：30 ② 13：30～15：00　（徒歩）

築地を囲むようにできた築地川。現在、
川は埋め立てられてしまいましたが、三
島由紀夫の『橋づくし』の舞台にもなっ
た築地川の橋の付近を昭和の風情を探し
ながら散策します。
● 銀座建物探訪　四丁目～八丁目 

① 10：00～11：30 ② 13：30～15：00　（徒歩）
レトロで趣のある建物をはじめ、現代の
巨匠たちの建物も立ち並ぶ銀座。四丁目
から八丁目まで、新旧の建物を見て歩き
ます。
● 近代建築物 100 選めぐり 

10：00 ～ 12：00（バス・徒歩）
各地区で市街地再開発が進む中央区。そ
の中で明治期から昭和 40 年頃にかけて
建てられた建築物も多く残っています。

「近代建築物調査 100 選」の建物巡りです。
● 水辺・まちかど展示館めぐり 

14：00 ～ 16：00（バス・船・徒歩）
船で中央区の水辺を巡り、薬研堀不動院
にて講談を聞き、中央区まちかど展示館

（兜町・茅場町まちかど展示館）を巡る
コースです。
◆日　時： 11 月 4 日（日）
　※時間は各コースによって異なります。
◆定　員：各コース各回 15 名
申込方法
10 月 14 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。◎結果通知は、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。◎各コースとも徒歩およびバスや船での移動
となりますので、介助の必要な方は介助者同伴でお申し込みください。◎最少催行
人員 3 人に満たない場合、ならびに当日荒天の場合は、事前に中止させていただく
ことがあります（中止の場合、当日午前 9 時までにご連絡させていただきます）。
■申込先：中央区観光協会　〒 104-0061　中央区銀座 1-25-3 京橋プラザ 3 階

［TEL］03-6228-7907　［MAIL］info@chuo-kanko.or.jp
［URL］http://www.chuo-kanko.or.jp

中央区観光情報センター

クイズに答えながら京橋の今と昔を巡ろう！

東京駅の目の前で活気あふれるビジネス街として進化を続
ける京橋界隈は江戸の中心として発展してきました。そん
な昔と今が交差する京橋界隈を観光ガイドとともに街歩き
してみませんか。昔を偲んで歴史スポット等を巡りながら
ヒントを探してクイズの答えを導き出してください。クイ
ズ用紙は日本語・英語・中国語をご用意しております。全
問正解者先着 200 名様（フリーコースも含む）にはオリジ
ナルグッズを進呈いたします。
◆日　時： 11 月 4 日（日）　① 10：00 ～ 11：00　② 12：00 ～ 13：00

③ 14：00 ～ 15：00　④ 16：00 ～ 17：00
◆定　員：各回 10 名　※当日参加できるフリーコースもあります。
◆場　所 : 中央区観光情報センター 各出発時間 10 分前集合 

（京橋 2-2-1 京橋エドグラン B1 階）

申込方法
10 月 1 日（月）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（9：00 ～ 21：00）

観光情報センター地下 1 階 内観 江戸歌舞伎発祥之地の記念碑京橋の親柱

パイロット ペンの組立講座

株式会社 パイロットコーポレーション

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。

【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。

◆日　時： 11 月 4 日（日） 
① 10：30 ～ 11：30  ② 13：00 ～ 14：00  ③ 14：30 ～ 15：30

◆定　員：各講座各回 15 組 30 名
◆場　所：京橋区民館（京橋 2-6-7）

申込方法
10 月 12 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 26 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 2018 事務局　〒 104-8304　中央区京橋 2-17-5　

［TEL］03-3538-3700（代）

銀座ギャラリーズ

画廊巡りと落語＆ライブで芸術の秋！
「コミュニケーションの場としての画廊」を目指し、銀座 1 丁目～ 8
丁目の 13 ギャラリーが参加します。ギャラリー巡りツアー、画廊レ
クチャー、落語会＆ミニライブを通して、幅広いアートに親しんでい
ただけるイベントです。

●
①【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。いずれも多彩なアート作品を楽しめるコースです。
● A コース： 現代作家の魅力に触れる　 

ギャルリーためなが→ヒロ画廊→柴田悦子画廊
● B コース： 多彩な技法の作品を楽しむ　 

アールグロリュー→靖山画廊→ギャラリー新居東京
● C コース： 近現代の洋画を堪能　 

日動画廊→銀座 柳画廊→至峰堂画廊 銀座店
● D コース： 多ジャンルからアートを鑑賞　 

ギャラリー林→石川画廊→銀座 黒田陶苑→東京画廊＋ BTAP
　※当日、各画廊は自由にご覧いただけます（12：00 ～ 17：00）。
　※ツアー中にミニコンサートが行われる画廊もあります。
◆日　時：11 月 3 日（土）　① 13：30 ～　② 15：30 ～（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 13 画廊（銀座 1 丁目～ 8 丁目）
申込方法
9 月 25 日（火）から 10 月 25 日（木）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
を終了してウェブに掲示します。◎結果はメールで連絡します。
■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］090-6797-5724（平日11：00～17：00）　［MAIL］artsoireeginza@gmail.com

●
②【全画廊巡りツアー】
ガイドが全参加画廊に引率
するツアーです。参加者には
イヤホンを付けていただき、
アンケート調査にご協力い
ただきます。
◆日　時： 11 月 3 日（土）　

15：00 ～ 17：00
◆定　員：15 名
◆場　所： 銀座ギャラリーズの 13 画廊（銀座 1 丁目～ 8 丁目）

●
③【画廊 Q ＆ A レクチャー】画廊を自力で巡ってみたい人向け
に、ベテランガイドと事務局が画廊の楽しみ方をレクチャーします。
これを聞けば、あなたも画廊巡りが趣味になるかも？
◆日　時：11 月 3 日（土）　13：30 ～ 14：30
◆定　員：30 名
◆場　所：銀座会議室（銀座 3-7-10）
②、③申込方法
9 月 25 日（火）から 10 月 25 日（木）までに、メールまたは FAX の件名に「11/3
全画廊」または「11/3 レクチャー」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。◎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。
◎結果は申し込みいただいた方法で連絡します。
■申込先：銀座ギャラリーズ 全画廊ツアー係 または レクチャー係

［FAX］03-3991-8806　［MAIL］info@ginza-galleries.com
※イベント番号①～③のうち、お申し込みできるのは1イベントのみです。ご注意ください。

●
④【落語会＆ミニライブ】今年は、ハンドパン演奏の「峯モトタ
カオミニライブ」と恒例の「柳
家さん生 落語会」の２本立
てです。ヒーリング音楽と銀
座の老舗シリーズ「ふきよせ」
をお楽しみください。
◆日　時： 11 月 3 日（土）　

11：40～12：50
◆定　員：60 名
◆場　所： 銀座会議室 

（銀座 3-7-10）
申込方法
10 月 21 日（日）までに、メールまたは FAX の件名に「11/3 落語ライブ」
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 落語ライブ係

［FAX］03-3991-8806　［MAIL］info@ginza-galleries.com

柳家さん生峯モトタカオ

中央区立京橋図書館

図書館のバックヤード業務を体験するツアー
図書館には、皆様の目に触れることのない、

「閉架書庫」と呼ばれる、刊行から相当の年
月を経た本など開架書架に配架していない本
を収蔵している場所があります。京橋図書館
の閉架書庫は、現在では珍しい二層式の構造
で、狭いスペースに多くの本を収蔵していま
す。今回、皆様に、昭和を感じさせるレトロ
な非日常的空間をご案内するとともに、実際
に本探しを体験できるガイドツアーを開催し
ますので、この機会にぜひご参加ください。
◆日　時：11 月 4 日（日）　13：30 ～ 14：30
◆定　員：14 名
◆場　所：京橋図書館  閉架書庫（築地 1-1-1）
申込方法
10 月 15 日（消印有効）までに、往復はがきに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

京橋図書館 昭和レトロな閉架書庫見学と
本探し体験のガイドツアー

公益社団法人 日本将棋連盟

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： 11 月 4 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 5-1-13）

申込方法
10 月 4 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 2-39-9

［TEL］03-3408-6165　［URL］http://www.shogi.or.jp/

中央区立築地社会教育会館

観て味わう飾り巻き寿司
川澄飾り巻き寿司協会会
長 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
寿司をお楽しみください。
◆日　時： 11 月 4 日（日）　 

① 12：00 ～ 13：00　
② 14：00 ～ 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 4-15-1）
申込方法
10 月 5 日（金）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（9：00 ～ 20：00）

実演 飾り巻き寿司

銀座将棋まつり

メゾンドネコ

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、月島～佃の街並みを歩
きながら撮影の実習をしま
す。最近写真撮影を始めた
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「絵本の世界」をテーマに、
MICAO さんの布＋ステッチ
の絵画展を開催します。
※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：11 月 4 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 名程度（午前のみ、午後のみも可）
申込方法
10 月 23 日（火）までに、メールでタイトルに「受講希望」と明記し、
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。◎定員を越えた場
合は抽選となります。◎抽選結果はメールで連絡します。
■申込先：メゾンドネコ　［MAIL］mail@fixx.sakura.ne.jp

簡単な蒔絵体験会

銀座の近現代建築めぐり！
Architectura Ginza（アルキテクトゥーラ・ギンザ）

一般社団法人 日本漆工協会

誰でも簡単にできる蒔絵体験

銀座たてもの展実行委員会

専門家と一緒に歩いて学ぶ近現代建築！

初心者でも楽しめる平易な漆器体験を通して地域の人々と
の交流の機会を創出し、地域の活性化と漆文化の振興に寄
与することを目的として開催します。木製漆器のお皿に簡
単な蒔絵の絵付けをする体験。参加者に用意してある絵の
図案を選んでいただき、その絵を元に絵筆で蒔絵の絵付け
を行っていただきます。
◆日　時：11 月 4 日（日）　① 10：00 ～ 12：00　② 13：00 ～ 15：00
◆定　員：各回 10 名　※当日参加枠もあります。
◆材料費：1,500 円／個（当日お支払いください）
◆場　所：新富区民館（新富 1-13-24）

申込方法
10 月 16 日（必着）までに、往復はがきに①氏名 ②住所 ③携帯電話
番号を記入してお申し込みください。◎開催日の 1 週間前までに返
信はがきにて抽選結果を郵送します。
■申込先：日本漆工協会 事務局
〒 104-0032　中央区八丁堀 3-18-7　［TEL］03-3555-1103

銀座は、まるで建築
ミュージアム！ 魅力的
な建築の宝庫です。巨
匠の丹下健三、メタボ
リズムの黒川紀章、プ
リッカー賞の伊東豊
雄、坂茂など著名な建
築家の作品が楽しめま
す。そこで、建築史家
の禅野靖司氏を案内人
に迎え、昭和から現代
に受け継がれる建築の
味わい方について、銀
座 8 丁目から 1 丁目ま
で解説付きでご案内し
ます。
◆ 日　時：11 月 3 日（土） 

① 10：30 ～ 11：30（英
語コース） ② 14：00 ～
15：00（日本語コース）

◆定　員：各コース 7 名

申込方法
9 月 24 日（月）から、メールで①氏名 ②住所 ③電話番号 ④年齢 
⑤希望時間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 菅原　

［MAIL］ginzamikke@outlook.jp

中銀カプセルタワービル（設計：黒川紀章）

メゾンエルメス（設計：レンゾ・ピアノ）

MIKIMOTO Ginza 2（設計：伊東豊雄）

ぶらぶら京橋 街歩きクイズラリー 
（ガイド付コース） （京橋エドグラン内） まちねこ美術館ワークショップ （①のみ）

アフタヌーン・ギャラリーズ （銀座会議室のみ）

日証館（内部）

薬研堀不動院

泰明小学校

三吉橋の碑


