
音大生による
フレッシュコンサート＆写真展
演奏活動豊富な音大生がクラシック
の名曲や親しみやすい曲をピアノ・
ヴァイオリン独奏、独唱、ピアノ連弾に
ユニークな演奏を交えお届けします。
楽しく元気の出る曲、美しい曲をご用
意し皆さまのご応募、ご来場を心より
お待ちしております。プログラムの表
紙は、写真家・浦島久氏の作品。会場
内ロビーにて「ハルニレ物語」の写真
展を開催します。フレッシュな演奏と美
しい風景写真で晩秋のひとときを優
雅にお過ごしください。招待はがきと
引き換えに「Hope」のポストカードを差
し上げます。

■	日　　時	：	11月1日（日）
	 		 	 ①15：00～17：00		②18：00～20：00
	 		 	 ※各回30分前から開場します。
■	定　　員	：	各回210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。
■	場　　所	：	月島社会教育会館4階　ホール
	 		 		（月島4ｰ1ｰ1　月島区民センター内）

9月30日（消印有効）までに、往復はがきに「まるごとミュージアム見学
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10月中旬に郵送します。
■申込先：京橋図書館　図書館サービス係
〒104-0045　中央区築地1ｰ1ｰ1　［TEL］	03-3543-9025

9月21日（月・祝）から10月20日（火）までに、電話でお申込みください。
◎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10：00～17：00）
［MAIL］	nishimoto@ozuwashi.net

9月25日（金）10:00から10月15日（木）18:00までに、電話、窓口、ま
たはメールでお申込みください。メールの場合は①氏名（ふりがな）

②住所	③電話番号（固定・携帯）	④メールアドレス	⑤参加希望時間を記入してお申
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：水天宮ピット「まるごとミュージアム2015－水天宮ピット　稽古場見学－」窓口
［TEL］	03-6661-6901　［MAIL］	s-pit@geigeki.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2015
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2015
事前募集イベントのご紹介をいたします。

中央区立京橋図書館

株式会社　小津商店

株式会社　パシフィックアートセンター

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

10月15日（必着）までに、往復はがき、メール、またはFAXで①氏名
②郵便番号	③住所	④電話番号	⑤FAX番号	⑥メールアドレス	⑦希

望時間を記入してお申込みください。◎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　［FAX］	03-3552-1430

10月1日（木）13時から電話でお申込みください。◎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

申込方法

銀座シャンゼリゼの会

ようこそ！！ 昭和のレトロへ 図書館員しか入れない閉架書庫をご案内します。
普段、京橋図書館で皆さんが目にしている本は、
所蔵する本の一部に過ぎません。多くの本は扉
の向こうにある閉架書庫の棚に整列して皆さん
の利用をお待ちしているのです。まるごとミュージ
アム当日、通常は利用者の方が立ち入ることの
出来ない２つの閉架書庫を人数限定で職員が
ご案内します。開設から105年の歴史を刻む京
橋図書館のバックヤードで、今も現役で利用され
ているお宝の一部を目撃できるかもしれません。
■	日　　時	：	11月1日（日）　13：00～14：30
■	定　　員	：	15名
■	場　　所	：	京橋図書館（築地1ー 1ー 1）		※	図書館外にある別置書庫も見学予定です。
	 		 	 	 徒歩による移動の時間（10分程度）があります。

オリジナル手和紙を作ろう
小津和紙は、創業
1653年の会社です。
1階は店舗と紙漉き
場、2階はギャラリー
と文化教室、3階は
小津史料館と小津
和紙照覧がありま
す。今回は、この日本
橋で手漉き和紙体験
と小津和紙の歴史
の紹介をします。
■	日　　時	：	10月31日（土）　①10：30～11：30　②14：00～15：00
■	定　　員	：	各回10名
■	場　　所	：	小津和紙（日本橋本町3ｰ6ｰ2）

演劇の稽古場を見学してみませんか？
大・中・小サイズの違う６つのスタジオと用途別のス
ペースを持つ水天宮ピットは、舞台芸術における新
たな創造・交流・発信の拠点を目指し、稽古場提供を
中心に都民のための交流の場としても展開してい
る施設です。開館5周年を迎え300以上の団体登録
があり、高い稼働率をもって運用しています。利用団
体から立地・周辺道路環境を合わせ高評価をいた
だいている水天宮ピットへ足を運んでみませんか。
■	日　　時	：	11月１日（日）
	 		 	 ①11:00～12:00　②13:00～14:00
■	定　　員	：	各回15名
■	場　　所	：	水天宮ピット（東京舞台芸術活動支援センター）（日本橋箱崎町18ｰ14）

「にちぎん体験2015」として、国の重要文化財である日本銀行本館のレク
チャー付き見学ツアーや、日本銀行職員が講師を務めるミニ見学付き市民講
座を実施します。また、10月31日（土）、11月1日（日）には、予約不要の特別展示
も開催します。なお、予約方法や展示内容等の詳細については、ウェブサイトを
ご参照ください。

【レクチャー付き見学ツアー】
■	日　　時	：	10月26日（月）～29日（木）、11月2日（月）・4日（水）
	 		 			※実施時間帯については、ウェブサイトをご参照ください。
■	対　　象	：	小学校5年生以上
■	定　　員	：	各回60名
■	場　　所	：	日本銀行本店本館（日本橋本石町2ｰ1ｰ1）

【ミニ見学付き市民講座】
■	日　　時	：	10月31日（土）・11月1日（日）　①10：30～12：00　②13：30～15：00
■	対　　象	：	小学校5年生以上
■	定　　員	：	各回60名
■	場　　所	：	日本銀行本店本館（日本橋本石町2ｰ1ｰ1）

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皆さまに歌い、一緒に感じて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。
■	日　　時	：	11月1日（日）　①12：30～　②15：15～		（各回90分程度）
	 		 	 ※各ステージ入替え制		（①12：00　②14：45		開場）
■	定　　員	：	各回100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。
■	場　　所	：	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）

9月23日（水・祝）から募集を開始します。◎イベントの詳細および事前
予約方法はウェブサイトで公表します。◎事前予約が必要なイベント

は、すべて先着順となります。
■申込先：日本銀行情報サービス局「にちぎん体験2015」係
［TEL］	03-3277-2568　［MAIL］	post.prd4@boj.or.jp
［URL］	http://www.boj.or.jp/

申込方法

日本銀行

開催中の特別展「蔵王権現と修験の秘宝」についての解説を受けた後、展示
をご覧いただきます。本展は、修験道の根本聖地である金峯山寺ほかの、奈
良県吉野金峯山修験に関わる仏像、曼荼羅図と、経筒、経箱など経塚遺品、
そして早くから地方の山岳宗教の地で修験道の拠点となり、崖上に建つ国宝

「投入堂」で有名な鳥取県三徳山三佛寺の多数の蔵王権現像を一堂に展
示する、まさに「天空の神と仏の世界」が眺望できる画期的な展覧会です。
■	日　　時	：	11月1日（日）　14：00～		（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）

10月8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

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

三井記念美術館

川と陸から日本橋地域の歴史文化を再発見！！
川ツアー 【クルーザー「アーバンランチ号」による隅田川～日本橋川周遊ツアー】
江戸時代から昭和初期まで、物流の
中心機能として数多くの河岸（かし：荷
揚げ場）があった隅田川～日本橋川一
帯を豪華クルーザー「アーバンランチ
号」で巡ります。専門ガイドによる解説付きツアーです。
■	日　　時	：	11月1日（日）　①13:00～　②13:45～　③14:30～		（各回40分程度）
■	定　　員	：	各回20名　※当日参加枠もあります。
	 		 	 ◎小学生以下の方は保護者同伴で参加してください。	
■	受付場所	：「浜町防災船着場」隅田川テラス上の遊歩道（日本橋浜町1丁目）

0才から大人まで楽しめる音楽空間を体験しよう！
月島の音楽教室が全ての教室を開放します。
楽器体験や歌唱指導、親子リトミックなどプロ
の講師によるレッスンを体験できます。この機会
に興味のある楽器にさわってみませんか？また、
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）
●うたごえサロン教室
　懐かしい歌などをみんなで楽しく歌いましょう！
　■時間：9：30～　■対象：大人のみ　■定員：8名
●ヴォイストレーニング
　■時間：①10：00～　②15：00～　■対象：小学生以上
　■定員：各回8名
●親子リトミック　0才から家族みんなでリズムを楽しみましょう！
　■時間：①13：00～　②13：40～　■対象：0才からのお子さまとその保護者
　■定員：各回12名

【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　※お申込時に希望の時間帯をお聞きします。
　■定員：各楽器20名

【ミニコンサート】（各回20分程度）
　0才から大人までお楽しみいただける内容です。
　■時間：①11：00～　②14：30～　③16：00～
　■定員：各回15名
■	日　　時	：	11月1日（日）
	 		 	 ※イベントによって時間は異なります。
■	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。

陸ツアー【コミュニティサイクル（自転車）を使って神社・寺院を巡るツアー】
今秋から新しく始まる中央区のコミュニティサイ
クルを利用して、地域の名所をスタンプラリー
形式で巡っていただきます。今回のテーマは神
社・寺院です。ご参加いただき、アンケートにお
答えいただいた方には粗品を進呈します。
■	日　　時	：	11月1日（日）　10：00～17：00（最終受付15：30）※所要時間は1～2時間程度
■	定　　員	：	50名　※当日参加枠もあります。
	 		 	 ◎自転車の規格により身長145㎝以上の方に限ります。	
■	受付場所	：	①「浜町防災船着場」隅田川テラス上の遊歩道（日本橋浜町1丁目）
	 		 	 ②コレド室町1	地下1階「日本橋案内所」（日本橋室町2ｰ2ｰ1）

10月15日（必着）までに、はがきに①希望するツアー名（1枚のはがき
にどちらか一つ、川ツアーの場合は希望時間（複数選択可））、②氏名	

③年齢	④住所	⑤電話番号を記入してお申込みください。◎はがき1枚でご家族内複
数名お申込みできます。その場合は②③は参加者全員、④⑤は代表者の情報を記入
してください。◎定員を超えた場合は抽選となります。◎当選者のみ10月24日（土）
までに案内状を郵送します。◎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：日本橋地域ルネッサンス100年計画委員会
〒103-0027　中央区日本橋2ｰ3ｰ4　日本橋プラザ株式会社内
［MAIL］	r-ishii@mitsuifudosan.co.jp

申込方法

日本橋地域ルネッサンス100年計画委員会

ピアノアートサロン音楽教室

当日お待ちしております。（講師）

樋口佳大（Pf）
横田木乃美＆田村咲野　河田まりか（Sop）
（Piano	Duo）Ciel×Lune　東京音楽大学

浦島久「Hope」

野尻弥史矢（Vn）　桐朋学園大学
ⒸShigeta	imura	

うたごえサロン教室

親子リトミック

10月15日（必着）までに、往復はがきに①郵便番号	②住所	③希望者
全員の氏名	④年齢	⑤希望時間（①、②またはどちらでもよい）を記入

してお申込みください。◎往復はがき1枚につき4名までお申込みできます。◎車イ
スで来場される方は、往復はがきにその旨お書きください。◎定員を超えた場合は抽
選となります。◎抽選結果は10月24日（土）頃までに郵送します。
■申込先：「音楽日和」「ハルニレ物語」招待券係
〒104-0044　中央区明石町8-1　聖路加ガーデン内郵便局留
［MAIL］	bigshipconcert@gmail.com

申込方法

「音楽日和」実行委員会

国宝　蔵王権現鏡像　平安時代・長保3年（1001）　總持寺
画像提供：東京国立博物館　Image:TNM Image Archives



【 ギャラリー巡りツアー】銀座の画廊を巡って美術の秋を満喫しよう
「コミュニケーションの場としての画廊」を目指し、銀座1丁目から8丁目の16ギャ
ラリーが参加します。画廊に興味があるけれど入ったことがない方、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。多彩なジャンルの作品を楽しめる4コースをご用意しました。
●Aコース ： 旬な現代作家の個展を鑑賞　ギャラリーアートもりもと／日動画廊／村越画廊／小林画廊
●Bコース ： 多作家、多ジャンルで感性に刺激
    銀座ジャンセンギャラリー／秋華洞／Galleria Col／柴田悦子画廊
●Cコース ： 心を豊かにする出会い　ギャラリー林／至峰堂画廊  銀座店／銀座  柳画廊／表玄
●Dコース ： 刺激と癒しのコラボレーション
    靖山画廊／東京画廊＋BTAP／資生堂ギャラリー／銀座  黒田陶苑
◎ツアー以外でも自由にお入りいただけます。（12：00～17：00）
■	日　　時	：	10月31日（土）　①13：30～　②15：30～（各回70分程度）
■	定　　員	：各コース各回8名
■	場　　所	：	銀座1丁目～8丁目の画廊

アートを作って、自分を見つめてみよう！
数えきれない程たくさんの小さな丸を和紙に描いた土井宏之(Hiroyuki Doi)
氏の作品は、ニューヨークやパリで高い評価を得ています。参加者の皆さんに
は、三年連続して開催中の「土井宏之展 ペン＆アート2015」を鑑賞していただ
くほか、土井氏に直接質問したり、実際に作品を描くところを見ていただいた
後に、土井氏と同じペンと和紙を用いて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1日（日）　14:00～15:00
■	対　　象	：	小学生以上
■	定　　員	：	20名
■	場　　所	：	パイロット	ペン・ステーション	ミュージアム＆カフェ（京橋2ｰ6ｰ21）

日本橋から南三陸を応援しよう！！
江戸時代の商家ではいけばなは楽しみ、またたしなむものの一つでした。今回
は、親子1組になり手ぬぐいを使ってペットボトルを花器に見立て、簡単で誰でも
できるいけばなを体験していただきます。生活の知恵やちょっとした小物使い
で、五感を楽しむスタイルの提案をします。花材や手ぬぐいは南三陸応援の意
味を込めたものを用意する予定です。一緒に東北を応援しましょう。
◎講師：大泉麗仁氏（華道家）
■	日　　時	：	11月1日（日）　①14：00～15：30　②16：00～17：30
■	対　　象	：	小・中学生とその保護者（2名1組）
■	定　　員	：	各回7組14名
■	材 料 費	：	500円（当日お支払いください。）
■	場　　所	：	わたす日本橋（日本橋1ｰ5ｰ8）

ハーピスト体験＆ミニ演奏会を開催
銀座十字屋が運営するハープ教室で、ハーピストになりきってもらう「ハープ奏
者おしごと体験」（要事前申込）を開催します。ハープのお話しや体験をはじ
め、演奏にチャレンジしていただきながら、ハーピスト気分を味わっていただきま
す。また、プロのハーピストの演奏を通して、お子さまたちの好奇心や探究心を
刺激します。よりハーピスト気分に浸っていただくために、お持ちの衣装で演奏
にチャレンジすることもできます。13：30（開演14：00）からは会場を開放して、老
若男女にハープの音色をお楽しみいただけるミニ演奏会を実施します。こちら
は予約不要ですので、当日会場へ直接お越しください。
■	日　　時	：	11月1日（日）　11：00～12：40
■	対　　象	：	小学生
■	定　　員	：	8名
■	場　　所	：	銀座十字屋ハープ＆フルートサロンhanare
	 		 		（銀座4ｰ4ｰ5　銀座籏ビル5階［シネスイッチ銀座の建物］）

専門家と一緒に「リスペクト! 銀座建築」
銀座は、魅力的な建築の宝庫で
す！近代建築の巨匠、丹下健三を
はじめ、メタボリズムの黒川紀章、
プリツカー賞の伊東豊雄、坂茂な
ど著名な建築家の作品を楽しめ
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
在へと受け継がれる建築の味わ
い方について、銀座1丁目から8丁
目まで解説付きでご案内します。
※アルキテクトゥーラとは、ラテン語で建築を意味しています。

■	日　　時	：	11月1日（日）	 ①10：30～12：00	※英語コース
	 		 	 	 ②15：00～16：30	※日本語コース
■	定　　員	：	各回10名

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。
■	日　　時	：	11月1日（日）　13：30～16：30
■	定　　員	：	40名
■	場　　所	：	泰明小学校校庭（銀座5ｰ1ｰ13）

9月24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メールアドレスあるいはFAX番号を記入してお申

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
［URL］	http://yoshikootsukafineart.com

申込方法

中央区まるごとミュージアム2015
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2015
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2015
事前募集イベントのご紹介をいたします。

区内の各所を、中央区文化財サポーターが約90分でご案内します。
●旅の始まり「東海道」
旅の始まりは日本橋。広重や千葉定吉も歩いた東海道。進化し続ける中央通りから東
海道を垣間見る。
●日本橋七福神と人形町めぐり
お正月には大変賑わう日本橋七福神。混んでいないこの時期に、お参りしながら人
形町界隈を散策。
●2020年東京オリンピック選手村は何処？
選手村の建設に向け姿を変えていく勝どき・晴海地区の様子を水辺の景観も楽しみな
がら散策。
●移転前の築地市場の周辺を歩く
昭和10年に開場した築地市場は、平成28年の施設完成後に豊洲へ移転する。その
前に市場周辺を散策。
■	日　　時	：	11月1日（日）　①10:00～11:30　②13:30～15:00
■	定　　員	：	各コース各回15名

10月16日（必着）までに、中央区観光協会が発行する「まち歩き」ツアー
パンフレットの専用往復はがき、または往復はがきに①希望のコース

②参加希望時間	③参加者全員の氏名（ふりがな）	④年齢	⑤住所	⑥電話番号を記入
してお申込みください。◎専用往復はがきの場合、往信用・返信用に切手を貼付して
ください。◎中央区観光協会ウェブサイトからもお申込みいただけます。◎定員を超
えた場合は抽選となります。
■申込先：中央区観光協会「まち歩きツアー」係
〒104-0061　中央区銀座1ｰ25ｰ3　京橋プラザ3階
［TEL］03-6228-7907　［URL］http://www.chuo-kanko.or.jp

申込方法

日本橋・獅子像 日本橋七福神・椙森神社 波除稲荷神社 築地場外市場

中央区観光協会

【柳家さん生　落語会】銀座の老舗をテーマにした恒例のシリーズ
銀座の老舗をテーマにしたシリーズの中から、新作「ふ
きよせ」を披露します。粋な話芸をお楽しみください。
■	日　　時	：	10月31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21日（月・祝）から10月18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電話番号（日中つながる番号）

を記入してお申込みください。◎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。各コースが定員に達しているかどうかは、専用申込フォームよりご
確認ください。
■申込先：銀座ギャラリーズ　［MAIL］	info@ginza-galleries.com
［URL］	http://www.ginza-galleries.com/afternoon.html

10月10日（土）までに、メールで①氏名	②メールアドレス	③電話番号
（日中つながる番号）を記入してお申込みください。◎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でお送りします。
■申込先：銀座ギャラリーズ寄席　［MAIL］	info@ginza-galleries.com

申込方法

申込方法

Yoshiko Otsuka Fine Art International, パイロット ペン・ステーション

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

銀座ギャラリーズ

10月9日（必着）までに、はがき、またはメールで①氏名	②年齢	③学年
④身長	⑤住所	⑥電話番号	⑦楽器経験の有無（有りの方は、楽器名と

期間）	⑧衣装を持参する、しないを記入してお申込みください。◎定員を超えた場合
は抽選となります。◎当選者のみにパスポートを郵送します。
■申込先：銀座十字屋ハープ＆フルートサロンhanare
〒104-0061　中央区銀座4ｰ4ｰ5　銀座籏ビル5階
［MAIL］	h-harp@ginzajujiya.com　［TEL］	03-6228-6116

10月8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込みください。

◎返信おもて面に住所・氏名を忘れずに記入してください。
◎定員を超えた場合は抽選となります。
■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

10月4日（日）までに、メールで①氏名	②住所	③電話番号	④年齢	
⑤職業	⑥参加希望時間を記入してお申込みください。◎定員を超え

た場合は抽選となります。◎当選者のみ締切日の翌週にメールでご連絡します。
■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

株式会社　銀座十字屋

公益社団法人　日本将棋連盟

銀座たてもの展実行委員会

ドクターグリップ・万年筆の組立教室
【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。
■	日　　時	：	11月1日（日）　11：00～12：00
■	対　　象	：	小学校3年生以上（2名1組）　※おひとり様での申込可	
■	定　　員	：	12組24名
■	場　　所	：	パイロット・ペン・ステーション（京橋2ｰ6ｰ21）

観て味わう飾り巻き寿司＆女子力ＵＰブレスレット
【実演　飾り巻き寿司】
日本すし学院のインストラクター
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	：	11月1日（日）
	 		 	 ①12：00～13：00
	 		 	 ②15：00～16：00
■	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）

あなただけのハートアートがつくれます
コミュニケーションツールとしての「ハートアート」を様々な身近な素材を使っ
て、体験型アートイベントを人気アーティスト達がサポートします。会期中、ダ
ンボールや虹色鉛筆、墨を使ったハートのワークショップを開催します。ワー
クショップを通じて、人と人のふれあいコミュニケーションを共有します。参加
型の新たな創造の起点に「ハートアート展」がなります。
※このワークショップは、材料費がかかります。詳しくは、お申込時にご確認ください。

A【ダンボールとスパンコールで創る「ハートアート」】
虹色鉛筆でお絵かき体験ワークショップ
◎講師：虹丸氏
■	日　　時	：	11月1日（日）　①13:00～14:30　②15:00～16:30
■	定　　員	：	各回10名
■	場　　所	：	つきじTASSぎゃらり～若松屋（築地6ｰ12ｰ3）

B【墨彩で作る和のハートアートを作るワークショップ】
◎講師：柴山明子氏
■	日　　時	：	11月1日（日）　①13：00～14：30　②15：00～16：30
■	定　　員	：	各回10名
■	場　　所	：	つきじTASSぎゃらり～若松屋（築地6-12-3）

【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。装着する
インキは8色からお好きな色を選べます。完成品はお土産としてお持ち帰り
いただけます。
■	日　　時	：	11月1日（日）　12：30～13：30
■	対　　象	：	小学校5年生以上（2名1組）
	 		 	 ※おひとり様での申込可
■	定　　員	：	12組24名
■	場　　所	：	パイロット・ペン・ステーション	
	 		 		（京橋2ｰ6ｰ21）

【簡単！コットンパールブレスレット作り】
ジュエリーデザイナーの眞野りつ氏を講師に、流行のコットンパールを使った
ブレスレットを作ります。初めての方
にも簡単なデザインですので、どな
たでもご参加いただけます。
■	日　　時	：	11月1日（日）
	 		 	 ①11：00～12：00
	 		 	 ②13：30～14：30
■	定　　員	：	各回10名
	 		 	 ※当日参加枠もあります。
■	材	料	費	：	500円
	 		 		（当日お支払いください。）
■	場　　所	：	築地社会教育会館
	 		 		（築地4ｰ15ｰ1）

10月10日（必着）までに、はがきに①希望の講座名	②申込者氏名	③
参加者氏名	④申込者との関係	⑤年齢（学生は学年）	⑥郵便番号	⑦

住所	⑧電話番号	⑨参加者同士の関係を記入してお申込みください。◎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（火）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　営業業務部内　中央区まるごと事務局
〒104-8304　中央区京橋2ｰ6ｰ21　［TEL］03-3538-3700（代）

10月5日（月）9:00から電話でお申込みください。
◎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27日（火）12時より当会場において先着順で受付けます。
◎定員になり次第、受付を終了します。◎A、B両方のコースに参加する

ことも可能です。
■申込先：つきじTASSぎゃらり～若松屋　〒104-0045　中央区築地6ｰ12ｰ3

申込方法

申込方法

申込方法

株式会社　パイロットコーポレーション 中央区立築地社会教育会館

つきじTASSぎゃらり～若松屋

つきじTASSぎゃらり～若松屋

柴山明子氏／墨彩画

西村公一氏／ハートアーティスト

虹丸氏／
ダンボールアート・
虹色鉛筆

10月15日（必着）までに、はがきに①参加希望時間	②参加者氏名	
③年齢（学年）	④住所	⑤電話番号を記入してお申込みください。

◎定員を超えた場合は抽選となります。◎当選者のみ10月24日（土）までに案内状を
郵送します。◎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：NPO法人　はな街道　まるごとミュージアム係
〒103-0013　中央区日本橋人形町1ｰ5ｰ5　［MAIL］	info@hanakaido.info

申込方法

NPO法人　はな街道
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