
日日2020.3.1 ~3.29

展覧会・ワークショップ・コンサート
まちでアートに出会う4週間

大森アートフェスタ2020

Take Root ―根ざす―

より深く、より広く。
おのおのの足元を見つめる冒険に
みなさんをご案内します。
たくさんのワクワクを用意してお待ちしています。

Take Root ―根ざす―

後援●大田区

詳しくはウェブサイトで

www.oomori -oavp.net
※各イベントの問合・申込は主催者へお願いします

お問合せ

〒143-0023 東京都大田区山王3-27-6 NPO法人大森まちづくりカフェ

大森アート・ヴィレッジ プロジェクト事務局

03-5935-7881 (平日13-17時) art@oomori-cafe.com

2020

レストランフロア
エスカレーター脇

（大田区大森北1-6-16）

アトレ大森 5F

日3 1 ～
11:00～23:00

大森アートフェスタ2020展

日

29

＠

観覧無料 直接会場へ

展示

大森アートフェスタ2020参加企画を
一挙ご紹介！まずはここから。

2020
火3 24

19:00～21:00
アーティスト・トーク

アート×ローカル×メディア（仮題）

第110回まちカフェ夜学
〈シリーズ : まち×アートの可能性〉

京浜島で行われた音楽とアートの祭典「鉄工島フェス2019」で「鉄工島アイ
デアジャンボリー」のグランプリ受賞作品「Mobile Mini-FM Station～
ドローカルの情報発信！～」を出展した、生まれも育ちも大田区の山口直美
さん。ラジオにまつわるデザインワークを手掛かりに、アートをローカルな場
で展開すること、ローカルなテーマをアートにすることの意味や可能性につ
いて語っていただきます。

＠

話題提供者

入新井集会室 小集会室
(大田区大森北1-10-14 Luz大森4階)

￥ 一般1,500円(ワンドリンク＋おつまみ付)

要事前申込

山口直美 (グラフィックデザイナー)

office@oomori-cafe.com

定　員：20名（先着順）
申込先：NPO法人大森まちづくりカフェ

03-5935-7881
http://www.oomori-cafe.com/
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足元を見つめる冒険へ

アートなまちたんけんに出かけよう！
フラッグが

目印！
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例えばこんなルート※

※イベントごとに開催日時が異なります。各イベントの問合は主催者へお願いします。

A 大森アートフェスタ2020展をチェック！

コミュニティサイクルも便利！

現代アートに触れる

手づくりの魅力と
文士の足跡を探る

住宅街で新たな発見！
アートの感性を育む

アートが息づく
商店街そぞろあるき

期間中、大森の随所で開催されている展覧会・ワークショップ・
コンサート。各イベント右の　 で で場所を確かめながら
パンフレット片手に大森のアートをどうぞご堪能ください。
ときにはアートが楽しめるカフェでひとやすみ、もいいですね。

英字

大森駅東口
からバス

大森駅西口
からバス

大森/池上駅へバス

西馬込駅から
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土3 28
14:00～

同時開催決定！

桜を見ながら
ノルディックウォーク
～池上本門寺・洗足池コース～

Z

詳しくは
こちら→

展示イメージ

鉄工島フェス
2019の様子



※2020年1月現在の予定です。掲載情報の内容は事前の
　予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

大森アートフェスタ2020
イベントスケジュール

日 日2020.3.1  ~3.29 日日2020.3.1 ~3.29

展覧会・ワークショップ・コンサート
まちでアートに出会う4週間

大森アートフェスタ2020

Take Root ―根ざす―

おもう・つくる・あそぶ ジュニアアートスクール作品展

日　時：3月4日(水)～29日(日)　10:30～17:00　火曜定休
会　場：大森アートポジション 1階ギャラリースペース (大田区大森北1-37-4)
〈ワークショップ〉対   象：4歳以上　 定　員：各回6名まで
問　合：同 　　03-6450-0337　https://oomori-art-position.jimdo.com

観覧無料 直接会場へ

子どもたちの作品展示をご覧いただきながら、大人も子どもも作品作りを楽しむ
ワークショップを開催します。※ワークショップ詳細は会場へお問合わせください

作品展示/ワークショップ

穴のむこうの愉快な世界展
展覧会 観覧無料 直接会場へ

観覧無料 直接会場へ

懐中電灯で穴の中を照らしてからそおっとフタを外してみよう。
フーキッズ作『愉快な世界』ご覧あれ～♪

アトリエフーの公開レッスン
公開レッスン

卵の殻を使ったコンテスト作品を製作中！
9連覇目指して奮闘の様子をご覧ください。
講　師：フー先生とフーキッズ
日　時：3月2日(月)～28日(土）大森アートフェスタ2020期間中随時
　　　 平日16:00～18:00、土曜日9:00～13:00

会　場：キッズアートクラブ アトリエフー(大田区中央4-4-2)
問　合：同 　03-5709-0612 　foo@brunch-cw.com
http://www.brunch-cw.com/

日めくりカレンダーのような○○
ワークショップ

一年で一番好きな日はいつ？それがいつも見えてると楽しいよね♪
ダンボールとシールで○○作ろう！！
講　師：フー先生（小関ゆみ）
日　時：3月20日(金)・21日(土)　13:00～14:30
対　象：年長～中学生(親子合作OK)
定　員：各回4名程度 参加費：500円

日　時：3月20日(金)～22日(日)　11:00～16:00

要事前申込

シルクスクリーンでオリジナルランチョンマットをつくろう！

いずれも
講　師：谷川 翼、谷川 節
会　場：ラムネ図工室(大田区南馬込4-45-9)
申込先：同 　zukou@ramneworks.com　https://ramneworks.com

ワークショップ 要事前申込

自分で書いたデザインをシルクスクリーンでプリントして
オリジナルのランチョンマットをつくります。
日　時：3月15日(日)・22日(日)・29日(日）各日2回
　　　 ①10:00～、②14:00～  1回2時間～2時間半程度
対   象：5歳以上　 定　員：各回8名　参加費：1,500円

ラムネ図工室 無料体験
公開レッスン

絵画と工作のアトリエ。一人一人の素直な表現を大切にしています。
ぜひ遊びに来てください！
日　時：3月14日(土)・21日(土)・28日(土）各日 10:30～19:00
対   象：年長～高校生　 参加費：無料

要事前申込 入場無料
※ランチョンマットのみ追加＋500円

LINE公式アカウントが便利→
ID：636ifmqu

作品展示 観覧無料 直接会場へ

hanatomo Flower Art展～アーティストと子どもたち～

日　時：３月21日(土）・22日(日) 
会　場：大田文化の森 1階展示コーナー（大田区中央2-10-1）

色々な分野のアーティストと子ども達が「花」をテーマに創る展覧会

春を楽しもう♪happy Easter♪
ワークショップ 要事前申込

卵にペイントした後、イースターフラワーリースを製作します。
日　時：3月22日(日) ①10:00～11:30、②12:30～14:00
会　場：大田文化の森 3階第一会議室（大田区中央2-10-1）
対   象：未就学児は保護者同伴　参加費：1,000円
定　員：各回15名 ※申込多数の場合は抽選
申込方法：氏名・年齢・電話番号・住所・参加人数・希望時間（午前・午後）を
　　　 お知らせください。締切：3月14日（土）
申込先：hanatomo 中谷真紅　 090-8306-4113 
   　hanatomo.makoo@gmail .com
　　　 https://www.hanatomo-flower.com/

エバグリーン親子展
作品展示

日　時：3月2日(月)～28日(土) 11:00～18:00　日曜祝日定休
会　場：コーヒーショップエバグリーン(大田区中央2-9-15)
問　合：同 　03-3771-1631

直接会場へ

親子二人で描きためた、パステル画・日本画・水彩画・フレスコ画をお楽しみください。

筆文字で自分を表現してみよう！

筆のおもしろさや書体の種類を知りながら、遊び心で色紙に墨書。
色々なもので周りを描き作品に仕上げます。

ワークショップ 要事前申込

講　師：小木貴穂[おぎきすい]
日　時：3月22日(日) 13:30～15:30
会　場：大田文化の森 3階 第2創作工房 美術室(大田区中央2-10-1)
対   象：5歳以上 　定　員：10名 参加費：500円
申込先：小木貴穂　 090-9678-6817　 syohou_ogi@yahoo.co.jp

―ORULI― 茶安土・前川かおるの服

直接会場へ観覧無料

①

②

―春薫る― 帽子と手織りの二人展

展覧会

日　時：3月5日(木)～15日(日)  11:00～18:30※最終日～17:00

帽子小屋kita-kamakuraさんと＊シゲタアケミさんとの二人展。
季節の装いを彩る帽子と巻きものが並びます。

デザイナー前川かおるさんのショップ茶安土で展開する
オリジナルウェア―ORULI―を展示・販売します。

日　時：3月19日(木)～29日(日)  11:00～18:30※最終日～17:00

会　場：葡萄屋ギャラリー(大田区山王3-29-3)　月曜・火曜休廊
問　合：同　 03-6429-7331　　　「葡萄屋ギャラリー」で検索

ミニ額12か月
作品展示

日　時：大森アートフェスタ2020期間中[常設]　会　場：大田区中央8-22-1

観覧無料 直接会場へ

季節のミニ額を展示しています。

外壁の展示場  私たちの「マイギャラリー」
作品展示 観覧無料 直接会場へ

陶芸サークルによる2週単位の常設ギャラリー。
大森アートフェスタ2020期間中は1週単位とし、休みなしで行う予定です。
日　時：

会　場：外壁ギャラリーIWAI (大田区中央2-9-11、入新井第二小正門前)

2月21日(金)～29日(土)桜井悦子、
3月8日(日)～14日(土)糸井和子、
3月22日(日)～29日(土)岩井祐一、
4月15日(水)～27日(月)宮内裕美

3月1日(日)～7日(土)高橋敬子、
3月15日(日)～21日(土)田中みつ子、
3月31日(火)～4月13日(月)小寺明、

トキザワ眼鏡店 現代アートウインドウギャラリー
作品展示

日　時：大森アートフェスタ2020期間中  9:00～20:00　木曜定休
会　場：トキザワ眼鏡店ウインドウギャラリー(大田区大森北4-24-8)
問　合：トキザワ眼鏡店 　03-3761-8804　 nqj28333@nifty.com

観覧無料 直接会場へ

老舗眼鏡店で、現代アーティストの作品を月替わりで展示しています。 日　時：3月6日・13日・20日・27日(いずれも金)
　　　 3月7日・14日・21日・28日(いずれも土)
会　場：テオの帽子アトリエ(大田区南馬込)
申込先：同 　03-3775-8430

テオの帽子アトリエ 帽子をかぶく
作品展示 参加無料

帽子作家・松本由伎子がチャカサン織の名手ドボルさんの故郷ナガランドを
訪ね、文化交流から生まれた美しい帽子です。

要事前申込

各日13:00～17:00

作品製作中！

作品例

足元を見つめる冒険へ

フラッグが
目印！
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詳しくはウェブサイトで

www.oomori -oavp.net
※各イベントの問合・申込は主催者へお願いします

お問合せ

〒143-0023 東京都大田区山王3-27-6 NPO法人大森まちづくりカフェ

大森アート・ヴィレッジ プロジェクト事務局

03-5935-7881 (平日13-17時) art@oomori-cafe.com

臨床美術作品展

会　場：Caffe PACE[カフェ・パーチェ] (大田区大森北1-29-15)

作品展示

誰もがアーティスト。子どもから高齢者、障害のある・ないにかかわらず、
皆さんの作品がならびます。
日　時：3月2日(月)～28日(土) 9:00～17:00　日曜定休

臨床美術ワークショップ
ワークショップ

誰もが楽しめる作品を作れるカリキュラムを用意しています。
講　師：池浦順子、高橋淳ほか臨床美術士数名
日　時：3月14日(土)・28日(土）各回 15:30～16:45予定

定　員：各回10名程度 参加費：1,300円(ドリンク代込) 
申込先：   090-5526-4835　 rinsyoubijutu16@gmail .com

要事前申込

直接会場へ

大名庭園の魅力
公開講座 要事前申込

講　師：古屋伸樹
日　時：３月13日(金）10:15～11:45
会　場：入新井集会室 大集会室 (大田区大森北1-10-14 Luz大森4階)
定　員：40名 参加費：1,200円
申込先：令和カルチャーセミナー松田 博　 03-6411-5579　 hir1297@hb.tp1.jp

将軍の庭を紙上散歩します。

当工房オリジナルで一番人気！270種類のガラスパーツを
自由に組み合わせてカラフルなお皿を作ります。(後日のお渡し)
時　間：開催日[＊]各 13:00～14:30、15:00～16:30、17:00～18:30
対   象：5歳以上 定　員：各回合計5名まで
参加費：2,750円～ ※サイズによって金額が変わります、当日工房でお決めください。

キャンディボウル体験

当工房オリジナル！270種類のガラスパーツを自由に組み合わせて
カラフルなお皿、または時計を作ります。(後日のお渡し)
時　間：開催日[＊]各 13:00～14:30、15:00～16:30、17:00～18:30
対   象：5歳以上 定　員：各回合計5名まで
参加費：2,750円～ ※サイズによって金額が変わります、当日工房でお決めください。

キャンディプレート体験

①～④いずれも
開催日：3月1日(日)・7日(土)・8日(日)・14日(土)・15日(日)・
　　 　3月20日(金)・21日(土)・22日(日)・28日(土)・29日(日)
講　師：君島修二・君島恵里子(ガラス作家)
会　場：Lucky Glass Studio[ラッキーグラススタジオ] (大田区中央4-22-17)
問　合：同　 090-9158-2571(君島修二)
　　　　  　 luckyglasstudio@gmail .com　http://luckyglass.tokyo/

①

②

フォトフレームづくり③

時　間：開催日[＊]各 13:00～14:30、15:00～16:30、17:00～18:30
対   象：5歳以上 定　員：各回合計5名まで
参加費：1,980円～ ※サイズによって金額が変わります、当日工房でお決めください。

吹きガラス体験④

コップや一輪挿しを作ります。色は40種類から選べます(後日のお渡し)
時　間：開催日[＊]各 11:00～12:00、13:00～14 :00、
 　　　 　 14 :30～15:30、16:00～17:00
対   象：10歳以上 定　員：各回2名(体験は1人ずつ) 参加費：3,850円

※お早めのご予約をおすすめいたします。

予約受付フォームが便利です↓

ガラス工芸体験
ワークショップ 要事前申込

※詳細はホームページ内の特設ページをご覧ください。

[＊]

ワークショップ

①

②

要事前申込

①～②いずれも
会　場：こらぼ大森 2階 情報交流室Ⅱ おおたオーガニックファーム
　　　  (大田区大森西2-16-2)
申　込：同　 　03-3763-7314(平日10-16時)
　　　　　  office@ota-organic-farm.com　
http://www.ota-organic-farm.com/

ビーズアクセサリー作り体験
リリアン器、またはかぎ針を使ったネックレス・バックチャーム作り。
講　師：岡田絹栄
日　時：3月6日(金）、13日(金)  各回10:00～12:30
対   象：18歳以上 定　員：各回5名　参加費：1,000～1,500円

※ドリンク代別

彫紙アートで作ろう
重ねた紙をアートナイフで彫り、色や奥行のある
アートカードケース(4日)・タンブラー(18日)作りを楽しみましょう。
講　師：よしだみよこ　
日　時：［カードケース］3月4日(水） 13:30～15:30
　　　 ［タンブラー］3月18日(水）  13:30～15:30
対   象：18歳以上　定　員：各回6名　参加費：2,000円

(材料費・ドリンク代込) 

要事前申込

祖母の刺繍絵と水彩画
作品展示 直接会場へ

ハンドメイドアクセサリーのワークショップ
ワークショップ

初心者様でもOKのハンドメイドピアス、またはイヤリングのワークショップ
です。いくつかの中からお好みのパーツを選び、作成していただけます。
講　師：榎本真由美　対   象：中学生以上　定   員：各日3名
参加費：1,500円(材料費・コーヒーまたは紅茶代込) 

申込方法：年輪cafe営業時間内での希望日時、ピアスまたはイヤリングの希望
　　　 をメールか電話でお知らせください。

日　時：年輪café営業時間内 ※営業日時はウェブサイトをご確認ください
会　場：年輪café (大田区大森北6-21-5グロースリングオオモリ1階)
問　合：同 　k519m327@icloud.com  https://ameblo.jp/mayumi-124/

祖母の刺繍絵（額）と、祖母が描きためた水彩画ファイルの閲覧。

時空を超えて～複弦の響き～
コンサート

出　演：桂田實(リュート・ラウド・ギター）、大山功(チャランゴ・ギター)
日　時：3月15日(日) 14 :30開演　　定　員：15名程度
参加費：1,000円（ドリンク・菓子付）
会　場：カフェ・ブランサヤ(大田区中央4-24-6)
問　合：同 　090-6347-5899　 bulansaya2006@nifty.com 

リュート/ラウド/チャランゴの複弦楽器で、
クラシック～南米音楽～映画音楽を演奏。

要事前申込

手作り山王マルシェ(仮題)

作品展示

日　時：大森アートフェスタ2020期間中 ※詳細は会場前の掲示をご覧ください
会　場：ギャラリー・クラシック(大田区山王3-30-5)
問　合：同 　080-5440-2957　 clasic_studio@i-mai l .jp

観覧無料 直接会場へ

ハンドメイド作品の販売他 　「大森山王スタジオ・マルシェ(市場）」を検索

日　時：3月6日・13日・20日・27日(いずれも金)
　　　 3月7日・14日・21日・28日(いずれも土)
会　場：テオの帽子アトリエ(大田区南馬込)
申込先：同 　03-3775-8430

ワークショップ作品例
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彫紙アート作品例

ビーズアクセサリー
作り体験

270種類の
ガラスパーツ



※2020年1月現在の予定です。掲載情報の内容は事前の
　予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

大森アートフェスタ2020
イベントスケジュール

日 日2020.3.1  ~3.29

詳しくはウェブサイトで

www.oomori -oavp.net
※各イベントの問合・申込は主催者へお願いします

お問合せ

〒143-0023 東京都大田区山王3-27-6 NPO法人大森まちづくりカフェ

大森アート・ヴィレッジ プロジェクト事務局

03-5935-7881 (平日13-17時) art@oomori-cafe.com

春の夜の美術館コンサート

龍子が描いた大画面の作品の前で、クラシック音楽の生演奏をお楽しみください。

コンサート 要事前申込参加無料

出　演：トリトン弦楽四重奏団
日　時：3月21日(土)　18:30～19:30　開場 18:10
会　場：大田区立龍子記念館（大田区中央4-2-1）
定　員：抽選で80名　参加費：無料
申込方法：「春の夜の美術館コンサート」・〒住所・氏名(ふりがな) ※2名まで可・
　　　 年齢(学年)・電話番号、を明記し往復はがきまたはFAXで。
　　　 締切：3月10日(火)必着 ※返信用はがきには住所・氏名を、FAXには返信FAX番号を記入

申込先：大田区立龍子記念館 〒143-0024 大田区中央4-2-1　  03-3772-0680
https://www.ota-bunka.or.jp/ryushi/

作品展示

地域連携プログラム「伊勢型紙 和の文様」

会　期：3月3日(火)～29日(日) 9:00～16:30(入館16:00まで)
休館日：毎週月曜(祝日の場合はその翌日)
会　場：大田区立熊谷恒子記念館(大田区南馬込4-5-15)
入館料：大人100円、小中学生50円 ※65歳以上(要証明書類)・未就学児は無料
問　合：大田区立熊谷恒子記念館 　03-3773-0123
https://www.ota-bunka.or.jp/kumagai/

直接会場へ

大田区内で活動する宮崎正明氏の伊勢型紙を展示します。書家・熊谷恒子の書と
ともに型紙の文様を紹介します。※ギャラリートーク3月28日(土) 13:00～

作品展示

山王草堂記念館 特別ギャラリートーク
日　時：3月29日(日) 13:00～　　解　説：山王草堂記念館学芸員
会　場：大田区立山王草堂記念館 (大田区山王1-41-21)
問　合： 　03-3772-0680 (大田区立龍子記念館内)

直接会場へ

特別公開

尾﨑士郎記念館館内案内

日　時：3月29日(日) 14:00～　　解　説：尾﨑士郎記念館学芸員
会　場：大田区立尾﨑士郎記念館 (大田区山王1-36-26)
問　合： 　03-3772-0680 (大田区立龍子記念館内)

直接会場へ

大森アートフェスタ2020に合わせて、普段は入れない館内を学芸員付き添いで
特別に入館できます。

デッサンしてみよう
ワークショップ 要事前申込

忙しい今、ちょっと静かに鉛筆をもってみる豊かな時間を味わってみましょう。
鉛筆でモチーフをみながらデッサンします（画材は全てこちらで用意します）。

日　時：3月8日(日) 10:00～12:00

ガラス絵を描いてみよう
ワークショップ 要事前申込

ガラスに裏から直接、絵を描きます。
（写真立てサイズのガラス、絵具などの画材は全てこちらで用意します）

日　時：3月15日(日) 10:00～12:00

作品展示 観覧無料 直接会場へ

日　時：3月8日(日)・15日(日) 10:00～12:00 [ワークショップ実施時間中]

アトリエ大森山王美術 生徒作品展示

公開レッスン 観覧無料 直接会場へ

日　時：3月4日・11日・18日・25日(いずれも水)、
　　　 3月7日・14日・21日(いずれも土) 

いずれも
会　場：アトリエ大森山王美術(大田区山王1-31-24)

ワークショップいずれも
講　師：山口節子・山口実(洋画家・アトリエ大森山王美術主宰)
対　象：中学生以上 　定　員：各回10名 　参加費：1,000円
申込先：同 　　03-3772-7805　 at_3nou@nifty.com

13:00～16:00

※美術系高校大学推薦進学相談可（要予約）

音楽、芸術、演劇分野の第一線で活躍するアーティストと一緒に、
参加者のみんなでオリジナル音楽劇を創って発表しよう！
1日目「お話をつくろう！」2日目「音楽をつくろう！」
3日目「衣装をつくろう！」4日目「チンドン練り歩き＆発表！演じてみよう！」

おおたユニバーサルワークショップ

ワークショップ(連続講座) 要事前申込参加無料

講　師：林加奈(音楽家・美術家・紙芝居師)、長峰麻貴(舞台美術家)、

　　　 正木恵子(打楽器・鍵盤ハーモニカ奏者)、ミヤタユーヤ(ダンサー・俳優・振付家)

日　時：2月23日(日)、3月15日(日)・22日(日)・29日(日) 連続4回 
　　　 各回10:00～12:00
会　場：大田区立障がい者総合サポートセンター「さぽーとぴあ」5階 多目的室
　　　  (大田区中央4-30-11)
対　象：3歳以上どなたでも（小学3年生以下は保護者の同伴が必要）
　　　  障がいのある方も歓迎
定　員：30名（先着順） 参加費：無料
申込先：NPO法人大森まちづくりカフェ　　 03-5935-7881(平日13～17時）
   https://www.oomori-oavp.net/申込フォームが便利です→

みんなで音楽劇をつくろう！
おおもり×おんがく×おはなし×おしばい プロジェクト

夢の桜プロジェクト

みんなの夢が満開に咲き誇るように「夢」をテーマに参加者が描いた絵を、
講師（アーティスト）と共に1本の樹に仕上げ、「夢の桜」を会場に咲かせます。
1回目「夢を話そう、夢を描こう！」 2回目「『夢の桜の樹』をつくろう！」

ワークショップ(連続講座) 要事前申込参加無料

講　師：ますとみけい(水彩絵描き)・色[しき](アートプロデューサー)・やまだちほ(保育士)

日　時：3月15日(日)・29日(日) 連続2回 各回13:00～16:00
会　場：大田区立障がい者総合サポートセンター「さぽーとぴあ」5階 多目的室
　　　  (大田区中央4-30-11)
対　象：どなたでも（小学3年生以下は保護者の同伴が必要）障がいのある方も歓迎
定　員：20名（先着順） 参加費：無料
申込先：NPO法人大森まちづくりカフェ　　 03-5935-7881(平日13～17時）
   https://www.oomori-oavp.net/申込フォームが便利です→

おおたユニバーサル
ワークショップ 

和紙 deアート

伝統的な紙すきの技法で、ひもで絵のかたちを縁取りした中に色と形をすきこんだ
和紙の絵を作ります。手すきの和紙を使ったランプと花を作ります。
①「紙すき de 絵を描こう！」 ②「和紙 de ランプと花を作ろう！」

ワークショップ(連続講座) 要事前申込参加無料

講　師：芳住綾子・細谷照子(和紙造形家)

日　時：3月14日(土)・28日(土) 連続2回　各回13:00～16:00
会　場：大田文化の森 3階 (大田区中央2-10-1)
対　象：小学生以上 　　定　員：20名（先着順） 参加費：無料
申込先：NPO法人大森まちづくりカフェ　　 03-5935-7881(平日13～17時）
   https://www.oomori-oavp.net/申込フォームが便利です→

おおたユニバーサル
ワークショップ 

観覧無料 直接会場へ

江戸の町歩きを疑似体験できる浮世絵インスタレーションです。
音声解説といっしょにお楽しみください。

展覧会

Japanese Paper“Edo”Installation

KIMIYO MISHIMA Installation:Work 1984-2014

日　時：3月14日(土)・15日(日) 10:00～17:00 (最終日は～16:00)

①

②

三島喜美代のインスタレーション作品が工場をリノベーションした
広大な空間でお楽しみいただけます。

LAYOUT AWARD 2020 応募作品展
③

毎年3月にART FACTORY城南島で開催される
鉄道模型レイアウト（ジオラマ）の公募作品展です。

日　時：3月1日(日)～29日(日) [常設展]
　　　 11:00～19:00（土日祝～17:00)※入場は閉場30分前まで

鉄道模型モジュール 

いずれも
会　場：ART FACTORY城南島 (大田区城南島2-4-10)
問　合：同 　03-6684-1045    http://www.artfactory-j.com/

https://artfactory-j.wixsite.com/layoutaward/exhibition
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伊勢型紙
《流水に紅葉と桜》

一部

和紙の花
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