
【お問合せ】 
江東区文化センター 第１回江東こども文化祭担当 
TEL 03-3644-8111 

2020年の東京オリンピック・パラリンピックを迎えるにあたり、日本文化を紹介するプログラムが注目されています。その一端
を担う第1回江東こども文化祭は、「交流」をテーマに次の世代を担うこどもたちが一堂に会し、発表・展示・体験に分かれ、
日頃の成果を披露します。ぜひ遊びに来てください。 

展 示 発 表 

11月13日（日）～20日（日） 
会場：2階展示ロビー（最終日は15:00まで） 

・ロボットセミナー作品展示 
 （砂町・豊洲・亀戸の各文化センター） 
・美術、書道、俳句、手工芸、イラスト 

★豊洲文化センター「みんなのミュージカル ホンク！」
（2016年8月公演）舞台写真を展示 

午前、午後のご希望をお伺いします 

※ご観覧は要事前申込み・入場整理券をご持参下さい  
 

■午前の部 
♪ 11:00 ～ ティアラこうとうジュニアオーケストラ 
♪ 11:30 ～ 江東少年少女合唱団 

■午後の部 

♪ 13:00 ～ ジュニア・ダンスミックス 
♪ 13:20 ～ ジャグリング教室     
♪ 13:40 ～ こどものためのクラシックバレエ 
           ポワントクラス 演目：「眠れる森の美女」 

♪ 14:00 ～ チアダンスチーム Sunny Wings 

司会：ジュニアアナウンス入門教室の受講生 

★豊洲文化センター「みんなのミュージカル ホンク！」   
                           （2016年8月公演）舞台写真を展示 体験・公開講座 

会場：2階談話ロビーほか 参加無料  

♪ 10:30 ～ キン・シオタニのパフォーマンス 

■こどもKOTOマイステージ 
♪ 11:30 ～ 大熊メゾットバイオリン江東教室 
♪ 12:00 ～ ＫＯＴＯ街かどアーティスト 
            Kid Juggler Leo、Tensei 
♪ 13:00 ～ ダンス・アソシエイション CON 
♪ 14:30 ～ こども江東歳時記 授賞式 

★豊洲文化センター「みんな
のミュージカル ホンク！」
（2016年8月公演）舞台写

真を展示 

オープニングセレモニー 

9:45開演 会場：2階ホール 
リオパラリンピック・パラリンピックカヌーで 

8位に入賞した瀬立モニカさんを迎えて 
こどもたちにエールを送ります 

※9:00よりホール正面玄関で整理券を配布します 
（先着200名様） 

・こども実行委員長のあいさつ 
・区立第二砂町中学校吹奏楽部の演奏 
・瀬立モニカさんの応援メッセージ  ほか 

司会：ジュニアアナウンス入門教室の受講生 



施設予約システム利用者登録更新手続き書類送付のお知らせ  

 当財団が管理運営を行っている施設予約システム利用者登録は、３年に一度登録更新の
手続きが必要となります。12月中旬以降、対象団体の代表の方に、ご案内を送付させていた
だきます。平成29年4月1日以降も施設予約システムの利用を希望される方は、同封の「施
設利用者登録申込書」に必要事項を記入し、登録要件に該当する確認書類をご持参の上、
各施設の窓口にて更新の手続きをお願いいたします。 
対象:登録番号（８桁）の先頭が「2」の方、または平成26年３月31日以前に登録をされた方 
手続き期間:平成29年1月5日(木)から3月31日(金)まで 
問合せ:公益財団法人江東区文化コミュニティ財団管理課  
        ☎3644 -8119(月～金 AM９時〜PM５時、土日祝日は休み) 
     
 

   渡辺真知子コンサート2017 ～ときの華～ 

 「かもめが翔んだ日」「迷い道」「ブルー」「唇よ、熱く君を語れ」など
数々のヒット曲を世に送り出し、現在でも精力的に活動を続ける渡辺真
知子。 熱く、パワフルな歌声で人々を魅了する渡辺真知子のステー
ジをお楽しみください！ 
【日時】1/6(金)19:00開演（18:30開場）  
【会場】江東区文化センターホール 
【料金】全席指定 4,800円 ※6歳以上対象 

好評販売中 1/6(金) 

   お米とお豆腐 
   落語「桜の宮」、狂言「文山立」、落言「鳩の糞」 

「お米」とは桂米朝一門、「お豆腐」は茂山家。上方の「笑い」の文化が薫
るお得な舞台の東京公演です。物情騒然としたこの頃…今回のテーマは
「戦」。落語「花見の仇討」の上方落語版「桜の宮」、山賊同士の喧嘩と仲
直りを描いた狂言「文山立」。そして落語と狂言による落言の新作「鳩の
糞」を上演。広く愛され、味わい深い、「お豆腐狂言」と落語のコラボレー
ションで新年から大いに笑いましょう。笑う門には平和来る！ 
【日時】1/22(日)14:00開演（13:30開場）  
【会場】江東区文化センターホール 
【料金】全席指定 4,000円(当日一律 4,500円) ※6歳以上対象 
【出演】茂山七五三、茂山あきら、桂文之助、小佐田定雄 

新発売 
1/22(日) 

   社会風刺コント集団 
   ザ・ニュースペーパー LIVE 2017 

好評販売中 1/28(土) 

世間を騒がせるリアルタイムな話題。役者が演じる人物やコントの中に
ニュースの裏に隠された社会の本質が見えてくる！時代の流れに連動 
する ザ・ニュースペーパーのコントをお見逃しなく！ 
【日時】1/28(土)14：00開演（13：30開場）、18:00開演（17:30開場）  
【会場】江東区文化センターホール  
【料金】全席指定 4,800円 ※6歳以上対象 

江東区文化センター TEL 03-3644-8111 (9:00～21:00,第2･4月曜日休館） 
インターネット http://www.kcf.or.jp/koto (インターネット会員登録が必要です) 
 

☆区内各文化センター、総合区民センター、ティアラこうとう、深川江戸資料館の窓口でも購
入できます。※深川江戸資料館は17:00まで、ティアラこうとうは12/18(日)まで9:00～17:00 

 谷山浩子コンサート 2 0 1 6  12/10(土) 好評発売中・残り僅か 

今年もピアノの弾き語りでたっぷりお届けします。 
【日時】12/10(土)17：30開演(17：00開場)  【会場】江東区文化センターホール  
【料金】全席指定 5,800円  ※6歳以上対象 
 

http://www.kcf.or.jp/koto


江東区文化センター TEL 03-3644-8111 (9:00～21:00,第2･4月曜日休館） 
インターネット http://www.kcf.or.jp/koto (インターネット会員登録が必要です) 
 

☆区内各文化センター、総合区民センター、ティアラこうとう、深川江戸資料館の窓口でも購
入できます。※深川江戸資料館は17:00まで、ティアラこうとうは12/18(日)まで9:00～17:00 江 東 区 文 化 セ ン タ ー 迎 春 展  

新春を飾る、江東区茶華道会の先生方によ
る「華展」を開催します。お正月にふさわし
い、素晴らしい作品をご覧ください。 
【日時】1月10日(火)～15日(日) 9:00～21:00 
(初日のみ13:00～／最終日は～15：00) 
【会場】江東区文化センター2階展示ロビー 
【料金】入場無料 
 

江東区文化センター
は 、 12/29( 木 ) から
1/3(火)まで年末年始
休館となります。 

★施設自動抽選スケ
ジュールについては、
カルチャーナビ12月
号(12/10発行)をご覧
ください。 

 日立ソレイユ室内合奏団クリスマスファミリーコンサート 

日立グループ社員によるクリスマスファミリーコンサート。指揮者体験やオーケストラ楽器 のワー
クショップもあります。 ハープの美しい音色とともに、素敵なクリスマスの夜をご家族でお楽しみく
ださい。小さなお子様も 大歓迎です。 
【会場】江東区文化センターホール  

【日時】12/16(金)18：15開演(17：45開場) 
    ※16：30から整理券を配布します 
【料金】全席自由 入場無料 
【出演】日立ソレイユ室内合奏団、成田しのぶ（ハープ） 
【曲目】映画『シン・ゴジラ』より、そりすべり、 

    クリスマスフェスティバル ほか 

12/16(金) 入場無料 

 江東少年少女合唱団クリスマスコンサート  

5歳から高校生のこどもたちがクリスマスソングをはじめ冬にぴったりの歌をお贈りします。 
天使の歌声で楽しいクリスマスを！ 
【日時】12/18(日)15:00開演(16:30開場) 
【会場】江東区文化センター3階レクホール 
【料金】全席自由 入場無料(直接会場へ) 

【出演】江東少年少女合唱団 
    Koto Youth Choir 
    指 揮：笹口圭吾、笹子昌美  
         ピアノ：奥田和、金井美雪 
    ゲスト：ティアラこうとうジュニアオーケストラ 
【曲目】クリスマスメドレー、トライ・エヴリシング ほか 

12/18(日) 入場無料 

 谷山浩子コンサート 2 0 1 6  12/10(土) 好評発売中・残り僅か 

今年もピアノの弾き語りでたっぷりお届けします。 
【日時】12/10(土)17：30開演(17：00開場)  【会場】江東区文化センターホール  
【料金】全席指定 5,800円  ※6歳以上対象 
 

施設予約システム利用者登録更新手続き書類送付のお知らせ  

 当財団が管理運営を行っている施設予約システム利用者登録は、３年に一度登録更新
の手続きが必要となります。12月中旬以降、対象団体の代表の方に、ご案内を送付させて
いただきます。平成29年4月1日以降も施設予約システムの利用を希望される方は、同封
の「施設利用者登録申込書」に必要事項を記入し、登録要件に該当する確認書類をご持
参の上、各施設の窓口にて更新の手続きをお願いいたします。 

対象:登録番号（８桁）の先頭番号が「2」の方 
手続き期間:平成29年1月5日(木)から3月31日(金)まで 
問合せ:公益財団法人江東区文化コミュニティ財団管理課  

        ☎3644 -8119(土日祝日を除き、AM９時〜PM５時まで) 

http://www.kcf.or.jp/koto


江東区音楽家協会員による演奏会です。お昼のひとときをお過ごしください。 
■会場 江東区文化センター２階談話ロビー ■時間 正午から約30分間 

11月 

11/11（金） 出演：井手尚子（ピアノ） 

11/18（金） 出演：杉浦菜々子（ピアノ）、石橋 京（ピアノ） 

11/25（金） 出演：今村やよい（ソプラノ）、中 優子（ピアノ） 

11月 11/12（土） 
出演：koto Youth Choir（江東少年少女合唱団OB） 
   曲目 イタリア歌曲、ミュージカル曲 他 

江東区内で活動する団体・個人によるステージです。 
■会場 江東区文化センター２階談話ロビー ■時間 12:30から約30分間 

家にある壊れたおもちゃを
可能な限り修理します。 
専門のおもちゃドクターが
定期的に行います。 毎月第１土曜日 13:30～15:30開催 

■会場 江東区文化センター2階談話ロビー 
■料金 無料（ただし部品交換の場合、実費負担あり） 
■主催 おもちゃ病院江東 ℡ 080-5188-7399（新木）  

江東区文化センターをご利用の際、お車で来館された方は、 
当センター駐車場をご利用ください。 
 料金：20分毎100円 ※最初の30分は無料です。 
 駐車場利用可能時間：8:30～22:00 （収容台数24台） 

発行：公益財団法人江東区コミュニティ財団 江東区文化センター 
    〒135-0016 江東区東陽4-11-3 TEL 03-3644-8111 
【休館日】第2･4月曜日（ただし祝日の場合は開館）および年末年始 
公益財団法人江東区文化コミュニティ財団HP：http://www.kcf.or.jp/ 
江東区文化センターFacebook 
https://www.facebook.com/江東区文化センター-225695214429979/  

江東区文化センターニュース（第38号） 平成28年11月 季刊発行 

【出演者募集中!】 江東区文化センターでは、「マイステージKOTOコンサート」へ出演を
希望するグループや個人を募集しています（先着順受付）。詳細は江東区文化センターまで
お問い合わせください。 

12月 

12/9（金） 出演：佐藤恭子（ピアノ） 

12/16（金） 
出演：穂積磨矢子、下川慶子（ソプラノ）、 
   松原悠馬（テノール）川井彩子（ピアノ） 

12/23 
（金・祝） 

出演：林 晶子（ソプラノ）、鶴岡亜紀（ピアノ）、 
   本村裕香（ピアノ）、森口 愛（ピアノ） 

http://www.kcf.or.jp/

