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                  Toyosu Paper 

 

              夏休みはもう目前！！ 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 
 

 

        イベント名 時間 対象・定員 参加費 

１ ★英語のうたで世界とつながろう！ 10:00～11:15 30名 500円 

２ 
★DIY こども工作教室 

～木材を使った自由工作～ 
10:00～12:00 20名 無料 

３ 
★チョークアートで 

    アイスクリームを描こう！ 
10:00～12:00 20名 500円 

４ ★アンモナイトのレプリカづくり 10:00～12:00 20名 500円 

５ ★木の輪ゴムてっぽうづくり 10:00～11:30 6組 1,000円 

６ ★マステで作る立体チャーム 
①10:00～12:00 

②13:00～15:00 
各回 20名 300円 

７ ★オリンピック応援ミサンガ 
①10:00 ②11:00 

③13:00 ④14:00 
各回 7名 300円 

８ ★はじめてのお茶会体験 
①10:00 ②11:00 

③13:00 ④14:00 
各回 6名  500円 

９ ★苺(いちご)のストラップづくり 
①10:00 ②11:00 

③13:00 ④14:00 
各回 5名 500円 

10 ★キーダさんとうちわに絵を描こう！ 
①10:00～12:00 

②13:00～15:00 
各回 10名 150円 

11 
★分光器を作ろう  

～光をいろんな色に分けてみよう～ 
13:00～15:00 30名 無料 

12 ★手作り乾電池教室 13:30～15:30  20名 無料 

13 ★親子でチャレンジ 

       プリザーブドフラワー 
13:00～14:30 親子 12組 1,200円 

14 ★簡単モーターづくり 13:00～15:00 20名 200円 

15 ★つくって！回して！ 

   レゴ(R)ブロックのメリーゴーランド 

①12:30～13:20 

②14:00～14:50 

対象:小１-３ 

各回 10名 
2,200円 

16 
ミニソーラーカーをつくろう！ 10:00～15:00 

材料がなくなり

次第終了 
500円 

17 
キミだけの宝島を作ろう！ 10:00～15:00  

材料がなくなり

次第終了 
1,000円 

18 ダンボールアート 

     ～クワガタをつくろう～  
10:00～15:00  

材料がなくなり

次第終了 
800円 

19 タッセル（Tシャツ糸）＆ 

シュシュでつくるアクセサリー 
10:00～15:00 

材料がなくなり

次第終了 
500円 

20 どうぶつしょうぎを体験しよう 10:00～15:00 どなたでも 無料 

 

              夏休み 

   こども工房 ＆ 体験教室 

8/5 (日) 

開催  
 

７/１0（火）9:00 から電話・窓口で受付開始 

★印は事前申込み。先着順のため、お早めに！ 

  ℡ ０３－３５３６－５０６１   

 

出演者オーディション参加者募集！ 

  

「みんなのミュージカル ホンク！」は、「本格ミュージカルに

出演しよう」をコンセプトに始まった区民参加型ミュージカル

です。アンデルセンの童話「みにくいアヒルの子」を元にした

作品の出演者を小学生から大人まで、性別を問わず広く募集し

ます。 

 オーディション合格後は、来年 8月の本番に向けて約 1年間

の稽古を実施。あなたも出演してみませんか。 

 

日時：10/13（土）第 1 次オーディション（実技） 

   10/14（日）第 2 次オーディション（面接） 

   ※2 次オーディションは 1次合格者のみ 

会場：豊洲文化センターレクホール ほか 

対象：①小学生～成人 

 ②11 月～来年 8 月までの毎週日曜の稽古、および集中稽古   

 （8/13(火)～8/18(日)）、舞台リハ（8/20(火)～8/22(木)）、  

  本番（8/23(金)～8/24(土)に参加できる方。 

費用：2,000 円 

申込方法：区内各文化センター、総合区民センター、ティアラ

こうとうに設置の所定の申込書に記入の上、 窓口、または 

郵送、メールでお送りください。 

 〒135-0061 江東区豊洲 2-2-18 豊洲文化センター 

 みんなのミュージカル担当宛 

 e-mail：toyosu_culture@kcf.or.jp 

※オーディション合格後の稽古には費用がかかります。 

締切：9/20(木)必着 

＜本公演＞ 

 公演日：2019年 8/23(金)～24 日(土) 

     1日 2回公演、全 4回を予定 

 会場：豊洲シビックセンターホール 

＊ 注 目 情 報 ＊ 

「みんなのミュージカル ホンク！」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 昨年のオーディションメンバーは 

この夏の本公演に出演！！ 

ワークショップも実施！～参加者募集～ 

  

 オーディションの前に、ミュージカル出演に必要なノウハウ

を学ぶワークショップです。 

        

         日時：9/22(土)～9/24(月・祝) 

            9:30～17:00 

         場所：豊洲文化センターレクホール 

         対象：小学生以上大人まで 50 名 

         費用：3,000 円（3日間通し） 

         講師：演技／鈴木孝宏、歌唱／呉富美、 

            ダンス／夕貴まお 

         申込：電話・窓口で（先着順）  

         締切：8/31（金） 

 

 

 

～今年の公演も ぜひご覧ください～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

公演日 8/24（金）、8/25（土） 

各日 12:00 開演、16:00 開演  全 4回 

料金 全席指定 4,000 円 こども(高校生以下)2,000 円 

※チケット発売中！（25 日 16:00のみ完売） 

詳細は、豊洲文化センターまでお問合せください。 

 

 

今年も小学生を対象とした工作体験教室を開催します。 

「ものづくり」以外にも茶道や英語で歌を歌う教室も。 

⑯～⑳は当日参加も OK です！  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

豊洲シビックセンター 

コンサート＆催し物のご案内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ギャラリー 

無料教室 

9/2(日) 

午前の部10:00～ 

午後の部 13:00～ 

親子でけん玉に挑戦 ＮＴＴデータけん玉研究会が、小学生の親子を対象に

楽しい講習会を開催。級の認定会も行います。 

定員：各回小学生親子 15 組 30名 各回 90分 

ホール 
11/2(金) 

19:00 開演 

一般 4,000 円 

学生 2,500 円 

FazioliJapan Presents 

石井克典 

ピアノリサイタル 

 

［全席自由］［６歳以上］ 

巨匠の技巧が紡ぎだす、透徹の響き。心に響く空間が

ここにある。 

曲目（予定）:スカルラッティ/ソナタへ短調 L.118 

ベートーヴェン/ピアノソナタ変イ長調 Op.110 

ショパン/幻想曲へ短調Op.49他 

先取!  8/10 発売イベント情報 

レクホール 
9/21(金) 

18:30 開演 

500 円 

寄席 都笑亭 Vol,118  

 

 

［全席自由］［６歳以上］ 

今宵は笑って過ごしましょう！ 

 

出演（予定）：河内家るぱん  

ホール 
11/8(木) 

19:00 開演 

一般 4,500 円 

友の会4,050 円 

禁断のヴァイオリニスト×

地を這う前衛 

ライコー・フェリックス

×田中泯 

［全席指定］［６歳以上］ 

セルビア生まれ、ヨーロッパを代表するヴァイオリニ

ストのライコー・フェリックスと、70年代より 

国内外で独自の舞踊活動を展開し最近では俳優として

も注目される、田中泯による奇跡のコラボレーション。 

ホール 
11/10(土) 

14:00 開演 

一般 3,500 円 

友の会3,150 円 

じつかわかおる 

實 川  風 

 ピアノリサイタル 

    

［全席指定］［６歳以上］ 

若手実力派のピアニストとして人気の高い實川風。 

豊洲シビックセンターホールのピアノ FAZIOLI に 

また新しい風を吹き込みます。 

心に響き渡る音色と聴き馴染みのあるプログラムです。  

 

 ◇チケットのご予約は 

  豊洲文化センター ０３-３５３６-５０６１（9:00～21:00） 

  ・ティアラ友の会にご入会いただくと、先行予約や会員割引が 

あります♪ 

  ・チケット発売初日は 10:00 からお電話のみで受付開始です。 

 

     東京シティ・バレエ団  

     TOKYO CITY BALLET LIVE 2018 

「CITY BALLET SALON vol.7」 

【交通案内】 

■新交通ゆりかもめ 豊洲駅下車改札直結 

■東京メトロ有楽町線 豊洲駅下車 

■都営バス（いずれも豊洲駅下車徒歩 2分） 

 ・錦 13  錦糸町駅⇔晴海埠頭             ・業 10  とうきょうスカイツリー駅前⇔新橋 

 ・門 19  門前仲町⇔深川車庫前、東京ビックサイト ・海 01  門前仲町⇔東京テレポート駅 

 ・東 16  東京駅八重洲口⇔東京ビックサイト     ・東 15  東京駅八重洲口⇔深川車庫前 

 ・錦 13折返 ・急行 森下駅前⇔日本科学未来館  

  

03-3536-5061 
江東区豊洲文化センター 

■発行・お問い合わせ 

〒135-0061 

FAX 03-5560-0505 
https://www.kcf.or.jp/toyosu/ 

東京都江東区豊洲 2-2-18 豊洲シビックセンター内（第 2.4月曜日休館、ただし、祝日の場合は開館） 

公益財団法人江東区文化コミュニティ財団 

 

［全席自由］［６歳以上］ 

(Ｃ)Takashi Shikama 

9/30（日）14:00 開演  9/22（土）14:00 開演  7/10 
発売 

東京シティ・バレエ団のダンサーが創作作品

を発表する、大人気の“サロン”シリーズ。7

回目となる今回は、多数の発表作品で受賞歴の

ある TCB屈指の振付者3名が名を連ねました。  

ダンサーの呼吸を感じる距離での迫力の舞台

にご期待下さい！ 

 

料金：一般 3,500円 友の会 3,150 円  

振付･作品： 

中島伸欣／終息への扉 

小林洋壱／子供の情景 

草間華奈／未来への扉 

No Plan 

人気若手ピアニスト、金子三勇士のリサイタル

を開催。今年は、豊洲シビックセンターホールで

は初めてのバースデーコンサートです。 

年々と進化を続けるピアニズムによる、ピアノ

名曲プログラムをお楽しみに！  

 

料金：一般 5,000円 友の会 4,500 円  

曲目（予定）： 

ベートーヴェン/ 

ピアノソナタ「ワルトシュタイン」 

ショパン/ 

別れの曲エチュード他 

 

   金子 三勇士 
  バースデイ･コンサート 

8/26(日) 12:00 開演 

第 6 回  

シビックギャラリーステージ 

～夏だ！生だ！生 LIVE だ！～ 

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 

 魅力あふれる、さまざまなアマ

チュアバンドが、夏の暑さを吹き

飛ばすライヴをお届けします。 

ビールと共に、お気軽にお聴きく

ださい。（終演 19:00 予定） 

◆出演（予定） 

 AERIAL、Anima ほか 

 

 

奇数月第 4 日曜日は･･･ 
◆手作り市 

◆おもちゃ病院 

◆包丁砥ぎ   を開催 
 

 7/22（日） 
◆手作りおもちゃ体験教室 

 ブンブンコマ、浮沈子、昇り人形、   

 トルネードなどのおもちゃ作り。 

 10:00～15:00  

教材費 150 円～300円 

 

◆樹脂粘土で作る「ミニ野菜」 

 ①10:00～12:00  

 ②13:00～15:00 

 各 6名(小学 2 年 

 生以下保護者同伴) 

 教材費 900 円 

［全席指定］［６歳以上］ 

［全席指定］［６歳以上］ 

8/16（木）15:00 開演 招待  ご招待 

      日本ユニシス・プレゼンツ 
川畠成道チャリテイコンサート 

楽しみながら「ともに 

感じ、ともに考える」 

体験型コンサートです。 

 

 

出演：川畠成道(ヴァイオリン) 須関裕子(ピアノ) 

曲目：モンティ/チャルダッシュ他 

 

対象： 
江東区在住・在勤・在学及びティアラ友の会
会員の方 

要事前申込： 
7/10 より 豊洲文化センターへ電話・窓口
にて先着 150 名をご招待 

発売中 

(Ｃ)Ayako Yamamoto 


