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  Toyosu Paper  2018.12 月号 (季刊 1 日発行) 

 

              ☆クリスマスコンサート☆ 
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        第 8回シビックギャラリーステージ 

  ♪Happy Happy Christmas♪ 
  

  豊洲・湾岸地域の魅力と情報を紹介する 

ミニコミ誌を作成しました。 

 これは豊洲文化センターが毎年行ってい 

る区民協働事業の中で、受講生が実際に街 

や人を取材し、記事にしたものです。 

読者プレゼントもあります！ 

どうぞご覧ください。 

【配架場所】区内各文化センター、図書館ほか *HP でダウンロードも可 

 

 

 

 

まもなく締め切り＝12/15 まで！ 

 

 

 日頃の活動成果を披露する「合同発表会」を開催します。 

下記の参加条件をご確認のうえ、お申込みください。 

 

○開催日 2019年 3月 3日（日）10:40～17:00（予定） 

 ※参加団体数により開催時間が変更になる場合があります。 

○会場 豊洲シビックセンターホール（5階） 

○対象 豊洲文化センターを定期的に利用している文化団体 

    または、文化センター講座 

○参加費 無料 

○参加条件 

 ・舞台発表（音楽、舞踊、演劇 など）ができること。 

  ※出演時間は入退場を含め 20分以内です。 

 ・説明会・舞台スタッフ打合せ会に参加できること。 

  ＊打ち合わせ会＝2019年 2月 6 日(水)19:00～ 

  ・前日（3/2）の舞台リハーサルに参加できること。        

 ※詳しくは申込チラシをご覧頂くか、お問い合わせください。 

○申込方法 所定の申込用紙に必要事項を記入の上、 

     豊洲文化センター窓口・FAXにて提出ください。 

  ※応募多数の場合は抽選（先着順ではありません） 

 

   締め切り 2018年 12 月 15日(土)17:00 必着   

 

 

 

＊ 注 目 情 報 ＊ 
Take  Free 【無料配布】 

「みんなでつくるミニコミ誌」発刊！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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！！ 

江東区音楽家協会の女性4 名による「クリスマス 

コンサート」です。誰もが楽しめるような 

クリスマスらしい曲をお届けします。 

 

♪会場 豊洲シビックセンター1Fギャラリー  

♪料金 入場無料・全席自由 

♪出演 今村やよい、川口暁子、渋井菜央、鶴岡亜紀 

♪曲目 フランク･チャーチル：いつか王子様が 

アラン･メンケン：美女と野獣ほか（予定） 

 

♪事前のお申込みは必要ありません！ 

 直接会場へお越しください（先着順） 

 
 
 
 
 
 
 

  日頃、豊洲文化センターをご利用いただいている 
  サークルのお祭りです。日頃の成果の発表や、様々な 
  体験教室も開催します。お楽しみに！   
 

3/3(日)は毎年恒例 * 豊洲サンクスデー * 

舞台発表・展示・体験教室 

  ～豊洲シビックセンター 年末年始休館のご案内～ 

 

・豊洲文化センター休館 12/29(土)～2019 年 1/3(木) 

・豊洲特別出張所休館  12/29(土)～2019 年 1/3(木) 

・豊洲図書館休館    12/29(土)～2019 年 1/4(金) 

年末年始休館にともない、豊洲文化センター施設抽選のエントリー期間が変わります。 

・対象月 ホール＝2020 年 1 月分  レク・サブレクホール＝2019 年 7月分 

     研修室・和室・音楽練習室＝2019 年 4月分 

・抽選エントリー期間 12/20(木)～2019年 1/4(金) 

・抽選結果発表 2019 年 1/6(日) ＊空き施設のご予約は 13時から受け付けます。 

      ◎12/9 より受講生募集◎ 

  こども英語初歩 ～英語に親しむ、楽しむ～ 

  2020 年度より、公立の小学校では 3 年生から英語が必修化します。 

今回は、コミュニケーションができることを目標に英語の初歩を学びます。 

 

○講師 佐藤久美子さん（玉川大学大学院名誉教授）  

    E ﾃﾚ「えいごであそぼう」「基礎英語２･３」を指導するなど、小学生 

    英語指導の第一人者として幅広く活躍中。 

○クラス ①小学１年生から 3年生まで＝16:00～16:50 

     ②小学４年生以上＝17:00～17:50 

○日程 2019年 2/20､2/27､3/6､3/13､3/20  水曜日 全５回 

○定員 各 20 名 

○料金 3,100 円（受講料 3,000 円 教材費 100 円） 

○主なカリキュラム 

  自己紹介、英語のクイズ＆絵本、英語の歌、簡単な日常英会話など   

  ＊カリキュラムは、クラスに応じて内容が変わることがあります。 

 

申込み：豊洲文化センター窓口・お電話で 

    インターネットでも受け付けます 

期 間：12/9(日)～24(月祝)必着  

    お申込み多数の場合は抽選となります 

合同成果発表会 参加団体募集中！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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！！ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

豊洲シビックセンター 

コンサート＆催し物のご案内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ◇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。 

 

      寄席 都笑亭 

 Vol.120 スペシャル 
 

【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 

 ・陽 12-1東陽町駅前⇔ ・陽 12-2 東陽町駅前⇔豊洲市場 

 ・陽 12-3 東陽町駅前⇔東京テレポート駅前 ・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 

 

［全席指定］［６歳以上］ 

2/22（金）18:30 開演  1/26（土）・1/27（日）  
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豊洲で生まれた都笑亭も、この 2019 年で丸

25 年。いつもの７階レクホールを飛び出して、

５階ホールで初御目見え。 

江戸落語の本寸法、古今亭志ん輔師匠をお迎え

しての「都笑亭スペシャル」をお楽しみに！ 

 

料金：一般 1,000円  

   友の会 900円 

   当日 1,500円 

出演：河内家るぱん 

   久寿里菊ノ介 

   三崎家桜の輔 

   古今亭志ん輔(ゲスト) 

           ほか  

こうもり男爵とあだ名をつけられたファルケ

博士の楽しい復讐劇。ワルツにのって大人の男女

が織りなす楽しい喜歌劇。 

ワルツ王ヨハンシュトラウス作曲のオペレッ

タの最高峰です。全てはシャンパンのせい？  

 

時間：26日 16:00 開演、27日 15:00 開演 

料金：一般 4,000円 友の会 3,600 円  

演奏：シビックアンサンブル、江東オペラ合唱団 

出演：津山恵、菊地美奈、米谷毅彦、羽山晃生、  

   井上雅人、杉野正隆 ほか 

指揮：諸遊耕史  演出：土師雅人 

   第 38回江東オペラ 

 歌劇「こうもり」公演  

    原語上演字幕付 

1/19(土) 14:00～ 

外国人のための日本文化体験 
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 

 
Japanese culture experience 

for foreigners ！ 

 

 

奇数月第 4 日曜日は･･･ 
◆手作り市 ◆手作り体験教室 

◆おもちゃ病院 

◆包丁砥ぎ   を開催 
 

 

 1/27（日）10:00～15:00 
 どなたでも参加いただける体験教室 

 です。直接会場へお越しください。 

◆フワフワ、モフモフ動物を作ろう 

 毛糸やフェルトを 

 使ってウィンター 

 アニマルを作って 

 みよう！ 

 材料費 700 円 

◆ギフトボックス＋メッセージカード 

 お好みのデザイン・言葉のスタンプ   

 を押したり、ペーパーをパンチで抜 

 いたり。オリジナルボックスやカー 

 ドを作りましょう。 

 材料費 500 円  

［全席自由］［６歳以上］ ［全席自由］［６歳以上］ 

1/18（金）19:00 開演 招待 

     豊洲フレッシュアーティスト 

         サポート公演 2019 

ニューイヤー クラシック コンサート 

豊洲から羽ばたく若手アーティストを支援す

るコンサートです。フレッシュなアーティストの

演奏をお楽しみください。 

 

料金：一般 1,000円 友の会 900円 

出演：片岡優梨亜、星野月菜（ピアノ連弾）、 

 山口和江（ソプラノ）、最上谷裕世（フルート）、   

 半澤未沙（クラリネット）、小泉博子（ソプラノ）、  

 川上健太郎（ピアノ）   

曲目：ブラームス/ワルツ Op.39-15 

 ビゼー/歌劇「カルメン」より“ハバネラ” 

                  ほか 

発売中  発売中 

10/6(土)､7(日)に開催されたオンラインピアノコンクールにおいて 

100 人の審査委員が選んだ若き才能！ コンクール入賞者たちによる 

ショパン、リスト、シューマンの傑作が一堂に。 

 

料金：一般 2,000円 友の会 1,800 円 当日 2,500 円 

プログラム（演奏者・曲目）： 

  ♪小林遼   ショパン：ピアノソナタ第 2番 変ロ短調 Op.35 

  ♪松橋朋潤   リスト：ピアノソナタ ロ短調 s.178 

  ♪中川真耶加   シューマン：クライスレリアーナ Op.16 

               ※曲目は予告なく変更する場合があります 

 

 Fazioli ジャパン創立 10 周年記念オンラインピアノコンクール 

       入賞者コンサート 

3/10(日)15:00 開演 

［全席自由］［６歳以上］ 

華やかな きらめく 音色 

＊ ～ ＊ ～ ＊ ～ ＊ ～ ＊ 

ショパンコンクール公式ピアノ 

ファツィオリにもご注目！ 
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