
凡例 時日時　場会場　対対象・定員　￥費用　師講師・指導　出出演　内内容　申申込方法・問合先　問問合先　締締め切り 各施設の連絡先・所在地・休館日等の一覧は４面です。

詳細は
キッザニア東京オフィシャルサイト
専用ページへ

GlobalOtomodachiNight
2月28日（木）16：00～21：00
世界の文化を体験し、
グローバルな感覚が身につく
Global Otomodachi Night!
さまざまな特別プログラムに参加して、
日本以外の国の文化を体験しよう!

ウィーン少年合唱団
4月29日（月・祝）
（開場13：30 開演14：00）
江戸川区
総合文化センター
大ホール

お申込み・お問合せ

S席5,000円  A席3,500円
子ども1,000円（全席指定・税込）

江戸川区総合文化センター
☎03-3652-1106（9：00～21：30）

※子ども：5歳～中学生  ※5歳未満の入場はご遠慮ください。

4
平成30年12月1日（土）
～平成31年3月17日（日）

入学相談会・大学説明会
2/23㈯
入学相談会11：00～16：50（要予約）
大学説明会10：00～10：50
 13：00～13：50（予約不要）
予約は東京文京学習センターまで
（TEL 03-5935-8688）

放送大学 で検索

03-5395-8688

0120-864-600

30

電話、ホームページで募集要項を
ご請求（無料）ください。
インターネット出願も出来ます。

展覧会の開催時間・休館日等詳細は展覧会ホームページをご覧ください。

春の館まつりへ遊びに行こう !

企画展
「杉浦日向子の視点～江戸へようこそ～」
ミュージアムトーク
時   2/23（土）11：00～、14：00～
場   常設展示室企画展示コーナー
￥   観覧料に含む　申   当日直接会場へ
◆企画展「杉浦日向子の視点～江戸へようこそ～」
時   11/10（日）まで　￥   観覧料に含む

ティアラ・ジュニアバレエ教室
前期オーディション参加者募集
東京シティ・バレエ団の団員が指導
するティアラこうとう主催のバレエ
教室です。2019年度前期の参加者
を募集します。  
※4クラス制、レッスンは日曜日
時  3/10（日）10：00～（予定） ※時間の詳細は、申し込み状況により決定。
場   大会議室
対   小学4年生～高校生（バレエ経験：小学生は3年以上、中学・高校生は5年以
上。学年は2019年度のもの）。所属バレエ教室に通い、先生の許可を得た方。

申   往復はがきに、①氏名・ふりがな ②性別 ③年齢 ④学年（2019年4月現在） 
⑤経験年数 ⑥身長 ⑦所属バレエ教室 ⑧保護者名 ⑨〒・住所 ⑩電話番号 
を記入の上、下記ティアラ・ジュニアバレエ教室係まで郵送。

締   2/20（水）必着

問   ティアラこうとう　ジュニアバレエ教室係
☎03-3635-5500　FAX.03-3635-5547　〒135-0002 住吉2-28-36

芭蕉庵賞
wind chimes 
the woodpecker 
on drums
風はチャイムを鳴らし
啄木鳥は  
ドラムをたたく

J Hahn Doleman
（USA）

芭蕉庵賞
thinking of war
wrapped in barbed wire
fragile butterfly
戦争の記憶
有刺鉄線の巻きついた
壊れやすい蝶

Goran Gatalica
（Croatia）

芭蕉庵賞
Kid dribbles the ball
It's the most expensive pearl
Glued in his lone hands
こどもがドリブルするボール
孤独な手を離れない
最も高価な真珠

Ronald Tumbaga
（Philippines）

〈選評〉有馬朗人先生
（俳人・「天為」主宰・国際俳句交流協会会長）
秋風がチャイムを鳴らすと、森の中では啄
木鳥が嘴であたかも太鼓を叩くように樹
木に穴をうがっている。チャイムの音と啄
木鳥の穴をうがつ音が共鳴していて美し
い光景が描かれている。

〈選評〉長谷川櫂先生
（俳人・朝日俳壇選者・東海大学教授）
戦争の記憶から「fragile butterfly」への
飛躍。ここがすばらしい。英語俳句をはじ
め外国語俳句は、日本語に訳したとき、内
容が日本語の詩としても優れたものでな
ければならない。第1回目の今回、クロア
チアの俳句のレベルが高かった。

〈選評〉藤田直子先生
（俳人・「秋麗」主宰・俳人協会評議員）
淋しい子どもがボール一つに慰められて
いることを真珠に喩えて表現したところ
が良く、胸を打たれた。

問   芭蕉記念館　☎03-3631-1448
FAX.03-3634-0986

本格的なバレエをこどもたちに ! 資料館で歴史にふれよう
ティアラこうとう 中川船番所資料館 企画展

「昭和の暮らし展&浸水から親水へ」
江東区の運河は、江戸時代より物資の輸送に使わ
れ、人々の暮らしになくてはならないものでした。
一方では、高潮や地盤沈下などで、たびたび浸水の
被害にあってきました。しかし、今では水門や防波
堤の整備によって、川は生活にやすらぎをもたらす
ものに変わりました。その歴史を物語るパネルを昭
和の日用品とともに展示します。
時   2/20（水）～4/21（日） 
9：30～17：00（入館は16：30まで）

場   2階展示室
￥   観覧料に含む

問   中川船番所資料館　☎03-3636-9091　FAX.03-3636-9094　大島9-1-15
休館日／月曜（祝日の場合は開館、翌日休館） 観覧料／大人200円、小・中学生50円

歴史三館ミュージアムカレンダーはお休みします。

楽しいイベントやワークショップがもりだくさん! ぜひお近くの施設に遊びに来てください。詳細は2面

森下文化センター
森下フェスティバル

●古石場文化センター 2/17（日） ●豊洲文化センター 3/3（日）
●東大島文化センター 2/23（土）・24（日） ●森下文化センター 3/3（日）・10（日）
●江東区文化センター 3/3（日） ※時間・出演団体は2面

亀戸文化センター
亀戸フェスティバル

江東区文化センター
春のぶんか祭

総合区民センター
ら・館まつり2019

豊洲文化センター
TOYOSUサンクスデー

ティアラこうとう
ティアラこうとう地域感謝祭

2/24
（日）

3/10
（日）

3/3
（日）

3/10
（日）

3/3
（日）

3/24
（日）

成果発表会 〈入場無料〉
各施設の講座、自主グループ、
利用グループによる舞台発表です。

のらくろも
待ってるよ!

「芭蕉翁図」（『古哲俳家三十六俳仙』）

芭蕉庵国際英語俳句大会
Basho-an International English Haiku Competition

662句の投句の中から受賞作品が決定!
第1回となる今回、世界34カ国からの投句がありました。たくさんのご参加ありがとうございました。
芭蕉庵賞に選ばれた3句をご紹介します。このほか、各選者の入選句等は、ホームページで公開しています。

芭蕉記念館

中川船番所資料館 深川江戸資料館

昭和の暮らし展

昭和31（1956）年9月27日
台風15号時の西大島駅交差点付近

伝統工芸公開 「帯製作」
杉浦氏は18歳から父武雄氏（区登録無形文化財保持者・故
人）のもとで修行し、帯仕立の技術を習得しました。近年で
は、洋服地や外国産の染物、和紙などを利用して現代的な感
覚を取り入れた帯を製作しています。
時   3/3（日）13：30～15：30
場   常設展示室企画展示コーナー前
出   杉浦正雄（江東区登録無形文化財保持者）
￥   観覧料に含む

問   深川江戸資料館
☎03-3630-8625　FAX.03-3820-4379
〒135-0021 白河1-3-28　休館日／第2・4月曜日（祝日の場合開館）
観覧料／大人400円、小・中学生50円　※中学生以下は保護者同伴

杉浦正雄氏

江戸庶民の年中行事再現 「雛節句」
常設展示室の江戸の町並みに、当時の「雛節句」を再
現します。さまざまな雛人形や、菱餅、蛤などの供物
（レプリカ）を長屋や船宿に展示します。
時   2/28（木）～3/17（日） 
9：30～17：00（入館は16：30まで）

場   常設展示室　￥   観覧料に含む
味わいがある今戸焼きの土雛

NHK主催展覧会関連文化講演会　当日参加者全員に展覧会の招待券をプレゼント!（おひとり1枚）

●「新・北斎展」のみどころ
時   3/4（月）14：00開演
場   深川江戸資料館 小劇場
対   200名　￥   無料（全席自由）
師   根岸美佳（浮世絵研究家）
申   2/10（日）9：00～ 
深川江戸資料館へ電話・窓口で（先着順） 
☎03-3630-8625　〒135-0021 白河1-3-28

時   1/17（木）～3/24（日）
場   森アーツセンターギャラリー（六本木ヒルズ森タワー52階）

展覧会
概要

●奇想の系譜展 江戸絵画ミラクルワールド
時   3/5（火）14：00開演
場   古石場文化センター 大研修室
対   240名　￥   無料（全席自由）
師   中原淳行（東京都美術館 事業係長 学芸員）
申   2/10（日）10：00～ 
古石場文化センターへ電話で（先着順） 
☎03-5620-0224　〒135-0045 古石場2-13-2

時   2/9（土）～4/7（日）
場   東京都美術館（台東区上野公園8-36）

プログラミング体験そば打ち体験

ティアラこうとうジュニアオーケストラYORIのマジックコーナージュニアのための小鼓教室

展覧会
概要

東京2020オリンピック・パラリンピック
まで 日あと

パラリンピック
まで 日あと

オリンピック
多くの競技がここ江東区で開催されます！

2019

2019年2月10日

ついに芭蕉庵賞発表！初開催となった「芭蕉庵国際英語俳句大会」。世界各国から予想をはるかに超える投句を
いただきました。まだまだ寒さは続きますが、皆さまも春を求めて一句詠んでみてはいかがでしょうか。
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2019年2月10日発行 凡例 時日時　場会場　対対象・定員　￥費用　師講師・指導　出出演　内内容　申申込方法・問合先　問問合先　締締め切り

ホームページ http://www.san-ai.jp/

第12回 東大島おひなさま展
「春を寿ぐちりめん細工」
江東区在住のちりめん
細工講師、三好裕子氏
のグループ「江戸の針」
による、可愛らしい作品
の数々を紹介します。
時    2/17（日）～3/5（火） 
9：00～18：00

　※ 2/18（月）、 
3/4（月）は定期休館日

場   展示ロビー　￥   無料

臨時休館のお知らせ

2/25（月）・26（火）電気設備工事のため臨時休館
します。施設及びチケットの受付はできません。

水辺のワークショップ
「水引アートで楽しむひなまつり」
ひな祭りの日に水引でヘアピ
ン、またはストラップを作りま
す。桃の節句にふさわしい色
合いの可愛い作品が出来上が
ります。
時    3/3（日）10：00～12：00
場   1階会議室
対   5才～大人まで15名
　※ 小学3年生以下は保護者
同伴

￥   1,000円（材料費含む）
師   あそびのわとわ
申   電話・窓口で（先着順）

昭和の暮らし展&中川船番所
周辺散策ツアー
観光ガイドの解説を聞きながら企画展示をご覧い
ただいた後、旧中川周辺を散策します。
時    3/21（木・祝）13：30～15：00 ※雨天中止
場   中川船番所資料館とその周辺
対   小学生以上15名
　※ 小学3年生以下は保護者同伴
￥   大人200円、小中学生80円（観覧料含む）
師   観光ガイド ほか
申   電話・窓口で（先着順）

臨時休館のお知らせ

2/19（火）企画展設営のため臨時休館します。
※2/18（月）は定期休館日

江東少年少女合唱団
新団員募集&無料体験レッスン
新学期（4/13（土）～原則毎週（土）午後、5クラス
制）の団員を募集します。5歳から高校生までの総
勢120人の団員が集まって合唱を楽しんでいま
す。コンサートを目標に集団行動の中で社会性や
音楽性を自然と身につけていきます。

◆無料体験レッスン
時    対    2/16（土）、3/16（土） 

①14：00～14：40（4月から5～6歳児） 
②14：50～16：00（4月から小学生） 
※どちらか一日をお選びください。 
※各クラス10名程度。

場   レクホール
師   笹子昌美（声楽家）　ほか
申   電話・窓口で（先着順）

文化センターまつり
「春のぶんか祭」開催！
地域の皆さまにお楽しみいただける様々なメニュー
をご用意。予約不要で参加できるプログラムも
ございます。詳細はチラシ、パンフレット、ホーム
ページをご覧ください。
時    3/3（日）10：00～ ￥   一部、要参加費のものあり

春休みこどもアトリエ
「美術室」を自由開放！
「春のぶんか祭」にて美術室を自由開放します。絵
を楽しく描いてみたい、絵の宿題を仕上げなけれ
ばいけないお子さま、ぜひご参加ください。江東区
美術協会会員の皆さんが絵の描き方、上手く描く
コツを教えてくれます。
時    3/3（日）10：00～12：00　場   美術室
対   未就学児～小学生15名
　※小学3年生以下は保護者同伴
￥  100円　師   江東区美術協会会員
申   電話・窓口で（先着順）

第18回チャリティ手づくりショップ
出店者募集
時    5/11（土）・12（日）10：00～16：00
場   展示ロビー
対   下記条件をすべて満たす方・団体 
①手づくり作品（食品不可）を販売すること 
②両日とも出店できること 

③区内在住・在勤の方・団体であること 
④割付会議（3/9（土）14：00～）に出席できること

出店数   50店舗 ※一店につき長机2台を貸与
￥   2,000円（2日間分）
申   往復はがきに①氏名②〒・住所③電話番号④販
売品目を明記し、「江東区文化センター 手づく
りショップ係」へ郵送。返信部分の宛名もご記入
ください。

締   2/23（土）必着　※応募者多数の場合は抽選
主催   江東手工芸協会
問   ☎03-5639-1158（宮本）、 
☎03-3638-0174（富樫）

2019年夏開催ミュージカル
『冒険者たち～この海の彼方へ』のジュニア
キャスト・オーディション参加者募集！！
8/10（土）～12（月・祝）に江東区文化センターホール
で開催するミュージカ
ル公演のジュニアキャ
ストを募集します。
詳細はホームページ
（ http://boukensha 
tachi.com/）
または『ミュージカル 冒険者たち』で検索ください。
時    4/29（月・祝）・30（火・祝）
場   砂町文化センター サブレクホール
申   ジョイキッズ・ミュージカル 
☎03-5809-9639（火）～（土）14：00～18：00 
またはinfo@boukenshatachi.com へ

伝統工芸・伝統芸能公開
場   常設展示室火の見櫓前 ほか　￥   観覧料に含む

◆「べっ甲細工」
べっ甲とは、タイマ
イという海亀の甲羅
から作られるもので
す。べっ甲細工は奈
良時代に日本にもた
らされ、江戸時代に
は大名などを中心にかんざしや櫛などの装飾品と
して作られました。その技を間近でご覧いただき
ます。

第2回 東京無地染展
～東京無地染のきものを着てみよう～
古来より衣服の基本
的な染めは、草木の
液を使う無地染めか
ら始まりました。
東京無地染は、経済
産業大臣指定伝統的
工芸品伝統工芸士である職人をはじめとした10

工場で無地染めの伝統を広く伝える組合で、今回
が2度目の作品展になります。無地染めの魅力を
幅広くご紹介します。
時    2/21（木）～24（日）9：30～17：00 
（初日は13：00～、最終入館は16：30）
場   レクホール　￥   観覧料に含む

着物DE江戸の町 着付け体験

レンタル着物を着て常設展示室を見学してみませ
んか。江戸情緒を味わいながらご見学ください。着
付けにはお一人20分程かかります。
時    3/2（土）11：00～15：30　場   常設展示室
対   身長140cm以上の方
　※140cm未満の方は要相談
￥   女性2,500円、男性3,500円
　※前日までの予約は500円引き
師   渡辺多充子（和服・着物着付けこんしぇるじゅ）
申   ぎゃらりーひまわり☎03-5809-8841または、
当資料館まで

資料館通り商店街 出店イベント

資料館がある資料館通り商店街と地域のお店が一
堂に会する楽しいイベントです。
時    3/10（日）10：00～16：00
場   レクホール　￥   無料
出店   あづまや文具店、ぎゃらりーひまわり、アトリ
エ楽土窯、地雷也、足もみシャムロック ほか

臨時休館のお知らせ

2/26（火）・27（水）保守点検のため臨時休館しま
す。※2/25（月）は定期休館日

もうすぐ開催！こども映画祭

江東区出身の人気声優・関智一さんのトークショー
（要事前申込み）やアニメ作り体験もあります。詳
細はチラシ、ホームページをご覧ください。
時    2/24（日）11：00～　￥   無料

第2土曜日はジュニア俳句教室
時    3/9（土）9：30～11：30 ※9：20集合
場   研修室　対   小学生20名
￥   無料　申   電話・窓口で（先着順）

芭蕉記念館俳句会
時    3/20（水）13：30～15：00　
場   研修室　対   20名
￥   無料　内   兼題 春季雑詠3句
申   電話・窓口で（先着順）

森下ものづくりカフェ参加者募集
感謝の気持ちを伝えるプリザーブドフラワーアレンジ
3月のものづくりカフェは、おうち飾りにもプレゼ
ントにも最適なプリザーブドフラワーのアレンジ
を作ります。お選びいただく素材により、卒業など
のお祝いやお彼岸のお供えなどさまざまなシーン
に対応できます。

別売りのケース（500円、リボン付）に入れると、そ
のままプレゼントとしてお渡しできます。
時    3/10（日）①10：30～ ②13：30～
場   エントランス　対   各回16名　￥   3,000円
師   坂元優子（NFD1級、フラワーデザイナー）
申   電話・窓口で（先着順）

亀戸フェスティバル 3/10（日）開催 会場／亀戸文化センター（亀戸2-19-1 ☎03-5626-2121）
イベント名 時間 対象・定員 費用

発
表
会

ジュニアのための英語ドラマ教室 10：30～12：00 100名

無料カメリアホール ステージライブ 11：00～16：00 400名

①こどものための三味線教室 ②おとなのための長唄三味線教室 ①14：45 ②16：00 50名

体
験
教
室

液体窒素ふしぎ科学実験 ★ 10：00～11：30 小・中学生30名 450円

ペーパークイリングの額絵「春」 ★

10：00～12：00

小学生以上6名 500円

フラワーアレンジ教室 Andante
①春のテーブルアレンジメント ②ハーバリウム ★ 10歳以上各10名 ①1,500円

②2,000円

カラー魚拓体験教室 ★ 10：00～16：00 10歳以上15名 500円

アナウンス体験 ※各回30分 ★ ①10：00 ②11：00
③13：00 ④14：00 大人各6名

無料

呼吸を学ぶ太極拳 ★ 10：15～11：15 大人10名

三味線体験教室 ※各回20分 ★ ①13：00 ②13：25 小学2年生以上各8名

櫻川流江戸芸かっぽれ亀戸道場 ★ 13：00～15：00 大人10名

タヒチアンダンス 親子&初心者体験教室（女性・女児限定） ★ 13：30～14：15 15組（親子の場合は4歳～小学6年生）

韓国の伝統舞踊・楽器・民謡とのふれあい ★ 13：30～14：30 30名

はじめての水彩画 その11 ★ 14：00～16：00 大人10名

※小学3年生以下は保護者同伴でご参加ください。
上記のほか、ミニ工作教室&作業所まごころ市、模擬店（1階）、おもちゃ病院開院（2階）、動物マスコット作り（6階） など
【会場：十三間通り歩行者天国内】 東京消防庁VR防災体験車、ミニ四駆　など
【会場：亀戸梅屋敷】 江東区・江東区教育委員会主催～こうとうの伝統工芸 第3回 受け継がれる匠の技（実演公開・体験教室）

TOYOSUサンクスデー 3/3（日）開催 会場／豊洲文化センター（豊洲2-2-18 ☎03-3536-5061）
イベント名 時間 対象・定員 費用

「リトミック・歌・造形など」 ★ ①10：00～10：40
②11：00～11：40

①1歳～2歳児と保護者8組
②2歳～3歳児と保護者8組 無料

中国語体験教室 ①10：00～10：40
②11：00～11：40

①児童中国語10名
②大人中国語10名 500円

はじめてのピアチェーレ（新体操の要素を使ってのバレエアカデミー） ★ ①10：00～11：00
②11：00～12：00

①3歳～ 6歳10名
②7歳～12歳10名 1,000円

遊ぼう!竹の子どもたち ★ ①10：00  ②13：00 各20名 1,000円

「詩吟」を吟じてみよう ★

10：00～12：00

初心者10名

無料

書写体験　かきかた・ペン・筆ペンのお試し書き 20名

親子プログラミング体験会 年長～小学生のこどもと
保護者10組

楽しくコーラス! 11：00～12：00 20名

親子でバレエ ★
13：00～14：00

3～12歳のこどもと
保護者（20～50歳代）10組

ネイティブ発音を学ぶJazzボーカル ★ 大人（15歳以上）20名 500円

世界がグッと近づくやさしいことばエスペラント 13：15～14：45 10名

無料歌を習ってみたい方のためのボイストレーニング（個人レッスン）

13：00～15：00

大人4名

おもてなし中国語 ステップアップ初級クラス（春の講座体験教室） ★ 中国語を学んだことのある
大人10名

ティアラこうとう地域感謝祭 3/24（日）開催 会場／ティアラこうとう（住吉2-28-36 ☎03-3635-5500）
イベント名 時間 出演・協力・内容 費用 会場

オーケストラの日2019スペシャルコンサート ★ 14：00～16：00 チケット販売中 ※公演詳細は4面をご覧ください。 500円 大ホール

春らんまん寄席 ※1 ★ 12：00～13：00 出演／林家木久蔵 ほか 【申込み】 ☎03-5624-3333
無料 小ホール

春休みファミリーコンサート 14：00～15：00 出演／江東区音楽家協会

オリジナルトートバッグ

10：00～16：00

トートバッグに好きな絵を描きます 100円

地下1階
ロビー

ティアラを作ってみよう! 切って塗って、自分だけのティアラを作ります

無料手作りフォトブース 色々なアイテムを身に着け、写真を撮ります

ロビーdeコンサート 10：30～15：30 出演／江東区音楽家協会
①10：30 ②11：30 ③13：00 ④15：00

楽しいお茶会（立礼） ※茶菓子付（先着100名） 12：00～15：00 協力／江東区茶華道会 100円

ジュニアオーケストラスプリングコンサート 17：00～18：00 ティアラこうとうジュニアオーケストラによるアンサンブルコンサート 無料 大会議室

フリーマーケット ※雨天中止
10：00～16：00

協力／環境整備推進委員会 【問合せ】☎03-3645-7581（老沼）
実費 1階広場

キッチンカー（カレー、ホットドッグほか）、軽食販売 協力／住吉二丁目町会、東京シティ・フィル ほか

※1 「春らんまん寄席」は、1申込み2枚まで。カルナビ枠として50席分の先着受付です。

〒136-0072 大島8-33-9
☎03-3681-6331 FAX.03-3636-5825
〈第1・3月曜日休館〉祝日の場合は開館

東大島
文化センター 

〒135-0004 森下3-12-17
☎03-5600-8666 FAX.03-5600-8677
〈第1・3月曜日休館〉祝日の場合は開館

森下
文化センター 

アレンジ例。花器は黒または薄紫色から選択できます。〒135-0002 住吉2-28-36
☎03-3635-5500 FAX.03-3635-5547
〈第1・3月曜日休館〉祝日の場合は開館

ティアラ
こうとう

〒135-0045 古石場2-13-2
☎03-5620-0224 Fax.03-5620-0258
〈第1・3月曜日休館〉祝日の場合は開館

古石場
文化センター 

〒135-0006 常盤1-6-3
☎03-3631-1448 FAX.03-3634-0986
〈第2・4月曜日休館〉祝日の場合は開館、翌日休館

芭蕉
記念館

〒136-0072 大島9-1-15
☎03-3636-9091 FAX.03-3636-9094
〈月曜日休館〉祝日の場合は開館、翌日休館

中川船番所
資料館

ヘアピン

ストラップ

〒135-0021 白河1-3-28
☎03-3630-8625 FAX.03-3820-4379
〈第2・4月曜日休館〉祝日の場合は開館

深川江戸
資料館

展示室観覧料
大人400円、小・中学生50円 ※中学生以下は保護者同伴

日時 内容 出演
2/17（日）

13：30～15：30
べっ甲細工

江東区優秀技能者
磯貝剛

2/24（日）
14：00～14：30

落語 三遊亭好の助

3/16（土）
①11：30～12：10
②14：00～14：40

江戸の物売りと
大道芸

日本大道芸・
大道芸の会

3/17（日）
13：30～、14：30～

特別編
「木場の木遣」

木場木遣保存会・
木響会

〒135-0016 東陽4-11-3
☎03-3644-8111 FAX.03-3646-8369
〈第2・4月曜日休館〉祝日の場合は開館

江東区
文化センター 

歌が好きな子あつまれ！

講座・自主グループ・利用団体 成果発表会（1面のつづき）
一年の練習成果を舞台発表します。ぜひご覧ください。

（入場無料、直接会場にお越しください）

■古石場文化センター（会場／2階大研修室）
2/17（日）11：30開演　こどものためのお箏教室、FAギタークラブ、古石場三味線クラブ、
フルート教室プルメリア、大野ウクレレ教室、古石場ゴスペルコーラス講座OG会、合唱団
KADODE、ウクレレで楽しく唄おう、ドリームスクエア・ジャズオーケストラ（出演予定順）
■東大島文化センター（会場／4階レクホール）
2/23（土）13：00開演　ブリリアントスターズ 東京（ゴスペル）、こどものためのクラシックバ
レエABCクラス、みのり会（木のオカリナ）、フラメンコサークル・アレグリアス、関吟東京詩
吟の会、ダンス・アソシエイションCON、口笛サークル「砂町バンビ」、アイニーベリーダンス、
TAIKO-LAB 江東、こどものためのクラシックバレエ ポワントクラス（出演予定順）
2/24（日）13：00開演　Pの会（女声アンサンブル）、童謡・唱歌をうたう会、スタジオKalama 
Lilia & Kalama（ウクレレ演奏とフラ）、プアナニ髙橋ハワイアンフラ東大島、清水順子ヴォイ
ストレーニング音楽教室、東大島女声コーラス、トモ・ダンスサークル、Chor Merrily、民謡三
浦流きずな会、東大島ウクレレ教室（出演予定順）
■江東区文化センター（会場／3階レクホール）

3/3（日）10：00開演　江東打撃団、しの笛倶楽部、49、「楽しく歌おう！イタリアのうた」の会、
江東区吟剣詩舞道連盟、江東マンドリンクラブ、ジュニア・ダンスミックス、プアナニ髙橋ハ
ワイアンフラ江東、大正琴絃容会、オカリナサークル♪ドルチェ、江東相撲甚句会、ダンス・ア
ソシエイションCON、江東少年少女合唱団、江東ジョイスプリングス、ボサハンコス、江東区
合唱連盟 歌おう会（出演予定順）
■豊洲文化センター（会場／豊洲シビックセンターホール）
3/3（日）10：20開演　絃容会大正琴コスモス、豊洲キッズダンス DDフューチャー（DEAR 
BODY）、初心者歓迎！大人のベリーダンス教室、STEP&STEPジュニアモダンバレエ、朗読グ
ループ「座・深川」、千穂徳の会、タップダンス教室、大正琴 彩のこと ゆりかもめ、豊洲詩吟同
好会、リコフラ、Sayoko Bellydance elsollaluna、プアナニ髙橋ハワイアンフラ豊洲、熊猫中
国語（CSL外国語センター）、ムーラン・ルージュ、ネイティヴ発音を学ぶボーカル・豊洲JAZZ、
合唱団KADODE、大人のピアノ同好会（PLAYGROUND）、ラミューズコーラスアカデミー“ラ・
ヴォーチェ”、メンネルコール広友会、AT Ballet Class、Q-sai豊洲ギター道場（出演順）
■森下文化センター（会場／2階多目的ホール）
3/3（日）11：00開演　司会／朗読の会〈華か語〉　イノコとノンクン プラス1、うたう・楽しむ・
元気がでる 童謡唱歌の世界、キッズチアダンス&サニーウィングスティアラ☆・ファイン !! 、
はじめてのハワイアンフラ、みどり気功スタジオ、森下女声コーラス、森下スマイル合唱団、
森下フォルクローレ、江戸伝統芸かっぽれ輪（りん）の会、琉球三線愛好会ちんだみーず（50
音順）
3/10（日）13：30開演　朗読の会〈華か語〉

春の館まつり・イベント一覧（1面のつづき） 
★は要事前申込み。開催館の窓口または電話で（先着順）。
当日の持ち物等はお申込み時にご案内します。詳細はチラシまたはホームページをご覧ください。
※江東区文化センター「春のぶんか祭」（3/3（日）開催）はカルナビ1月号をご覧ください。

森下フェスティバル 2/24（日）開催 会場／森下文化センター（森下3-12-17 ☎03-5600-8666）

イベント名 時間 対象・定員 費用

のらくろトリオ 山根あおおに先生「のらくろ」お絵かき教室 14：00～15：00 20名

無料のらくろフェイスペインティング ①10：00～ ②13：00～ 各30名程度

江東区レクリエーション協会による わくわくスタンプラリー
10：00～15：00

先着200名

福祉作業所バザー まごころ市 どなたでも 実費

体
験
教
室（
10
時
〜
15
時
）

【江東手工芸協会 講師による体験教室】 ★
●Tシャツ、バッグに手描きで色を染めていきます ●かんたん押絵（おひ
な様） ●パンフラワー「お皿にアート ミニフルーツ」 ●オリンピック応援
ミサンガ ●UVレジンでつくる桜のバッグチャーム ●よりそい雛ミニ色
紙 ●フランス刺繍でつくる「ハウスのキーホルダー」 ●ハーバリウム

【公募による体験教室】 ★
●水引で作るストラップ・ピアス ●優しい絵手紙 ●和布で持ち手1本の
手提 ●フラワーアレンジメント・プリザーブドフラワー体験 ●高温で色
を楽しむ七宝焼き（ブローチ） ●歌の為のボイストレーニング入門 ●昔
話の世界であそぼう！ ●ふしぎパステルアート体験会 ●春のお花を楽
しく美しくいけてみよう！ ●ひな祭りのアレンジメント ●お菓子と薄茶 
のたて方といただき方（表千家） ●森下フェスティバル茶会（裏千家） 
●花粉症にもいい、実践アロマ呼吸法 ●大人の鉄道ミニジオラマ

※ 時間・対象・定員・費用は各教室により異なります。詳しくはお問合せください。

※小学3年生以下は保護者同伴でご参加ください。当日までに定員に達しない教室は、当日参加が可能です。

まごころ市

体験教室

ら・館まつり2019 3/10（日）開催 会場／総合区民センター（大島4-5-1 ☎03-3637-2261）
イベント名 時間 定員

ライブパフォーマンス（※1） 11：00～ 入場無料 150名

体
験
教
室（
10
時
〜
15
時
30
分
）

【★要申込み】
○体験！ヒップホップレッスン ○女性のためのストレッチ ○からだ改善元気体操 
○気軽に社交ダンス～すぐに役立つステップを覚えよう～ ○精油を使ったアロマ
スプレー&アロマ石鹸作り ●韓国福袋 ●サクランボのブローチ ●ビーズで作るハッ
チとマーヤのストラップ ●アート盆栽作り（タンポポ） ●押し花のクリアーファイル
（2枚） ●押し花の祝儀袋（2枚） ●市松風和紙人形 ●クルッと回転フォトカード（※2） 
●花の形のバッグチャーム（※2） ●小物入れにもなる簡単お弁当袋（※2） ●健康測
定&栄養相談会

【申込み不要】
●UVレジンでつくる桜・サクラのバッグチャーム ●タイルアートのオーナメント 
○折ってたのしい！おりがみ教室 ○行政書士による無料相談コーナー ○昔あそび
コーナー ○占いの館 ○マンカラ（Mancala）あそびコーナー ○城東図書館おはなし
会 ○YORIのマジックコーナー ○風船グリーティング ●できたて！フードコーナー

※ 時間・対象・定員・費用は各教室により異なります。詳しくはお問合せください。●：参加費有料、○：参加費無料。

※小学3年生以下は保護者同伴でご参加ください。 ※上記のほか、特設ステージでコンサートも開催します。
※1 要整理券（事前申込・引取り）、2/10（日）10：00～受付開始。 ※2 当日、手軽に体験できる（参加費100円）コーナーもあります。

タイルアートのオーナメント

昨年の様子

ジュニア俳句教室の様子
3月の季語：ひなまつり、
卒業、春休み、風光る、
水ぬるむ など
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イ□0～3才リトミック無料体験 時□2/19、

3/19㈫9:30、10:20、11:10～ 場□(テ)詳細は

HP yanopiano.com ☎090-9680-4992

やのピアノ教室までお気軽に

イ□ヘルマンハープ教室無料体験 時□

3/7㈭13:30～14:30場□(文)3F教材 五線

譜が読めなくても楽しめるドイツの楽

器です。4月開講にあたり体験会をし

ます。先着順受付。☎090 -4012 -0445

認定インストラクター遠藤

■ピアノ個人教授 始めてみませんか。

発表会にむけて練習してます。

詳細はお電話で ☎3630 -9065 山崎

■やさしいピアノ教室 子供～大人

大歓迎。場□千石2 ☎3649-2838 松本

■太田ヒロドラム教室（吉幾三バンド

ドラマー） 基礎からやりたい曲まで

マンツーマン 1 時間 3 回 ￥□10 ,000円

時□10～22時 場□門前仲町SOSスタジオ

初心者から親父バンドまで ☎5245-3777

■端唄と三味線教室 時□㈬13:00～20:00

場□森下二丁目町会会館 初心者～個人

指導 月4回 ☎080 -6640 -6220 三和

■ヴォーカルマンツーマンレッスン

いきものがかり～高橋真梨子までお

好きな曲で現役プロ講師が丁寧に指

導。ボイストレーニングも充実。体

験60分 ￥□1 ,500円で実感。お気軽に。

場□西大島 ☎5609 -8949 ヴォイスマン

■スウィング歌唱教室 声が出ない方

初心者や御年輩も発声他基礎から丁

寧に御指導。演歌～POPS。年齢経験不

問。団体個人夜間有。体験可場□ (テ) (森)

☎6318-0360 電話受付は平日9～18時

■ヴォイストレーニング&J-POPの名曲

を歌おう! シニア歓迎 時□隔週㈫㈬㈭

19:15～20:45 場□(文) (テ)月□4,000円お気軽

にお電話を。 ☎5609-8949 ヴォイスマン

■健康カラオケ 明るく楽しく元気よく

練習をしてます体験無料 時□㈪～㈰ 12

～21時場□亀戸駅1分￥□1回2,000円歌

いながら上達しましょう☎3636 -6772

　スポーツ

■太極拳葦の会 時□原則毎週㈰10時

～11時半 場 □ (亀) 6F和室 月□2 ,500円

いつでもどこでも誰でもできる太極拳

をしましょう。年齢問いません。

e  taikyokukenn_shirai@yahoo.co.jp

☎090-3595-0089 白井

■自彊術教室 健康と美容に最適なスト

レッチ体操 時□㈪13時・15時、㈭19時

場□(文)、時□㈬19時半 場□三好、時□㈮10時

場□ (森) 月□3 ,000円 ☎3649 -2352 有賀

■合気道を楽しむ 中学生以上誰でも参

加でき、心身共に充実させる武道。時□

毎週㈭ ㈯19:00～ 場□深川スポーツセン

ター 月□初心者3,000円有段者5,000円

HP http://aikikai-fukagawa.com/

☎3641-2760 深川合気会 相川

　ダンス

■ヒップホップジャズ 楽しく踊って

ダイエットしよう 時□㈮9:15 経験者、

10:45 基礎 場□(砂)無料体験有入会随時

☎090-4736-2237 前川

■ヒップホップジャズ 時□㈬㈮16:50 1・2

年、17:45 3・4年、18:35 5.6年、19:30 

特別クラス、園児㈮16:00、㈯16:00 1・2

年、16:50 健康 無料体験有 場□東大島 

ダンス好きな子大募集中。待っています

☎090-5441-9818 川上

■社交ダンス初級 時□㈫19:30～21:00

㈮14:00～15:45 場□扇橋2丁目小松橋

区民館5Fホール 入□1,000円 月□3,000円

美容と健康の為ダンスを踊りませんか。

2人のプロが楽しく優しく指導します。

☎3647-2019 あすか 木内絹子

■社交ダンス初級初心 時□㈭10～12時

場□(総)6Fサブレク 入□1,000円 月□3,600円

何才からでも必ず踊れるようになり

ます。認知症予防にも効果大です。

レッスンの合間にお茶休憩あり。

☎080-3252-9131 木曜会

■ 楽しく易しい 初 歩 の ダ ンス

時□㈭ 初心者13時～14時 月□2 ,000円

初級・中級14時～16時 月□3,500円 場□

(文)サブレク、見学自由、やさしく指導

☎3647-5944 チェリーズ 高橋

■社交ダンス まったく初めての方初心

者 時□㈮13:00～14:00 月□2,000円、初級

中級14:00～16:00 月□4,000円 場□東陽

区民館4F ☎3521 -1759 フェアリー

■社交ダンス初級中級 時□㈫13:30～

15:30 ㈭18:00～21:00 場□東陽区民館

4Fメトロ木場駅前 月□4,000円 レベルアッ

プ目指す方 ☎3521-1759 ハナモモ

■社交ダンス初級中級 時□㈬18:00～

21:00 場□東陽区民館4F 月□4 ,000円

基本中心のステップとトレーニング

中高年歓迎 ☎3521 -1759 ウイング

■社交ダンス初級・中級 時□㈭13:30～

15:30サブレク 時□㈮18:00～21:00レク

ホール 場□ (豊)7F 月□4 ,000円 基本中心

のステップとトレーニングレベルアップ

目指す方 ☎3521-1759 フェアリー

■社交ダンス初級 ・ 中級 時□㈮13:30～

15:30 場□砂町区民館3F 月□4 ,000円

基本中心のステップレベルアップ目指す

中高年歓迎 ☎3521 -1759 さざんか

■社交ダンス中級 時□㈰14:00～15:45

場□主に東陽区民館4Fホール ￥□一回

1,000円 入□1,000円 美容と健康の為ダ

ンスを踊りませんか。2人のプロが優し

く楽しく指導致します。中高年者歓迎

☎3647-2019 あすか 木内絹子

■さくら会会員募集時□㈮19～21時場□(東)

(総) ￥□1回1,500円 入□無 大屋先生指導

MR同時女性歓迎☎3683-6067下木屋

■櫻川流江戸芸かっぽれ亀戸道場 時□

第2・4㈭14～16時、第2・4㈮19～21時

場□(亀)亀戸駅徒歩3分。楽しい仲間が貴

方を待ってます。 ☎3636 -2044 大塚

　学習

■中国語初級 時□2/23～隔週㈯11時～

12時 場□(亀) ￥□10回15,000円中国、日本

人2人講師体制できめ細かく指導。

e kikukazu40@yahoo.co.jp 菊池

■しゃべる英語 苦手な貴女も話せる様

に。時□㈭朝・昼・夕場□東陽 月□6,000円

3回～ ☎090-1127-1141

■やさしく楽しい英会話 時□㈪～㈯好き

な時間可 場□西大島駅5分 月□ 5,000円～

4回 会話中心 ☎080-3409-3638 吉田

■初心者おとなの英会話※  場□ (森) (豊)

大島 ネイティブ講師が一人一人の

レベルにあわせて笑顔のレッスン

☎090-2536-2493/3684-2945

　芸術

■児童造形絵画教室アトリエピッコロ

時 場□□㈫ ㈬ ㈭南砂、㈮ (文)14 :30～入月□□

各5,000円 対□3才～中学生 写生画・想

画・デザイン・立体工作・粘土等を楽しく

詳細は HP http://oekaki-piccolo.com

☎3640-3621 前澤

■墨と彩りの色紙絵の会 色紙に描

く気軽で楽しい墨彩画 時 場□□第2㈮(文)

第3㈬(豊)13:30～15:30 ￥□2,000円女性

限定 ☎3615-7668 玉嬋墨彩塾・𠮷村

■書道イベント 今年の目標、希望好

きな字を漢字一文字で式紙に表現し

てみませんか。手ぶらでOKです 時□2

月毎週㈬15:00～21:00 場□ (文) 2F￥□

500円どなたでもお気軽に参加下さい

☎080-5960-2779 ひかり書道 シカクボ

■美蘭書道会 時□㈪㈫㈭時間他問合お

気軽に 場□東雲1 対□幼～毛硬併習少人

数 丁寧に指導 ☎080-1172-0538 斎藤

■秋湖書道会 時□㈬13:30～21:00 場□(文)

時□㈪17:30～21:00 場□冬木町会館

書に関する知識や、書く楽しさを深め

ながら一人ひとりの経験にあわせて

わかりやすく丁寧に指導いたします。

☎3667-6718 田塚まで

■ 門俳句木の会・主宰鈴木節子

時□第4 ㈭13:00～16:50 場□(芭) ￥□1,500円

（椿赤し心にかなふ一語かな 悠美子）

明るい俳句会 ☎3645-0417 三上・宛

　趣味

イ□和布の小物教室 時□2/14㈭10:00～

12:00 場□総合区民センター第6会議室 

お気軽に御参加下さい ☎3645 -7581

イ□型紙いらずの着物リメイク体験

時□2/16㈯午後 場□ (文)会議室 洋裁の苦

手な方大歓迎 ☎3645-7581 電話受付

14～16時 e oinuma@ka.baynet.ne.jp

■大谷美智子ニットスタジオ手あみ教室

お好きなデザインをお好みのサイズで

時□㈫・㈮場□(総)、時□㈪ 場□平野2入□3,000

円 月□4,000円 ☎080-3011-3498

■楽しいステンドグラス 時□㈪～㈯ 好き

な時間可 場□西大島駅5分 入□5 ,000円

月□8,000円4回 ☎080-3409-3638 吉田

　その他

イ□弁護士による無料法律相談会 時□

2/22㈮10:00～12:00 場□豊洲文化

センター。離婚・相続・各種トラブル

等、お気軽にご相談下さい。ご予約は

「銀座ブロード法律事務所」 ☎5159 -

5710 e  fukuda@minegishi-law.jp

趣味

音楽

スポーツ・健康

芸術

ダンス 学習

その他

江東★ティアラこうとう（火）
★古石場文化センター（水・木）
★東大島文化センター（金）
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総合区民センターの駐車場が有料になります 3/1（金）～
総合区民センターの駐車場が、3/1（金）から、民間駐車場運営事業者が運営する有料時間貸駐車場になり
ます（24時間営業）。総合区民センター利用の有無に関わらずご利用いただけ
ます。なお、区の行事等で駐車場の営業を一時中止する場合があります。事前
に区ホームページ等でお知らせしますので、ご確認のうえ、ご利用ください。

【駐車料金】  最初の30分無料、以降20分100円 
※障害者無料（障害者手帳等の提示が必要です）

問 区民課区民係　☎03-3647-8406　FAX03-3647-9206

銀座ブロード法律事務所

中央区銀座一丁目10番3号 銀座DTビル3階
電話03-5159-5710（代表） mail : fukuda@minegishi-law.jp

※お問合せの際には、「カルチャーナビを見て」とお伝え頂ければスムースです。

銀座一丁目において、50年以上の歴史と実績を持つ法律事務所です。
遺言、相続、任意整理、破産、その他各種トラブル。
「丁寧」「迅速」「的確」にベストな解決方法をご提案致します。
豊洲文化センターにて無料法律相談も定期開催しておりますので、まず
はお気軽にお問合せください。

大島駅下車A1出口1分
（1ヶ月4回）初級 ¥5,000

にしべ

西部ピアノ学院
学院長 西部京子

個人レッスン

☎090-4665-4095

お好きなコースが
選べます

ピアノ

歌唱

ポピュラー

カラオケ

¥3.500～メニューの組合せや2名様以上でさらにお得です!
美しく輝くお似合いの色・デザイン・メイクなど
色の効果で美しく心豊かな幸せな毎日に

Ceres color ケレスカラー

cerescolor2014@gmail.com　
お問合せ ☎080-8702-7405
https://cerescolor.hp-ez.com

❖パーソナルカラー 資料&ポイントメイク付❖
❖骨格診断  資料付❖

清澄白河駅
から7分

きっかけはお見合から！！

結婚相談室 初・再婚・年齢不問

創業昭和50年　伝統と信頼の
全国仲人連合会・
江東東陽支部

☎０３-３６４７-７５８１
江東区東陽１－３３－１２－１０１
営業時間 午前１０：００～午後6：００
　　　　 木曜日定休

（株）全国仲人連合会　　 亀戸駅前支部
◇創業1970年の信頼と実績◇経済産業省指導マル適マーク取得◇
幅広い年齢層に対応 インターネットに個人情報登録を行わないコースも完備

ご本人様だけに任せたままでは重い腰は上がりません…
働き盛りは忙殺の毎日ですが人生は有限です。

成婚まで親身にお世話致します。まずはお気軽にお問合せ下さい。

☎03-5626-7404

30代からの結婚相談所
ご親族様からのご相談歓迎

城東スクエアダンスクラブ◇初心者講習会
（2019年4月6日～8月／毎週土曜日）
3/30には無料体験会を開催します
◎時間：午後6時30分～8時30分
◎会場：総合区民センター（西大島駅近接）
◎費用：6,000円（全20回・資料費込）※入会金なし
◎連絡先：080-5407-1260、ge.ka-caffe@ezweb.ne.jp（神山）
　　　　  090-4735-4476、hisae2973@docomo.ne.jp（佐藤）
◎東京都スクエアダンス連絡協議会 http://s-toren.com

◆ ◆ ◆スクエアダンス◆ ◆ ◆

http://gatto-aroma.com/
info@gatto-aroma.com

2/23（土）15:30～17:00
4,000

3,500

表示価格は全て税込み価格です。

3,500
8,000ナード・アロマアドバイザー

無 料 法 律 相 談 会
相続問題、借金問題、賃貸借・売買、その他法律問題かどうかわからなくても
お気軽にご相談下さい。 相談時間40分

相談ご希望の方は、事前に電話又はメールにてご予約下さい。

当会HP▶http://zenkikai.net/

相談会責任者（予約先）
草薙法律事務所　弁護士 川野 浩典（東京弁護士会）
☎042（720）5911  　h-kawano@kusanagi-law.jp
主催：東京弁護士会法友全期会（東京弁護士会所属の弁護士グループ）

※土・日・祝日を除く10：00～17：00まで

3月1日（金）18：30～20：50 会場：豊洲文化センター8階 第2研修室

13：30開場
14：00開演

前売1800円3/30土

都営新宿線・半蔵門線
住吉駅 A4出口 徒歩4分

鋭く乾いた音色のフラメンコギター
豊かで深い音色のクラシックギター
二つの響きを素晴しいホールで…

【ご予約・お問合せ】宮川明フラメンコギター教室 tel/fax03-3878-8077
☎090-8491-6364 akiramiyakawa@ezweb.ne.jp

フラメンコギター&クラシックギター
ティアラこうとう・小ホール
宮
川
明

建
孝
三

クレッシェンド音楽教室

info@cresc-ms.comMail

ピアノ（月～土）3 才～大人
リトミック（火～土）0 才～6 才

☎03-6220-0326
ピアノとリトミック、絶対音感の説明会と無料体験受付中!

豊洲・東雲
教室

「一音会式絶対音感トレーニング」で、お子様に一生の宝物をつけてあげませんか?
リトミックは国立音大付属幼稚園のプログラムを取り入れています。
ピアノは、読譜力と表現力が身につく楽しいレッスンです。
ピティナ《豊洲CANALステーション》代表
2018年ピティナコンペティションで、教室から参加した生徒の80%が予選優秀賞を
受賞し、5名が全国大会に進出しました。7名の講師が指導者賞を受賞しました。

0歳～5歳
リトミック新クラス
体験受付中 !

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です。
既に対象の代表者の方にはご案内をお送りしています。引き続き施設予約システムのご利用を希望される方
は、期日までに財団各施設の窓口でお手続きください。※郵送、FAXでの手続きはできません。
【対象】  登録番号（8桁）の先頭番号が1の方 （例）10012345
【有効期間および更新手続期間】  2019年3月31日（日）まで
※更新手続きを行わなかった場合、4月1日（月）以降サービスが利用できません。
●WEB予約・予約確認　●自動抽選のエントリー　●抽選結果確認　など、WEB上で行える各種機能

【問合せ】 江東区文化コミュニティ財団 管理課 〒135-0016 江東区東陽4-11-3 
☎03-3644-8119（土・日・祝日を除く9：00～17：00まで） FAX.03-3646-8369

● 施設予約システム利用者登録更新手続きはお済みですか? ●

各センター展示ロビーのご案内 ★第1・3月曜休館 ☆第2・4月曜休館 いずれも祝日の場合は開館。※観覧時間は基本的に9：00～21：00です。
※日程は変更になる場合があります。予めご了承ください。   主：主催事業

施設名 イベント名 開催期間 初日
開始時刻

最終日
終了時刻

江東区文化センター
展示ロビー ☆

佐藤かつひろ写真展・佐藤芳子パネルシアターイラスト展 （開催中）～2/15（金） － 16:00

平成30年度講座・自主グループ成果発表展「小さなギャラリー」 主

パステル画を描く会 2/17（日）～23（土）

9：00

15：00

江東きりえの会
※無料体験教室：2/26（火）・27（水）13：00～15：00（直接会場へ）

2/24（日）～3/1（金）

橘流寄席文字教室 3/4（月）～9（土） 13：00

書道教室 3/10（日）～16（土） 9：00

森下文化センター
展示ロビー ★

マンガ特別展「山根青鬼一門会 ～オニンピック～」 （開催中）～2/11（月・祝） － 16：00

鐵塾 ジオラマ展 2/21（木）～26（火） 9：00 18：00

古石場文化センター
展示ロビー ★

自主グループ・利用団体成果発表展 主

革のぬくもり～レザークラフト～ 2/24（日）～3/2（土）

9：00 14：00紅型染古石場 3/3（日）～9（土）

自由に描くパステル画教室、公文書写教室 3/10（日）～16（土）

豊洲文化センター
ギャラリー ☆

合同成果作品展
※団体毎に会期が異なります。詳細はお問合わせください。

（開催中）～3/1（金） 13：00 15：00

東大島文化センター
展示ロビー ★

第12回東大島おひなさま展「春を寿ぐちりめん細工」 主 2/17（日）～3/5（火）
9：00

18：00

東大島文化センター日本画教室成果展 主 3/9（土）～15（金） 18：00

砂町文化センター
展示ロビー★

講座成果展「スケッチ教室 ～水彩画を楽しむ～」 主 2/15（金）～28（木） 9：00 19：00

高田光木柳句展 3/1（金）～7（木） 10：00 17：00

総合区民センター
展示ホール ☆

平成30年度 江東区中学校特別支援学級 合同展覧会 （開催中）～2/13（水） － 14：00

区民センター講座 実用書道 ～暮らしに生かせる書～ 成果展 2/21（木）～3/6（水） 9：00 17：00

□東京オペラシティ コンサートホール（京王新線初台駅東口徒歩1分）
□全席指定　 S席6,300円　A席5,300円　B席4,200円　C席3,200円 

プラチナ（60歳以上）PS席4,800円　PA席4,000円
※江東区民は一般料金（S席～C席）より各200円引

東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団 定期演奏会 6歳 以上  託児 あり

江東区芸術提携団体 チケット販売のご案内

第322回
2/16（土）
14：00開演

指揮／下野竜也　ヴァイオリン／南紫音
曲目／ オッフェンバック：喜歌劇「天国と地獄」序曲、 

シェーンベルク：ヴァイオリン協奏曲 作品36、スッペ：序曲「ウィーンの朝、昼、晩」、 
喜歌劇「怪盗団」序曲、喜歌劇「美しいガラティア」序曲、喜歌劇「軽騎兵」序曲

第323回
3/16（土）
14：00開演

指揮／高関健　ピアノ／小山実稚恵
曲目／ コダーイ：ガランタ舞曲、バルトーク：ピアノ協奏曲第2番、 

コダーイ：ハンガリー民謡「孔雀が飛んだ」による変奏曲

ティアラこうとうチケットサービス ☎03-5624-3333
託児のお申込み ㈱マザーズ 0120-788-222

チケットの
お申込み・お問合せ

江東区文化センター 談話ロビー　無料コンサートのご案内

江東区音楽家協会によるコンサート
会場／江東区文化センター 2階談話ロビー　時間／12：00～（約30分）

プロムナ
ード・コンサート

2/15（金） 出演／村田佑子（ソプラノ）、高田幸恵（ピアノ）

2/22（金） 出演／安藤美保（ピアノ）

3/8（金） 出演／平田美欧（ソプラノ）

区内で音楽活動等を行っている団体や個人によるステージ
会場／江東区文化センター 2階談話ロビー　時間／12：00～（約40分）

マイ・ス
テージKOTO

2/19（火）
「日本の愛唱歌・癒し系郷愁を誘うメロディー」
出演／深川ハーモニカサークル
曲目（予定）／春の歌メドレー、知床旅情、ふるさと ほか

2/20（水）
お話し付きコンサート 木管五重奏で「ピーターと狼」
出演／木管五重奏団 アンサンブル・アクア
曲目／プロコフィエフ作曲「ピーターと狼」
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●入場無料
3/9土 明治小学校マーチングバンド（金管バンド） 平成30年度ファイナルコンサート
第37回全日本小学校バンドフェスティバル全国大会に都代表として19回連続出場、第24回日本管弦楽合奏コンテス
ト全国大会優秀賞受賞など数々の賞を受賞している明治小学校マーチングバンド（金管バンド）の平成30年度ファイ
ナルコンサートをどうぞお楽しみください。
□ティアラこうとう大ホール　□13：30開演　□全席自由
演奏／明治小学校マーチングバンド（金管バンド）&OB・OG　指揮／東海林小百合、戸村明徳　司会／藤尾久美子
曲目（予定）／平成の秋、ラテン、演歌メドレー、ソロ楽器とバンドによる協演ほか様々なジャンルの曲
申込み／ ティアラこうとう、区内各文化センター、総合区民センターの窓口で配布する入場整理券を持参の上、当日直接会場へ。

3/17日 第9回シビックギャラリーステージ～春だ！LIVEだ！豊洲へGO！～
豊洲シビックセンターギャラリーにて、一日限りのフリーライブを開催いたします。アマチュアを中心とした魅力あふ
れる様々なバンドによるライブステージです。どなたでもお聞きいただけるイベントですので、ぜひお越しください！
※タイムテーブルは豊洲文化センターまでお問合わせください。
□豊洲文化センターシビックセンターギャラリー　□12：00開演　□全席自由
出演／AERIAL、ミッチー de たっちー ほか

2/24（日） 開催 カメリアホール公演「影法師 in 東京」関連イベント 影法師物産展
影法師は歌によるメッセージの発信とともに、地元山形県長井市に伝わる在来作物や新野菜振興の中心と
なって活動しています。今回は、コンサート開催に合わせて、影法師メンバーが生産に携わっている個性的
な農産物と農産加工品の販売を行います。お気軽にご来場ください。
時  2/24（日）12：30～17：00　場  亀戸文化センター2階大研修室　
内   お米販売（「さわのはな」、「つや姫」、「さちわたし」、「雪若丸」）、日本酒販売（「鄙（ひな）の影法師」）、新野菜
「行者菜」・「花作大根の漬物」販売、影法師のCD販売 ほか

第40期 江東シネマプラザ 今月の上映作品
たそがれ清兵衛（2002年／129分） 6歳 以上

2/23土  □午前の部11：00開演／午後の部15：00開演
□古石場文化センター大研修室　□ 全席自由 臨時会員券500円（要事前予約）
当日200円増（当日券は開演15分前より販売）
殺伐とした幕末の世、子持ちの寡男である下級武士の生き様を描いた時代劇。監督は「男はつら
いよ」シリーズの山田洋次。藤沢周平の3つの短篇を基に、ベテラン俳優・スタッフが参加し、そ
の年の数々の賞を受賞した作品。
監督／山田洋次　出演／真田広之、宮沢りえ

「たそがれ清兵衛」
Ⓒ2002 松竹株式会社

発売中の公演
2/12火
19：00開演

 砂町文化亭「柳家小三治・柳家小里ん二人会」 6歳 以上

□砂町文化センター3階研修室　□全席指定3,800円　シニア（60歳以上）3,500円（当日各200円増）

2/17日
15：00開演

 かめいどらぼ2019 朗読劇 近松門左衛門 作 角田光代 翻案「曽根崎心中」 6歳 以上

□亀戸文化センターカメリアホール　□全席指定800円

2/22金
18：30開演

 寄席 都笑亭 Vol.120 スペシャル 6歳 以上

□豊洲文化センター豊洲シビックセンターホール　□全席自由1,000円（当日500円増）

2/24日
14：00開演

 影法師結成45周年記念 影法師 in 東京 6歳 以上

□亀戸文化センターカメリアホール　□全席指定4,000円

3/1金
19：00開演

 THE伝統芸能 はせみきた 和太鼓コンサート2019 「幻想風景曲集vol.2 『風の章』」 4歳 以上

□深川江戸資料館小劇場　□全席指定4,000円（当日500円増）

3/2土・3日
2日 17：00開演
3日 14：00開演

 東京シティ・バレエ団「トリプル・ビル」 SS席完売  5歳 以上

□ティアラこうとう大ホール　□全席指定　 SS席6,000円　S席5,000円　A席4,000円　B席3,000円 
当日学生席1,500円

3/3日
14：00開演

 RAKUGOもんすたぁず 6歳 以上

□古石場文化センター大研修室　□全席自由1,800円（当日200円増）

3/3日
16：00開演

 ちゅるのたけし音楽会
□江東区文化センターホール　□全席指定3,000円　中学生以下1,000円

3/8金
18：30開演

 ティアラマンスリーコンサートVol.207 「穂積磨矢子～春の風にのり期待の若手歌手と共に贈る～ あったかいんだからコンサート第3弾」
□ティアラこうとう小ホール　□全席自由3,000円

3/9土
14：00開演

 第4回 東大島亭 三遊亭わん丈独演会 6歳 以上

□東大島文化センター第1和室　□全席自由1,500円（当日300円増） ※全席椅子席

3/10日
15：00開演

Fazioli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 6歳 以上

□豊洲文化センター豊洲シビックセンターホール　□全席自由2,000円（当日500円増）

3/10日
17：00開演

 石田波郷記念「はこべら俳句大会」授賞式関連イベント ～アイリッシュハープとアンティークフルートのコンサート～ 6歳 以上

□砂町文化センター第1研修室　□全席自由500円

3/16土
15：00開演

 シリーズ第8弾! 江戸前人情喜劇「亀戸駅裏旅館～純愛篇～」
□亀戸文化センターカメリアホール　□全席指定4,000円　小学生以下2,000円

3/19火
19：00開演

 日本音楽家ユニオン ビッグバンドとラテンバンドの饗宴 6歳 以上

□森下文化センター多目的ホール　□全席自由2,700円（1ドリンク付） ※当日300円増

3/24日
11：00/14：30開演

ふれあいこどもまつり ミュージカル「人魚姫」
□亀戸文化センターカメリアホール　□全席指定2,500円（当日300円増） ※2歳以下ひざ上は無料

3/24日
14：00開演

 東京シティ・フィル&ティアラこうとうジュニアオーケストラ オーケストラの日2019スペシャルコンサート 4歳 以上

□ティアラこうとう大ホール　□全席指定500円

3/29金・30土・31日
29日 19：00開演
30日  14：00/ 

19：00開演
31日 14：00開演

 深川とっくり座公演47回目 丹青の「仇討ち屋 －誉田屋の巻－」
□深川江戸資料館小劇場
□全席自由3,000円（当日500円増）　中学・高校生2,000円　小学生以下1,500円

4/6土
18：30開演

 Viva la Musica 2019 神谷満実子 Spring Concert Part.12 森の匂いは不思議な和音 6歳 以上

□ティアラこうとう小ホール　□全席指定4,000円

4/13土
14：00開演

 豪華なサウンド！元気が出るコンサート 𠮷田正記念オーケストラ 6歳 以上

□ティアラこうとう大ホール　□全席指定　S席3,000円　A席2,500円

4/17水
19：00開演

 野村萬斎 狂言の夕べ 江東公演 6歳 以上

□ティアラこうとう大ホール　□全席指定5,500円

4/21日
11：00/13：30開演

 ～0歳からシニアまで楽しめる～ トリオベールファミリーコンサート
□総合区民センターレクホール　□全席自由1,000円　こども（3歳～小学生）500円 ※2歳以下ひざ上は無料

4/24水
12：00開演

 ティアラ ワンコイン・コンサート2019 東京シティ・フィルPresents ヴァイオリンコンサート 4歳 以上

□ティアラこうとう大ホール　□全席自由500円

5/26日
16：00開演

 和太鼓 東京打撃団 4歳 以上

□江東区文化センターホール　□全席指定3,800円　中学生以下2,500円

バレエ×声優 託児 あり  4歳 以上

東京シティ・バレエ団“セリフ付き”バレエ「ジゼル」
5/26日　□15：00開演　□ティアラこうとう大ホール
□ 全席指定　S席4,500円　A席3,500円　4歳～中学生／S席3,000円　A席2,000円
※当日学生席（高校生～25歳）2,000円（当日残券がある場合のみ販売）

昨年、コラボレーションで大きな話題になったセリフ付きバレエ。今年は「ジゼル」を上演します。セリフ・ナレーションがイ
ヤホンガイドの役割となり、初心者にもお楽しみいただけます。「THE IDOLM@STER」等で活躍中の中村繪里子が初登場!
演目／「ジゼル」全幕　音楽／アドルフ・アダン　脚本／大倉マヤ　芸術監督／安達悦子
出演／ 【バレエ】  ジゼル：斎藤ジュン、アルブレヒト：福田建太、ヒラリオン：浅井永希、ベルタ：加藤浩子、バチルド：小林あ

おい、クーランド公：春野雅彦、ウィルフリード：吉岡真輝人、ミルタ：清水愛恵、ほか東京シティ・バレエ団
【声優】  ジゼル：中村繪里子、アルブレヒト：濱野大輝、ヒラリオン：河崎文亮　ナレーション／ベルタ：木村涼香  

バチルド／ミルタ：中村慈、クーランド公：岩川拓吾、ウィルフリード：小俣凌雅  
ほか洗足学園音楽大学声優アニメソングコース

斎藤ジュン 福田建太 浅井永希 中村繪里子 濱野大輝 河崎文亮

上方落語 九雀亭
3/6水　□19：15開演　□亀戸文化センター和室
□全席自由2,500円（当日500円増）
桂九雀が東京・亀戸で落語会を開催しています。番組は当日のお楽しみ…。
出演／桂九雀　ゲスト／立川こはる 桂九雀 立川こはる

無声映画鑑賞会「活動写真バラエティⅡ」 6歳 以上

3/25月　□18：30開演　□古石場文化センター大研修室
□全席自由1,500円（当日500円増、学生当日100円増）　中学生以下1,000円
無声映画をより面白くする弁士の力をお楽しみください。娯楽忍術映画から映画史上の名作
まで多様な作品です。
【上映作品】  「散り行く花」 弁士／澤登翠 

「忍術千一夜」「海の水はなぜからい」 弁士／山崎バニラ 
「相撲の妙技」 弁士／山城秀之 澤登翠 散り行く花

セーンジャー馬頭琴コンサート 弦の宴 6歳 以上

4/12金　□19：00開演　□ティアラこうとう小ホール
□全席自由3,000円（当日500円増）
馬頭琴奏者、映画やバラエティ番組など、多方面で活躍中のセーンジャーを中心とする
コンサートです。今回は、筝奏者だけでなく臨床心理士としても活躍中の小田安希与氏
とのコラボでの演奏もあります。セーンジャーの魅力ある演奏をお楽しみください。
曲目／蒼い響き、忘れないあのとき、恋情、スーホの白い馬 ほか セーンジャー 小田安希与

ティアラ JAZZ LIVE 2019 後藤雅広・白石幸司 6歳 以上

スインギン・クラリネット・デュオPart.25
4/25木　□19：00開演　□ティアラこうとう小ホール
□全席指定4,000円
2本のクラリネットがハモったり、からんだり、時にやさしく、時にはげしく、ジャズのスタ
ンダードナンバー、讃美歌、映画音楽など、鉄壁なリズム陣をバックにフレッシュなサウンドをお届けします。
出演／ 後藤雅広（クラリネット）、白石幸司（クラリネット）、後藤千香（ピアノ）、小林真人（ベース）、楠堂浩己（ドラム）
曲目（予定）／スマイル、アイガットリズム ほか

第39回江東オペラ 歌劇『ドン・カルロ』（字幕付き伊語公演 全4幕） 6歳 以上

4/28日・29月 祝　□13：00開演　□ティアラこうとう大ホール　□全席自由4,000円
歌劇王ヴェルディ中期のグランドオペラの大傑作。16世紀のスペインを舞台に
繰り広げられる王と王妃と王子の愛と憎悪の物語。珠玉の名アリアが散りばめ
られたヴェルディ音楽の魅力たっぷりの作品をお楽しみください。
指揮／諸遊耕史　演出／土師雅人
出演／ 小貫岩夫、土師雅人、津山恵、菊地美奈、高橋啓三、佐藤泰弘、 

山口邦明、村田孝高、田辺いづみ、二渡加津子 ほか

東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団 託児 あり 6歳 以上

第57回ティアラこうとう定期演奏会
5/11土　□15：00開演　□ティアラこうとう大ホール
□全席指定　 S席3,500円　A席3,000円　B席2,500円 

江東区民各席200円引 
※お得な年間シリーズ券もあります。

実力派ソプラノ歌手 中江早希を迎え東京シティ・フィル・コーアとともに贈
る、プーランクの壮厳な宗教曲をはじめとするオール・フランスプログラム。
指揮／高関健　ソプラノ／中江早希　合唱／東京シティ・フィル・コーア　合唱指揮／藤丸崇浩
曲目／ プーランク：スターバト・マーテル、サン=サーンス：交響詩「死の舞踏」 作品40、 

フォーレ：組曲「ペレアスとメリザンド」 作品80、ビゼー：劇付随音楽「アルルの女」 組曲第2番

高関健 Ⓒ大窪道治 中江早希 Ⓒ井村重人

林家正蔵・たけ平 親子会 其の三 6歳 以上

5/18土　□14：00開演　□亀戸文化センターカメリアホール
□全席指定3,000円（当日200円増）
人気シリーズでお馴染みの「正蔵・たけ平親子会」が3年ぶりに戻ってきました！好評につき
3回目の開催です。落語初心者の方も、お好きな方も、大いに楽しんでいただけます。たくさ
んのご来場、心よりお待ちしています！
出演／林家正蔵、林家たけ平 林家正蔵 林家たけ平

日本人ボリビア移住120周年 永遠のカルカス 愛しいボリビアの魂 6歳 以上

5/18土　□15：00開演　□ティアラこうとう大ホール　□全席指定5,500円
フォルクローレ・ファンならば、最高峰にして伝説のグループ「カルカス」を見逃す訳には
いかない。
出演／ロス・カルカス　曲目（予定）／ 泣きながら（ランバダの原曲）、 

ワヤヤイ、愛の終局、ガラスの翼 ほか ロス・カルカス

素浄瑠璃の会
復曲浄瑠璃「花

はなの あ に つ ぼ み の や つ ふ さ

魁莟八総」滝
た き だ の し ろ

田城の段
だ ん

 6歳 以上

5/29水　□19：00開演　□深川江戸資料館小劇場
□全席指定2,500円　江東区民2,300円
滝沢馬琴出生の地、深川で『南総里見八犬伝』を題材にした浄瑠璃をお楽しみください。
今回は、『滝田城の段』。城主の里見義実が戯れに、愛犬八房に「敵将の首を取って持ち帰
れば伏姫を嫁にやる」と言うと、本当に首をくわえて戻り…、という物語の序章となるお
馴染みの名場面です。解説と対談付きでお届けします。
出演／太夫：竹本千歳太夫、三味線：野澤錦糸 竹本千歳太夫 野澤錦糸

純烈コンサート2019 6歳 以上

6/2日　□14：00開演、18：00開演　□ティアラこうとう大ホール
□全席指定7,000円
元戦隊ヒーロー出身俳優中心のメンバーで構成された4人グループ、純烈の初のコンサートツ
アー！「愛でしばりたい」がオリコンデイリー総合ランキング1位を獲得。
曲目（予定）／ スターライト札幌、今夜はドラマチック、星降る夜のサンバ・キサス・キサス東京、 

幸福あそび、愛でしばりたい、新曲『プロポーズ』 ほか 純烈

ヴァディム・ホロデンコ ピアノ・リサイタル 6歳 以上

6/11火　□19：00開演　□豊洲文化センター豊洲シビックセンターホール
□全席指定5,000円　学生2,500円（要学生証）
ヴァン・クライバーンなど多くの国際音楽コンクールで圧倒的な優勝を飾り、今や世界各国で引く手あま
たのスターに成長したホロデンコ。美しく多彩な音で各々の作曲家の真髄に迫ります。
曲目（予定）／ ショパン＝ゴドフスキー：ショパンのエチュードによる53の練習曲より、スクリャービン：ピア

ノソナタ第6番 作品62、プロコフィエフ：ピアノソナタ第6番 「戦争ソナタ」 イ長調 作品82 ほか ヴァディム・ホロデンコ

石川さゆりコンサート2019 6歳 以上

6/21金　□14：00/18：00開演　□ティアラこうとう大ホール
□全席指定　SS席7,000円　S席6,000円
世界的ロックギタリスト 布袋寅泰との奇跡のコラボレーションで、平成最後の紅白で注目を浴びた演歌界の
歌姫。「天城越え」「津軽海峡・冬景色」などのヒット曲から最新曲まで、日本歌謡界随一の実力を存分にお楽しみください！
予定曲目／「天城越え」「津軽海峡・冬景色」「能登半島」「ウィスキーが、お好きでしょ」 ほか

石川さゆり

東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団 託児 あり 6歳 以上

第58回ティアラこうとう定期演奏会
7/6土　□15：00開演　□ティアラこうとう大ホール
□全席指定　 S席3,500円　A席3,000円　B席2,500円 

江東区民各席200円引 ※お得な年間シリーズ券もあります。
桂冠名誉指揮者 飯守泰次郎がベートーヴェン生誕250周年プレ・イヤーに贈る名曲プ
ログラム。若手注目のピアニスト藤田真央との熱い名演にご期待ください。
指揮／飯守泰次郎　ピアノ／藤田真央
曲目／ベートーヴェン：ピアノ協奏曲 第5番 変ホ長調 作品73 「皇帝」、交響曲第3番 変ホ長調 作品55 「英雄」

飯守泰次郎
Ⓒ 金子力

藤田真央
Ⓒ Shigeto_Imura

ドリームスリーコンサート 6歳 以上

～愛の詩を貴方に～
出演：中澤卓也、パク・ジュニョン、川上大輔
4/18木　□15：30開演　□ティアラこうとう大ホール
□全席指定　S席6,500円　A席5,000円
今、人気の若手演歌歌手3人の共演です。演歌男子3人の夢の舞台をぜひお楽しみください。
曲目（予定）／青いダイヤモンド、彼岸花の咲く頃に、愛・ケセラセラ、涙の流星 ほか

ティアラマンスリーコンサートVol.208「Spring Concert」 5歳 以上

4/5金　□19：00開演　□ティアラこうとう小ホール
□全席自由2,000円
春を思わせる華やかで暖かいクラシック名曲から、日本の歌、そして映画音楽や
ミュージカルナンバーまで、ソプラノ×トランペット×ピアノ×ピアノの多彩な音
色でお届けします。
出演／ 星野月菜（ピアノ）、小倉美沙紀（ソプラノ）、 

大野美穂（トランペット）、浅野あゆみ（ピアノ）
曲目／花の歌、トランペット吹きの子守歌、春よ、サウンド・オブ・ミュージックメドレー ほか

大野美穂 星野月菜

浅野あゆみ 小倉美沙紀
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チケットのお申込み方法 江東区文化コミュニティ財団
施設一覧1   チケット取扱施設へ電話予約 

右表財団施設一覧「チケット取扱」のある施設へ

2   チケット取扱施設での窓口予約

3   インターネットでの予約 
（会員登録が必要です） 
https：//www.kcf.or.jp

● チケット購入後の変更・キャンセルは一切できません。
● チケットの表示価格は、すべて税込です。
● 各種割引をご利用の場合は、チケットお引き取りの際に 
証明できるものをご提示ください。

【開館時間】9：00～22：00
（深川江戸資料館・芭蕉記念館・中川船番所資料館の各展示室は9：30～17：00）

【休館日】
★ 毎月第1・3月曜休館 (ただし祝日の場合は開館)
☆ 毎月第2・4月曜休館 (ただし祝日の場合は開館)
● 毎月第2・4月曜休館 (ただし祝日の場合は開館し、翌日休館)
〇 毎週月曜休館 (ただし祝日の場合は開館し、翌日休館)

● 新発売のチケット 2月10日（日） から発売開始
電話 10：00～21：00※　窓口 13：00～21：00※ 
インターネット 翌日0：00～
● 発売中のチケット
電話・窓口 9：00～21：00※　インターネット 24時間
電話・インターネットでのご予約は公演前日まで

※深川江戸資料館は17：00まで

● 6歳 以上  …数字がご入場いただけるお子さまの年齢です。
● 託児サービス 

託児 あり  …お申込み先 株式会社マザーズ ☎0120－788－222 
託児 あり  …お申込み先 総合保育サービスHAS ☎0120－834－988

施設名 電話 チケット取扱 休館日 所在地

 1  江東区文化センター 電話 03－3644－8111
FAX 03－3646－8369 あり ☆

〒135－0016

東陽4－11－3

 2  森下文化センター 電話 03－5600－8666
FAX 03－5600－8677 あり ★

〒135－0004

森下3－12－17

3  古石場文化センター 電話 03－5620－0224
FAX 03－5620－0258 あり ★

 〒135－0045

古石場2－13－2

4  豊洲文化センター 電話 03－3536－5061
FAX 03－5560－0505 あり ☆

 〒135－0061

豊洲2－2－18

 5  亀戸文化センター 電話 03－5626－2121
FAX 03－5626－2120 あり ☆

〒136－0071

亀戸2－19－1

 6  東大島文化センター 電話 03－3681－6331
FAX 03－3636－5825 あり ★

〒136－0072

大島8－33－9

 7  砂町文化センター 電話 03－3640－1751
FAX 03－5606－5930 あり ★

〒136－0073

北砂5－1－7

 8  総合区民センター 電話 03－3637－2261
FAX 03－3683－0507 あり ☆

〒136－0072

大島4－5－1

 9   ティアラこうとう（江東公会堂）

ティアラこうとうチケットサービス

電話 03－3635－5500
FAX 03－3635－5547
電話 03－5624－3333

あり ★
〒135－0002

住吉2－28－36

10  深川江戸資料館 電話 03－3630－8625
FAX 03－3820－4379

あり
（17：00まで）

☆
 〒135－0021

白河1－3－28

 11  芭蕉記念館 電話 03－3631－1448
FAX 03－3634－0986 なし ●

〒135－0006

常盤1－6－3

 12  中川船番所資料館 電話 03－3636－9091
FAX 03－3636－9094 なし 〇

〒136－0072

大島9－1－15

今月の新発売 2月10日（日） AM 10：00～ 電話受付開始
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