
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。

対象日・ご予約は、
キッザニア東京オフィシャルサイト
専用ページへ

2019年4月は新入園・新入学お祝いキャンペーン!
この春に、幼稚園・保育園に入られる
お子様、新1年生（小・中学校）、
ご同伴の方々を、
特別価格でご案内します。
グループ内に該当のお子様が
1名以上いらっしゃる場合、
グループ内の皆様が
特別価格でご入場いただけます。

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。

ミュージアムカレンダー

深川江戸資料館 芭蕉記念館 中川船番所資料館

観覧時間／9：30～17：00（入館は16：30まで） 観覧時間／9：30～17：00（入館は16：30まで） 観覧時間／9：30～17：00（入館は16：30まで）

3
月

4
月

5
月

企画展
「杉浦日向子の視点
   ～江戸へようこそ～」
（開催中）

後期企画展
「歳時記と季語にみる俳句」
（開催中）4/21（日）まで

「おくのほそ道」
旅立ち330年 朗読会
3/27（水）14：00～、16：00～ （詳細は1面）

春の釣具展示
「渓流竿」　
3/20（水）～5/26（日）

冬の釣具展示
「タナゴ竿」　
（開催中）3/17（日）まで

江戸庶民の年中行事再現
「雛節句」
（開催中）3/17（日）まで

企画展
「昭和の暮らし展
  ＆浸水から親水へ」　
（開催中）4/21（日）まで

詳しくは特集面をご覧ください。

講談師と歩く江東歴史散歩 区民協働事業
みんなでつくるミニコミ誌

藤田嗣治
 〜パリに愛された日本人画家〜 

アロマのある生活

初心者のための
タヒチアンダンス

水辺から見る江東区
 〜人力船で進もう〜 

皮から作る点心と
調味料の使い方が身につく中華料理

考えるを楽しもう !
 〜こどもてつがく〜 

春の講座
受講生募集

2019年度 前期講座

春だから始める、春だから見つける♫

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。

今 年 は 映 画 を 楽 し み ま せ ん か？

『おくのほそ道』旅立ち330年
朗読会を開催
今年は、松尾芭蕉が『おくのほそ道』の旅に
出て330年目になります。芭蕉は元禄2年
（1689）、「弥生も末の七日」（3月27日）に
江戸深川を出発しました。これを記念して、
330年目の3月に『おくのほそ道』ほかの朗
読会を開催します。
時   3/27（水）【こどもの部】13：30〜 【大人の部】15：30〜
場   研修室　対   各回30名　￥   観覧料に含む
出   堀越富三郎（俳優・声優）　申   電話・窓口で（先着順）

問  芭蕉記念館　☎03-3631-1448　FAX.03-3634-0986　〒135-0006 常盤1-6-3
休館日／第2・4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

今期は不朽の名作「ティファニーで朝食を」など、カラーの外国作品が初登場し
ます。深川ゆかりの小津安二郎監督の代表作品「東京物語」「早春」も上映しま
す。うれしい特典がいっぱいの江東シネマプラザ会員になりませんか？
時   4/27（土）〜2020年3/28（土） 
【午前の部】11：00開演 【午後の部】15:00開演（各日共通）
場   大研修室　対   6歳以上 　￥   全席自由4,000円（全11回分）
申   電話・窓口で（先着順）※午前の部または午後の部のどちらかを選択

問   古石場文化センター
☎03-5620-0224　FAX.03-5620-0258　〒135-0045 古石場2-13-2

資料館のイベントへ !

みんな集まれ !

伝統芸能公開 特別編
「木場の木

き

遣
や り

」
木場の木遣は、徳川家康が江戸
城造営の際につれてきた材木商
が川並（筏師）に伝えたものとい
われていますが、確かな起源は
不明です。木場の川並が鳶口一
つで材木を操る時の労働歌で、
たがいの息を合わせるため、掛
け声のように即興の詩をつけて歌ったものです。木の大きさによる仕事のテンポ
の違いから、それぞれフシ（間）の異なるものが生まれました。
江戸の町並みを再現した展示室の中で、伝統の響きをお楽しみください。
時   3/17（日） ①13：30〜14：00 ②14：30〜15：00
場   常設展示室　￥   観覧料に含む　出   木場木遣保存会・木響会 申   当日直接会場へ

問   深川江戸資料館
☎03-3630-8625　FAX.03-3820-4379　〒135-0021 白河1-3-28
観覧料／大人400円、小・中学生50円　※中学生以下は保護者同伴

このほかの伝統芸能公開（詳細は2面）

◆「江戸の物売りと大道芸」 時   3/16（土）①11：30〜12：10 ②14：00〜14：40

◆「長屋の江戸小歌」 時   3/24（日）14：00〜15：00

リバーフェスタ江東2019「ここが !! 水辺ゆうえんち」
船番所資料館で楽しいイベントを開催
水陸両用バスやカヌー、小型ヨットなど水辺の乗り物が旧中川に大集合！当館では予約な
しで楽しめるイベントを開催します。また、小・中学生は展示室観覧料が無料に！詳細は
ホームページをご覧ください。
時   3/24（日）10：00〜15：30　場   旧中川・川の駅周辺、中川船番所資料館
￥   実費。展示室の観覧は小・中学生無料、大人150円（特別割引観覧料）　申   当日直接会場へ

問   中川船番所資料館
☎03-3636-9091　FAX.03-3636-9094　〒136-0072 大島9-1-15

主なイベント（参加費）
●魚釣りゲーム（100円）　●キャラメルポップコーン（100円〜）
●いろいろすくい（100円） 
● クイズラリー（無料・先着200名様に缶バッジプレゼント）
●16ミリマンガ映画（無料）

歴史三館ミュージアムカレンダーはお休みします。

深川江戸資料館 芭蕉記念館

NHK主催展覧会関連文化講演会
特別展「国宝 東寺－空海と仏教曼荼羅」
東寺に伝わる文化財の全貌を紹介する本展の見どころを講演します。� �
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）
時   4/19（金）19：00開演
場   森下文化センター多目的ホール
対   6歳以上 270名　￥   無料
師   西木政統 
（東京国立博物館 研究員）
申   3/14（木）9：00〜森下文化センターへ電話で（先着順）
☎03-5600-8666　〒135-0004 森下3-12-17

時   3/26（火）〜6/2（日）
場   東京国立博物館 平成館（上野公園）

展覧会
概要

懐かしい名作映画を大画面で上映、特典いっぱい！
第41期 江東シネマプラザ新規会員募集

※上映映画に関する情報紙。

1. 全11回の上映会を予約なしで鑑賞
2. 上映会で「江東シネマ倶楽部だより※」をプレゼント
3. 特別上映会に無料ご招待！
4. すてきなグッズが当たる特別抽選会

特典

日程 作品名 監督

10/26（土） 非行少女 浦山桐郎

11/23（土） 金田一耕助の冒険 ☆ 大林宣彦

1/25（土） 酔拳 （日本語吹き替え） ※予定 ユエン・
ウーピン

2/22（土） ふりむけば愛 ☆ 大林宣彦

3/28（土） 早春 ★ 小津安二郎

☆…35mmフィルム上映
★…FM放送による音声ガイド付（ラジオ無料貸出あり）

日程 作品名 監督

4/27（土） 鬼畜 野村芳太郎

5/25（土） ビルマの竪琴 市川崑

6/22（土） ティファニーで朝食を
（日本語吹き替え）

ブレイク・
エドワーズ

7/27（土） 東京物語 小津安二郎

8/24（土） どら平太 ★ 市川崑

9/28（土） 野菊の如き君なりき 木下惠介

「ティファニーで朝食を」
Ⓒ1961 by Paramount Pictures 

and Jurow-Shepherd Productions. 
All Rights Reserved

「酔拳」 Ⓒ1978, 1985 
Seasonal Film Corporation. 

All Rights Reserved.

「ふりむけば愛」Ⓒ1978 東宝

上映スケジュール

3/10（日）
受付開始!

歴史講座
「古写真でみる江東区の歴史」 受講生募集
昭和30年代から40年代の江東区の写真と、現在の様子とを対比しながら、�
それぞれの地域の個性や歴史を感じとっていただく講座です。
時   5/14、6/11、7/9、9/10すべて（火）全4回 14：00〜15：30
場   会議室　対   25名　￥   受講料3,000円・教材費300円（全4回分）
師   久染健夫 
（中川船番所資料館）
申   電話・窓口・FAX・ 

はがきで
※ FAX・はがきの場合は、

住所・氏名・電話番号を
明記。応募者多数の場
合は抽選。

締3/24（日）

問   中川船番所資料館
☎03-3636-9091　FAX.03-3636-9094　〒136-0072 大島9-1-15

竪川都電橋（大島3丁目付近）浅間神社（亀戸9丁目）

江東区を知る
中川船番所資料館

中川船番所資料館

水陸両用バス 魚つりゲーム クイズラリー

古石場文化センター

ブックレット（2）
『 江東俳諧史跡さんぽ 

～読んで歩いて見て楽しむ～』
ご好評いただいている、芭蕉記念館オリジナルブック
レットの第2弾です。江戸時代から建立されてきた多く
の句碑や塚。本書をガイドに、区内の俳諧史跡を訪ねてみませんか。
販売場所   芭蕉記念館　￥   1冊300円

芭蕉稲荷神社

3/27（水）より販売

芭蕉旅立ちの地・採荼庵跡

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3月10日

春の新しい講座がスタートします! 江東区の特色を生かしたものから、海外のカルチャーまで、各文化センター
のイチオシ講座が勢ぞろい! ぜひお気に入りを見つけてください。
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2019年3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/

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

短期間で上達♪
清水満里子音楽歌謡スクール　門前仲町駅前教室

☎090-4376-2231

 個人・グループ
出張レッスンも
たまわります。

いままで出なかった声域が楽に出せるようになります。
歌う楽しさを実感しましょう。個人レッスンなので、イチから
でも安心スタート！上級者の方も初心者の方も発声から
感情表現までしっかり学べます。 

※月謝3,000円～

た の し い カ ラ オ ケ 教 室
春の体験レッスン1,000円 　   付き♫

砂町上妙寺 花まつりチャリティー お堂コンサート

出演／和洋調和楽アンサブル・アンビエンス
　　　チェロ・フルート・ヴァイオリン・箏・ピアノ・ソプラノ
　　　による本格クラシックから日本の童謡・唱歌など。

電話03-3644-7835　http://joumyouji.life.coocan.jp/

4月14日（日）13：30開演15：30終了予定
会　場 上妙寺本堂 江東区東砂1－4－6
献花料 大人2000円 中学生以下1000円

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、3月31日（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）以降以下の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?  ●

□豊洲文化センターシビックセンターギャラリー
□12：00〜19：30（予定）
□全席自由　入場無料　どなたでも
豊洲シビックセンター1階ギャラリーにて、フリーライブを開催
します。魅力あふれる様々なアマチュア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 !�
※ 出演順は豊洲文化センターまでお問い合わせください。
場 ��豊洲文化センター�
☎︎03-3536-5061�
FAX.03-5560-0505

シビックギャラリーステージ
〜春だ! LIVEだ! 豊洲へGO!〜

3/17（日）
開催 !

AERIAL

ミッチーdeたっちー☆キラキラLet's自己解放

当日直接会場へ
お越しください

第2土曜日はジュニア俳句教室
当記念館では、毎月第2土曜日に「ジュニア俳句教
室」を開催しています。わかりやすく教えますの
で、初めてでも大丈夫です。作り方から、みんなで
一緒に楽しく学びましょう。
時 ���4/13（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）

2/10開催 第12回江東バンドFESTIVAL
グランプリ決定！

予選を勝ち抜いた15バンドが最終決戦に進んだ
江東バンドFESTIVAL。
第12回目となる今回のグランプリは「NEST�Jazz�
Orchestra」に輝きました。江東区文化コミュニ
ティ財団賞は「B.N.A.」、当日来場された皆さんが選
ぶ、粋でイナセないいバンド賞は「Samaru�Band」
がそれぞれ受賞されました。みなさん、おめでとう
ございます！

朗読の会《華か語》第17回発表会
ことばでつづる物語
～朗読と語りへの誘い～

自主グループ「朗読の会《華か語》」の発表会です。
物語を紡ぐ語りの魅力をお届けします。

時 ���3/10（日）13：30～　場 ��多目的ホール
￥ ��入場無料　申 ��当日直接会場へ

次世代育成・交流事業
「小名木川リバーウォーク」
ボランティアガイド講座 受講生募集

当センターでは、10年以上にわたり近隣の小学3・
4年生を対象に、小名木川及び旧中川の歴史や自
然を学ぶ次世代育成・交流事業「小名木川リバー
ウォーク」を行っています。そのリバーウォークで
小学生に地域の史跡・歴史を紹介するボランティ
アガイドとして活動をしてみませんか。
この講座では、地域の歴史などについての学習、解
説スキル向上を目的とした講義や現ガイドから学

春の釣具展示「渓流竿」
ヤマメ、イワナなどの渓流釣りに
使用する江戸和竿を展示します。
時 ���3/20（水）～5/26（日）�
9：30～17：00�
（入館は16：30まで）

場 ��1階釣具展示コーナー
￥ ��無料
師 ��蜂谷功（監修）

企画展「昭和の暮らし展＆浸水から親水へ」
こどもミュージアムトーク

開催中の企画展をより楽しんでいただくために、
学芸員がこどもから大人までわかりやすく解説し
ます。

時 ���3/21（木・祝）13：00～13：30　場 ��2階展示室
対 ��小学生以上　※小学3年生以下は保護者同伴
￥ ��観覧料（大人200円、小中学生50円）に含む
師 ��中川船番所資料館職員
申 ��当日直接会場へ

ハーバリウム ～小瓶の中に花畑を作ろう～
プリザーブドフラワーやドライフラ
ワーをガラスボトルに入れてオイル
に浸すハーバリウム。長期間鑑賞で
きるのでプレゼントにもオススメで
す。作り方を丁寧にお教えしますの
で、こどもから大人まで、初めての方
でもお楽しみいただけます。お好き
な花材を選んでオリジナル作品を
作ってみませんか。
時 ���3/23（土）10：00～10：45
場 ��会議室
対 ��5歳以上15名�※小学3年生以下は保護者同伴
￥ ��1,300円（材料費含む）
師 ��齊藤由香理（フルールハーバリウム認定講師）
申 ��電話・窓口で（先着順）

3月「手作り体験教室」参加者募集
豊洲シビックセンターギャラリーにて行われてい
る豊洲手作り市では、同時に体験教室を開催いた
します。ぜひご参加ください。
時 ���3/24（日）10：00～15：00　場 ��1階ギャラリー
対 ��どなたでも
申 ��当日直接会場へ
　（先着順）

◆カレイドフレーム
カレイドフレームは、刺繍フレームに自由にお花や
葉っぱを貼っていく新しいアレンジメント。素敵
な作品を作りませんか?
￥ ��1,000円

深川資料館通り商店街 出店イベント
資料館がある深川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
申 ��当日直接会場へ

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。長屋や船
宿に立ち雛・土雛・古今
雛などのさまざまな雛
人形や、菱餅や蛤などの
供物（レプリカ）を展示して雛節句を祝います。
時 ���（開催中）3/17（日）まで�
9：30～17：00（最終入館は16：30）

場 ��常設展示室　￥ ��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～」
関連イベント
アニメ「百日紅～Miss HOKUSAI～」上映会

杉浦日向子の代表作『百日紅』を原作にしたアニメ
映画「百日紅～Miss�HOKUSAI～」を上映します。
浮世絵師の葛飾北斎とその娘、お栄を中心に描い
た作品で、日本のみならず海外でも多くの賞を受
賞しています。※上映前にスタッフトークを予定。

森下ものづくりカフェ参加者募集
美しく香るソープカービング

月に一度、お茶を飲みなが
ら、楽しく「ものづくり」をし
てみませんか。
4月のものづくりカフェは、
ソープカービングに挑戦し
ましょう。よい香りがする石
鹸に彫刻がほどこされた素
敵な石鹸（ソープ）はインテリアのほかプレゼント
にも最適です。最近“やってみたい"趣味として人
気です。今回は、専用ナイフで石鹸にお花を彫刻し
ます。はじめての方にもやさしく丁寧にお教えし
ます。ケース付きなので、そのままプレゼントとし
てお渡しできます。
時 ���4/21（日）�①10：30～�②14：00～
場 ��エントランス
対 ��各回10名　￥ ��1,000円
師 ��井上勢津子（ソープカービング講師）
申 ��電話・窓口で（先着順）

ぶ実践講座を行い、その後、秋にはガイドとしての
デビューを目指します。

時 ���5/8・15・22・29（水）全4回�14：00～15：30
場 ��東大島文化センター�ほか
対 ��20名�※平日午前中に活動できる方
￥ ��1,000円（全4回分）
師 ��久染健夫（中川船番所資料館）、�
小名木川リバーガイド倶楽部（おりーぶ）�ほか

申 ��電話・窓口で（先着順）

水辺のスケッチ
筆に水をつけてぼかす
と水彩画のようなタッ
チになる水彩色鉛筆
で春の水辺をスケッチ
しませんか？画材は貸
出しますので、手ぶら
でＯＫ！初めての方で
も気軽にご参加いただ
けます。雨天時は館内で実施します。
時 ���4/21（日）9：00～12：00　場 ��会議室
対 ��小学生～大人15名
　※小学3年生以下は保護者同伴
￥ ��750円（保険料含む）　師 ��菅野たみお
申 ��電話・窓口で（先着順）

水辺のワークショップ「コケのテラリウム」
瓶の中にコケを入れてテ
ラリウムを作ります。自
分の好きな恐竜や動物、
キノコなどのマスコット
を選んで一緒に入れま
しょう。
時 ���4/27（土）�
10：00～12：00

場 ��会議室
対 ��小学生以上20名�
※小学3年生以下は保護者同伴

￥ ��1,000円（材料費含む）　師 ��ココペリプラス
申 ��電話・窓口で（先着順）

講座こども歴史くらぶ「お城博士になろう！」
お城好きな子、歴史好
きな子、中川船番所資
料館に集まれ～！お城
についてわかりやすく
お話しします。
時 ���5/12、6/9、7/21、
8/18、すべて（日）�全4回�10：30～11：30

場 ��会議室
対 ��小学3～6年生20名（2019年4月1日現在）
￥ ��受講料3,000円・教材費500円
師 ��萩原さちこ（城郭ライター・編集者）
内 ��●くらべてみよう！全国の天守�●どう戦う？お
城の工夫やしかけを知ろう�●こんなに違う！石
垣に注目してみよう�●山城ってなに？天守がな
かった戦国時代のお城

申 ��電話・窓口で
締 ��3/24（日）�※応募者多数の場合抽選

◆プリザーブドフラワー
春らしい色のプリザーブドフラワーを使ってアレ
ンジメントを作ります。お気軽にご参加ください。
※小学3年生以下は保護者同伴
￥ ��980円

豊洲手作り市&体験教室運営者募集
豊洲シビックセンターで奇数月第4日曜日に開催し
ている手作り市と体験教室の運営者を募集します。
時 ���5/26（日）、7/28（日）、9/22（日）10：00～15：00
場 ��1階ギャラリー
対 ��本人の手作り品に限る。食料品は不可。販売を
業としている方の出店は不可。

◆体験教室
①初心者向けで時間内に作品が出来上がる。
②参加費は材料費など実費程度。
③運営、参加費徴収など各自で行う。
￥ ��500円（1区画は概ね180㎝×180㎝。長机2本、
椅子2脚を用意します）

申 ��区内各文化センターに設置の応募用紙に記入
の上、豊洲文化センター窓口またはFAXで。

締 ��3/26（火）必着�※応募者多数の場合は区内在住
の方を優先の上、抽選。

トークショーと上映会の2本立て。企画展とともに
お楽しみください。

時 ���3/22（金）19：00開演（18：30開場）
場 ��小劇場　対 ��200名　￥ ��800円
申 ��電話・窓口で（先着順）

伝統芸能公開
◆「江戸の物売りと大道芸」
江戸の人々の暮らしを支えた様々な物売りや、街
角を賑わせた大道芸を常設展示室・江戸の町並み
の中で再現します。
路地裏まで訪れる、あさり売りや納豆売り、また、
がまの油売り、南京玉すだれの大道芸など、江戸の
賑わいを解説つきでお楽しみください。

時 ���3/16（土）①11：30～12：10②14：00～14：40
場 ��常設展示室火の見櫓前　￥ ��観覧料に含む
出 ��日本大道芸・大道芸の会

◆長屋の江戸小歌
常設展示室の長屋にある、三味線の師匠・おしづさ
んの家で、小歌の稽古風景を再現します。三味線の
音色にのった粋な歌をお楽しみください。

時 ���3/24（日）14：00～15：00
場 ��常設展示室おしづの家
￥ ��常設展示室観覧料に含む
出 ��江戸小歌市太郎一門

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 ���4/6（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

グランプリに輝いた 『NEST Jazz Orchestra』

朗読の会《華か語》

〒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

作品見本

〒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 

〒135-0061 豊洲2-2-18
☎︎03-3536-5061 FAX.03-5560-0505

〈第2・4月曜日休館〉祝日の場合は開館

豊洲
文化センター 

〒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 

〒135-0002 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

ティアラこうとう地域感謝祭
3/24（日）開催

★は要事前申込み（先着順）

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 無料 小ホール

オリジナルトートバッグ

10：00〜16：00

協力／ぬくもり会　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

ほかキッチンカー（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

〒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

ヤマメ竿
−竿かづ−

作品例

旧中川の川原でスケッチ

作品例

姫路城

〒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

味わいがある今戸焼きの土雛

Ⓒ2014-2015 杉浦日向子・MS.HS／「百日紅」製作委員会

さまざまな物売りと大道芸

江戸小歌市太郎一門

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

〒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 

4月の季語：新学期、入学式、さくら、春の空、チューリップ、おたまじゃくし など

プリザーブドフラワー作品例カレイドフレーム作品例
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　ダンス

イ□ダンス競技大会のお知らせ 時□3/17
㈰10時〜17時 場□深川スポーツセンタ
ー3F 入場無料（要上履き）見学OK
門前仲町駅5分 地元の選手も出場・
江東区ダンススポーツ連盟事務局
高橋 ☎3647-5944
イ□シングルフリーダンス  時□3/24㈰
13:10〜16：00 場□（総） ￥□800円ミキシング、
トライアル選曲良し☎3637-8031 岩瀬
イ□初級講習会  時□3/31 ㈰10時〜12時
T・R の基本、13時〜16時親睦ダンス
パーティー 場□ （文）レク ￥□各1,000円
菓子・飲物あり、W・T・C・Rのトライアル
あり。江東区ダンススポーツ連盟
☎3647-5944 高橋
イ□ダンス花の会 時□3/31㈰13時〜16時
場□ （亀） ￥□800円歓迎 ☎3648 -2815秋葉
イ□午後のパーティー 時□3/31㈰13〜16
時場□（東）￥□700円ドリンク茶菓子付ミキ
シング有参加自由 ☎3681 -5232丸山
イ□チアダンスＷＳ 時□4/6､13､20､27㈯
10:00〜11:50  場□西大島駅徒歩10分
対□新小3〜6チアダンス経験者定員
15名 詳細は HP http://cheerfulstyle.
wixsite.com/kids/hornets
e  cheerful_hornets@yahoo.co.jp

■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 少しだけ 踊 れる方
時□ ㈰ 10〜12時  場□ （総） 6Fサ ブ レク
入□1 ,000円 月□3 ,600円茶菓休憩あり
昔少し踊ったことがある人、また踊る
楽しみを見つけませんか
☎080-3252-9131 ダンス日曜会

■ 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
■ストレッチ･モダンバレエ 無料体験
有･要予約時□㈬㈮㈯13:30､15:00､16:
00､17:15､18:15､18:30､19:30 場□（東） （総）
（文）他有入□無￥□チケット3回3,800円半
年払対□3才〜女性 ※ピラティスは男女
別にてレッスンします ☎080-2002-5775
■ヒップホップ･ジャズダンス 無料体験
有･要予約時□㈬㈯㈰10:30､15:45､16:
45､20:00場□（文）他有入□無￥□チケット3回
3,800円対□5才〜大人男女※㈮15:45
16 :35､17 :30､18 :20､19 :20新規募集
☎080-2002-5775 FAX050-3370-0819

■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

　芸術

イ□日本茶倶楽部 煎茶手前で美味し
い日本茶を楽しむ会時□3/16㈯ 3/30
㈯ 4/20㈯18時半 場□ （豊） ￥□1回1,500円
詳細は ☎090 -3549 -9257 庄司まで
■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
■越中島書道教室  時□毎月㈪㈫13:00
〜17:30 場□越中島集会所（越中小隣）
対□幼児〜一般 毛筆硬筆、学校書初指導
一般、漢字、かな、実用文指導中高年歓迎
☎3641 -5480 スマホ090 -9843 -5426
■カルチャー恵苑 書教室〈新規募集〉
一般・漢字書道を中心に仮名、調和、
硬筆迄幅広く学べます。ゆったりとし
た教室で個別指導。初心〜経験者ま
で 時□㈫夜㈭昼 場□木場駅1分永代通り
成瀬ビル6F 書象会 ☎3644-4873
■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
■押し花絵生徒募集！ 昨年の暮にTBS
テレビ「プレバト」で放送されて以来
ブームになっています。一緒にやり
ませんか 時□毎月第2㈭13:00〜17:00
場□（亀） ☎090-3145-8886 鈴木
■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

■ミュザート初心者向きチョークアート
お試し1,000円あり 時□13:30〜16:00
場□木場 ￥□全6回15,000円 材料費込
HP https://chalk-art.tokyo  e  rin@chalk
-art.tokyo ☎070-2797-2854 小松
■ 門 俳 句 木 の 会・主 宰 鈴 木 節 子
時□第4 ㈭13:00〜16:50 場□（芭） ￥□1,500円
（人間の定義いまさら桜満つ　節子）
明るい俳句会 ☎3645-0417 三上・宛
■墨と彩りの色紙絵「玉嬋墨彩塾」 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 月□2,000
円 女性限定 ☎3615-7668 𠮷村

　学習

■新小1英語無料体験 英語手遊び会
小学生クラスでは、日常生活での会話
やフォニックスを少人数で英語で指導、
英語で考える力を育てます。場□木場六
入□なし 月□5,000円 ☎3640-1711
e  inokmama0623@gmail.com 柳

■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
■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
〜 ☎5683-1508/090-1127-1141
■初心者おとなの英会話※  場□ （森） （豊）大
島ネイティヴ講師が一人一人のレベ
ルにあわせて笑顔のレッスン
￥□15回 17 ,000円 子供クラス3才から
月□6 ,500円「グローリーアカデミー」で
google検索 ☎3684-2945
■成人の初級英会話4月生募集  時□㈯
13:00〜14:30 場□ （総） 月□6 ,000円 外国
人観光客への対応も楽しく学べます
☎3645-6548 ライノ英語クラブ
■黄文藍中国語教室 入門〜上級 時□㈪
〜 ㈯ 場□東陽町駅1分 ￥□ 3ヵ月16,000円。
少人数制。個人有。小・中学生。中検試験
会場 HP 『黄文藍』検索 ☎070-6514-5133

スポーツ・健康

■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
■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

　音楽

イ□0〜3才リトミック無料体験  時□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□40歳からの「大人のピアノ同好会」
会員・演奏会出場者募集 時 場□□4/21（豊）、
5/18（テ） e  playground.op1@gmail.com
詳細は HP www.playground-jp.net
■スウィング歌唱教室 声が出ない方
初心者御年輩も発声他基礎から丁寧
に御指導。演歌〜POPS、カラオケ等。
団体個人、夜間部有。体験無料 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

■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
■歌声   時□毎週㈫14〜16時  場□住吉駅
1分歌声ニド ￥□1,000円飲み物付童謡唱
歌抒情歌ロシア民謡歌謡曲等ピアノ伴
奏で皆で歌います ☎3635 -1662村上
■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□毎日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
■民謡歌ってみませんか 初心者歓迎見
学OK三味線教室有時□㈫㈭㈯場□住吉月□
4,500円 ☎090-6034-4490メール可上野
■端唄根岸悦子三味線教室 時□月3回㈮
11時〜17時  場□ （文） 4F和室 初心者〜
上級親切指導 ☎090-5315-1254 根岸
■やさしいピアノ教室  子供〜大人
大歓迎。場□千石2 ☎3649-2838 松本
■ピアノ個人春の生徒募集  発表会
にむけて練習しています。場□木場3
詳細はお電話で ☎3630 -9065 山崎

　趣味

■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
■着付教室 時□4/23〜毎週㈫12回夜19
〜21時場□（総）6F和室入□2,500円月□3,200
円 楽に着崩れなく分かり易く教えま
す。着物・小物無料でお貸し致します。
☎6312-1449（鰐渕）静和会
■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□㈫㈮13〜16時場□ （総）、時□㈪場□平野2
 入□3,000円 月□4,000円  ☎080-3011-3498
■東大島女性麻雀教室 時□㈪〜㈯10:15
〜13:00、13:30〜16:15の2部制 場□ダイ
エー東大島店3F ￥□1 ,400円〜春の無
料体験キャンペーンやってます。初心
者から経験者までどなたでも大歓迎
です。☎5609-7581山田まで

　その他

イ□一級建築士の不動産無料相談会
時□3/18㈪14〜16時 場□江東区文化センター
時□3/31㈰14〜16時 場□森下文化センター
不動産売却・バリアフリー・浴室改修
大規模リフォーム等ご相談下さい。
「㈱柴総合計画」 ☎3541-2250 柴

イ□夫婦の悩み相談室 時□3/21（祝）10〜12
時 場□（豊）8F 入場無料 途中入退場OK 主
題は「夫婦間での不安や悩み」について
主催:NOSUハートフルカウンセリング
事務所 e  nosu.heartful@gmail.com
☎090-1465-6338 宇野
イ□弁護士による無料法律相談会  時□
3/22㈮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

¥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

場所・大島2-39-7　ビアレイド岩月1F

3681-1152

一日体験もあります。

陶 芸教 室

●入会金  5,000円、月謝（2～4回/月）：
　4,000～7,000円（1日体験1,000円）
●曜日  （水）、（木）、（金）、（土） 午前、午後、夜
●場所  都営新宿線大島駅徒歩3分
●問合せ先 江東区大島5-7-5 雄悠窯（土田）
　電話 03-3681-3607、090-2328-8669

見学・体験
歓迎陶芸を始めませんか

ガス窯による本格焼成（還元、酸化）

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

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。

リトミック新学期
0歳～3歳新クラス
体験受付中 !

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。

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

3/31（日）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

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 ☆

平成30年度講座・自主グループ合同成果発表展「小さなギャラリー」 主
書道教室 3/10（日）〜16（土）

9：00 15：00
鎌倉彫文月会／江東区デッサン教室 3/17（日）〜23（土）

※ 江東区デッサン教室体験教室（有料） 
3/22（金） ①10：00〜12：00 ②13：00〜15：00 【問・申込】 hagawa@jcom.home.ne.jp

坂くに子のパッチワーク／陶芸サークルひまわり／
花のフランス刺しゅうグループ

3/24（日）〜30（土） 9：00 15：00

※ 坂くに子のパッチワーク体験教室（有料） 
①3/28（木） ②3/30（土） 13：00〜15：00 【問・申込】 ☎03-3638-3248 もしくは直接会場へ

絵てがみ虹の会／江東うるしの会 3/31（日）〜4/6（土）
9：00 15：00

水彩画サークル江彩会／江陶会（陶芸） 4/7（日）〜13（土）

森下文化センター
展示ロビー ★

平成30年度講座成果展 主
「プロに学ぼう！マンガ道場」 （開催中）〜3/16（土） − 17：00

「季節の盆栽」 3/17（日）〜22（金） 13：00 21：00

渋川書道会 つくし展 4/3（水）〜7（日） 9：00 17：00

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
自由に描くパステル画教室／公文書写教室 3/10（日）〜16（土）

9：00 14：00土画の会 3/17（日）〜23（土）

すまいる会（水彩色鉛筆画）／しらゆり絵画教室 3/24（日）〜30（土）

テルヌマ ユタカ 水彩画展 4/2（火）〜7（日） 12：00 17：00

豊洲文化センター
ギャラリー ☆

江東区平和記念パネル展 （開催中）〜3/14（木） - 13：00

ギャラリー活性化事業　外国人のための日本文化体験 主 3/16（土） 14：00 16：00

豊洲手作り市・手作り体験教室／おもちゃ病院／包丁砥ぎ 主 3/24（日） 10：00 15：00

羽衣アンジュ個展＆アートライブ 4/7（日） 15：00 21：00

東大島文化センター
展示ロビー ★

ふれ逢いフォトクラブ 3/17（日）〜23（土） 11：00 16：00

セントポーリア展示会 3/30（土）・31（日） 10：00 15：00

第22回自主グループ・サークル成果発表展 主
聖山会 東大島水墨画教室

4/7（日）〜13（土） 9：00 15：00

砂町文化センター
展示ロビー★

第18回　はこべら俳句大会受賞作品展 主 3/10（日）〜24（日） 9：00 17：00

モリケン会絵手紙展 3/27（水）〜4/2（火） 12：00 10：00

第15回自主グループ・サークル成果展　桂風会江風書道会 主 4/7（日）〜13（土） 9：00 15：00

総合区民センター
展示ホール ☆

総合区民センター　春の講座紹介展 3/12（火）〜30（土） 9：00 22：00

第26回 国際交流のつどい 3/17（日） 11：00 16：00

□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6,000円　A席5,000円　B席4,000円　C席3,000円�

プラチナ（60歳以上）PS席4,500円　PA席3,500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324回
4/13（土）
14：00開演

指揮／高関健　ソプラノ／森麻季
曲目／�モーツァルト：歌劇「魔笛」序曲、R.シュトラウス：4つの最後の歌、�

ブルックナー：交響曲第1番ハ短調（1868年リンツ稿、新全集版）

第325回
5/31（金）
19：00開演

指揮／川瀬賢太郎　ピアノ／田村�響
曲目／�ショスタコーヴィチ：交響詩「十月革命」�作品131、�

ショスタコーヴィチ：ピアノ協奏曲第2番�ヘ長調�作品102、�
ショスタコーヴィチ：交響曲第9番�変ホ長調�作品70

第326回
7/26（金）
19：00開演

〈藤岡幸夫�首席客演指揮者就任披露公演〉
指揮／藤岡幸夫　ヴァイオリン／神尾�真由子
曲目／�シベリウス：交響詩「大洋の女神」�作品73、�

ピアソラ（デシャトニコフ編曲）：ブエノスアイレスの四季、�
ウォルトン：交響曲第1番�変ロ短調

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

3/15（金） 出演／黒坂祐紀子（ピアノ）

3/22（金） 出演／ 半澤未沙・渋井菜央（クラリネット）、 鶴岡亜紀（ピアノ）

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

4/9（火）

「87歳のピアニスト“心に響く名曲を”」
出演／松代輝雄
曲目（予定）／ アメリカン・スクリーンテーマ・メドレー 

ほか懐かしの映画音楽をピアノ演奏で
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ティアラこうとう 大ホール

昼の部14：00開演
夜の部18：00開演

［全席指定］（各席税込）
SS席¥7,000
 S席¥6,000

コ
ン
サ
ー
ト
2019

石
川
さ
ゆ
り

6月21日（金）

ティアラこうとう
☎03-3222-7982

お申込み
お問合せ

☎03-5624-3333

ティアラこうとう 大ホール

15：30開演

（出演）
中澤卓也／パク・ジュニョン／川上大輔

［全席指定］（各席税込）
Ｓ席¥6,500
Ａ席¥5,000

コンサートドリームスリー

4月18日（木）

ティアラこうとう
☎03-3222-7982

お申込み
お問合せ

☎03-5624-3333

～愛の詩を貴方に～

第40期 江東シネマプラザ  今月の上映作品 � 6歳 以上

ひとりぼっちの二人だが（1962年／97分）
3/23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）
「黒部の太陽」の監督熊井啓と「夜霧よ今夜も有難う」の監督江崎実生が共同で脚本を執筆、日活
アクションを支えた舛田利雄が「上を向いて歩こう」とほぼ同じキャストで監督した青春もの。
にぎやかな浅草の情景が今もまぶしい。
監督／舛田利雄　出演／吉永小百合、坂本九

「ひとりぼっちの二人だが」 
Ⓒ 日活

発売中の公演
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
3/25月

18：30開演
�無声映画鑑賞会「活動写真バラエティⅡ」� 6歳 以上

□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
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

4/5金
19：00開演

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

□ティアラこうとう小ホール　□全席自由2,000円　5歳〜大学院生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
4/12金

19：00開演
�セーンジャー馬頭琴コンサート�弦の宴� 6歳 以上

□ティアラこうとう小ホール　□全席自由3,000円（当日500円増）
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
4/18木

15：30開演
ドリームスリーコンサート�〜愛の詩を貴方に〜�出演：中澤卓也、パク・ジュニョン、川上大輔� 6歳 以上

□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
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
4/25木

19：00開演
ティアラ�JAZZ�LIVE�2019�後藤雅広・白石幸司�スインギン・クラリネット・デュオPart.25� 6歳 以上

□ティアラこうとう小ホール　□全席指定4,000円
4/28日・29月祝

13：00開演
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

□ティアラこうとう大ホール　□全席自由4,000円

5/11土
15：00開演

�東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団�第57回ティアラこうとう定期演奏会� 託児 あり �6歳 以上

□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。

5/18土
14：00開演

�林家正蔵・たけ平�親子会�其の三� 6歳 以上

□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）

5/18土
15：00開演

�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

□ティアラこうとう大ホール　□全席指定5,500円

5/26日
15：00開演

�バレエ×声優�東京シティ・バレエ団“セリフ付き”バレエ「ジゼル」� 託児 あり �4歳 以上

□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）

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

5/29水
19：00開演

�素浄瑠璃の会�復曲浄瑠璃「花魁莟八総」滝田城の段（はなのあにつぼみのやつふさたきだのしろのだん）�6歳 以上

□深川江戸資料館小劇場　□全席指定2,500円　江東区民2,300円

6/2日
14：00/18：00開演

�純烈コンサート2019�〜AYUMI〜� 6歳 以上

□ティアラこうとう大ホール　□全席指定7,000円

6/11火
19：00開演

ファツィオリジャパン�presents��ヴァディム・ホロデンコ�ピアノ・リサイタル� 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　□全席指定5,000円　学生2,500円

6/21金
14：00/18：00開演

�石川さゆりコンサート2019� 6歳 以上

□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

7/6土
15：00開演

�東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団�第58回ティアラこうとう定期演奏会� 託児 あり �6歳 以上

□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。

ティアラこうとう・ジュニアバレエ団� 4歳 以上

第14回発表会�バレエ・コンサート
5/5日・祝　□15：00開演
□ティアラこうとう大ホール
□全席指定2,000円
美しいヴァリエーションでオープニングを飾る
「ブリリアント・プロローグ2019」、古典バレエの
名作「ドン・キホーテ」を上演します。

撮影：鹿摩隆司

寄席�都笑亭�Vol.121� 6歳 以上

4/25木　□18：30開演　□豊洲文化センターレクホール　□全席自由500円
今宵は笑って過ごしましょう！　出演（予定）／河内家るぱん ほか

舞踊作家協会�連続公演第204回�「宮沢賢治の世界」� 6歳 以上

5/1水・祝　□18：00開演　□ティアラこうとう小ホール　□全席自由3,000円
舞踊作家協会ならではの様々なジャンルの舞踊家（バレエ、現代舞踊、日舞）が賢治の世界を踊ります！
出演／大谷けい子、飯田晃一、工藤史皓、佐藤小夜子、花柳かしほ、三好直美 ほか
芸術監督／雑賀淑子、玉田弘子

ティアラマンスリーコンサートVol.209� 午後のみ6歳 以上

「Enjoy�Marimba !〜GWスペシャル〜」
5/3金・祝　□11：00/15：00開演　□ティアラこうとう小ホール
□全席自由  【11：00開演】1,000円　こども（6歳以下）500円

【15：00開演】2,500円　中学生以下1,000円
※午前は未就学児対象のミニコンサート、午後は6歳以上が対象です。
聴いたことのあるメロディーを大きな木琴マリンバの音色で、こどもから大
人まで楽しめるコンサートです。
出演者／ 青山道子（マリンバ）、磯田日向子（マリンバ・パーカッション）、 

戸張勢津子（ピアノ）
曲目／剣の舞、シンコペーティッド・クロック、ラデツキー行進曲、ありのままで、小さな世界 ほか

青山道子 磯田日向子 戸張勢津子

ウメダヒサコジャズダンスミックスファクトリー�深川レビュウVol.24
5/12日　□17：30開演　□江東区文化センターホール　□全席自由3,000円（当日500円増）
世界的なダンス大会で入賞する実力者を輩出する、ウメダヒサコジャズダン
スミックスファクトリーの公演です。江東区から発信するハイレベルで熱い
ダンスパフォーマンスに乞うご期待！
構成・演出・振付／ウメダヒサコ
出演／ ウメダヒサコジャズダンスミックスファクトリー、SDR、 

深川富岡八幡葵太鼓、江東区文化センター講座ジュニア・ダンスミックス

0才からのジャズコンサート�〜Kuni�Mikami�from�New�York〜
5/22水　□11：00/13：30/15：30開演　□総合区民センターレクホール
□全席自由1,200円　こども（0歳〜小学生）300円（当日各200円増）
※シート席あり。おむつ替え・授乳コーナーあり。
ニューヨーク在住のピアニストが贈る平日昼間の本格ジャズコンサート。赤
ちゃんと一緒でも大人一人でもOK！こどもから大人まで全ての世代に幸せな
時間をお届けします。
出演／クニ三上（ピアノ）、池田聡（ベース）、田村陽介（ドラムス）
曲目（予定）／Take 5、夢をかなえてドラえもん、バッハ：インベンション4番 ほか クニ三上 公演の様子

カントリー&ウエスタン�I�SAW�THE�LIGHT�Vol.47� 6歳 以上

5/24金　□18：30開演　□ティアラこうとう小ホール
□全席指定4,500円（当日500円増）
石田新太郎とシティライツ、石田美也が「20世紀と21世紀のカントリー&ウエスタン」を歌
と演奏でお届けします。ゲストは正調カントリーのトップシンガー森下昇さんです。
出演／石田新太郎とシティライツ、石田美也　ゲスト／森下昇

第5回�東大島亭�三遊亭ふう丈・港家小ゆき二人会�6歳 以上

5/25土　□14：00開演　□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）
注目の若手が隔月で開催する落語会「東大島亭」。第5回は、三遊亭ふう丈と港家小ゆき
の二人会です。熊本県山鹿市出身の二人による落語と浪曲を和室（全席椅子席）でお楽
しみください。
出演／三遊亭ふう丈、港家小ゆき（曲師／佐藤貴美江） 港家小ゆき三遊亭ふう丈

劇団青年座�横濱短篇ホテル� 6歳 以上

6/7金・8土　□7日 18：30開演、8日 13：30開演
□亀戸文化センターカメリアホール　□全席指定4,000円
舞台は横浜の老舗ホテル。奥山ハルコと柳井フミヨ、二人は同じ高校の演劇部員。憧れの映画監督に会いたいという思いか
ら、二人の物語は始まる。1970年から5年ごとに時代を切り取った7つの短篇が、ネックレスのようにつながって物語を紡ぐ。
作／マキノノゾミ　演出／宮田慶子
出演／ 椿真由美、津田真澄、石母田史朗、横堀悦夫、那須凜、當銀祥恵、小豆畑雅一、松川真也、加門良、三枝玲奈、高松潤、 

伊東潤、前田聖太、世奈

撮影：坂本正郁

東京シティ・フィル�presents�コンサート・バンビーニ�Vol.14
親子できこう・うたおう・おどろうコンサート
6/9日　□11：00/13：30開演　□豊洲文化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
※3歳未満でも座席が必要な場合は有料 ※おむつ替え・授乳コーナーあり
0歳から入場OK！クラシックからアニメの曲まで親子で一緒に楽しみましょう。東京シティ・バ
レエ団のダンサーとシンガーソングライターのYUKKIYをゲストに迎えます。（公演時間60分）

特撰落語名人会�柳家さん喬・三遊亭白鳥・桃月庵白酒�6歳 以上

6/9日　□14：00開演　□江東区文化センターホール
□全席指定3,600円
三者三様の魅力でお送りする特撰落語名人会。卓越した話芸をお楽し
みください。
出演／柳家さん喬、三遊亭白鳥、桃月庵白酒

桃月庵白酒三遊亭白鳥柳家さん喬

Viva�la�Musica�2019� 6歳 以上

北川翔（バラライカ）&大田智美（アコーディオン）×浜野与志男（ピアノ）
〜日本とロシア�新しい舞台へ〜
6/25火　□19：00開演
□ティアラこうとう小ホール　□全席指定4,000円
「ロシア」をバックグラウンドに持つ気鋭の演奏家達の饗宴。昨年発売
された大好評アルバム「心さわぐ青春の歌」の感動が再び！
曲目（予定）／心さわぐ青春の歌、トロイカ、エルベ河、ダッタン人の踊り ほか 浜野与志男大田智美北川翔

春風亭小朝プロデュース「三つの夢コンサート」� 6歳 以上

〜小朝の落語・珠玉のヴァイオリン大谷康子・魅惑のギター村治佳織〜
6/28金　□18：30開演
□ティアラこうとう大ホール　□全席指定4,500円
日本を代表するヴァイオリニスト大谷康子の世界。海外の舞台で活
躍するギタリスト村治佳織の世界。そしておなじみ春風亭小朝の落
語の世界。一度で三つのステージが楽しめる夢の企画を存分にご体
験ください。
出演／春風亭小朝、大谷康子（ヴァイオリン）、村治佳織（ギター）

村治佳織
Ⓒ Ayako Yamamoto

大谷康子
Ⓒ 尾形正茂

春風亭小朝
Ⓒ 松本徳彦

「SUPER�SWAN」�新演出�白鳥の湖�全2幕� 6歳 以上

TOYOSU�DANCE�LIVE�2019
6/28金・29土　□28日 19：00開演 、29日 13：00/17：00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　SS席8,000円　S席6,000円　※SS（スーパーシート）席は、プレゼント

付（アーティスト写真、グッズ）です。

昨年6月に大好評を博した「SUPER SWAN」の再演が決定！バレエ界を代表するプリン
シパルダンサー西島数博による、大胆にアレンジした全く新しい白鳥の湖の世界をお楽しみに！
振付・出演／ 西島数博、長谷川達也（DAZZLE主宰）、イウェン・チウ（台湾クラウドゲートダンスシアター）
出演／デニス・チェン、風間無限、水島渓、DAZZLE：宮川一彦、金田健宏、南雲篤史、高田秀文　映像クリエイション／酒生哲雄

西島数博 長谷川達也
（DAZZLE主宰）

笑激！！
お笑いカーニバル�in�こうとう�3歳 以上

5/12日　□10：30/14：00/17：30開演
□ティアラこうとう大ホール
□全席指定3,800円（当日500円増）
出演／ サンドウィッチマン、ナイツ、三四郎、平野ノラ、 

アキラ100%、ハナコ、ニッチェ ほか ※都合により出演者が変更になる場合がございます。

0歳からようこそ！親子で楽しむスライド・ミュージカル
「ブレーメンのおんがくたい」
5/25土　□11：00/14：00開演　□亀戸文化センター大研修室
□全席自由2,000円　こども（3歳〜小学生）500円
童話「ブレーメンのおんがくたい」を、スライド画像と歌とダンスでお届けするスライド・
ミュージカル。グランドピアノでダイナミックな楽曲を生演奏！参加者もお話の登場人
物として関わることのできるイベントです。
出演／キッチン・ワルツ（保田真奈、冨永紘加） ※2歳以下無料。マット席・椅子席あり キッチン・ワルツ

六華亭遊花�文化庁芸術祭優秀賞受賞記念落語会�6歳 以上

6/8土　□17：00開演　□深川江戸資料館小劇場
□全席自由2,500円（当日500円増）
北国の豊かで素朴な女性の目線鋭く、ホカホカの東北弁の笑いで包んだ饅
頭の如し、古典落語も美味しいグルメになりました。文化庁芸術祭優秀賞の
記念の落語会、どうぞご期待ください。
出演／六華亭遊花、三遊亭遊三、三遊亭小遊三 ほか 六華亭遊花 三遊亭遊三 三遊亭小遊三

ティアラ・クラシックス2019� 6歳 以上

1966カルテット�クイーン・クラシックス�〜ボヘミアン・ラプソディ〜
6/8土　□15：00開演　□ティアラこうとう小ホール
□全席指定4,000円
2011年にクイーンのカバーアルバムを発売した1966カルテット。クイーンの名曲のほか、
ビートルズやローリング・ストーンズなどUKロックの名曲を演奏します。
曲目（予定）／ボヘミアン・ラプソディ、ボーン・トゥ・ラヴ・ユー、伝説のチャンピオン ほか

1966
カルテット

舟木一夫コンサート2019� 6歳 以上

6/11火　□15：00開演　□ティアラこうとう大ホール
□全席指定8,000円
第1部 和装、第2部 洋装の2部構成の和洋折衷の豪華コンサート。
曲目（予定）／ 高校三年生、学園広場、銭形平次、修学旅行、絶唱、春はまた君を彩る ほか
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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 3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 3月10日（日） AM 10：00〜 電話受付開始
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