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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）

5
月

6
月

7
月

企画展
「杉浦日向子の視点
   ～江戸へようこそ～」
（開催中）

前期企画展
「芭蕉の肖像・俳人の肖像」
（開催中）10/27（日）まで

春の釣具展示
「渓流竿」　
（開催中）～5/26（日）まで

夏の釣具展示
「鮎・海釣り竿」　
5/28（火）～9/16（月・祝）

江東まちのマイスター展　
6/1（土）～7/21（日）

収蔵資料展
「深川にあった肥料商店の歴史」　
（開催中）7/21（日）まで

江戸庶民の年中行事再現
「端午の節句」
（開催中）5/15（水）まで

初夏は、江東区をめぐるプチ旅行へ！

洋画家の関根正二は、自ら「二畳の宮殿」と呼んだ深
川の長屋で作品を生み出しました。大正時代に彗星
のように現れ、世の注目を浴びながら弱冠20歳の
短い生涯を閉じた画家の軌跡をたどります。� �
正二が暮らした深川を歩き、10代後半の関根正二
が過ごした時代を考えます。
時   6/8（土）14：00～15：30
場   森下文化センター集合
対   30名　￥   50円（保険代）
師   久染健夫（中川船番所資料館）
申   電話・窓口で（先着順）

問   森下文化センター
☎03-5600-8666　FAX.03-5600-8677　〒135-0004 森下3-12-17

今回は、東京2020オリンピック・
パラリンピックに向けて競技会場
や関連施設などの建設が進む湾岸
地域をぐるりとめぐります。国の重
要文化財に指定されている「明治
丸」や豊洲市場も船から眺めるこ
とができます。

航�

路

【1便】  高橋乗船場（集合・乗船）→隅田川→豊洲運河→砂町運河→曙運河→東京湾→有明西運河→東雲運河→豊洲ぐるり公園乗船場（下船・現地解散）

【2便】  豊洲シビックセンター（集合）→豊洲ぐるり公園乗船場（乗船）→東雲運河→有明西運河→東京湾→曙運河→砂町運河→豊洲運河→隅田川→高橋乗船場（下船・現地解散）
※荒天・潮位等により、中止・コースの変更や遅延が発生する場合があります。 ※飲食の持ち込み可。

時   6/30（日）【1便】10：00～11：30、【2便】13：00～14：30
場   【1便乗船】高橋乗船場（江東区高橋3番地先） 【2便乗船】豊洲ぐるり公園乗船
場（江東区豊洲5丁目1番地先、豊洲シビックセンター徒歩約8分）

対   小学生以上各35名　￥   1,700円　師   小名木川リバーガイド認定者
申   電話・Eメール・FAXで。Eメールの場合は、river_higashiojima@kcf.or.jpあ
てに、件名「リバーツアー6/30」①希望便②参加人数③代表者氏名（フリガ
ナ）・年齢・住所・電話番号（区外在住で区内在勤の場合は会社名・住所）④同乗
者氏名（フリガナ）・年齢を送信ください。

締   5/31（金）17：00 ※応募者多数の場合は区内在住・在勤の方を優先の上、抽
選。定員に達していない場合は締め切り後も引き続き受け付けます。

問    東大島文化センター 
☎03-3681-6331　FAX.03-3636-5825　〒136-0072 大島8-33-9

関根正二 生誕120年、没後100年
散策ツアー

「関根正二が暮らした町と時代」

水彩都市・江東の魅力を再発見！
リバーツアー「ゆったりぐるり湾岸めぐり」

第6回大島旧中川そらまめ祭り
川の駅周辺でワークショップを開催！
展示室観覧料が、小・中学生は無料に！

旧中川で開催される「そらまめ祭り」。資料館では、
ワークショップや「深川とっくり座」によるミニ時代
劇（詳細2面）などの楽しいイベントを開催します。
〈主なイベント〉
・貝のキーホルダー作り（500円）
・ウニランプ（1,000円）
・謎ときクイズラリー（無料）
時   5/18（土）、19（日）10：00～16：00
場   中川船番所資料館、旧中川・川の駅周辺
￥   展示室観覧料は小・中学生無料、大人150円（特別割引料金）
師   ココペリプラス　申   当日直接会場へ
※ 「そらまめ祭り」の主催は大島旧中川そらまめ祭り実行委員会事務局 
☎03-3682-2201担当：遠藤

限定50個！お早めに！！
はぜちんオリジナルトートバッグ新発売
中川船番所資料館オリジナルキャラクター「はぜちん」が
トートバッグになりました。登校時のサブバッグやレッスン
バッグ、ママはエコバッグに最適です。
￥   600円（縦37cm×横36cm ※持ち手含まず）

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

区民の区民による区民のための講座
「区民企画講座」受講生募集！
区民の方から企画を募集し、一次審査・二次審査を通過した3講座の受講生を募
集します。
①初心者OK！写真とカメラの使い方を一緒に学ぼう
時   6/23、7/14・28、8/11、9/8・29 日曜日 
全6回10：00～11：30

場   江東区文化センター　師   東京深川写真倶楽部

②園芸療法の視点で学ぶ植物のある暮らし
時   8/19、9/2・16・30、10/14・21 月曜日 
全6回14：00～16：00

場   豊洲文化センター　師   内田智

③STEVE JOBSの英語スピーチに学ぶ
時   7/27、8/3・10・17 土曜日 全4回10：00～11：30
場   江東区文化センター
師   岡田信彦（ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社ディレクター）

内・申   詳細は2面

文学講習会
「俳句入門」受講生募集
恒例の初心者のための俳句入門講座です。俳句の作り方や
季語、歳時記について、俳句の鑑賞などを通して基本を学
び、実際に俳句を作ります。吟行、句会も体験します。
時   6/14（金）・21（金）・28（金）、29（土）、7/5（金）全5回 
18：30～20：30 ※6/29は外出講義10：00～12：00。

場   会議室 ほか　対   38名　￥   3,000円（別途教材費）
￥   秋尾敏（俳人・「軸」主宰）
申   電話・FAX・窓口・インターネットで。
FAXの場合は、①講座名②氏名・フリガ
ナ③〒・住所④電話・FAX番号⑤生まれ
年（西暦）・性別を明記してください。

締   5/26（日）必着 ※応募者多数の場合は抽選。結果は郵送
で通知。

問   芭蕉記念館　☎03-3631-1448
FAX.03-3634-0986　〒135-0006 常盤1-6-3

ダンス・フォー・PD®体験講座
サンフランシスコで活動するダンスカンパニー、ディナガ・ダンスカンパニーの
来日公演（6/7（金）、8（土））に関連した体験講座です。パーキンソン病を患う人達
がダンスの喜びと楽しみを享受できるようデザインされた、
世界的にも高く評価されているプログラムです。ダンスの経
験は問いません。※公演情報は4面（入場無料）
時   6/8（土）15：00～16：30
場   豊洲シビックセンターギャラリー　対   中学生以上25名
￥   500円　申   電話・窓口で（先着順）

問   豊洲文化センター　☎03-3536-5061
FAX.03-5560-0505　〒135-0061 豊洲2-2-18

水辺を楽しもう ! 力作講座が揃いました

俳句デビューに

ダンスを通して交流しよう !
中川船番所資料館 豊洲文化センター

森下文化センター 東大島文化センター

関根正二

江東区で製作を続けている職人たちの作品を紹介する「江東
まちのマイスター展」を観覧した後、旧中川周辺を観光ガイド
の解説を聞きながら散策します。都会とは思
えない自然豊かな風景が楽しめます。
時   6/23（日）10：00～11：30 ※雨天中止
場   中川船番所資料館周辺
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・保険代含む）
師   観光ガイド
申   電話・窓口で（先着順）

江東まちのマイスター展 
「砂糖の匠・宮崎製糖」
砂糖製造発祥の地である江東区。現在も唯一現
存する製糖会社「宮崎商店」の歴史を紹介します。大正７年の創業以来「含蜜糖」
にこだわり続ける匠の足跡をご覧ください。
時   6/1（土）～7/21（日）9：30～17：00（入館は16：30まで）
場   1階ロビー　￥   無料

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

江東まちのマイスター展と
中川船番所周辺散策ツアー

中川船番所資料館

今回から船が変更となります

100年前の
深川とは? 観光ガイドが

ご案内します! 屋根付き、椅子席の
船で快適クルーズ!

はぜちん
缶バッジ

貝の
キーホルダー

ウニランプ

イベントに参加すると
「はぜちん缶バッジ」がもらえます !
（中学生以下・先着200名様）

はぜちん缶バッジつき !

江東区文化センター

芭蕉記念館

豊洲文化センター

① 講座
亀戸梅まつり撮影会（2019年）

② 講座
第4回時作成予定のサフランボール

無料
配布「亀戸イラストマップ英語解説付」が完成！
亀戸文化センターが区民と協働で作成した「亀戸イラ
ストマップ」に英語解説付が登場！ぜひご覧ください。
配布場所  亀戸文化センター

問   亀戸文化センター　☎03-5626-2121
FAX.03-5626-2120　〒136-0071 亀戸2-19-1

ティアラこうとう
「避難訓練コンサート」に800名様ご招待

出演／東京消防庁音楽隊&カラーガーズ隊
コンサート中に地震や火災が発生したら、皆さんはどうしますか？公演中の避
難訓練を大ホールで実施します。
時   6/25（火）14：00開演　場   大ホール
￥   無料（当日座席指定券を入口で配布）
申   電話で（申込順）
※ 動きやすい服装（運動靴等）でご参加
ください。屋外への移動があります。

問   ティアラこうとう
☎03-5624-3333　FAX.03-3635-5547　〒135-0002 住吉2-28-36

東京消防庁音楽隊＆カラーガーズ隊

講師：秋尾敏

イラストマップの一部

前回の散策風景

看板商品の玉砂糖
「夭折の天才画家」と呼ばれる関根正二の生涯と作品を振り
返ります。
時   6/8（土）10：30～12：00　場   AV・ホール
対   40名　￥   無料
師   村田真（美術ジャーナリスト）
申   電話・窓口で（先着順）

講演会 
「関根正二 短すぎた生涯と作品」

講師：村田真

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！
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4 4 1 4 7 3令和元年、新しい時代が始まりました。これからも「カルナビ」は新鮮な区内の文化・芸術情報をお届けしていきます。

まずは、江東区の古今を訪ねる歴史と文化のプチ旅行をご紹介します。ぜひご参加ください !
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森下ものづくりカフェ参加者募集
爽やかな風を感じる
スワッグ（壁飾り）アレンジ
6月のものづくりカフェ
は「スワッグ」を作ります。
スワッグとはドイツ語
で壁飾りという意味で、
ヨーロッパではリースと
並び幸福を呼ぶために玄
関や室内に飾る習慣があ
ります。
時 ���6/30（日）�①10：00～�②13：30～
場 ��エントランス　対 ��各16名　￥ ��3,500円

第23回東京シティ・フィルによる
楽器の公開レッスン 受講生募集
江東区芸術提携団体である東京シティ・フィル
ハーモニック管弦楽団の楽団員が楽器の演奏方法
をお教えします。レッスンの見学もできますので
あわせてご参加ください。
時 ���7/7（日）10：00～18：00　場 ��音楽練習室ほか
対象楽器 �ヴァイオリン、ヴィオラ、チェロ、コントラ
バス、フルート、オーボエ、クラリネット、ファゴッ
ト、ホルン、トランペット、トロンボーン、テューバ
【個人レッスン・45分】
対 ��小学生以上の初心者から上級者まで。楽器をご
持参いただける方　

￥ ��大人3,500円、小・中学生2,500円　

江戸庶民の年中行事再現
「端午の節句」
端午の節句は、こどもの成長を願う年中行事とし
て庶民に親しまれてきました。また、江戸幕府が定
めた五節句の一つに数えられ、江
戸の人びとは、鯉のぼりや軒先の
菖蒲葺き、柏餅のお供えなどで
祝いました。当時の資料をもとに
「端午の節句」を再現します。
時 ���開催中～5/15（水）�
9：30～17：00�
（最終入館は16：30）
場 ��常設展示室
￥ ��観覧料に含む

江戸東京伝統野菜
内藤とうがらしの苗即売会
内藤とうがらしは
江戸内藤家の下屋
敷（現在の新宿御
苑）から広がった野
菜の一つです。江
戸の食に欠かせな
い調味料として七色唐辛子などで広く親しまれて
きました。2013年に江戸東京野菜として認定され
た内藤とうがらしの苗のほか、七味、せんべい、柚
子胡椒などを販売します。
（苗はおひとり3つまで、配送不可）
時 ���5/12（日）10：00～15：00　場 ��ふれあい広場
￥ ��270円ほか　 協力 ��内藤とうがらしプロジェクト

区民の区民による区民のための講座
「区民企画講座」受講生募集！（1面のつづき）
場 ��①③江東区文化センター�②豊洲文化センター
申 ��いずれも江東区文化センターへ電話・窓口で
締 ��5/24（金）�※応募者多数の場合は抽選
① 初心者OK！写真とカメラの使い方を一緒に学ぼう
「何となく撮っているのでこの機会に色々教えて
ほしい」というカメラの知識がゼロの方、マニュア
ルモードで写真を撮ることができるようになりた
い方、写真を始めたいすべての方へ。写真の撮り方
を、一緒に楽しく学びましょう！外出講義有。
時 ���6/23（日）～9/29（日）全6回10：00～11：30
対 ��15歳以上（中学生を除く）15名
￥ ��8,000円（教材費含む、全6回分）
② 園芸療法の視点で学ぶ植物のある暮らし
「園芸療法」とは課題を抱えている方に対して植物
のある環境や園芸作業を活用して支援を行う活動
です。「園芸療法」の基礎の基礎を学んでいただく
と共に、実習を通して区民の皆さんに「植物のある
暮らし」のご提案をさせていただきます。
時 ���8/19（月）～10/21（月）全6回14：00～16：00
対 ��15歳以上（中学生を除く）20名
￥ ��7,200円（教材費含む、全6回分）

カルナビ4月号の紙面にて発表した「第18回石田
波郷記念はこべら俳句大会」石田波郷記念館賞の
句につきまして、他の大会で発表された句と類似
していることが判明しました。
当大会の賞選考基準に抵触していると判断し、該
当作品の受賞を取り消しとさせていただきました。

親子でチャレンジ！
夏休み手づくりパン教室
おいしいパンを親子で作ってみませんか。手づく
りの味は世界でいちばん！ふんわりおいしく焼き
上がる、小麦粉と酵母のふしぎを体験しましょう。

「中川番所ミニ時代劇」
3階で展示している中川番所
を再現したジオラマで、「深川
とっくり座」による時代劇を
行います。こどもから大人ま
で、お芝居を楽しみながら、知
らず知らずのうちに番所の役割がわかります。
時 ���5/18（土）、19日（日）①11：00～�②14：00～、�
（各10分間の上演）
￥ ��大人150円（割引観覧料）、小・中学生無料
出 ��深川とっくり座
申 ��当日直接会場へ

江戸和竿師の製作実演
～伝統工芸の技と優美～「東亮」
江戸和竿製作工程の一部を実演します。匠の技が
作り出す美しい芸術作品をご覧ください。
時 ���5/18（土）13：00～16：00
場 ��1階ロビー
￥ ��無料（1階釣具展示コー
ナー）

出 ��松本亮平（江戸和竿師、�
東作本店「東亮」）

申 ��当日直接会場へ

第38回江東区芭蕉記念館
時雨忌（芭蕉忌）全国俳句大会 作品募集
毎年恒例の俳句大会に投句してみませんか。兼題
部門は「芭蕉を偲ぶ句」のほかに、「今年のテーマ句」
からも選べます。※募集要項はホームページまた
は区内各文化センター、資料館に設置しています。
【今年のテーマ】「旅」
芭蕉の有名な句「旅人と我名よばれん初しぐれ」に
もちなんだテーマです。「旅」を詠み込んでも、「旅」
のイメージで作ってもOKです。

江東区では、簡単な英会話や、外国人とのコミュニ
ケーションの基礎知識を習得するため、中学1年生
で習う程度の区民向け英会話講座を無料で開講し
ています。講座修了者には、東京2020オリンピッ
ク・パラリンピックの際、ボランティアをはじめと
する活動に参加していただくことを目指していま
す。江東区を訪れる外国人来訪者を、あなたの笑顔
で“おもてなし”してみませんか。
※�公益財団法人江東区文化コミュニティ財団は、
区から委託を受け、2020年2月末までの間に同
様の講座を文化センター等8館で全16回、開講
予定。今回は3・4回目の募集です。
◆砂町文化センター
時 ���6/6・13・20・27すべて（木）14：00～15：30�4日間
場 ��砂町文化センター第2会議室�

有明教育芸術短期大学親子造形講座
ペーパークラフト「楽しいお弁当作り」
地元の大学から講師を招いて親子向けの造形講座
を行います。ラシャ紙、カラーぺーパー、段ボール
など、いろいろな紙を使い、紙をもんだり、貼ったり
して、親子で楽しいお弁当を作ります。
時 ���6/23（日）11：00～12：00　場 ��1階ギャラリー
対 ��4歳から8歳までの�
親子10組　

￥ ��500円（材料費）
師 ��有福一昭�
（有明教育芸術短期大学教授）
申 ��電話・窓口で（先着順）

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）
※�ラベンダー、グリーン、ミモザの3種類からお選
びいただけます。

「明治42年開校そして未来へ
中村学園110年の歩み －不死鳥のように－」
明治42年開校、創立110周年を迎える中村学園。
明治末期の女子教育を広め
るきっかけとなり、大正・昭
和・平成と自由主義を謳歌す
る明朗な学校として発展し
てきました。地元深川の皆様
に支えられ現在に至る「中村
学園」の110年にわたる歴史
を書物、文献、作品の展示を
通してご紹介します。

【パートレッスン・60分】
対 ��アマチュアオーケストラ、クラブ活動などで活
躍中の方など。4名までの団体（同じ楽器・曲目
に限ります）。

￥ ��1組につき大人6,000円、小・中学生4,000円
師 ��東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団楽団員
申 ��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申込用紙に記入し、ティア
ラこうとう窓口に提出（FAX・郵送も可）
https：//�www.kcf.or.jp/tiara/からも入手可
※�レッスン見学の申込は電話・FAXで� �
FAXの場合は①住所�②見学者氏名�③電話番
号を明記ください。
〒135-0002住吉2-28-36
「ティアラこうとう楽器の公開レッスン係」
FAX.03-3635-5547

締 ��6/5（水）21：00必着
※応募者多数の場合は抽選

伝統芸能公開
江戸時代末期・深川佐賀町の町並みを実物大で再
現した常設展示室の中で、江戸から現代まで受け
継がれている伝統芸能・伝統工芸の公開を定期的
に開催しています。
場 ��常設展示室火の見櫓前ほか　￥ ��観覧料に含む

深川資料館通り商店街アートストリート・
イベント「リメイクの心 彩心会」作品展
地元の商店街で活動する彩心会の作品を紹介しま
す。彩心会は廃物をリメイクし、「言葉を書で伝え

③STEVE JOBSの英語スピーチに学ぶ
アップル社の創業者、スティーブ・ジョブズ氏の英
語スピーチを、中学校卒業レベルの文法と読解の
英語学習を通じて理解します。「英語を学ぶこと」
と「英語で学ぶこと」の楽しさを体験ください。
時 ���7/27（土）～8/17（土）全4回10：00～11：30�
対 ��15歳以上（中学生を除く）20名
￥ ��5,000円（教材費含む、全4回分）

ゆかた着付教室 参加者募集
ゆかたが似合う季節、優雅に着てみませんか。男性
の参加も歓迎です。
時 ���6/23（日）14：00～16：00
場 ��第1・2和室　対 ��大人20名
￥ ��800円（当日払い）
持ち物 �
全員：洗濯バサミ2本
女性：�ゆかた、半幅帯、腰ひも3本、タオル3本、�

肌襦袢、裾よけ、伊達じめ1本、�
コーリンベルト（あれば）

男性：�ゆかた、角帯、腰ひも2本、タオル2本、�
ランニングシャツ、�
ステテコ（スパッツでも可）

師 ��江東きもの講師会
申・主催 ��電話で（先着順）江東きもの講師会�

☎03-3640-2211（桑山）�
☎03-3641-5414（中村）

時 ���7/28（日）、8/4（日）全2回�
【午前コース】10：00～13：00�
【午後コース】14：00～17：00
場 ��調理室
対 ��親子ペア（小学生と保護者）各コース12組
￥ ��受講料：4,000円、教材費：1,000円�
（全2回・1組分）
師 ��MIKKO（こなぁーと主宰）
内 ��7/28（日）どうぶつパン�
8/4（日）ベーコンエピ

申 ��電話・窓口・FAX・はがきで。� �
FAX・はがきの場合は、①講座名�②氏名・フリガ
ナ（親子とも）�③生まれ年（西暦）※こどもは生
年月日�④〒・住所⑤電話・FAX番号を明記して
ください。

締 ��5/24（金）必着
　※�応募者多数の場合は区内在住の方を優先の
上、抽選します。

はじめてのハゼ釣り講座　参加者募集
～竿を作って釣りにチャレンジ～
旧中川はお子様と一緒に釣りを楽しむ絶好の
フィールドです。1回目は竹を使って自分だけの釣
り竿を作ります。2回目は良く釣れる仕掛けを作っ
た後、実際に釣りを体験します。自分で作った竿を
持って釣りに出かけましょう！
時 ���【第1回】6/16（日）10：00～12：00、�
【第2回】7/20（土）15：30～17：30
場 ��会議室・旧中川
対 ��小学生以上15名�
（3年生以下は�
保護者同伴）

￥ ��2,900円（全2回分）
師 ��寺田浩之�
（ココペリプラス）
申 ��電話・窓口で（先着順）

夏の釣具展示 ～鮎・海釣り竿～
6月の鮎釣り解禁に合わせて、夏の風物詩である鮎、
海釣りの和竿を中心に、釣具資料を展示します。
時 ���5/28（火）～9/16（月・祝）9：30～17：00�
（入館は16：30まで）
場 ��1階ロビー
￥ ��無料�
（1階釣具展示コーナー）

締 ��7/31（水）必着

第2土曜日はジュニア俳句教室
時 ���6/8（土）9：30～11：30�
※9：20集合。筆記用具をお持ちください。

場 ��研修室　対 ��小学生20名　￥ ��無料
申 ��電話・窓口で（先着順）

（北砂5-1-7�☎03-3640-1751）
◆亀戸文化センター
時 ���6/7・14・21・28すべて（金）14：00～15：30�4日間
場 ��亀戸文化センター第2会議室�
（亀戸2-19-1�☎03-5626-2121）
…………………………………………………………
対 ��下記の条件をすべて満たす方各20名　
①区内在住・在勤・在学のいずれか
②15歳以上（中学生を除く）
③すべての日程に参加可能
④�本講座の趣旨を理解し、講座の中でのグループワーク
などに協調性をもって積極的に参加できる

￥ ��無料　
内 ��•困っている外国人に手助けを申し出る�
•観光地などへの行き方や所要時間を伝える�
•観光地やおすすめのレストランを案内する�など

申 ��実施会場へ電話・窓口で　
締 ��5/30（木）�※応募者多数の場合抽選。申込者に
は当選・落選を問わず郵送にて通知します。

東京シティ・バレエ団
『ロミオとジュリエット』練習見学会
7/13（土）・14（日）公演の練習
の一部を公開します。通常の公
演とは違い、衣裳・メイクはして
いません。また途中で振付家の
指導が入ることがあります。練
習終了後には東京シティ・バレ
エ団団員への質問コーナーも予
定しています。
※開始後は入場をお断りする場合があります。
時 ���7/3（水）17：30開演　
場 ��大ホール
￥ ��全席自由　入場無料
申 ��申込み：ティアラこうとうチケットサービス�
☎03-5624-3333�
※5/10（金）10：00～受付開始

る」をテーマにオリジナ
リティあふれるユニー
クな作品を創作してい
ます。この展示では、貝
殻・金属・ガラスをリメ
イクした作品を紹介し
ます。
会期中、毎日体験コーナー（大人のぬりえ・参加費
無料）もあります。お気軽にご参加ください。
時 ���5/22（水）～5/26（日）�
9：30～17：00（入館は16：30まで）

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。足袋と和装下
着（タンクトップ、スパッツ可）をご持参ください。
時 ���6/1（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

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

臨時休館のお知らせ
6/11（火）～14（金）は保守点検のため臨時休館
※6/10（月）は定期休館日

7/7（日）開催！
加藤正夫杯 江東区こども囲碁大会
初心者・経験者・上級者とクラス別
のこども囲碁大会です。入賞者に
はプロ棋士との対局というビッグ
なプレゼントや参加者全員に参
加賞もご用意しています。ふるってご参加ください。
時 ���7/7（日）12：30開会　場 ��レクホールほか
対 ��5歳（4/1現在）～中学生130名　
①�上級クラス：おおむね9級以上、スイス方式で
4回対局・持ち時間20分・ハンデ戦。

②�経験者（19路）・初心者（13路・9路）クラス：10
級以下、時間内規定対局数による勝率で決定。

クラスの決定方法：申込み時に棋力、経験年数と
盤面（9路・13路・19路）をお聞きし、後日クラス
分けをします。（大会1週間前に郵送でお知らせ）

￥ ��参加費500円　申 ��電話・窓口で（先着順）

初心者対象 無料こども囲碁教室
時 ���5/25、6/1・8・15・22・29すべて（土）�全6回�
10：30～正午

場 ��美術室
対 ��5歳（4/1現在）～中学生30名�
※なるべく全6回参加できる方

師 ��江東区こども囲碁指導者の会
問 ��電話・窓口で（先着順）

「豊洲手作り体験教室」参加者募集
隔月第4日曜日に行われる豊洲手作り市では、同時
に体験教室を開催します。ぜひご参加ください。
時 ���5/26（日）10：00～15：00　場 ��1階ギャラリー
申 ��当日直接会場へ（先着順）
◆ギャッベで作るタペストリー
イランの遊牧民が織るギャッベで世界
に一枚だけの可愛いタペストリーを作
ります。文様も色々準備しています。
対 ��どなたでも（小学3年生以下は保護者同伴）
￥ ��1,000円
◆おもちゃを手作りしよう
皆さんでアナログおもちゃを作り
ませんか。ブンブンゴマ、浮沈子
（ふちんし）、ガリガリトンボなどを作ります。
対 ��どなたでも　￥ ��100円～

時 ���5/13（月）～19（日）�
※�初日は13：00～、最終日は17：00まで

場 ��展示ロビー　￥ ��無料

◆関連トークショー「110年の宝石箱をあけて」
時 ���5/18（土）14：30～15：30
場 ��第1・2研修室　対 ��50名　￥ ��無料
師 ��永井哲明（中村中学校・高等学校校長）、� �
倉林みどり（卒業生・ギャラリーコピス�オーナー）

問 ��中村学園事務局�☎03-3642-8041（代表）
申 ��電話で（先着順・平日8：30～16：30）

〒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 

スワッグ作品例

〒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 

作品見本

ギャッベ作品例

おもちゃ作品例

〒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

東京シティ・バレエ団
『ロミオとジュリエット』

公演より

〒136-0072 大島4-5-1
☎︎03-3637-2261 FAX.03-3683-0507

〈第2・4月曜日休館〉祝日の場合は開館

総合
区民センター 

どうぶつパン ベーコンエピ

〒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

上演のようす

「東亮」 松本亮平氏

昨年の釣り風景

「鮎友竿」 天田作

〒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

6月の季語：梅雨、水芭蕉、あじさい、さくらんぼ、かたつむり、父の日 など

KOTOおもてなしコミュニケーション英会話
～Welcome to KOTO
 世界の人々をお迎えしよう～ 受講生募集！

〒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 

プロ棋士が指導します

〒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

大店の鯉のぼり

内藤とうがらしⓇ

日時 内容 出演

5/19（日）
①14：00〜14：30
②15：00〜15：30

江戸の粋 かっぽれ
伝統江戸芸かっぽれ

寿々慶会

5/26（日）
14：00〜15：00

長屋の江戸小歌
江戸小歌

市太郎一門

6/9（日）
①13：30〜14：00
②14：30〜15：00

力士の囃子唄
相撲甚句

江東相撲甚句会

6/15（土）
14：00〜15：00

江戸庶民の語り物
新内流し

新内多賀太夫 ほか

伝統江戸芸かっぽれ寿々慶会

江東相撲甚句会

江戸小歌市太郎一門

新内流し

彩心会の作品

〒136-0073 北砂5-1-7
☎︎03-3640-1751 FAX.03-5606-5930

〈第1・3月曜日休館〉祝日の場合は開館

砂町
文化センター 

『東京大空襲をくぐりぬけて』表紙絵

中村学園正門（昭和30年頃）
◆
東
京
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■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
■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
■歌ってみませんか民謡 ！ 初心者歓迎見
学OK三味線教室有時□㈫㈭㈯場□住吉
☎090-6034-4490 短メール可 和音会
■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
■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
■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
■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
■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
■ピアノ教室
場□古石場2 子供から大人までどなた
でも大歓迎。気軽にお問合せ下さい。
☎090-7722-4169 佐藤
■やさしいピアノ教室  子供〜大人
大歓迎。場□千石2 ☎3649-2838 松本

■ピアノ教室 基礎から楽しくレッス
ンしましょう 場□東陽4 対□3才から大人
 ☎3644-6833 マスミ音楽教室
■幼児リトミック教室  時□㈫又㈭10時
〜1、2歳 11時〜2、3歳 場□深川スポー
ツセンター 入□無 月□4,000円生のピアノ
に合わせ、お歌やダンス、お絵描き等
親子で楽しめるお教室です。体験可
☎090 -4911 -6603 国立音楽院 大澤
■0〜3才リトミックと知育  時□5/14・28
6/11・25㈫am 場□（テ）リハ 無料体験有
受付中 詳細は HP yanopiano.com ☎
090-9680-4992 やのピアノ教室 猿江1

　ダンス

イ□さくら会昼のパーティー 時□5/12㈰13
〜16時 場□（東） ¥□700円 飲物付ミキシング
有 一人参加自由 ☎3683-6067 下木屋
イ□ダンス花の会 時□5/19㈰13:00〜16:00
場□（亀） ¥□800円歓迎 ☎3648-2815 秋葉
イ□午後のパーティー 時□5/26㈰、6/9㈰
13〜16時同時間 場□ （東） ￥□700円ドリン
ク茶菓子付ミキシングさざんか丸山
イ□楽しく易しい初級のダンス
時□㈭ 場□（文）サブレク、初心者13時〜14時
月□2 ,000円、初級・中級14時〜16時
月□3,500円、見学自由、やさしく指導
☎3647-5944 チェリーズ 高橋
■社交ダンス  時□㈪19:30〜20:30㈫
15:00〜16:00、18:30〜19:30㈭14:30
〜15:30（スタンダードクラス）プロ指導
踊れる方〜まったく初めての方も大歓
迎 場□白河4-6 -2 -4F5F ☎3820 -2741 
㈪〜㈯ レッスン ダンススタジオM2
■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 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〜
16:00 ㈭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□㈮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
■社交ダンス初級・中上級  時□㈫19:00
〜21:00 場□（豊）レク ￥□㈪5,000円2クラ 
ス制レベルによって選択トヨスダンス
サークル ☎080 -8828 -5698（植田）
■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
■社交ダンス中級  時□㈰14:00〜15:45
場□主に東陽区民館4Fホール 入□1,000
円 ￥□一回 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 無料体験要
予約 時□㈬㈮㈯㈰13:45、15:00、16:00、
18:15、18:30、19:30 入□無 ￥□チケット
3回3,800円・2,000円（子供）・半年払 場□
（東） （総）  （文）他有対□3才〜女性 ※ピラティス
男性・女性クラス有 ☎080-2002-5775
■ヒップホップ・ジャズダンス 無料体験
要予約 時□㈬㈯㈰10:30、15:45、16:45、
20:00 場□（文）・他 入□無 ￥□チケット3回3,800
円・3,500円 対□5才〜大人男女 ※㈮
15:40、16:30、17:25、18:25、19:25NEW募集
☎080-2002-5775 FAX050-3370-0819
■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、㈯16:00 1年、17:00
健康 無料体験あり場□東大島どなた
でも楽しくレッスン出来ます。
☎090-5441-9818 川上

■ヒップホップジャズ  楽しく踊って
体力を上げアンチエイジングを
時□㈮ 9:15 経験者、10:45 基礎 場□（砂）

無料体験あり ☎090-4736-2237 前川
■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

　スポーツ

イ□江東区武術太極拳交流大会
時□5/26㈰9:50〜16:00 場□東砂スポー
ツセンター ￥□無料 室内靴持参
イ□初心者のための太極拳体験講習会
時□6/6㈭ ①14時〜16時 ②18時半〜
20時半 場□深川スポーツセンター
 ￥□無料 24式太極拳と練功（中国
健康体操）。上履持参 ☎5808 -0268、
FAX3876-5311 太極拳を学ぶ会 原田
イ□無料講習会 時□6/15㈯10:30〜11:50
場□スポーツ会館（北砂1）室内靴、水持
参 ☎3644-9460 江東区武術太極拳連盟
■テニス教室エンコントロ
場□江東区内のコート ￥□1回900円
対□一般男女（平日） 小学生（土・休日）
☎090-8811-4842 崎口
e  sakiabc@r6.ucom.ne.jp
■健康太極拳やまびこ会
時□原則毎週㈭18時〜19時半 場□グラ
ンチャ東雲4Fレクルーム 月□1 ,000円
ゆっくりゆったり楽しく太極拳。
e  natom@r5.ucom.ne.jp
☎090-6471-5515 中山
■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

　趣味

イ□和布の小物教室  時□5/9㈭10:00〜
12:00  場□総合区民センターお気軽に
御参加下さい ☎3645-7581
イ□型紙いらずの着物リメイク体験
時□5/10㈮、5/18㈯ 14〜16時  場□ （文）

洋裁の苦手の方歓迎 ☎3645-7581
イ□刺子ミシンでキルト体験  時□6月の
月曜、午前午後各1回 場□東陽町駅近
￥□2,500円 ☎090-7231-3691 一宮
■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
■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

　学習

■しゃべる英語 オヤジクラス超・超・初
級一歩踏出す社交会話時□㈭11時〜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
■小学生英語 時□㈪㈫㈬16:00〜16:50
場□南砂区民館他 ￥□月3,000円 対□小学
生 読み・書き・リスニングの他英語
でリサーチ、ゲーム、クッキングも。
無料体験有。☎090-8479-1539 山本

　芸術

■カルチャー恵苑 書教室 一般（高校
〜）漢字を中心に仮名、調和体、硬筆迄
幅広く学習。初心〜経験者まで。経験
豊かな指導で書象会（故 上條信山）常
任理事・読売展理事が講師 場□木場駅
1分永代通り 成瀬ビル6F ☎3644-4873
■ 秋湖書道会  時□㈬ 13:30〜21:00
場□ （文） 時□㈪ 17:30〜21:00場□（冬木会
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。連絡 ☎3667-6718 田塚迄

■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
■越中島書道教室  時□毎週㈪㈫13時
17時30分 場□越中島集会所（越中小隣）
対□幼、小中生、成人 毛筆硬筆（えんぴ
つ）学校の習字書初指導  成人は漢字、
かな、実用文字 中高年大歓迎
☎090-9843-5426 書道教室 木村
■ひかり書道教室 受講生募集!  時□月4
回㈬14:00〜 最終入室19:00 場□砂町
文化センター 月□5 ,000円 墨、半紙、
教書代含お気軽にご連絡下さい。
講師シカクボ ☎080-5960-2779
■ 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。作
品毎に筆遣いから丁寧に学びます時□
場□第2㈮（文）、第3㈬（豊） 13 :30〜15:30
月□2,000円女性限定 ☎3615-7668 𠮷村
■ 門俳句木の会・主宰鈴木節子
時□第4 ㈭13:00〜16:50 場□（芭） ￥□1,500円

（老人の美学に常のパナマ帽　和雄）
明るい俳句会 ☎3645-0417 三上・宛

　その他

イ□0歳から家族で楽しむ多言語ワーク
ショップ  時□5/23㈭ 10:30〜12:00
場□（総）、時□5/30㈭18:30〜20:00 場□（文）、
時□6/2㈰10:30〜12:30 場□ （総） ￥□無料
対□0歳〜 HP lexhippo.gr.jp
☎0120-557-761 平日9:00〜17:00
イ□夫婦の悩み相談室 時□5/16㈭10〜12
時 場□ （豊）8F 入場無料 途中入退場OK 
主題は「不倫」「夫婦問題」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□
5/17㈮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
イ□一級建築士の不動産無料相談会
時□5/15㈬10〜12時 場□豊洲文化センター
時□5/29㈭10〜12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
■大人の占い講座開催 会員募集
 時□第2土曜13:30〜15:30 場□総合区民
センター（大島4丁目） 入□1,000円
月□2,500円 ☎3681-1364 ゴトウ

音楽

スポーツ・健康

ダンス

学習

芸術

趣味

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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豊洲文化センター
江東区文化センター（東陽町）
総合区民センター（西大島）

曜日、時間 
お気軽に問い合わせを。

家族信託 想いを叶える新しい相続対策

家族信託サポート無料個別相談会（要予約）
毎週金曜日 5月17日・24日・31日
※お申し込みはお電話またはホームページから

鎌田法律事務所
東京都中央区銀座7丁目13番4号 田辺ビル6階

〈銀座の弁護士による家族信託相談〉
203-5148-7723

 銀座  家族信託 

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）

¥3.500～
メニューの組合せや2名様以上でさらにお得に!
フェイスアップ・艶・透明感、スタイルアップ、美メイク etc…
お似合いの色と形で美しく輝く毎日に

Ceres color ケレスカラー

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

清澄白河駅
から7分

❖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❖

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

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

5/25（土）10:00～11:30
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

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。

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 ☆

第18回チャリティ手づくりショップ【協力】
5/11（土）

10：00 16：00
5/12（日）

家庭倫理の会「秋津書道会・しきなみ短歌会」 江東区文化展 5/17（金）〜19（日） 13：00 16：00

水彩虹の会 水彩展 5/20（月）〜26（日） 10：00 15：00

自主グループ成果発表展「小さなギャラリー」 主

聖山会（水墨画） 5/28（火）〜6/2（日） 13：00 15：00

※聖山会 席画実演（水墨画） ＊無料、当日直接会場へ 5/30（木） 14：00 15：00

江東おりがみ「夢いろいろ世界の折り紙展」 6/4（火）〜9（日） 9：00 16：00

森下文化センター
展示ロビー ★

第7回 「寄席描き展」 （開催中）〜5/12（日） ー 17：00

「中村学園110年の歩み－不死鳥のように－」 5/13（月）〜19（日） 13：00 17：00

2019年度 自主グループ・サークル成果展 主

千桜流いけばな教室／桂風会 東風書道会 5/26（日）〜6/1（土） 9：00 15：00

深川つるし飾りの会／リメイクの心 彩心会 6/2（日）〜8（土） 9：00 15：00

江戸和竿寿晴深川会／絵手紙和みの会 6/9（日）〜15（土） 9：00 15：00

豊洲文化センター
ギャラリー ☆

いけばなサークルさくら作品展 （開催中）〜5/11（土） ー 17：00

日仏友好アート・アカデミー展 5/16（木）〜18（土） 10：00 18：00

第38回東京きりえ美術展 5/20（月）〜25（土） 9：30 14：00

美彩書展 5/30（木）〜6/3（月） 9：00 17：00

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

亀戸文化センター
2階展示ロビー☆

パステル10作品展 5/12（日）〜18（土） 12：00 15：00

魅力百様、江東区。オンライン観光写真コンテスト2018展覧会 5/22（水）〜28（火） 12：00 16：00

ロープアート伊藤とも子展 5/30（木）〜6/4（火） 9：00 16：00

東大島文化センター
展示ロビー ★

第22回自主グループ・サークル成果発表展 主

蘭瑶書道会 5/12（日）〜18（土）

9：00 15：00
韓紙工芸グループ／アートフラワー「コスモスの会」 5/26（日）〜6/1（土）

美術魚拓「竜の子会」 6/2（日）〜8（土）

パステル画を描く／稲野辺俊子パンフラワー教室 6/9（日）〜15（土）

砂町文化センター
展示ロビー★

第1回MIZU展　水彩を描く仲間たち （開催中）〜5/10（金） 12：00

自主グループ・サークル成果展 主

アートフラワー 5/12（日）〜5/18（土） 9：00 15：00

穂有会俳画山岸教室たんぽぽ会 5/19（日）〜5/25（土） 9：00 15：00

刺繍小物教室 5/26（日）〜6/1（土） 9：00 15：00

わいわいフォトクラブ 6/2（日）〜6/8（土） 9：00 15：00

総合区民センター
展示ホール ☆

花の絵作品　4人展 5/10（金）〜5/15（水） 13：00 16：00

第6回 大島旧中川そらまめ祭り古写真展示会 60年前の大島 5/18（土）〜24（金） 9：00 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S席（60歳以上）4,500円　プラチナA席（60歳以上）3,500円�
※江東区民は一般料金（S席〜C席）より各200円引

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。　主：主催事業

東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団 定期演奏会

第325回
5/31（金）19：00開演

第326回
7/26（金）19：00開演

第327回 5/10（金）10：00〜�発売

9/7（土）14：00開演
第328回 5/10（金）10：00〜�発売

10/18（金）19：00開演
第329回 5/10（金）10：00〜�発売

11/9（土）14：00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

〈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

指揮／高関�健
曲目／バッハ（野平一郎編曲）：「フー
ガの技法」より、シェーンベルク：管
弦楽のための変奏曲�作品31、マー
ラー：交響曲第1番�二長調「巨人」

指揮／下野竜也
ヴァイオリン／ライナー・キュッヒル
曲目／バッハ（レーガー編曲）：「お
お人よ、汝の罪の大いなるを嘆け」、
ブラームス：ヴァイオリン協奏曲�
二長調�作品77、ベートーヴェン：交
響曲第5番�ハ短調�作品67「運命」

指揮／藤岡�幸夫
ピアノ／松田�華音
曲目／プロコフィエフ：ピアノ協奏
曲第3番�ハ長調�作品26、伊福部昭：
舞踊曲「サロメ」�ほか

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

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

5/17（金） 出演/田中美智代（ソプラノ）、下川れいこ（ピアノ）

5/24（金） 出演/木村麻衣子（フルート）

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

5/28（火）
「春から初夏へ 心いやされる音色を」
出演／Kotone（ヘルマンハープ・アンサンブル）
内容／「エーデルワイス」「ローレライ」「知床旅情」ほか

入場
無料

KOTO街かどアーティストが出演します!
「かめいど勝運大道芸」 観覧自由
4月から始まった路上パフォーマンスイベントです。
時 �7月末までの土曜日および7/21（日）13：00〜17：00
場 �亀戸香取神社参道「勝運商店街」路上
出 �淺草十一寸（手廻しオルガン）、鷹島姫乃（ポールダンスパフォーマンス）ほか
主・問 �香取大門通り会�☎03-5875-0957（むつ下北、月火定休）

※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。

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
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日程 作品名
5/25（土） ビルマの竪琴

6/22（土） ティファニーで朝食を（日本語吹き替え）

7/27（土） 東京物語

8/24（土） どら平太 ★

9/28（土） 野菊の如き君なりき

日程 作品名
10/26（土） 非行少女

11/23（土） 金田一耕助の冒険 ☆

1/25（土） 酔拳（日本語吹き替え） ※予定

2/22（土） ふりむけば愛 ☆

3/28（土） 早春 ★
☆…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）

上映スケジュール
□古石場文化センター大研修室　□午前の部11：00開演／午後の部15：00開演　□全席自由3,700円（全10回分）

昭和の名画中心に大画面で上映、特典いっぱい！
第41期 江東シネマプラザ 新規会員募集

6歳 以上

ご入会いただくと
嬉しい特典が
あります。

特典１ ��全10回の上映会を予約なしで鑑賞
特典２ ��上映会で「江東シネマ倶楽部だより�※」をプレゼント
特典３ �特別上映会に無料ご招待！
特典４ �すてきなグッズが当たる特別抽選会

※�上映映画に�
関する情報紙

第41期 江東シネマプラザ  今月の上映作品 � 6歳 以上

ビルマの竪琴（1956年／116分）
5/25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）
太平洋戦争末期のビルマが舞台。ビルマ戦線で投降した日本軍の水島上等兵は、戦争で命を落とした仲間の霊を慰める為に
僧侶となり、現地に残る決意をする。合唱“埴生の宿”、“仰げば尊し”の曲が心に残る。後に市川監督自身がカラーでリメイク
したほどの力作。 監督／市川崑　出演／三國連太郎、安井昌二

「ビルマの竪琴」 
Ⓒ日活

●入場無料

5/19日  第6研修室から奏でるMyコンサート 
「熊本地震復興支援 室内楽演奏会 〜ザ・シンフォニカ有志〜」 6歳 以上

熊本県の復旧・復興のため会場で募金を募り、熊本県立劇場の復興支援推進事業「アー
トキャラバン熊本」に全額を寄付します。
□東大島文化センター第6研修室　□13：30開演　□全席自由 
曲目（予定）／ドヴォルザーク弦楽四重奏曲「アメリカ」ほか

6/7金・8土  ディナガ・ダンスカンパニー公演 6歳 以上

サンフランシスコで活動をするダンスカンパニー、ディナガ・ダンスカンパニーが来
日。パーキンソン病のダンサーと若いダンサー、総勢10名がライブ演奏とともにダン
スパフォーマンスをします。
□豊洲シビックセンターギャラリー　□両日とも19：00開演　□全席自由
構成・演出／クロディン・ナガヌマ
申込み／ 豊洲文化センター窓口または電話で ☎03-3536-5061 

（5/10 10：00より、先着100名）

6/23日  第10回シビックギャラリーステージ 
 「トランシルヴァニアの風パンフルート&ピアノコンサート」

パンフルートはルーマニアが発祥。ルーマニア・トランシルヴァニアの自然と音楽を国際音
楽コンクール受賞経験者・櫻岡史子氏がピアノと共にお届けします。
□豊洲シビックセンターギャラリー　□14：00開演　□全席自由
出演／櫻岡史子（パンフルート）、佃恵井子（ピアノ）　申込み／当日会場へ

ディナガ・
ダンスカンパニー

櫻岡史子

ザ・シンフォニカ有志

発売中の公演
5/12日

17：30開演
�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
□江東区文化センターホール　□全席自由3,000円（当日500円増）

5/22水
11：00/13:30/15:30開演

�0才からのジャズコンサート�〜Kuni�Mikami�from�New�York〜
□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）

5/23木
19：15開演

�上方落語�九雀亭　出演／桂九雀　ゲスト／桂九ノ一
□亀戸文化センター和室　□全席自由2,500円（当日500円増）

5/24金
18：30開演

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

□ティアラこうとう小ホール　□全席指定4,500円（当日500円増）

5/25土
11：00/14：00開演

�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」
□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

5/25土
14：00開演

�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

□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

5/25土
14：00開演

�朗読to演劇のひととき� 6歳 以上

□森下文化センター多目的ホール　□全席自由1,500円　小学生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

オブサンズ・ジャズ・オーケストラ定期演奏会�10周年記念！感謝ライブ
□森下文化センター多目的ホール　□当日指定3,500円　中学生以下2,000円 ※1ドリンク付き

6/2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）

6/7金
19：30開演

�ティアラマンスリーコンサートVol.210�「山口和江ソプラノリサイタル�春の声�Frühlingsstimmen」
□ティアラこうとう小ホール　□全席自由2,500円 6歳 以上

6/7金・8土
7日 18：30開演

�劇団青年座�横濱短篇ホテル� 8日 13：30開演 は完売 � 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

6/8土
17：00開演

�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

□深川江戸資料館小劇場　□全席自由2,500円（当日500円増）

6/8土
15：00開演

�ティアラクラシックス2019� 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〜
□ティアラこうとう小ホール　□全席指定4,000円 6歳 以上

6/9日
11：00/13：30開演

�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
□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 ※0〜2歳ひざ上無料

6/9日
14：00開演

�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

□江東区文化センターホール　□全席指定3,600円

6/11火
15：00開演

�舟木一夫コンサート2019� 6歳 以上

□ティアラこうとう大ホール　□全席指定8,000円

6/15土
17：00開演

�馬場俊英�LIVE�TOUR�2019�〜落書きとマスターピース� 6歳 以上

□ティアラこうとう大ホール　□全席指定6,200円

6/16日
16：00開演

�Memories�of�Benny�Goodman�第33回花岡詠二プレゼンツ,�スヰング・タイム
□ティアラこうとう大ホール　□全席指定　S席6,000円　A席5,000円　B席4,000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

6/21金
18：30開演

�伝統芸能公開「落語」特別版�生まれも育ちも、江東区。昔昔亭桃之助乃会� 6歳 以上

□深川江戸資料館小劇場　□全席自由2,500円（当日500円増）

6/23日
16：00開演

�第19回�帰ってきた�なぎら健壱のフォーク夜話�トーク&ライブ� 6歳 以上

□森下文化センター多目的ホール　□全席自由3,000円（当日500円増）

6/25火
18：30開演

�無声映画鑑賞会「澤登翠一門会�2019」� 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

6/25火
19：00開演

�Viva�la�Musica�2019��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〜
□ティアラこうとう小ホール　□全席指定4,000円 6歳 以上

6/28金
18：30開演

�春風亭小朝プロデュース「三つの夢コンサート」�〜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〜
□ティアラこうとう大ホール　□全席指定4,500円 6歳 以上

6/28金・29土
28日 19：00開演
29日  13：00/ 

17：00開演

�「SUPER�SWAN」�新演出�白鳥の湖�全2幕�TOYOSU�DANCE�LIVE�2019� 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　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。

6/29土
15：00/19：00開演

ドラマティック朗読コンサートⅢ�リストとマリーとカロリーヌ�〜美しきピアニストの恋愛事情〜
□ティアラこうとう小ホール　□全席指定4,000円 6歳 以上

7/2火
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�金管五重奏コンサート
□ティアラこうとう大ホール　□全席自由500円 4歳 以上

7/6土
14：00開演

�江東マンドリンクラブ�第26回定期演奏会
□江東区文化センターホール　□全席自由500円

7/7日
16：00開演

�DRUM�TAO�2019�新作舞台「ザ・ドラマーズ」� 6歳 以上

□ティアラこうとう大ホール　□全席指定7,800円

7/13土・14日
13日 17：00開演
14日 14：00開演

東京シティ・バレエ団『ロミオとジュリエット』（全2幕）� 5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　A席5,000円　B席3,000円　江東区民各席200円引 

当日学生席（高校生〜25歳）2,500円（当日残席がある場合のみ発売）

7/26金
19：00開演

ティアラ�JAZZ�LIVE�2019�FUMIKAスマイルコンサートPart.12�〜笑顔と幸せがやってくる〜
□ティアラこうとう小ホール　□全席指定4,000円 6歳 以上

7/27土
15：00開演

�竜馬四重奏LIVE2019�〜夢の島〜� 6歳 以上

□江東区文化センターホール　□全席指定5,000円

8/16金
12：30/15：00開演

�サンクトペテルブルグ国立舞台サーカス
□江東区文化センターホール　□全席指定2,800円 ※2歳以下ひざ上無料

東京ブラスソサエティ�第43回定期演奏会� 6歳 以上

FANTASY�FOR�BRASS�BAND
6/8土　□14：00開演　□ティアラこうとう大ホール
□全席自由2,000円　小・中学生1,000円
ブリティッシュ・スタイルの金管バンドのコンサート。今回は「ブラスバンドの編成でどのような音楽表現が可能か」をテー
マに、誰もが知っている曲を演奏します。
指揮／第一部：原進、第二部：山本武雄　曲目／ディズニーファンタジー、カルメンファンタジー ほか

上方落語�九雀亭
6/13木　□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／三遊亭ふう丈 桂九雀 三遊亭ふう丈

舞踊作家協会�連続公演第205回� 6歳 以上

「七夕・ダンスパフォーマンスvol.2」
7/2火　□19：00開演　□ティアラこうとう小ホール　□全席自由3,000円
バレエ・モダンダンス界から気鋭のアーティスト7人が集うダンスの舞台。夏の夜空に願いを込めて放たれる
ワクワクドキドキのティアラこうとうの小宇宙をお楽しみ下さい。
作家／木許恵介、冴子、藤田恭子、真島恵理、三浦太紀、伊藤友美、山元美代子　芸術監督／山元美代子 山元美代子

真夏のレクイエムこうとう2019� 6歳 以上

8/18日　□15：00開演　□ティアラこうとう大ホール
□全席指定3,500円
今年で3回目の開催となる「真夏のレクエム」。今年は、
3大レクイエムの一つに数えられている“ヴェルディ”
作曲のレクイエムをお贈りいたします。
指揮／飯守泰次郎
管弦楽／東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団
ソリスト／ ソプラノ：横山恵子 

メゾ・ソプラノ：金子美香 
テノール：望月哲也、バリトン：大沼徹

合唱／ティアラこうとう真夏のレクイエム合唱団　合唱指揮／四野見和敏　曲目／ヴェルディ作曲：レクイエム

大沼徹望月哲也
Ⓒ  FUKAYA_Yoshinobu 

/auraY2

金子美香
Ⓒ Yoshinobu  

Fukaya(aura)

横山恵子飯守泰次郎
 Ⓒ武藤章

若獅子会プロデュース公演� 6歳 以上

藤沢周平劇場「よろずや平四郎活人剣」
7/3水〜7日　□3日14：00開演、4日13：00開演、5日13：00・19：00開演、6日12：00・16：00開演、7日12：00開演
□深川江戸資料館小劇場　□全席指定4,500円
時代小説ゆかりの深川で藤沢周平作品を上演します。旗本の子弟でありながら妾腹
の子である平四郎が、実家を出奔して裏店に移り住み、揉め事の仲裁を生業としな
がら成長をしていく姿を軸に、人情味豊かな人間図で描く痛快時代劇。武士や市井
に生きる庶民の姿や葛藤、哀歓を感じてください。
出演／笠原章、こだま愛、一谷伸江、南條瑞江、中條響子 ほか 一谷伸江こだま愛笠原章

講談�神田京子×俗曲�桧山うめ吉�〜夢のコラボレーション〜�6歳 以上

7/4木　□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
□全席自由3,000円（当日500円増）
百戦錬磨の講談師・神田京子と、日本のみならずワールドワイドに活躍する俗曲師・桧山うめ吉のコラ
ボレーション。暑い夏には怪談です！花と艶の120分！
出演／神田京子、桧山うめ吉　演目／「講談×俗曲 番町皿屋敷」 ほか

第20回�江東オペラハイライト公演�歌劇「仮面舞踏会」� 6歳 以上

7/13土・14日　□13日18：00開演、14日16：00開演
□深川江戸資料館小劇場　□全席自由4,000円
今回はヴェルディの中期の傑作「仮面舞踏会」です。ハイライト公演です
が休憩を挟んでほぼ全曲を公演します。国王が最も信頼する部下の妻に
恋をし、禁断の愛に悩む国王の揺れる心を壮大なスケールで描きます。
出演／川久保博史、土師雅人、中島寿美枝、正岡美津子、木村聡、川口邦明 ほか

正岡美津子土師雅人中島寿美枝川久保博史

J�MESSENGERS�feat.
フィリップ・ハーパー&ヴィンセント・ハーリング�6歳 以上

7/17水　□19：00開演　□森下文化センター多目的ホール
□全席自由3,800円　学生2,000円（当日各500円増）
アート・ブレイキー生誕100年記念の今年は、本家ジャズ・メッセンジャーズのメン
バー3名が登場。ジャズの歴史が蘇る衝撃的なステージを目撃せよ！
出演／ フィリップ・ハーパー（トランペット）、ヴィンセント・ハーリング（アルトサックス）、 

エシエット・エシエット（ベース）、小林陽一（ドラム）、北島佳乃子（ピアノ）

フィリップ・ハーパー
Ⓒ Chris Lans

ヴィンセント・ハーリング
Ⓒ Satosh hirano

エシエット・エシエット
Ⓒ Six Hats Studio

小林陽一 北島佳乃子

第6回�東大島亭�柳亭市弥・入船亭小辰二人会� 6歳 以上

7/20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）
第6回は、柳亭市弥と入船亭小辰による二人会！趣のある和室で、実力派の落語をお楽しみ
ください。※全席椅子席 柳亭市弥 入船亭小辰

江東フィルハーモニー管弦楽団�第20回定期演奏会
7/21日　□14：00開演　□ティアラこうとう大ホール
□全席自由1,000円
指揮／土田政昭　ヴァイオリン独奏／丹羽道子
曲目／ ベルリオーズ：幻想交響曲作品14、ブルッフ：ヴァイオリン協奏曲第1番ト短調作品26、 

ワーグナー：楽劇「ニュルンベルクのマイスタージンガー」第1幕への前奏曲

歌って健康！歌声コンサート� 6歳 以上

7/23火　□14：00開演　□亀戸文化センターカメリアホール
□全席指定1,500円（当日500円増）
上手・下手はここでは関係なし！楽しく元気に思いっきり歌いましょう！思い出の唱歌・歌謡曲などをプ
ロの生演奏をバックに、会場のみんなで歌っていただくイベントです。歌は苦手という方も安心してご参加いただけます。
出演／杉山公章　曲目（予定）／カチューシャ、学生時代、上を向いて歩こう、青い山脈、川の流れのように、花は咲く ほか

杉山公章

Viva�la�Musica�2019� 6歳 以上

助川太郎Group�Hall�Concert�in�ティアラ�〜歓びの人生〜
8/1木　□19：00開演　□ティアラこうとう小ホール　□全席指定4,000円
はじめて触れる音の世界を一緒に歩いてみませんか？虹色のギター、魔法の笛、宝石のピアノが
きっと貴方の心の扉をノックするはず。南米の名曲とオリジナル曲を織り交ぜた大好評のステー
ジが全国ツアーを経て、遂にティアラに登場。
出演／助川太郎（ギター）、山下Topo洋平（ケーナ、サンポーニャ、ギター、ヴォーカル）、阿部篤志（ピアノ）
曲目（予定）／春風（オリジナル）、蘇州夜曲、コンドルは飛んで行く、イパネマの娘 ほか 助川太郎 Group

東京シティ・フィルのドラゴンクエスト� 6歳 以上

交響組曲「ドラゴンクエストⅠ&Ⅱ」
8/3土　□14：00開演　□ティアラこうとう大ホール
□全席指定　 S席5,000円 小・中学生2,500円　A席4,000円 小・中学生2,000円 

B席3,000円 小・中学生1,500円
大好評の東京シティ・フィルのドラゴンクエストを今年もティアラこうとうで開催します。ドラク
エ全シリーズ演奏会を絶賛開催中の東京シティ・フィルが今回お届けするのは、シリーズの原点、
すぎやまこういち作曲「ドラゴンクエストI」と「ドラゴンクエストII 悪霊の神々」。2シリーズの楽
曲全てが一度に楽しめるお得な公演です。
指揮とお話／佐々木新平　管弦楽／東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団 佐々木新平 Ⓒ S.Arita

熱帯JAZZ楽団�LIVE�〜2019夏の会〜�Special�Guest：国府弘子�6歳 以上

8/10土　□17：00開演　□ティアラこうとう大ホール
□全席指定5,500円　高校生以下3,000円（当日各500円増）
ラテンジャズ・ビッグバンドの最高峰！スペシャルゲストに多彩な活躍
を続けるピアノ界のスーパーレディ・国府弘子を迎え、ラテンのリズムと
ジャズビッグバンドサウンドを駆使し、オリジナル曲から皆さんご存知
のジャズやポピュラーの名曲をエネルギッシュにダンサブルにお届けします。
出演／熱帯JAZZ楽団　ゲスト／国府弘子

カルロス菅野 国府弘子

ザ・ニュースペーパーLIVE2019� 6歳 以上

8/31土　□14：00開演、17：30開演
□亀戸文化センターカメリアホール　□全席指定4,800円
政治、経済、事件、芸能…etc。タイムリーな社会問題を「笑いと批判」に変える！ライブにこだ
わり続けるザ・ニュースペーパーのライブでしか見られないコントをお楽しみに！！

島津亜矢コンサート2019� 6歳 以上

9/7土　□11：30開演、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
2015年〜2018年までNHK紅白4年連続出場！演歌のみならずポップス、洋楽と幅広いレパートリーを
天性の歌唱力で歌い上げる！ 島津亜矢

岩崎宏美コンサートツアー2019� 6歳 以上

9/14土　□17：00開演　□ティアラこうとう大ホール
□全席指定6,300円
抜群の歌唱力で人々を魅了し続ける実力派シンガー岩崎宏美。マドンナの歌声をどうぞお楽しみ
ください！
曲目（予定）／聖母たちのララバイ、思秋期、ロマンス ほか 岩崎宏美

東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団� 6歳 以上

第59回�ティアラこうとう定期演奏会
11/30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
気鋭のマエストロ・角田鋼亮が東京シティ・フィル定期に初登場！華々しい活躍を見せる若手実
力派ヴァイオリニスト辻彩奈とともに贈るオール・ロシア・プログラム。
指揮／角田鋼亮　ヴァイオリン／辻彩奈
曲目／ マスネ：組曲第4番「絵のような風景」、プロコフィエフ：ヴァイオリン協奏曲第1番 ニ長調 作品19、 

ムソルグスキー（ラヴェル編曲）：組曲「展覧会の絵」

角田鋼亮
Ⓒ 大杉隼平

辻彩奈
Ⓒ Warner Classics

ダニエル・ハリトーノフ�ピアノ・リサイタル2019�月光と革命� 6歳 以上

12/2月　□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4,000円
10代にしてチャイコフスキー国際コンクール第3位の実力を誇る若き天才ピアニストが魅せる、ピア
ノ名曲の神髄。次代を担うピアノ界の貴公子ダニエル・ハリトーノフがお届けする、名曲ばかりの贅沢
なリサイタルです。お聴き逃しなく！
曲目（予定）／ ベートーヴェン：ピアノソナタ第3番ハ長調 作品2-3、 

ピアノソナタ第14番「月光」嬰ハ短調 作品27-2、 
ショパン：スケルツォ第3番嬰ハ短調 作品39、12の練習曲 作品10 ほか

ダニエル・
ハリトーノフ

東京大衆歌謡楽団�〜昭和初期の名曲を唄う〜� 6歳 以上

7/11木　□14：00開演　□東大島文化センターレクホール
□全席自由3,000円（当日500円増）
古き良き昭和初期の流行歌にこだわり、昭和歌謡を演奏する四兄弟のユニット。古賀メロ
ディーをはじめ懐かしい名曲を披露します。兄弟の息のあった演奏とトークで盛り上げます。
熱烈な昭和世代のファン層から若い世代にもファン層が広がっています。

出演／髙島孝太郎（唄）、髙島雄次郎（アコーディオン）、髙島龍三郎（ウッドベース）、髙島圭四郎（バンジョー）
曲目（予定）／東京ラプソディ、長崎の鐘、私の青空、青い山脈 ほか

東京大衆
歌謡楽団

第6研修室から奏でるMyコンサート
ラテン・キューバ音楽のファミリーライブとダンス
7/15月・祝　□10：30開演　□東大島文化センター第6研修室
□全席自由500円 高校生まで無料
カリブ地域のラテン・キューバ音楽の演奏とダンスのライブです。こどもからお年寄りまで
楽しめるリズム中心の音楽とダンスで、キューバ文化の魅力を味わいましょう！
曲目／コーヒールンバ、ラ・バンバ など

赤坂ウインドオーケストラ�
定期演奏会

6/15土　□14：00開演
□江東区文化センター □当日券全席自由500円
古今東西の名曲を指揮者のお話つきで聴かせる、実力派
吹奏楽団の演奏会。「誰でも楽しめる」「癒された」「涙が出
た」と幅広い年齢層に大好評。
曲目／ 天国と地獄、月の光、スペイン奇想曲、GR、 

君の瞳に恋してる、ファンダンゴ ほか

6歳 以上
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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 5月10日（金） 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 5月10日（金） AM 10：00〜 電話受付開始

5Ⓡ
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