
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。

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）

8
月

6
月

7
月

「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

江東まちのマイスター展
「砂糖の匠・宮崎製糖」　
（開催中）～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）

「浮世絵と写真で歩く
   江戸東京散歩展」
（開催中）～7/19（金）

江戸庶民の年中行事再現
「七夕飾り」
6/25（火）～7/21（日）

「表具経師 岩崎晃展」
6/27（火）～6/30（日）

夏の釣具展示
「鮎・海釣り竿」　
（開催中）～9/16（月・祝）

こどもたちの好奇心を応援します！

芝浦工業大学が開発したロボットの基本形を組み立てて
飾り付けし、「マイロボット」を完成させます。デザインコ
ンテストと障害物競争（ビートル）・競技大会（ボクサー）に
も出場します。

対   各会場とも全日程に参加可能な方
申   希望する会場へ電話・窓口で

6足歩行ロボット「ボクサー」（砂町文化センター）
時   7/6（土）、13（土）いずれも10：00～16：00
場   砂町文化センター
対   小学4～6年生30名
￥   12,000円（ロボットキット代 
一部組立て済み・保険代含む）

締   6/20（木） ※応募者多数の場合は抽選
問   砂町文化センター 
☎︎03‐3640‐1751 FAX.03‐5606‐5930

映画、体験教室で楽しんじゃおう!
古石場こども夏まつり★

7/7
（日）

“和”と“ものづくり”がテーマ
深川体験わーるど★

7/21
（日）

夏本番！
はねかめまつり★

7/14
（日）

6足歩行ロボット「ボクサー」（豊洲文化センター）
時   7/20（土）、21（日）、7/27（土）いずれも10：00～16：00
場   芝浦工業大学豊洲キャンパス及び豊洲文化センター
対   小学4～6年生の親子40組 
※こどものみでも参加可。

￥   12,600円（ロボットキット代・保険代含む）
締   6/25（火） ※応募者多数の場合は抽選
問   豊洲文化センター 
☎︎03‐3536‐5061 FAX.03‐5560‐0505

4足歩行ロボット「ビートル」（亀戸文化センター）
時   7/21（日）、8/3（土）いずれも10：00～16：00
場   亀戸文化センター
対   小学1～3年生の親子30組 ※保護者同伴
￥   10,000円（ロボットキット代・保険代含む）
締   6/25（火）　※応募者多数の場合は抽選
問   亀戸文化センター ☎︎03‐5626‐2121 
FAX.03‐5626‐2120

江東・和の伝統芸能体験プロジェクト
「お江戸深川大講談まつり」

9/15
（日）

※まつり全体の詳細は8月号またはチラシをご覧ください。
問   江東区文化センター ☎︎03‐3644‐8111

ティアラこうとうがバレエ一色に染まる！
ティアラ・バレエデイズ★

9/21・22
（土） （日）

申    ティアラこうとうチケットサービス 
☎︎03‐5624‐3333

世界でひとつだけのオリジナル！
区内3会場でロボットセミナー開催

遊んで！学んで！
おまつり特集！

東京シティ・バレエ団/
ティアラ“くるみ”の会
「第34回くるみ割り人形」
出演者オーディション
12/21（土）、22（日）にティア
ラこうとうで開催される「くる
み割り人形」の出演者オーディ
ションを行います。プロダン
サーと一緒にこの舞台に出演し
てみませんか。詳細は3面をご覧ください。
問   ティアラこうとう  
☎︎03‐3635‐5500　FAX.03‐3635‐5547

～舞台芸術をもっとたのしむつどい～
サロン・ドゥ・ティアラ 2019 第3期 
ヴェルディ・レクイエムの世界
真夏のレクイエムこうとう
（8/18（日）公演）にまつわる
とっておきのお話を聞きませ
んか。
時   7/27（土）13：30～15：00
場   中会議室
￥   ティアラ友の会会員 無料、非会員500円
師   飯守泰次郎（東京シティ・フィル桂冠名誉指揮者） 
志田明子（東京シティ・フィル楽団長）

申   ティアラこうとうチケットサービス 
☎︎03‐5624‐3333

自由研究に最適！
中川船番所で夏の体験教室を開催

①紙でつくる蓮の花のランプ（7/27）
何色もある専用の紙の中からお好きな色を選んでカラフ
ルな蓮の花をつくりましょう。
時   7/27（土）10：00～11：30　　
場   会議室
対   4歳以上10名（小学3年生以下は保護者同伴）
￥   800円（材料費含む）
師   齊藤由香理

②線香花火作り（8/1）
炎の色は何色か見たことがありますか？今回は色々な物
を燃やして、様々な色の炎を作り出します。そして、江戸
時代からの方法で線香花火を作ってしまう、夏休み特別
企画です！
時   8/1（木）15：00～17：00
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）
￥   1,050円
師   寺田浩之（ココペリプラス）
申   いずれも電話・窓口で（先着順）
問   中川船番所資料館 大島9‐1‐15 
☎︎03‐3636‐9091 FAX.03‐3636‐9094

自分達の住んでいる江東区は昔どんな
ところだったのか。古地図を片手にど
んな謎が隠されているのか自分の足で
探しにいきます！撮影した写真や資料
は区民センターに展示します。
時   場   下表参照
対   中学生15名
￥   350円（保険代・コピ ー代）
師   久染健夫（中川船番所資料館）
申   6/16（日）9：00～ 
電話・窓口で（先着順）

問   総合区民センター 大島4‐5‐1 
☎︎03‐3637‐2261 FAX.03‐3683‐0507
日時 内容 会場

7/23（火）
10：30～12：00

古地図を広げよう
自分の町は古地図に載っている?

中川船番所
資料館

7/24（水）
10：30～12：00

謎の水路
森下周辺を探索！（外出） 芭蕉記念館

7/30（火）
10：30～12：00

今も残るあの名店に潜入
日本橋を探索！（外出） 日本橋周辺

7/31（水）
10：30～12：00 展示設営準備 総合区民

センター

8/31（土）
13：30～15：30

【特別講演会】 ※
「 川がまちをつなぐ 
  昔、いま、そしてこれから」

総合区民
センター

※特別講演会の詳細は7月号のカルナビでお知らせします。

江東区内の中学生による俳句バ
トル！俳句部に所属する中学生
が3人1組のチームになって、俳
句を詠みあいます。選者は、アウ
トロー俳句の旗手、北大路翼氏。
観覧者向け俳句ワークショップ
も同時開催。
時   7/20（土）13：00～15：00
場   第1研修室　対   小学生以上70名
師   選者：北大路翼（俳人）
￥   無料　申   電話、窓口（先着順）
問   砂町文化センター 北砂5‐1‐7 
☎︎03‐3640‐1751 FAX.03‐5606‐5930

芸術に触れよう ! 作ってみよう ! 中学生諸君注目 !
ティアラこうとう

砂町文化センター／豊洲文化センター／亀戸文化センター 古石場文化センター／亀戸文化センター／森下文化センター

  江東区文化センター ティアラこうとう

江戸庶民の年中行事再現 「七夕飾り」
江戸時代の七夕は、7月6日の夜、武家屋敷・
庶民の長屋とともに飾り付けをした笹を屋
根よりも天高く立てて願いを掛けました。当
時の七夕飾りを広重の錦絵などを参考に江
戸深川の町並みの中に再現します。

時   6/25（火）～7/21（日）9：30～17：00（入館は16：30まで）
問   深川江戸資料館 白河1‐3‐28 
☎︎03‐3630‐8625 FAX.03‐3820‐4379

ボクサー

【
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第16回
豊洲ロボットセミナー
デザインコンテスト

優勝作品です!

きみは
どんなロボットを

作りたい？

一日中遊べる
イベント、体験が
もりだくさん !

ビートル

授
賞
式
の
様
子

神田松之丞神田松鯉

【体験】 光る泥ダンゴ作り 羽亀戦士カメイダーも来るよ

各文化センターのおまつりのご紹介です。
それぞれ趣向をこらした催しがたくさんです。お楽しみに！
★印のおまつりの詳細は2面をご覧ください。

【体験】 ミニ盆栽・苔玉／木目込のふくろう

バレリーナに会えるよ

問   古石場文化センター ☎︎03‐5620‐0224 問   亀戸文化センター ☎︎03‐5626‐2121 問   森下文化センター ☎︎03‐5600‐8666

Ⓒ 鹿摩隆司

志田明子飯守泰次郎
ⓒ武藤章

中川船番所資料館 総合区民センター

①作品例 ②実験の様子・緑の炎

夏休みの宿題にもぴったり！
「古地図で謎解き 江戸東京を知る！」 
受講生募集

江東区中学生俳句あわせ 
観覧者募集

砂町文化センター

君の家はどこかな？

選者：北大路翼

深川江戸資料館

展示内容・開催時間・観覧料・休館日等の詳細は公式HPでご確認を。

NHK主催展覧会関連文化講演会
入場無料、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）

※2回に分けて受付。1回の電話で3名まで受付可（要全員分氏名）。

特別展「松方コレクション展」
時   7/2（火）14：00開演　場   大研修室  240名
師   陳岡めぐみ（国立西洋美術館 主任研究員）
申   ①6/13（木）9：00～ ②6/16（日）9：00～ 
古石場文化センターへ電話で（各日先着順） 
☎︎03‐5620‐0224 古石場2‐13‐2

時   6/11（火）～9/23（月・祝）
場   国立西洋美術館（台東区上野公園7‐7）

展覧会
概要

特別展「三国志」
時   7/23（火）14：00開演　場   レクホール 180名
師   市元塁（東京国立博物館 東洋室主任研究員）
申   ①6/13（木）9：00～ ②6/16（日）9：00～ 
東大島文化センターへ電話で（各日先着順） 
☎︎03‐3681‐6331　大島8‐33‐9

時   7/9（火）～9/16（月・祝）
場   東京国立博物館平成館（台東区上野公園13‐9）

展覧会
概要

ふるいしくん

森下文化センター講座「キッ
ズチアダンス」を母体とし
て組織されたダンスチーム
「Sunny wings」。去る3月、「Sunny Wings Tiara ☆」
（小学1～4年生）と「Sunny Wings Fine!!」（小学5年
生～中学生）の両チームが、地区大会を勝ち抜き「USA 
Nationals（全国選手権大会）」に出場しました。うち上級
生チームが3位に入賞を果たしました。

Sunny Wings Fine!!

キッズチア
全国選手権大会
出場 !

祝

※ ホール公演「講談の気骨」出演（詳細は4面）

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
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Ⓡ

4 1 1 4 4 3森下文化センター講座から発展したキッズチアダンスチーム「Sunny Wings Fine!!」が全国大会で入賞するなど、
こどもたちの活躍が目覚ましい江東区。カルナビは、これからもこどもたちの好奇心を応援していきます。

6



2019年6月9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/

「区民企画講座」区民の区民による
区民のための講座企画募集スタート！

区民の皆さんに向けた講座企画、講座講
師を募集します。自分の知識や技術を区
民の方々にも広めてみませんか。講座開
催に向けて、当財団が受講生の募集や受
付などをサポートしていきます。区民の
皆さんの充実した生活に、あなたの力を
お貸しください。募集の詳細は各文化センターに
設置のパンフレット、ホームページをご覧くださ
い。なお、企画書はダウンロードできます。
講座実施期間 2019年12月中旬～2020年3月
申   企画書に必要事項を記入し、江東区文化セン

ターへ郵送、または各文化センター窓口へ提出。
締   7/16（火）必着

ティアラこうとうジュニアオーケストラ
団員募集（練習見学会）

プロの演奏家からの指導を受けてさまざまなクラ
シックの名曲とたくさんの仲間に出会えます。10
月からの入団希望者を対象とした練習見学会です。

『おくのほそ道』旅立ち330年記念
文学講習会「『おくのほそ道』と漢詩文」

芭蕉の俳諧作品『おくのほ
そ道』には、李白や杜甫、蘇
軾など中国の詩文が随所
に引用されています。それ
らがどのように俳諧の文
章である『おくのほそ道』の
本文に活かされているか
を、芭蕉の旅立ちから330
年を数える今年、学ぶ講座
です。
時     7/19～8/23（8/16を除く毎週金曜）全5回 

18：30～20：00
場   会議室　対   38名
￥   3,200円（受講料、教材費含む）
師   塚越義幸（國學院大學栃木短期大学教授）

深川体験わーるど同時開催
第7回 深川どうぶつしょうぎ大会 参加者募集

カンタンだけれど奥が深い、す
ぐに覚えてみんなで楽しめる

『どうぶつしょうぎ』の大会を
開催します。学年に応じたクラ
スに分かれて対戦します。
時    7/21（日）13：30～16：00
次の2クラスに分かれます。
お申込みの際にご希望のクラスをお選びください。

手作り一坪ショップ 出店者募集
サマーフェスティバルの一坪ショップにお店を出し
てみませんか。ビーズ、袋物、木工、手編みなどハン
ドメイド作品（食料品は除く）が一堂に集まります。
時    8/3（土）10：00～16：00
場   第2研修室
対   ① 手作り作品を出店でき

る方
　②区内在住・在勤の方

第12回 東大島文化センター七夕飾り
～みんなの願いを込めて～
時    6/28（金）～7/8（月） 

9：00～21：00
場   展示ロビー
￥   無料（材料がなくなり次第終了）

小津安二郎紹介展示コーナー臨時休止
江東区出身の映画監督、小津安二
郎紹介展示コーナーでは一部展
示替えを行います。このため次の
期間は臨時休止します。
時    7/6（土）～7/12（金）

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

「浮世絵と写真で歩く江戸東京散歩」展
江東区在住の写真家・鷹野晃氏が、浮世絵に描かれ
た町と現代の町を定点撮影し、江戸から東京への
変化をたどる書籍を出版したのを記念し、ミニ展
示を開催中です。
時    7/19（金）まで9：30～17：00 
（入館は16：30まで）
場   常設展示室 1階出口展示コーナー
￥   観覧料に含む

公開講座「資料館の舞台、深川佐賀町は
どんな町だったのか」

江戸時代末期、天保年間の深川佐賀町について、深
川の成り立ちと共に分かりやすく解説します。

夜の自然観察探検隊
夏の夜に、船番所周辺の水辺や公
園で見つかる生物を観察します。セ
ミの羽化や巨大テナガエビが見ら
れるかも。自由研究にもピッタリです。
時    7/20（土）19：00～20：30
場   中川船番所資料館周辺
対   5歳～小学生と保護者（同伴必須、先着順）50名
￥   こども、保護者ともに600円（保険代含む）

講座「ジュニア・ダンスミックス」受講生募集
体験教室を6/11・6/18に開催

カッコ良くダンスを踊りたいみん
な、集まれ！！ヒップホップ、ジャズ
ダンスにチャレンジ。年齢別に2
クラスあります。6月の体験レッ
スンで一緒に踊ってみましょう。
時    体験教室　6/11、6/18　火曜 

Aクラス（5歳～小3）、Bクラス（小4～高校生） 
合同レッスン17：00～18：30 
講座7/2～10/1（8回）※前期日程途中からの参加

場   江東区文化センター
対   Aクラス10名、Bクラス10名
￥   体験教室は無料。講座は受講料8,520円（前期8

回分）・保険代800円（年間分）
師   ウメダヒサコ（ウメダヒサコジャズダンスミッ

クスファクトリー主宰）
申   電話・窓口で（先着順）

（入団オーディションは8月中に別途実施します）
時    7/20（土） 18：00～20：30　場   大ホール
対   小学4年生～大学2年生。原則参加楽器の演奏経

験があり楽器を持参できる方。小・中学生は保
護者同伴。※楽器により初心者から可。条件付
きの募集があります。詳細はお問合せください。

￥   無料　師   佐々木新平（当団音楽監督） 
東京シティ・フィル楽団員

申   当日直接会場へ

申   芭蕉記念館へ電話かFAX、窓口で。FAXの場合
は①講座名 ②氏名・フリガナ ③〒住所④電話・
FAX番号を必ず明記ください。

　※ 応募者多数の場合抽選。当選者に手続き書類
を郵送します。

締   6/29（土）必着

前期企画展「芭蕉の肖像・俳人の肖像」
ミュージアムトーク開催

開催中の展示を何倍も楽しんでいただくために、
職員が詳しく解説するミュージアムトークです。
時    6/29（土）14：00～　場   2階展示室
対   20名　
￥   観覧料（大人200円、小・中学生50円）
申   電話・窓口で（先着順）

第2土曜日はジュニア俳句教室
時    7/13（土）9：30～11：30 ※9：20集合。
　 筆記用具持参、虫にさされにくい服装でお越し

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）

芭蕉記念館俳句会
時    7/24（水）13：30～15：00 ※13：15集合。
場   研修室　対   20名
￥   無料 ※句報を希望の方は82円切手を貼付・ 宛

名明記の封筒をお持ちください。
内   兼題 夏季雑詠3句
申   電話・窓口で（先着順）

①ちからだめし名人戦（小学生対象）
　学年別クラスに分かれ、20対局以上競います。
　成績優秀者には賞状と賞品が贈られます。
②交流戦（4歳～小学生対象）
　 対戦ポイントを集め、それぞれの獲得数に応じ

て認定書がもらえます。
場   第1レクホール　
対   『どうぶつしょうぎ』のルールがわかる 

4歳～小学6年生200名
￥   300円（おみやげ付）　申   電話・窓口で（先着順）
◇体験コーナーも同時開催！
ルールを知りたい、初めての方対象の教室です。
時    7/21（日）10：00～12：00　場   第1レクホール
対   4歳～小学6年生　￥   無料　申   当日直接会場へ

￥   500円（長机2台分）
申   電話・窓口で　※申込は1団体1名のみ
締   6/23（日）※応募者多数の場合は抽選 
（出店場所も同時に抽選）

俳句を詠んで七夕飾り 季節の五・七・五
江東区ゆかりの俳人・石田波郷に
ちなみ、短冊に季節を感じる俳句
を書いて飾りましょう。俳句の作
り方のミニ展示もしています。
時    6/11（火）～8/4（日）
場   1階ロビー
対   どなたでも　￥   無料

時    7/17（水）14：00～15：30
場   小劇場　￥   観覧料に含む
師   久染健夫（中川船番所資料館）
申   6/15（土）より電話・窓口で

表具経師 岩崎晃作品展
表具とは、紙や布などを
糊で貼りつけることに
よって仕立てられた掛け
軸や襖・屏風などを指し
ます。江東区登録無形文
化財保持者の岩崎晃氏
の作品を通して、表具のさまざまな魅力をご覧い
ただきます。なお会期中、日本画家 池上紘子さん
によるワークショップも開催します。参加費3,000
円から（要事前申込）。詳細はお問合せください。
時    6/27（木）～6/30（日）9：30～17：00 
（入館は16：30まで）
場   レクホール　対   どなたでも
申   当日直接会場へ

「妖怪絵馬展」わあくしょっぷ参加者募集
江戸時代の名無し妖怪を絵馬に描き、名前をつけ
てみませんか。※作品はすべて7/21（日）～8/31

（土）の期間、「妖怪絵馬展」に展示されます。このた
め当日は完成品のお持ち帰りはできません。展示
終了後、郵送にて返却します。

師   寺田浩之（ココペリプラス）
申   電話・窓口で（先着順）

絶対に釣れるようになる！ハゼ釣り講座
旧中川でハゼ釣りに挑戦。初心者にも
分かりやすく指導します。竿1本はレ
ンタル、仕掛けとエサ付です。
時    7/27（土）①10：30～11：30 

②15：30～16：30 ③17：00～18：00
場   中川船番所資料館集合、旧中川
対   小学生以上各10名（小学3年以下保護者同伴）
￥   参加費1,500円 師   寺田浩之（ココペリプラス）
申   電話・窓口で（先着順）

江東区英語ボランティアガイド向け講演会
受講生募集

2020年オリンピック・パラリンピックに向け、英
語で日本を紹介するための文化講演会を行います。
時    6/29（土）10：00～11：40　場   第1・2研修室
対   ガイド活動中の方又は目指す方30名　￥   無料
師   大來尚順（浄土真宗本願寺派大見山超勝寺住職）
内   仏教用語を英訳した入門書を出版し、講演等で

も活躍する講師に外国人を案内する際の仏教の
基礎知識を学びます。講義はすべて日本語です。

申   電話・窓口で（先着順）　締   6/25（火）

「秋のこうとう文化芸術祭（展示・大会）」
出品作品募集

今年の秋も、区内のさまざまな文化芸術団体によ
る「こうとう文化芸術祭」を開催します。この芸術
祭への出品作品、大会参加者を募集します。募集内
容は3面の一覧表をご覧ください。

時    7/20（土）  ①9：00～12：00 
②13：30～16：30

場   レクホール
対   小学生以上各40名
￥   500円（絵馬1枚・画材・返送料など） 
師   氷厘亭氷泉（イラストレーター）、 

しげおか秀満（漫画家）、東雲騎人（妖怪絵師）
申   6/15（土）より電話・窓口で（先着順）

着物DE江戸の町 着付け体験
7月・8月は浴衣です。着付けに
はお一人20分程かかります。
和装下着をお持ちください。
時    7/6（土）11：00～15：30
場   常設展示室
対   身長140cm以上の方 ※140cm未満要相談
￥2,000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

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し
ます。※6/10（月）は定期休館日

夏休み自由研究！
旧中川のプランクトンを観察しよう！

手作りネットで旧中川
のプランクトンをすくっ
て、顕微鏡で観察します。
時    7/28（日） 

①10：30～12：30  
②14：30～16：30

場   会議室、旧中川
対   小学3年生以上各回10名（保護者同伴可）
￥   100円（資料代、保険代）
師   和木美玲（船の科学館） 申   電話・窓口で（先着順）

〒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 

ステージではじけよう

〒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

日時 内容 出演

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

6/23（日） 14：00〜14：40 端唄でめぐる深川の町 古石場三味線クラブ

6/29（土） 14：00〜14：30 落語 月の家小圓鏡

6/30（日） 14：00〜14：30 殺陣 若獅子会
日にち 内容

7/19（金）芭蕉が学んだ漢詩文

7/26（金）冒頭と李
り は く

白「春
しゅんやとうりえんにうたげするのじょ

夜 宴 桃 李 園 序」

8/2（金） 松島の章と駱
らくひんおう

賓王「霊
れ い い ん じ

隠寺」他

8/9（金） 平泉の章と杜
と ほ

甫「春
しゅんぼう

望」

8/23（金）象
きさかた

潟の章と蘇
そしょく

軾「西
さ い こ

湖」

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

岩崎晃氏

昨年の様子

〒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

昨年大好評だった
探検隊が再登場！

手ぶらで参加
できます

顕微鏡で見てみよう

〒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

〒135-0006 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

〒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 

〒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 

〒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 

〒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 

短冊を飾ってみませんか

館まつり・イベント一覧（1面のつづき）
★は要事前申込み。お申込みは、開催館の窓口または電話で（先着順）。当日の持ち物などはお申込み時にご案内します。詳細はチラシ及びホームページをご覧ください。

深川体験わーるど 7/21（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

第7回深川どうぶつしょうぎ大会 ★ 13：30〜16：00 4歳〜小学6年生
200名 300円

クイリングの動く海モチーフケース ★
10：00〜12：00

小学生以上8名 1,000円
ちりめんで作る小さなバック型ブローチ ★ 10名 800円

Ⓐミニ盆栽を作ろう　Ⓑ苔玉を作ろう（※） ★ Ⓐ10：00〜12：00
Ⓑ14：00〜16：00

小学5年生以上
各20名 1,500円

コリントゲームを作ろう！（木工作） ★
①10：00〜12：00
②13：00〜15：00

各20名 1,500円
木目込みで作るふくろうの人形 ★ 中学生以上各10名 1,000円

猫の切り絵ワークショップ ★ 小学生以上各10名
※小学生は保護者同伴

1,000円

ちりめんで作るメガネストラップ ★
13：00〜15：00

10名 800円
い草で作ろう！ミニコースターとミニ置き畳 ★ 30名 300円
つまみ細工の浴衣髪飾り ★ 13：00〜15：30 大人 10名 2,000円

おもちゃ病院 〜大切なおもちゃが直るかも〜 10：00〜14：00
（受付） どなたでも 実費

職
人
の
技
体
験

【鍛金】銀ペンダントトップ ★ 10：00〜12：00 5名 3,000円
【表具】一閑張の器 ★

①10：00〜12：00
②13：00〜15：00

各10名 1,000円
【無地染】Ⓐ手ぬぐい　Ⓑトートバッグ ★ 各10名 各1,500円
【更紗染】東海道五十三次額絵「箱根」 ★ 各5名 2,500円
【建具】組子細工コースター

Ⓐ桝つなぎ　Ⓑ麻の葉 
★ 各10名 Ⓐ1,000円

Ⓑ1,500円
【茶の湯指物】手さげ盆 ★ 各4名 3,500円
【茶の湯指物】小箱 ★ 各5名 1,500円
【木彫刻】亀根付（平） ★ 各5名 300円
【木彫刻】亀根付（立体） ★ 中学生以上各5名 2,000円

【江戸切子】ペーパーウェイト ★
①10：00〜10：30
②10：30〜11：00
③13：00〜13：30
④13：30〜14：00

各10名 500円

【江戸切子】小皿 ★ ①11：00〜12：00
②14：00〜15：00 各10名 1,000円

※「苔玉を作ろう」コーナーは、英語通訳をつけることができます。
小学３年生以下は保護者同伴でご参加ください。
各体験教室のお申込は、お一人につき午前１・午後１の最大２つまでです。

ティアラ・バレエデイズ 9/21（土）・22（日）開催
会場／ティアラこうとう（住吉2-28-36 ☎03-5624-3333）

イベント名 時間 対象・定員 費用

21
日

親子で楽しむポピュラーコンサート ※詳細4面
会場：大会議室 

★ 10：30〜11：30 200名 一般1,000円
こども500円

東京シティ・バレエ団 カンパニークラス見学会
会場：大ホール 

★ 14：30〜15：50 300名 無料

ティアラこうとうアートシネマ上映会 ※詳細4面
会場：小ホール 

★ ①11：00
②14：00

6歳以上
各140名 2,500円

コンテンポラリー・ワークショップ
会場：リハーサル室 

★ 10：00〜12：00 どなたでも
30名 2,000円

22
日

東京シティ・バレエ団「バレエ・コンサートVol.5」 
会場：大ホール ※詳細4面 

★ 14：00〜 1200名 親子ペア
3,000円

このほかに、「東京シティ・バレエ団スタジオカンパニーパフォーマンス」「小学生のためのバレエ・レッス
ン」など人気企画多数！
詳細はティアラこうとう及び東京シティ・バレエ団のホームページをご覧ください。

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
5・6回目の募集です。
◆森下文化センター
時    7/4・11・18・25すべて（木）14：00～15：30 4日間
場   森下文化センター

（森下3-12-17 ☎03-5600-8666）

◆総合区民センター
時    7/5・12・19・26すべて（金）14：00～15：30 4日間
場   総合区民センター

（大島4-5-1 ☎03-3637-2261）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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 
•道に迷っている外国人に道案内をする 
•観光地やおすすめのレストランを案内する

申   実施会場へ電話・窓口で
締   6/20（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。

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！

講師：塚越義幸

古石場こども夏まつり 7/7（日）開催
会場／古石場文化センター（古石場2-13-2 ☎03-5620-0224）

イベント名 時間 対象・定員 費用
映画上映会『モンスター・ホテル2』
※0歳から入場可。ただし要チケット
申込みは6/19（水） 10：00〜（1回の申込で6枚まで） 

★

（上映会チケットは要事前引取）

①11：00 ②14：00
（30分前に開場） 各240名 無料

「フジクラ木場千年の森」で自然とふれあおう！ ★ 10：15〜12：00 小学生30名
※4年生以下は保護者同伴

無料

タイルのコースター作り ★ ①10：30 ②13：30 小学生各20名 300円
光る泥ダンゴを作ろう ★ ①10：00 ②13：00 小学生以上各20名 700円
木工教室　ペン立てまたはペントレー作り

10：00〜
なくなり次第終了

どなたでも

800円

似顔絵コーナー こども500円
大人700円

けん玉で遊ぼう！ 10：00〜16：00

無料

スーパーボールすくい

10：00〜
なくなり次第終了

輪ゴムのブレスレット
お手玉を作って遊ぼう！
ロープワークとチャイニーズスクエアマット
缶バッジ・コースターを作ろう！
コイン落とし
おいしいもの市 11：00〜15：00 実費負担

はねかめまつり 7/14（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

近隣学校・団体によるライブ！（ホール） 10：15〜 どなたでも 無料

夏
休
み
宿
題
お
助
け
隊

小・中学生時計教室（腕時計作成）  ★ 13：00〜16：00
（終了予定）

小・中学生
20名

2,000円
（時計・お菓子付）

江東手工芸協会コーナー ★  （開催時間／10：00〜15：00） 1階ロビーに見本を展示中
※教室により開催時間や対象年齢、定員が異なります。詳しくはお問い合わせください。
①Tシャツ、バッグ等に手描き染め（花など） 2,000円 ⑧コトミちゃんマグ（白磁ペイント） 500円
②樹脂粘土で作る「ミニチュアパン6種」 1,000円 ⑨リボンを編んだストラップ 500円
③アクアハーバリウム 1,000円 ⑩和紙カメちゃんストラップ 500円
④かんたん押絵（来年の干支福ねずみ） 800円 ⑪押し花のしおり2枚 400円
⑤UVレジンでつくるキラキラかき氷のストラップ 700円 ⑫押し花のクリアーファイル2枚 400円
⑥朝がおのアレンジ（アートフラワー） 600円 ⑬花のブローチ（フランス刺繍） 400円
⑦ビーズで作るストラップ（アートフラワー） 500円

プチロケットを作って飛ばそう！ ★ 10：00〜11：30 小学1〜6年生
20名 300円

ジュニアリーダーと遊ぼう
マイうちわ作り・缶バッジを作ろう
※手形・足形コーナーも同時開催

10：00〜
（なくなり次第終了）

こども
無料

簡単！マグネット工作

どなたでも

亀グッズの販売 カメ DE  Show！
実費販売わくわく屋台

〜亀戸町会等によるかき氷、焼きそば など〜

5,000円相当の商品があたる
わくわく商店街スタンプラリー
※ ゴールは亀戸文化センター5階 
（締切後のゴールは不可）

10：00〜12：30
スタンプ締切

13：00ゴール締切

無料
（参加賞付）

屋外ステージ 羽亀戦士カメイダーショーほか
第三亀戸中学校によるパレード

12：00〜（ステージ）
14：15〜（パレード） 無料

※小学3年生以下は保護者同伴でご参加ください。当日の持ち物などはお申込み時にご案内します。

おひとり1個
風船のプレゼントがあります !

◆
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遼
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学
6
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園
輝
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　ダンス

イ□初級講習会 時□6/23㈰10時〜12時

W・C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

■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

■トモダンス初心初級男女募集 音楽

に合わせて健康作り。ワルツ一曲通し

てレッスン 時□㈪〜㈯10〜12時 場□（東） （砂）

¥□4回4,000円共通チケット制 ☎3683-

1536 トモダンス日吉 無料体験有

■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

■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 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 少し踊れる方

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

昔少しや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

■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

■モダンバレエ・ヒップホップ・ストレッチ

無料体験要予約時□㈬㈮㈯㈰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園児、㈯ 16:00 1年、

健康 無料体験あり 場□東大島 興味の

ある方上手になりたい方新しくスター

トしましょう。☎090 -5441 -9818 川上

■ヒップホップジャズ 楽しく踊って

体力アップダイエットも時□㈮9:15経験

者10:45 基礎場□ （砂）無料体験あり入会

随時 ☎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

　趣味

イ□型紙いらずの着物リメイク体験
時□6/14㈮・15㈯14〜16時 時□（文） 洋裁

の苦手な方大歓迎 ☎3645 -7581老沼

■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

　学習

■小学校教諭向け五人英語教室 時□㈰

10〜11:30 場□南砂町駅から10分 月□
7,500円月2回 対□教諭 無料体験クラス

有 e  lingoinformation@gmail.com

詳細はHPをご参照下さい。返信メー

ルでHPのURLをお知らせ致します。

■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

■初心者おとなと子供英会話 場□（森） （豊）大

島ネイティヴ講師が一人一人レベルに

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

リーアカデミー」でgoogle検索

☎03-3684-2945・090-2536-2493

■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

　芸術

■ 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

■小髙桃果ペン字教室 時□㈬10〜17、第

1・3㈭13〜19場□東陽町駅1分￥□3ヶ月

10,000円｡子供〜大人初心者歓迎｡日本

ペン習字研究会理事HP「桃果会」検索

☎090-1450 -1310 他時間問合お気軽

■美蘭書道会 場□東雲イオン近 対□幼〜

問合お気軽に ☎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。

連絡先 ☎3667-6718 田塚迄

■カルチャー恵苑書道教室 一般 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、現・書象会(上條信山)の常任

理事・読上展理事が指導 場□木場駅1分

永代通り 成瀬ビル6F ☎3644 -4873

■門俳句木の会・主宰鈴木節子

時□第4 ㈭13:00〜16:50 場□（芭） ￥□1,500円

(満目の森の滴り朝日かな　雪枝)

明るい俳句会 ☎3645-0417 三上・宛

　スポーツ

イ□健康太極拳無料体験講習会 

初めての方も大歓迎(裸足又は上履□
き靴） 時□7/7㈪14〜15時半 場□グラ

ンチャ東雲4Fレクルーム｡教室案内

時□毎週㈭18時半〜20時 月□1 ,000円 

☎3536-5515 やまびこ会 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

■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

　音楽

■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

■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

■下町のうたごえ  皆で懐かしい童謡

唱歌、叙情歌、歌謡曲など歌いませんか

時□6/12㈬ 6/26㈬ 14時から 場□ （亀） 2F

￥□500円 ☎5627-5686 伊藤

■亀戸カラオケ  個人に合わせてやさ

しく指導します体験無料時□毎日12〜

21時 ￥□1回2,000円 場□亀戸駅１分

☎3636-6772 歌いながら上達しましょう

■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

■0〜3才リトミックと知育 時□6/11・18・

25・7/9・23 ㈫ am 場□（テ） 無料体験有

詳細・お申込は HP yanopiano.com

☎090-9680-4992 やのピアノ教室 矢野

■ピアノ個人教授 発表会に向けて練

習しています。詳しくはお電話で 場□木

場三 ☎3630 -9065 山崎(桐朋ピ卒)

■やさしいピアノ教室 子供〜大人

大歓迎。場□千石2 ☎3649 -2838 松本

■ピアノ個人教師 ピアノを弾いた事が

なくても楽譜が読めなくても大丈夫。

どなたでもお好きな曲を楽しくお稽古

しませんか。国立音大卒 場□門前仲町

徒歩１分 ☎3643-7376 柴木

　その他

イ□一級建築士の不動産無料相談会
時□6/17㈪10〜12時 場□豊洲文化センター

時□7/10㈬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・

空き家・リフォーム等ご相談下さい。

「㈱柴総合計画」 ☎3541-2250 柴

イ□弁護士による無料法律相談会 時□
6/19㈬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

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

6/29（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

bigfootenglishschool@gmail.com

内容：こども英会話教室の進行補助、教室の準備・片付け等
資格：20歳以上、英語ができる方優遇
時間：土曜日（月 3回程度）9:00 ～ 12:00
場所：江東区文化センター内会議室
時給：1,000 円（交通費込み）

応募：メールにてご連絡ください。

アルバイト募集
こども好きな方大歓迎！

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…

＊他のメニューもあります♪

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❖

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 ☆

第31回 江東産業まつり 6/15（土）・16（日） 10：00 16：00
I♡Bird 〜四季の鳥〜 写真展 6/17（月）〜23（日） 11：00 18：00
東陽歩みの会 えんぴつ画展 6/28（金）〜30（日） 9：00 16：00
江東シルバー共助会 会員作品展 7/1（月）〜6（土） 11：00 16：00
江東区美術協会展 7/7（日）〜13（土） 13：00 15：00

森下文化センター
展示ロビー ★

2019年度 自主グループ・サークル成果展 主
江戸和竿寿晴深川会／絵手紙和みの会 （開催中）〜15（土） − 15：00
玄聳会森下教室／江戸切子かごめ会 6/16（日）〜22（土） 9：00 15：00
仏像彫刻研究会／すみれ・アート 6/23（日）〜29（土） 9：00 15：00
フォト森下 6/30（日）〜7/6（土） 9：00 15：00
人生にゆとり絵画の時間／小林切子会 7/7（日）〜13（土） 9：00 15：00

豊洲文化センター
ギャラリー ☆

第5回 『日中亜文化コラボ&書道展』 6/14（金）〜16（日） 12：00 17：00
ギャラリー活性化事業　外国人のための日本文化体験 主 6/22（土） 14：00 16：00
一玄会成果展 6/26（水）〜30（日） 18：00 17：00
文化書道東京連合会書道展 7/5（金）〜7（日） 13：00 15：00

亀戸文化センター
2階展示ロビー☆ 彩のある季節の展示 〜夏〜 主 6/28（金）〜7/4（木） 9：00 21：00

東大島文化センター
展示ロビー ★

第22回 自主グループ・サークル成果作品展 主
パステル画を描く／稲野辺俊子パンフラワー教室 （開催中）〜15（土）

9：00 15：00
東大島スケッチ教室 6/16（日）〜22（土）

美術魚拓展 7/7（日）〜13（土） 11：00 15：00
第12回 七夕飾り〜みんなの願いを込めて〜 主 6/28（金）〜7/8（月） 9：00 21：00

砂町文化センター
展示ロビー★

自主グループ・利用者グループ合同成果展 主
くもん北砂書写教室 （開催中）〜6/15(土） 9：00 15：00
スケッチ教室 ワインの会 6/16（日）〜6/22(土） 9：00 15：00
砂銀シャッターズ

6/23（日）〜6/29(土） 9：00 15：00
グラスアート とんぼ玉をつくる
ドリーム絵画サークル 6/30(日）〜7/6(土） 9：00 15：00

俳句を詠んで七夕飾り 季節の五・七・五 6/11（火）〜8/4（日） 9：00 21：00

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）�

※6/14のみ3階レクホール

プロムナード・コンサート

6/14（金）出演／五箇恵美子（語り）、中根裕子・本村佳子（ピアノ）
6/21（金）出演／影山香苗・田中喜代子（ピアノ）
6/28（金）出演／梅原佐妃子（ソプラノ）、鳥居礼子（ピアノ）

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）�
15：00〜19：00

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）

「秋のこうとう文化芸術祭」 作品募集一覧
作品規格・応募方法など詳細は、区内各文化センター・総合区民センターに設置の募集要項をご参照ください。

展示・
大会名

展示・
大会日程 作品募集締切日・搬入日 主催者・

問合わせ先

美術展
9/29（日）
〜10/5（土）

9/28（土）12：00〜15：00�江東区文化センター2階展示室へ
出品料／2,000円（一般）・1,000円（高校生）

江東区美術協会�藤井剛志
☎03-3647-2413

手工芸展
10/6（日）
〜10/13（日）

10/5（土）13：00〜15：00�江東区文化センター2階管理事務所前へ�
出品料／おとな800円・こども200円�※出品者には参加賞あり

江東手工芸協会�宮本輝美
☎03-5639-1158

俳句大会 10/13（日）
10/13（日）10：30〜16：30
会場／江東区文化センター�5階�6・7・8会議室
互選句会（三句・うち二句は当季雑詠。当日席題を一句）� 参加費／500円

江東区俳句連盟�宮下玲華
☎03-3648-0303

書道連盟展�
（一般）
� 教育部展�
（こども）

10/22（火・祝）
〜27（日）

①�10/1（火）〜14（月・祝）に、鈴木正根宛てに宅配便か郵便で送付�
（江東区亀戸5-28-8）�※10/14（月・祝）必着
②10/18（金）9：00〜11：00�江東区文化センター2階展示室へ
出品料／2,100円

江東区書道連盟�茅島懐雲
☎03-3649-5769

□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

東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団 定期演奏会  

江東区芸術提携団体 チケット販売のご案内

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

第327回
9/7（土）

14：00開演

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」

第328回
10/18（金）
19：00開演

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」

第329回
11/9（土）

14：00開演

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

チケットの
お申込み・お問合せ

東京シティ・バレエ団/ティアラ “くるみ”の会
「第34回くるみ割り人形」出演者
オーディション開催（1面のつづき）

時 ���第一次オーディション�8/4（日）�
　小学生の部11：00〜�
　中学生以上の部15：00〜（予定）

　※�時間は申し込み状況により変更する
場合あり

　第二次オーディション�8/20（火）
　※第一次オーディション合格者のみ
場 ��ティアラこうとう
対 ��①�小学生以上18歳未満の区内在住ま
たは区内バレエスタジオ所属を基本
とし、3年以上のバレエ経験者� �
（中学生以上は5年以上）� �
※区外からの参加も可能です。

　②�毎週日曜日および舞台リハーサル
（12/18（水）・19（木）・20日（金））に
参加できる方。

￥��1,200円
申 ��ティアラこうとう、区内各文化センター、
総合区民センターにある申込用紙（HP
からも入手可）に記入し、ティアラこう
とう窓口へ提出（郵送可）。

　�〒135-0002�江東区住吉2-28-36�
ティアラこうとう「くるみ割り人形」�
オーディション係

締 ��7/3（水）必着
Ⓒ�鹿摩隆司

6歳 以上

託児 あり

日程 作品名
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

10/26（土） 非行少女

日程 作品名
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

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 ��上映会（11：00/15：00）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に参加できる

※�上映映画に関する情報紙

「酔拳」�Ⓒ1978,�1985�
Seasonal�Film�Corporation.�
All�Rights�Reserved.

「ふりむけば愛」Ⓒ1978�東宝
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東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団と
東京シティ・バレエ団との交流会
10/6（日）ティアラこうとう「オーケストラ with バレ
エ」終了後に両団員との交流会に参加しませんか。
時 ���10/6（日）17：30〜18：30（予定）
場 ��ティアラこうとう大会議室
￥��500円（ドリンク代込み）
内��オーケストラ団員による演奏、バレエ団員によるバ
レエの実演や、両団員との懇談、お楽しみ抽選会等

申 ��100名程度（要申込み、先着順）�
問 ��ティアラこうとう�
チケットサービス�
☎︎03-5624-3333

どなたでも参加できます

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

□古石場文化センター大研修室　□午前の部11：00／午後の部15：00開演　□全席自由3,400円（全9回分）

特典内容・上映スケジュールは3面をご覧ください。ご入会いただくと嬉しい特典があります。

第41期 江東シネマプラザ  今月の上映作品 � 6歳 以上

ティファニーで朝食を（1961年／115分）
6/22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）
今年、誕生90周年のオードリー・ヘプバーン代表作。大都会ニューヨークで裕福な男性との結婚を夢見る女性が、様々な困
難を乗り越え、真実の愛に辿りつく。挿入歌「ムーン・リバー」も名曲として名高い。※日本語吹き替え版
監督／ブレイク・エドワーズ　出演（声の出演）／オードリー・ヘプバーン（池田昌子）、ジョージ・ペパード（野沢那智）

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

and Jurow-Shepherd Productions. 
All Rights Reserved

●入場無料

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」
□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

7/20土  夏休み！オーケストラ&バレエ体験 3歳 以上

江東区と芸術提携を結ぶ東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団、東京シティ・
バレエ団による体験イベントです。わかりやすい解説とともに、家族でオーケスト
ラとバレエの実演をお楽しみください。
□ティアラこうとう大ホール　□13：00開演　□全席自由　
申込み／ティアラこうとうチケットサービス ☎03-5624-3333

発売中の公演
6/13木
19：15開演

�上方落語�九雀亭　出演／桂九雀　ゲスト／三遊亭ふう丈
□亀戸文化センター和室　□全席自由2,500円（当日500円増）

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
6/29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

7/2火
19：00開演

�舞踊作家協会�連続公演第205回�「七夕・ダンスパフォーマンスvol.2」� 6歳 以上

□ティアラこうとう小ホール　□全席自由3,000円

7/3水〜7日
�若獅子会プロデュース公演�藤沢周平劇場「よろずや平四郎活人剣」� 6歳 以上

□深川江戸資料館小劇場　□全席指定4,500円
3日�14：00、4日�13：00、5日�13：00/19：00、6日�12：00/16：00、7日�12：00開演

7/4木
19：00開演

�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

□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）
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

7/6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
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
7/11木
14：00開演

�東京大衆歌謡楽団�〜昭和初期の名曲を唄う〜� 6歳 以上

□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）

7/13土・14日
13日�17：00　　
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）� 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）

7/13土・14日
13日�18：00開演
14日�16：00開演

�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

□深川江戸資料館小劇場　□全席自由4,000円

7/15月・祝
10：30開演

�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
□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

7/17水
19：00開演

�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

□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）
7/20土
14：00開演

�第6回�東大島亭�柳亭市弥・入船亭小辰二人会� 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）
7/21日
14：00開演

�江東フィルハーモニー管弦楽団�第20回定期演奏会
□ティアラこうとう大ホール　□全席自由1,000円

7/23火
14：00開演

�歌って健康！歌声コンサート� 6歳 以上

□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）
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
8/1木
19：00開演

�Viva�la�Musica�2019�助川太郎Group�Hall�Concert�in�ティアラ�〜歓びの人生〜� 6歳 以上

□ティアラこうとう小ホール　□全席指定4,000円

8/3土
14：00開演

�東京シティ・フィルのドラゴンクエスト�交響組曲「ドラゴンクエストⅠ&Ⅱ」� 6歳 以上

□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

8/10土
17：00開演

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

□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）
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

8/18日
15：00開演

�真夏のレクイエムこうとう2019（ヴェルディのレクイエム）� 6歳 以上

□ティアラこうとう大ホール　□全席指定3,500円
8/31土

14：00・17：30開演
�ザ・ニュースペーパーLIVE2019� 14：00の部 残席僅か �6歳 以上

□亀戸文化センターカメリアホール　□全席指定4,800円
9/7土

11：30・15：30開演
�島津亜矢コンサート2019� 6歳 以上

□ティアラこうとう大ホール　□全席指定　S席6,500円　A席5,000円
9/14土
17：00開演

�岩崎宏美コンサートツアー2019� 6歳 以上

□ティアラこうとう大ホール　□全席指定6,300円
11/30土
15：00開演

�東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団�第59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
12/2月
19：00開演

�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

□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

みんなのミュージカル�ホンク！�〜みにくいアヒルの子〜
8/23金・24土　□12：00開演、16：00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　こども（中学生以下）2,000円 ※2歳以下ひざ上無料。ただし座席が必要な場合は有料。

本格ミュージカルに出演しようをコンセプトにした区民参加ミュージカル。オーディション
に合格した小学生から大人まで46名と、プロのミュージカル俳優が共演します。毎週日曜日
に朝から夜まで、ダンス・歌・演技の稽古に励み、アマチュアとは思えない感動的なステージを
披露します。
出演／塚本江里子、倉田英二、大田翔、オーディションで合格した区民 昨年の公演より

ティアラこうとうジュニアオーケストラ第14回定期演奏会�託児 あり 4歳 以上

9/1日　□14：00開演　□ティアラこうとう大ホール
□全席指定1,000円　こども（4歳～高校生）500円
ティアラこうとうで練習に励んでいる子どもたちによるオーケストラの演奏会。おなじみ
のグリム童話の名作から生まれたオペラ「ヘンゼルとグレーテル」に挑戦します。
指揮／佐々木新平　ヘンゼル／松原典子（ソプラノ） グレーテル／杉山由紀（メゾソプラノ） ほか
児童合唱／江東少年少女合唱団
曲目／ 芥川也寸志：交響管弦楽のための音楽、 

フンパーディンク：歌劇「ヘンゼルとグレーテル」（演奏会形式、日本語上演） 佐々木新平 松原典子 杉山由紀

ずばり！！�クラシック名曲コンサートVol.2� 6歳 以上

9/15日　□15：00開演　□ティアラこうとう大ホール
□全席指定2,500円　江東区民2,300円
出演／ 加羽沢美濃（司会・ピアノ）、奥村愛（ヴァイオリン）、新倉

瞳（チェロ）、日野真奈美（フルート）、1966カルテット（ピ
アノ・カルテット）、山田姉妹（ソプラノ・デュオ）、小野弘晴

（テノール）、米津真浩（ピアノ）
曲目（予定）／ クライスラー：愛の喜び、愛の悲しみ、 

ホルスト：組曲「惑星」より“ジュピター”、プッチーニ：歌劇「トゥーランドット」より“誰も寝てはならぬ”、 
ショパン：英雄ポロネーズ、モーツァルト：歌劇「魔笛」より“夜の女王のアリア”、オ・ソレ・ミーオ、 
サン=サーンス：「動物の謝肉祭」より“白鳥”、リスト：ハンガリー狂詩曲、カッチーニ：アヴェ・マリア ほか

加羽沢美濃 奥村愛 日野真奈美新倉瞳
Ⓒ�Hollywood�beauty

1966カルテット 小野弘晴山田姉妹 米津真浩

江東・和の伝統芸能体験プロジェクト�お江戸深川大講談まつり� 6歳 以上

講談の気骨�〜松鯉から松之丞への系譜〜
9/15日　□16：30開演　□江東区文化センターホール　□全席指定3,000円
腹に響く講談を読む大ベテラン・神田松鯉。そして講談界の風雲児として注目を集める神田松之丞。
講談の面白さと奥深さ、そしてカッコ良さを伝える骨太な男性講談師による師弟競演！講談は“言
葉が脳裏に描き出すドラマ"なのだ！
出演／神田松鯉、神田松之丞 神田松之丞神田松鯉

フレッシュ名曲コンサート�オーケストラ�with�バレエ「アルルの女」�5歳 以上

10/6日　□15：00開演　□ティアラこうとう大ホール
□全席指定S席4,000円　A席3,000円　※江東区民・こども（5歳以上小学生以下）各席200円引
オーケストラとバレエダンサーが同じ舞台で共演するティアラこうとうならではのオリジナル公演です。今回は、“新作
振付”「アルルの女」とピアニストの西村翔太郎さんをゲストに迎え、チャイコフスキーの
ピアノ協奏曲第1番をお贈りいたします。
指揮／飯守泰次郎　ピアノ／西村翔太郎　演出・振付／石井清子　台本・振付／中島伸欣
管弦楽／東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団　バレエ／東京シティ・バレエ団
曲目／ 【第1部】チャイコフスキー：祝典序曲「1812年」、ピアノ協奏曲第1番 変ロ短調 

【第2部】ビゼー：「アルルの女」第1組曲・第2組曲 ※14：30よりロビーコンサートを予定
飯守泰次郎
�Ⓒ武藤章

西村翔太郎 石井清子

寄席�都笑亭�Vol.122� 6歳 以上

7/10水　□18：30開演　□豊洲文化センターレクホール　□全席自由500円
今年は25周年！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

上方落語�九雀亭
7/11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／春風亭一花 桂九雀 春風亭一花

ぴたりんがくだん�親子で楽しむ0才からのリトミックコンサート
7/21日　□15：00開演　□総合区民センターレクホール
□全席自由1,500円（当日500円増）　こども（小学生）500円　未就学児 無料
※シート席あり。おむつ替え・授乳コーナーあり。

ピアノの「ぴ」、太鼓の「た」、バイオリンの「りん」で、ぴたりんがくだん！区内出身のシンガーソングライター羽純（hasumi）
を中心としたユニットによる、いろいろな楽器と楽しい歌がたくさんのリトミックコンサートです！
出演／羽純（ヴァイオリン・歌）、みのり（ピアノ・歌）、岡本夕佳（パーカッション）

ぴたりんがくだん

ティアラマンスリーコンサートVol.211
「�フェドゥムジク第2回公演〜�昼の部：親子で楽しむコンサート、夜の部：夏の夜に過ごす音楽の世界〜」
8/2金　□13：30、18：30開演　□ティアラこうとう小ホール
□全席自由  【昼の部】1,000円　こども（小学生以下）500円、 

【夜の部】2,000円　こども（中学生以下）1,000円　※2歳以下ひざ上は無料

出演／五箇惠美子、鈴木史子、古市尚子、本村佳子
曲目／ルロイアンダーソンメドレー、たなばた、花、ラプソディ・イン・ブルー、美しく青きドナウほか
※昼の部と夜の部では一部曲目が異なります。

ミュージカル「冒険者たち〜この海の彼方へ〜」� 3歳 以上

8/10土～12月・祝　□江東区文化センターホール
□10日11：00（海組）・15：00（月組）開演、11日11：00（月組）・15：00（海組）開演、 
12日（月・祝）11：00（海組）・15：00（月組）開演　□全席指定4,500円
斎藤惇夫の児童小説『冒険者たち ガンバと15ひきの仲間』がミュージカル化。プロの俳優とオーディションによって選ばれ
た実力派ジュニアキャストが歌にダンスに活躍する感動の傑作ミュージカルです。この夏、ぜひご家族でお楽しみください。
出演／ ガンバ役（海組）片山佳音・（月組）梅原瑞樹、潮路役（海組）ボージュ玲良・（月組）森田月渚、 

ノロイ役 柳瀬大輔、ツブリ役 田極翼

深川とっくり座公演48回目�丹青の「新・牡丹灯籠」
8/16金～18日　□16日19：00、17日14：00・19：00、18日14：00開演　□深川江戸資料館小劇場
□全席自由3,000円（当日500円増）　中高生2,000円　小学生以下1,500円
義理と人情、笑いと涙。江戸情緒あふれる舞台を繰り広げる「深川とっくり座」の48回目公演。しゃれにならない、しゃれこ
うべ！切なく哀しい恋の行方は?どうぞお楽しみに。

西山健治プロデュース�中高年の為の音楽入門（第2限）
〜「ケン・バルディス」と「4トロンボーン」の世界〜
8/28水　□19：00開演　□森下文化センター多目的ホール
□全席自由3,000円（当日300円増）
サリナ・ジョーンズも認める、ケン・バルディスがフランク・シナトラのナンバーを歌い上げます。
編曲／前田憲男 ほか
出演／ トリオ17：西山健治（トロンボーン）、青木弘武（ピアノ）、ジャンボ小野（ベース）、 

木村由紀夫（ドラム）、駒野逸美・上杉優・河野広明（トロンボーン）　ゲスト／ケン・バルディス
西山健治 ケン・バルディス

奈々福なないろ�vol.2�銭形平次捕物控�雪の精�長編浪曲一挙口演の会�6歳 以上

9/14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500円増）
紫匂う大江戸の、しかも神田に過ぎたるものは、神田祭と銭形平次……玉川奈々福の長編浪曲
一挙口演。50分×2席の長丁場。「銭形平次捕物控」の中でも白眉たる名作、「雪の精」。雪の夜、
女衒の親方、越後屋佐吉の女房が殺された。犯人は誰か。ミステリー浪曲をご堪能ください。
出演／玉川奈々福、沢村豊子（曲師）

玉川奈々福
Ⓒ�森幸一

沢村豊子
Ⓒ�森幸一

ティアラこうとうアートシネマ上映会�2019� 6歳 以上

バレエ映画「ピーターラビットと仲間たち�ザ・バレエ」
9/21土　□11：00開演、14：00開演　□ティアラこうとう小ホール
□全席自由2,500円（当日400円増）※入替制

世界中のこどもたち、大人たちに愛され続けている、“ピーターラビットの絵本”シ
リーズをバレエに翻案して完全映画化！英国ロイヤル・バレエ団のダンサーたちが
動物たちの着ぐるみを着て、ユーモラスかつ華麗に舞います。（1971年製作・86分）
原作／ビアトリクス・ポター作 「ピーターラビットの絵本」シリーズより
音楽／ジョン・ランチベリー　振付／フレデリック・アシュトン Ⓒ�STUDIOCANAL

VOICE�SPACE�Concert�Tour�2019�東京公演「アラベスクの飾り文字」�6歳 以上

9/21土・22日　□15：00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4,500円（当日500円増）
詩と音楽のコラボレーション集団VOICE SPACEによるCD発売記念コンサート。宮沢賢治、中
原中也らの詩を、クラシックやジャズ、邦楽、民族音楽のクロスオーバーによる音楽でお届けしま
す。ゆかりあるゲストを迎えてのセッションも。
出演／VOICE SPACE　ゲスト／（9/21）谷川俊太郎、（9/22）小室等、こむろゆい、佐々木幹郎 谷川俊太郎 小室等

東京シティ・バレエ団�バレエ・コンサートVol.5�星のバレリーナ
9/22日　□14：00開演　□ティアラこうとう大ホール
□全席指定2,500円　 こども（3歳～小学生）1,000円 

親子ペア（大人1枚+こども1枚）3,000円 
江東区民2,300円　※2歳以下ひざ上無料

バレエを習っている「詩歩ちゃん」と、バレエをよく知らないパパ。バレエの名作と共におくるパパと娘の素敵な物語が、み
なさんを夢の世界へお連れします!

Ⓒ�鹿摩隆司

ニニ・ロッソ�メモリアル�コンサート�2019� 6歳 以上

9/23月・祝　□13：30開演　□ティアラこうとう大ホール
□全席指定7,000円　江東区民6,800円
「夜空のトランペット」「さすらいのトランペット」「太陽がいっぱい」など哀愁を帯びた音色と旋律
で大人気を呼んだイージーリスニング音楽を代表するトランペットの詩人、ニニ・ロッソ。2019年
はニニ・ロッソ没後25年にあたり、最後の愛弟子あるマウロ・マウルが名演奏でお届けします。
出演／マウロ・マウル（トランペット）　バンド／ピアノ、キーボード、ギター、ベース、ドラム
曲目（予定）／ 夜空のトランペット、サンタルチア、水曜日の夜、ゴッド・ファーザー、ロミオとジュリエット、道 ほか

マウロ・マウル

伝統芸能公開「落語」特別版�第2回�深川de圓満会� 6歳 以上

9/27金　□19：00開演 □深川江戸資料館小劇場
□全席自由2,500円（当日500円増）
橘ノ圓満、久しぶりの深川江戸小劇場での公演です。今回は俳優の山口良一さんをゲストに迎
えて皆様方に楽しんでいただきます。
出演／橘ノ圓満、山口良一 橘ノ圓満 山口良一

特撰落語会�柳家さん喬独演会� 6歳 以上

9/28土　□14：00開演　□江東区文化センターホール
□全席指定3,500円
古典落語の名手で、特に人情噺、滑稽噺で高い評価を得ている実力派名人、柳家さん喬の話芸をお
楽しみください。
出演／柳家さん喬、柳家やなぎ 柳家さん喬 柳家やなぎ

北川記念ロシア民族楽器オーケストラ�創立10周年記念演奏会�〜軌跡〜� 6歳 以上

10/27日　□15：00開演　□ティアラこうとう大ホール
□指定席4,000円　自由席3,000円
バラライカ奏者、北川翔が率いる北川記念ロシア民族楽器オーケストラによる
創立10周年記念コンサート。ロシア楽器で奏でる10年の軌跡をお聴き下さい。
出演／ 北川翔 （指揮、バラライカ）、長尾和彦（指揮）、大田智美 （アコーディオン）、岸本力 （バス）、森 里穂子 （ソプラノ）、 

合唱団 白樺、北川記念ロシア民族楽器オーケストラ
賛助出演／ ワディム・カルーギン （バラライカ）、ニコライ・カターエフ（バラライカ）、ナジェージュダ・カターエヴァ （ドムラ）

江東少年少女合唱団�第29回サマーコンサート� 託児 あり

8/25日　□16：00開演　□江東区文化センターホール
□全席指定1,500円　高校生以下600円　※2歳以下ひざ上無料

5歳から高校生までのこども達がホールいっぱいに素敵な歌声を響かせます。
【第1部】テーマ「地球☆星★宇宙」 
【第2部】吉岡弘行：児童（女声）のための合唱組曲「虫の絵本」 【第3部】間宮芳生：児童合唱（女声合唱）のための「五つのわら

べうた」より、日本民謡による「四つの女声合唱曲」より 【第4部】ジブリ映画名曲集
出演／江東少年少女合唱団　協力出演／Koto Youth Chior
指揮・指導／笹口圭吾、笹子昌美　ピアノ／奥田和、金井美雪　パーカッション／篠崎智
曲目（予定）／ 星のオルゴール、ちょっとまって流れ星、われわれは宇宙人だ、映画「となりのトトロ」、「魔女の宅急便」 ほか

よしもとお笑いまつりin江東2019�〜週末スペシャル〜
8/9金　□19：30開演　□ティアラこうとう大ホール
□全席指定4,000円（当日500円増）　※4歳以下ひざ上は無料

よしもと人気芸人が笑いをお届け！テレビとは一味違う「生」のお笑い
をどうぞお楽しみに！！
出演／ 野性爆弾、EXIT、こがけん、トータルテンボス、尼神インター ほか 

※都合により出演者が変更になる場合もございます。 野性爆弾 EXIT こがけん

東京シティ・フィルプレゼンツ�親子で楽しむポピュラーコンサート2019
9/21土　□10：30開演 □ティアラこうとう大会議室
□全席自由1,000円　こども（3歳～小学生）500円　※2歳以下ひざ上無料

0歳から入場OK！クラシックからアニメの名曲まで親子で一緒に楽しみましょう。ゲストに
東京シティ・バレエ団のダンサーも登場。身体いっぱいに音の響きを感じてみませんか。
出演／東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団（アンサンブル）　ゲスト／東京シティ・バレエ団
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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 6月9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 6月9日（日） AM 10：00〜 電話受付開始

20196Ⓡ


