
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。

深川が生んだ世界の巨匠・小津安二郎監督にちな
んだ映画祭です。小津監督作品はもちろん、幅広く
名作・傑作を上映。ゲストトークやイベント付の回
もあります。映画納めは「シネフェス」で！
主な内容
・�小津監督作品は初カラー作品『彼岸花』と、サイ
レントコメディ映画『突貫小僧』（弁士付）を上映
・�第13回ヴェネツィア国際映画祭銀獅子賞受賞・溝口健二監督『雨月物語』を上映
・�竹中直人監督作品『東京日和』を本人のゲストトーク付で上映
・�夏休みこども映画教室制作作品『きもだめし～ふるいしくんVS死神～』上映コーナー
・�音声ガイドや英語字幕付きの上映作品あり
※上映スケジュール・イベント詳細は別表（2面）をご覧ください。
時   12/14（土）・15（日）
場   古石場文化センター大研修室ほか
￥   1日券1,200円、1回券500円、トーク付き★1回券800円（当日各200円増）、 
障害者1回券各200円引

申   10/10（木）10：00～電話、13：00～窓口で 
古石場文化センター　古石場2-13-2　☎03-5620-0224　FAX.03-5620-0258

時   11/9（土）『菊次郎の夏』11：00開演／『HANA-BI』15：00開演
￥   全席自由　一作品500円（当日800円）、 
セット券800円（当日1,200円）

問   古石場文化センター　 ☎03-5620-0224

当日参加できるイベントが� �
たくさん！� �
詳細は2面をご覧ください。
時   10/27（日）
場   古石場文化センター

財団が取り組む江東区文化
プログラムはホームページ
でもご紹介しています。

江東シネマプラザ特別上映会
世界のキタノ特集 ※詳細は4面をご覧ください。

こども映画祭

シネマを観に古石場へ行きませんか
竹中直人（映画監督・俳優）さんがゲストトークに
プレイベントには周防正行監督も
江東シネマフェスティバル

昭和初期のこどもたちの心をとらえ大人
までも魅了した「のらくろ」の作者、田河水
泡は幼少期に江東区で暮らしました。今
年は生誕120年没後30年にあたり「田河
水泡・のらくろ館」も開設20周年を迎えま
す。これを記念して、特別展とセレモニー
を行います。

●記念特別展
田河水泡氏の直筆の挿絵原画や水彩画
「のらくろのいる風景」を中心に展示し
ます。
時   11/10（日）～24日（日）9：00～21：00
場   展示ロビー

●記念セレモニー 参加者には記念品をプレゼント
【映像で振り返る田河水泡】
【ミニ・トークショー】�「記念展示品と田河水泡先生との思い出」
出   山根青鬼（漫画家、のらくろトリオ）、ウノ・カマキリ（漫画家）

【ミニ講談】�「田河水泡とのらくろマンガ一代記」
神田紫（日本講談協会会長）によるオリジナルの講談です。
時   11/10（日）11：00～　場   多目的ホール
￥   無料　対   100名
申   10/10（木）10：00～電話・FAXで 
森下文化センター　森下3-12-17 
☎03-5600-8666　FAX.03-5600-8677

「田河水泡・のらくろ館」
開設20周年記念事業

竹中直人

「菊次郎の夏」 写真提供：（株）バンダイナムコアーツ

Ⓒ 尼子騒兵衛／NHK・NEP ※画像はイメージです。
協力： 東京工芸大学 杉並アニメーションミュージアム 

NHKエンタープライズ

周防正行

シネマフェスティバル特別講演会 
『1秒24コマの美』 ～小津安二郎と溝口健二～
シネフェス上映作品、小津安二郎監督『彼岸花』と溝口健二監督作品
『雨月物語』を取り上げ、美の創造力と表現力について解説します。
時   12/10（火）18：30～20：00　対   40名　￥   500円
師   日本経済新聞文化部編集員 古賀重樹
申   10/10（木）10：00～電話で 
古石場文化センター　古石場2-13-2 
☎03-5620-0224　FAX.03-5620-0258

『カツベン！』 スペシャルトーク特別上映会 
周防正行（映画監督）×澤登翠（活動弁士）
12/13（金）に公開される周防監督の新作『カツベン！』とシネ
フェスのコラボ企画です。小津監督のサイレント映画『突貫小僧』
（弁士付）と周防監督の一般映画デビュー作品『ファンシイダン
ス』の上映とともにスペシャルトークで“活動弁士”の魅力につい
て語ります！司会は、笠井信輔（フリーアナウンサー）さんです。
時   12/3（火）18：00　￥   前売800円（当日200円増し）
申   10/10（木）10：00～古石場文化センターへ電話で
協力：国立映画アーカイブ（『突貫小僧』国立映画アーカイブ所蔵作品）

関連イベント 古石場文化センター

森下文化センター

田河水泡

楽しいイベントがたくさん！� �
江東区文化コミュニティ財団の� �
ブースに遊びに来てね。� �
※雨天時は内容変更あり
時   10/19（土）、20（日） 
10：00～16：00

場   都立木場公園 
南側ふれあい広場

￥   無料
申   当日直接会場へ 
江東区文化センター

☎03-3644-8111

【主な内容】
・ 風船どうぞ 
（配布時間制）
・江東区クイズ
・缶バッジを作ろう！
・フォトブース
・ KOTO街かどアーティスト 
青空ステージ ほか

第37回
江東区民まつりに参加します

江東区文化センター

初心者から上級者ま
で、誰でも楽しめる大
会です。� �
最上位クラスの優勝者
には、江東区長杯を授
与します。また、各ク
ラス優勝者にはプロ棋
士との対局をプレゼン

ト。参加賞も用意しています。審判員には日本将棋連盟
棋士の小倉久史七段、飯島栄治七段、渡辺大夢五段、山
本博志四段をお迎えします。� �
※クラス、内容等はお問合せください。
時   12/8（日）12：30～　場   レクホール ほか
対   区内在住・在学、または区内の将棋教室等に通ってい
る小・中学生200名

￥   500円
申   電話・窓口で（先着順） 
※申込時にお子様の棋力をお知らせください。 
江東区文化センター　東陽4-11-3 
☎03-3644-8111　FAX.03-3646-8369

時   10/31（木）～12/8(日) 
9：30～17：00 
（入館は16：30まで） 
※第2・4月曜日は休館 
　（祝日の場合は翌日が休館）

場   展示室
￥   大人200円、小・中学生50円
問   芭蕉記念館　常盤1-6-3 
☎03-3631-1448 
FAX.03-3634-0986

昭和の俳聖・石田波
郷は戦後の12年間を
砂町で暮らしました。
令和を迎えた今年の
企画展では、「昭和」を
テーマに、砂町の皆様
からお借りした懐か

しい写真や生活用具を、波郷の俳句とあわせて紹介し
ます。また、波郷のもとに届いた葉書や手紙の中から、
昭和の風俗がうかがえる珍しいものを展示します。
時   11/6（水）～28（木）9：00～21：00 ※11/18（月）休館
場   展示ロビー　￥   無料
問   砂町文化センター　北砂5-1-7　☎03-3640-1751

明治時代、正岡子規は俳句革新を唱え、「俳諧」は、近代
的な思想のもと、「俳句」として文
学史上大きな転換期をむかえま
した。俳句革新で何がかわり、そ
して現代に至るのかを取り上げ
ます。

中川船番所資料館見学とあわせ、船で川のエレベー
ター二大水門をクルージングします。川から見た江東
区の風景と水門体験が楽しめます。芭蕉記念館、深川江
戸資料館も見学できる「三館共通券」付き（1年間有効）。
時   11/26（火） 
【Aコース】①9：30～12：00 ②13：10～15：40 
【Bコース】①10：10～12：40 ②13：50～16：20
対   高校生以上、各便23名
￥  1,900円（保険代、観覧料含む）
師   久染健夫（中川船番所資料館職員）・ 
江東区文化観光ガイド

申   電話・窓口で（先着順） 
中川船番所資料館　大島9-1-15 
☎03-3636-9091　FAX.03-3636-9094

11/2公演の出演者によるワークショッ
プです。ひと節うなってみませんか？
時   10/22（火・祝）14：00～15：30
場   中会議室　￥   500円
※ ティアラ友の会会員および11/2公演
チケットをお持ちの方は参加費無料

師   東家一太郎、東家美
対   30名（先着順）
申   ティアラこうとうチケットサービス  ☎03-5624-3333

豊洲のミュージカル「ホンク！」。
8/23、24の2日にわたって

公演が行われました。
ダブルキャストで主役を務めた

お二人をはじめ、
たくさんのこどもたちが

活躍しました。

8/23（金）・24（土）
主役で大活躍!!

めざせ！江東区長杯
第12回 江東区こども将棋大会
参加者募集！！

特別展
「近代〈俳句〉の誕生とその系譜」

石田波郷記念館企画展
昭和と波郷
～波郷が暮らした昭和の砂町を中心に～

中川船番所資料館見学と
二大水門「荒川ロックゲート」「扇橋閘門」
クルージング参加者募集

サロン・ドゥ・ティアラ 第5期
～舞台芸術をもっと楽しむつどい～
浪
ろ う

曲
きょく

ワークショップ

江東区文化センター

芭蕉記念館 砂町文化センター

中川船番所資料館 ティアラこうとう

3面に
昨年のクイズが
載ってるよ！

何問わかるかな?

近隣の企業・団体の協力による体験教室や模擬店、無料のコ
ンサートなどを開催します。詳細は2面をご覧ください。

時   10/26（土）11：00～15：00 
10/27（日）10：00～15：00

問   豊洲文化センター 
豊洲2-2-18 
☎03-3536-5061

第26回 豊洲フェスタ開催！
豊洲区文化センター

昨年の様子

時   11/17（日）10：00～ ※展示部門は11/12（火）～　￥   無料
申   10/15（火）9：00から 
電話・窓口で 
（★要事前申込みの体験のみ） 
 江東区文化センター 
東陽4-11-3 
☎03-3644-8111　
FAX.03-3646-8369

“交流”をテーマとした次世代を担うこどもたちの祭典。区
内で、ダンスや合唱などの舞台芸術活動、書道や美術、手工
芸などの制作活動をがんばっているこどもたちによる日々
の活動成果が江東区文化センターを会場として一堂に会
します。様々な体験教室も開催。詳細は2面をご覧ください。
※このイベントは、独立行政法人国立青少年教育振興機構「子どもゆめ基金助成活動」の助成事業です。

こどもが主役の一日！
江東こども文化祭2019開催！

江東区文化センター

【Aコース】�【Bコース】
高橋乗船場
⬇　⬆
扇橋閘門
⬇　⬆

荒川ロックゲート
⬇　⬆

中川船番所資料館

風の日や風吹きすさぶ秋刀魚の値� 波郷

五
ごの

井
い

輝
てる

さん
（中学3年生）

永
なが

井
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結
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海
み

さん
（中学3年生）

「
忍
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乱
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郎
」
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ー
ナ
ー

「のらくろのいる風景」 奥多摩

高
浜
虚
子 「
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風
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へ
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や
法
師
蟬
」

こ
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映
画
祭
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Ⓒ 田河水泡

の
ら
く
ろ
も
登
場
！

「こどものためのお箏教室」体験

中
村
草
田
男 「
焼
跡
に
遺
る
三
和
土
や
手
毬
つ
く
」
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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
10会場で20もの競技がここ江東区で実施されます！

2019

今年20周年を迎える「田河水泡・のらくろ館」。1998年にご遺族から作品や書斎机などの遺品が江東区に寄贈され
たことから、田河水泡が生涯愛し、作品にも大きな影響を及ぼした深川にと、翌年に森下文化センターに開館しました。

Ⓡ
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森下ものづくりカフェ参加者募集
ポインセチアの刺繍枠ブローチ
11月は、つまみ細工で
作るポインセチアのブ
ローチです。クリスマス
に向け、流行のミニチュ
ア刺繍枠（4cm）のブ
ローチに仕上げましょ
う。紐を通せばペンダ
ントにも、透明ケースに
入れて飾ることもでき
ます。プレゼントにも最高です。
時 ���11/24（日）13：00〜　
場 ��エントランス　対 ��8名　￥ ��2,500円　
師 ��菊野恵（ハンドメイド・クリエイター）　
申 ��電話・窓口で（先着順）

江戸和竿収蔵釣具展
江戸和竿釣りに欠かせ
ない魚籠や道具を収納
する箱を中心に展示しま
す。江戸以来の釣り文化
が生み出した名品の数々
をお楽しみください。
時 ���10/22（火・祝）〜12/8（日）
場 ��1階釣具展示コーナー　
￥ ��無料（釣具展示のみ）　師 ��監修：蜂谷功
申 ��当日直接会場へ

水辺のワークショップ
「コウロエンカワヒバリ貝のキーホルダー」
旧中川に住んでいる外来生物のコウロエンカワヒ
バリ貝。その生態と日本に入った経路などを学び、

講座「澤登翠の弁士にチャレンジ！」
成果発表会
無声映画に説明や台詞を付ける活動弁士。その第
一人者・澤登翠（さわとみどり）さんから学んだ受
講生が、実際に映画に説明をつけて発表します。
上映映画 ��「実録忠臣蔵」「日の丸太郎�武者修行の巻」�

「大学は出たけれど」
時 ���10/20（日）13：30開演　場 ��大研修室
￥ ��無料���申 ��当日直接会場へ

親子でけん玉に挑戦
NTTデータけん玉研究会が、小学生の親子を対象に
楽しい講習会を開催します。級の認定会も行います。

マンガ同人誌「新つれづれ草」マンガ展
電子書籍への道
11年目を迎えたシニアのた
めのマンガ同人誌「新つれ
づれ草」。未来のマンガの形
を探ります。
時 ���10/17（木）〜27（日）
　9：00〜21：00
　（最終日は17：00まで）
場 ��展示ロビー�
￥ ��入場無料
◆�開催記念�
「ウルトラ兄弟物語」電子書籍化発行記念�
かたおか徹治�サイン会

時 ���10/20（日）15：00〜16：00　場 ��展示ロビー
◆開催記念�トークショー
マンガの電子書籍化とマンガの未来を考えるゲス
トが制作現場の生の声を熱く語ります。
時 ���10/26（土）15：00開演　

この貝殻を使ってキーホル
ダーを作ります。
時 ���11/23（土・祝）
　10：00〜12：00
場 ��会議室
対 ��小学生以上20名
※小学3年生以下
　保護者同伴　￥ ��1,100円　
師 ��寺田浩之（ココペリプラス）
申 ��電話・窓口で（先着順）

特別展「路面電車と江東」
ミュージアムトーク
特別展「路面電車と江東」（来年2/16まで開催中）
についてわかりやすくお話します。
時 ���10/26（土）13：00〜13：30　場 ��2階展示室
対 ��どなたでも※小学3年生以下は保護者同伴
￥ ��大人200円、小中学生50円（観覧料）
師 ��中川船番所資料館職員
申 ��当日直接会場へ

こども映画祭 10/27（日）開催
（1面のつづき）　
『忍たま乱太郎』動画トレースワークショップ、フォ
トコーナーなど当日参加できるイベントにぜひお
越しください。（映画上映会の申込は終了しました）
時 ���10/27（日）　11：00〜15：30　￥ ��無料
・�コマ撮りスポーツワークショップ�
11：00〜最終受付15：00（先着200名）
・�『忍たま乱太郎』動画トレースワークショップ�
11：00〜最終受付15：00（先着200名）
・�『忍たま乱太郎』フォトスポットコーナー
・�「こども映画教室」制作作品上映コーナー

特別展
「近代〈俳句〉の誕生とその系譜」記念講演会
俳句革新を唱えた正岡子規に影響を受け、明治時
代、高浜虚子や河東碧梧桐をはじめ多くの俳人た
ちが活躍しました。講演会では、独自の俳論を主張
した俳人、一見傍流とされ、目立たないがキーパー
ソンとなる俳人などにも注目し、秋尾氏ならでは
の視点でお話しいただきます。
時 ���11/24（日）14：00〜15：40
場 ��会議室　対 ��80名　
￥ ��500円�※講演会当日に限り、展示室を観覧可
師 ��秋尾敏（俳人・「軸」俳句会主宰）
申 ��電話・窓口で（先着順）

秋季文学講習会「Haikuにチャレンジ
〜英語俳句の鑑賞と実作〜」受講生募集

「芭蕉庵国際俳句大会」への投句を検討している
方、英語俳句に興味のある方、Haikuを楽しみま
しょう。
時 ���10/18（金）、10/25（金）、11/1（金）、11/15（金）�
18：30〜20：10

場 ��会議室　対 ��38名　￥ ��3,000円
師 ��角谷昌子（「未来図」同人。俳人協会理事、国際俳
句交流会理事）、キット・パンコースト・ナガムラ
（写真家、ジャパンタイムズ編集者）
申 ��電話・窓口で（先着順）

トワイライト芭蕉散歩
展望庭園の芭蕉像のライトアッ
プシーンを特別公開。史跡散歩
と併せてお楽しみください。
時 ���10/26（土）16：00〜18：00
場 ��集合：深川江戸資料館�※動きやすい服装で
対 ��20名　￥ ��300円（当日支払い）
申 ��電話・窓口で（先着順）

第2土曜日はジュニア俳句教室
11月はスペシャル版「芭蕉さんの俳句」
松尾芭蕉さんはどんな人？芭蕉さんと芭蕉さんの
俳句について学び、俳句を作ってみましょう。
時 ���11/9（土）9：00〜12：00�※8：50集合
場 ��研修室　対 ��小学生20名　￥ ��無料
師 ��大谷弘至（俳人・「古志」主宰）
申 ��電話・窓口で（先着順）

芭蕉記念館俳句会
時 ���11/27（水）13：30〜15：00�※13：15集合
場 ��研修室　対 ��20名　￥ ��無料
内 ��兼題　冬季雑詠3句　申 ��電話・窓口で（先着順）

展示室・図書室臨時休室のお知らせ
10/29（火）・30（水）は展示替えのため臨時休室し
ます。※10/28（月）は定期休館日

時 ���11/10（日）�
午前の部10：00〜11：30�
午後の部13：00〜14：30

場 ��1階ギャラリー
対 ��各回小学生の親子�
15組30名

￥ ��無料　申 ��電話・窓口で（先着順）

場 ��AV・ホール　対 ��50名
出 ��かたおか徹治、おだ辰夫、下
條よしあき（マンガ家）、岩
佐陽一（フリーライター）、君
島佳穂（文藝春秋電子書籍
編集部兼コミック編集部）

￥ ��入場無料　申 ��当日直接会場へ

「森下フェスティバル」体験教室・講師募集
春の館まつり「森下フェスティバル」で体験教室を
開いてみませんか。サークル活動のPRや新規会員
の募集にお役立てください。
時 ���2020年�2/23（日）10：00〜15：00
場 ��レクホールほか
対 ��区内各文化センター等で定期的に活動している
団体・講師。無料講習であること。※実費徴収可

申 ��区内各文化センター、総合区民センターに設置
の申込用紙に必要事項を記入の上、森下文化セ
ンター窓口・郵送・FAXで

締 ��11/20（水）必着※応募者多数の場合は抽選

〒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 

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
ます。
講座修了者に、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。
※当財団は、区から委託を受け、2020年3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12・13回目の募集です。

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�
など

申 ��実施会場へ電話・窓口で　
締 ��10/20（日）（亀戸分）、11/5（火）（区民分）�� �
※�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！

日程 11/7･14･21･28（木）全4日間 11/29･12/6・13･20（金）全4日間

時間 14：00〜15：30 14：00〜15：30

会場 亀戸文化センター
亀戸2-19-1 ☎︎03-5626-2121

総合区民センター
大島4-5-1 ☎︎03-3637-2261

江東こども文化祭 2019イベント一覧 
11/17（日）開催（1面のつづき）

イベント名 時間 対象・定員

体
験
部
門

こどものためのお茶教室
①10：30 ②11：00③11：30 ④13：00 ⑤13：30 ⑥14：00 ★ 10：30〜14：30 小学生以上各回3名

お金とおこづかいについて学ぶ&夢をかなえる貯金箱づくり
①保護者同伴 ②親子での参加も可 ★ ①10：30〜12：00

②13：00〜14：30
①小学1〜3年生20名
②小学4〜6年生20名

こ
ど
も
手
工
芸
教
室

和紙でつくるかわいいネズミちゃんのしおり（各30分） ★ ①10：30 ②11：45 
③13：00 ④13：45 小学生以上各回7名

韓国和紙でつくる小皿（各60分） ★

①10：30 ②13：00

小学生以上各回10名

樹脂粘土で作る「X'マスブローチ」（各90分） ★ 小学生以上各回10名

Ⓐ ボンボン人形　Ⓑ ボンボン髪飾り（各60分） ★ 小学生以上
各回 Ⓐ 5名 Ⓑ 7名

レジンでつくる星のネックレス
10：30〜14：30 小学生以上

材料がなくなり次第終了オリンピック応援ミサンガ

江東少年少女合唱団体験レッスン「楽しく歌おう」 ★ 14：00〜14：40 4・5歳 15名

ジュニア・ダンスミックス体験レッスン ★ 15：30〜16：30 5歳〜18歳（高校生）30名

ソーラーパネルで回るアクリル風車（モーター付） ①10：30〜12：00
②13：00〜15：00

小学生以上
（2年生以下保護者同伴）
材料がなくなり次第終了

ダンボールアート「巨大絵本で未来のまちをつくろう！」 10：30〜15：00
どなたでも

ロボット対戦体験コーナー 13：00〜15：00

どうぶつしょうぎを楽しもう！（12：00〜13：00 休憩あり・受付15：30まで）

10：30〜16：00

4歳〜小学生

こども将棋教室（12：00〜13：00 休憩あり・受付15：30まで） 5歳以上

けん玉教室

どなたでものらくろぬり絵

こどものためのお箏教室 11：00〜12：00

フリースタイルフットボール パフォーマンス&体験会 ①11：00〜12：00
②14：00〜15：00 小学生以上 各回11名

舞
台
発
表
部
門

●こどものためのお箏教室 ●こどもための三味線教室
●ジュニアのための小鼓教室

第1部
10：00〜11：45

どなたでも
●キッズチアダンス&Sunny Wings tiara☆ & Sunny Wings Fine !!
●ジュニア・ダンスミックス ●こどもバレエ La chou-choute（ラシュシュ）
●みんなのミュージカル ホンク!（ミニ版） ●ダンス・アソシエイション CON

第2部
13：00〜15：40

●ティアラこうとうジュニアオーケストラ ●江東少年少女合唱団 第3部
16：00〜17：10

展
示
部
門

【期間】 11/12（火）〜17（日） 9：00〜21：00 ※最終日は15：00まで
●こども美術作品展（児童造形絵画教室アトリエピッコロ） ●こども書道 ●こども手工芸作品展 ●こども江東歳時記授賞作品展
●ロボットセミナー展示 ●夏休みこども映画教室制作作品上映 ●見て、さわって、感じる昭和の暮らしと遊び展

そ
の
他

●こどもマイ・ステージ（元加賀小学校PTA和太鼓クラブ、砂町こども落語、亀戸大道芸クラブ） ●16ミリ マンガ映画上映
●のらくろと一緒に写真撮影しよう ●魔女ハットづくり ●みんなのミライ ●キッチンカー

★は要事前申込み（電話・窓口で先着順）、全て無料。

手作り一坪ショップ 出店者募集
ウィンターフェスティ
バルの一坪ショップに
お店を出してみません
か。ハンドメイド作品が
一堂に集まります。ジャ
ンルは不問。食料品は
除きます。
時 ���12/1（土）10：00〜16：00　場 ��第2研修室
対 ��①手作り作品を出店出来る方�
②区内在住・在勤の方

￥ ��500円（出店スペースは長机2台分）
申 ��電話、窓口で�※申込は1団体1名のみ
締 ��10/24（木）
※�応募者多数の場合は抽選を行い、当落結果を　
通知します。出店場所も抽選にて決定します。

〒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 

〒136-0072 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

〒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 

ペンダント用紐、透明ケース付

Ⓒ かたおか徹治／文藝春秋

かたおか徹治

鮎の銀製おとり缶と道具入れの籠 昨年の様子

コウロエンカワヒバリ貝素材の作品例

〒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 

昨年の様子

第26回豊洲フェスタイベント一覧（1面のつづき） 10/26(土）・27（日）開催

江東シネマフェスティバル上映作品一覧 12/3（火）・14（土）・15（日）開催（1面のつづき）

イベント名［主催団体］ 時間

両日

バルーン&空気砲で、みんなに笑顔を！！ [㈱ミライト・ホールディングス）]

26（土）
11：00〜15：00

27（日）
10：00〜15：00

ボールプール de 宝さがし！ [ヤマトシステム開発㈱]

ロボット競技体験！ [芝浦工業大学地域連携・生涯学習センター]

バドミントンと未来の仮想現実体験！[日本ユニシスグループ]

こども工作教室・簡単にできる工作にチャレンジ！ [江東区少年団体江南連合会]

薬を使わず健康に「耳つぼジュエリー体験 ほか」 [東京有明医療大学]

音ってなーに？自分の音をつくろう！ [武蔵野大学こどもサイエンスクラブin豊洲]
26日 11：00、12：30、14：00／27日 10：30、12：30、14：00

似顔絵コーナー [似顔絵倶楽部]、 筆耕名入れ木札 [筆耕グループ]

●わくわくクイズラリー ※各日100名こどものみ。受付は8階事務所前。景品をGETしよう。 
●飲食物の販売は、1階ギャラリー野外。

消防ＰＲコーナー [東京消防庁深川消防署豊洲出張所］ ※両日とも12：00終了

おやこ無料プログラミングたいけんかい ［ユーバープログラミングスクール］
①（小学1〜2年生までの親子）26日11：00・27日10：00  ②（小学３〜６年生までの親子）両日13：00 左記参照
自分だけのアクアリウムをつくろう！［マルハニチロ㈱］ 両日とも11：00〜12：00、13：00〜14：00

10/26
（土）

目指せ！豊洲でいちばん！①魚釣りゲーム ②血管年齢測定 [第一生命保険㈱]

11：00〜15：00
こどもあそびコーナー マンカラでも遊べるよ！ [豊洲児童館]

親子で楽しむリトミック教室 11：00〜12：00 [親子サークル はじめのいっぽ]

けん玉教室 [㈱NTTデータ公認けん玉研究会]

おいでよ！シビックセンターホール舞台見学〜ピアノ・ファッツオリにも触れられます〜 11：00〜12：00

10/27
（日）

親子で楽しもう！コンサート&楽器体験会 [㈱伊藤楽器、 一般財団法人ヤマハ音楽振興会] ①10：30〜11：55
②13：30〜14：45

みんなで、紙工作を楽しもう！ [豊洲図書館] 13：00〜15：00

江東区音楽家協会コンサート「親とKidsのクラシック」0歳から入場OK！※詳細は4面をご覧ください。 ①11：00 ②13：30

当日先着順、直接会場へ。小学３年生までは保護者同伴。詳細は、ホームページ、チラシをご覧ください。

〒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 

上映日 開演時間 作品名（ゲスト、イベント） 監督 主な出演者

12/3
　（火）★

プレイベント

18：00 「ファンシイダンス」 周防正行 本木雅弘、鈴木保奈美、竹中直人

19：40 『カツベン！』スペシャルトーク 周防正行（映画監督）×澤登翠（活動弁士） 司会：笠井信輔（フリーアナウンサー）

20：20 「突貫小僧」（短縮版）【フィルム上映】（活動弁士／澤登翠） 小津安二郎 斎藤達雄、青木富夫、坂本武

12/14
（土）

10：00 「雨月物語」【フィルム上映】 優秀映画鑑賞推進事業 溝口健二 京マチ子、森雅之、田中絹代

12：20
★「突貫小僧」（短縮版）【フィルム上映】（英語字幕付き）

「大学は出たけれど」（短縮版）【フィルム上映】
（弁士／澤登翠、ピアノ演奏・ゲストトーク／作曲家・新垣隆）

小津安二郎
斎藤達雄、青木富夫、坂本武
／高田稔、田中絹代、鈴木歌子

14：30 ★「シコふんじゃった。」（関連イベントあり） 周防正行 本木雅弘、清水美沙、竹中直人

12/15
（日）

10：00 「ウォーターボーイズ」【フィルム上映】 矢口史靖 妻夫木聡、玉木宏、竹中直人

12：20 ★「東京日和」【フィルム上映】
（ゲストトーク／映画監督・俳優 竹中直人） 竹中直人 竹中直人、中山美穂、松たか子

15：30 「彼岸花」
【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】 小津安二郎 佐分利信、田中絹代、有馬稲子

￥ ��1日券1,200円、1回券500円、トーク付き★1回券800円（当日各200円増）、�障害者1回券各200円引
【アマチュア活動弁士発表会】12/14（土）11：40〜入場無料
【築山秀夫・小津コレクション展ギャラリートーク】12/14（土）13：30〜14：00入場無料�ほか

〒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

芭蕉庵史跡展望庭園の芭蕉像

第32回（通算56回） 木彫工藝展
時 ���（開催中）〜10/13（日）9：30〜17：00
　（入館は16：30まで）�※最終日は16：30まで
場 ��レクホール　￥ ��観覧料に含む
◆ワークショップ開催
バラのブローチ・カードケースを作成します。
￥ ��各2,000円　申・問 ��直接会場へ

伝統芸能公開
場 ��常設展示室火の見櫓前　￥ ��観覧料に含む

江戸東京伝統野菜 内藤とうがらし鉢植販売
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。江戸時代には
蕎麦の人気とあいまって、七色唐辛子などで広く親
しまれてきました。好評だった5月の苗販売に続き、

赤く実った鉢植えや加工品の即売会を開催します。
時 ���10/13（日）10：00〜15：00　
場 ��ふれあい広場（資料館入口横）
￥ ��1,000円ほか　申 ��当日直接会場へ�

第3回 東京無地染展
〜こころを癒す色と染め〜
古来より衣服の基本的な
染めは、草木の液を使う
無地染めからはじまりま
した。東京無地染は、経済
産業大臣指定の伝統的工
芸品です。今回で3度目
となる作品展では無地染の魅力を幅広くご紹介し
ます。
時 ���10/25（金）〜27（日）9：30〜17：00�
（入館は16：30まで）
場 ��レクホール　￥ ��観覧料に含む
申 ��当日直接会場へ

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）をお持ちください。
時 ���12/7（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�※前日予約割引有
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

〒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

10/12（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

10/26（土）
14：00〜14：30 落語 柳家やなぎ

11/10（日）
14：00〜14：30 長唄 東音松浦奈々恵

新内多賀大夫 ほか 柳家やなぎ 東音松浦奈々恵

最も基本で品格高い染め付けの無地染
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　音楽

イ□Playground Op.3（大人のピアノ同好
会発表会）ご招待 時□11/16㈯19:00〜
場□豊洲シビックセンターホール ※HPで詳細
確認の上ご予約ください。HP playgroun
d-jp.net e  playground.op1@gmail.com
■ 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
■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
■ファイン★スターズ ミュージック
歌と発声、ボーカル 時□㈬㈭㈰12〜21
16周年、体験レッスン30分 ￥□2 ,000円
場□亀戸、徒歩6分プライベートStudio
HP http：//www.finestars.net
☎5628-6038（お電話を）
■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
指導。演歌、POPS、JAZZ、カラオケ。
団体個人夜間部有。体験無料 場□（森） （テ）
☎6318-0360 電話受付は平日9〜18時
■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
■やさしいピアノ教室 子供〜大人大
歓迎 場□千石2 ☎3649-2838 松本
■ つちだピアノ教室 体験レッスン
受付中 場□大島2 ☎090 -4955 -2526

■ピアノ教室 レベルに合わせて楽しく
レッスン ※体験受付中 場□東陽4
☎3644-6833 マスミ音楽教室
■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
月□￥4,500〜 ☎090-6034-4490 和音会
■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
■長唄三味線教室 時□要相談 場□大島
一丁目 ￥□一回3,000円 対□初心者の方
もお気軽に ☎090 -7212 -4814 石塚

　趣味

イ□型紙いらずの着物体験教室 時□10/11
㈮10/17㈯14:00〜16:00場□（文）￥□2,500円
お気軽に御参加下さい。☎・FAX3645-
7581 e  oinuma@ka.baynet.ne.jp
■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□□㈫・㈮1〜4時（総）、㈪平野2自宅
☎6884-5089 080-3011-3498
■ フラワーアレンジ＆プリザーブド
フラワー＆ハーバリウム教室 時□10/20
㈰スタート体験レッスンありお気軽に
参加ください。場□ （森） ￥□花材等の実費
のみ ☎090-7226-6890

　スポーツ

■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

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□10/27㈰14:30〜16:30 場□グラ
ンチャ東雲4Fレクルーム。教室案内
時□毎週㈭18:30〜20:00 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
■ バランスヨーガ 時□㈫9:20〜10:40
場□（森）和室 入□0円 月□3,000円体験無料
対□呼吸を中心としたヨガクラス。30代
〜70代がご参加。☎5624-2345 こかい
■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

　学習

イ□教育講演会「7ヵ国語で話そう。」 
時 場□□10/27㈰ 10:30〜（砂）、11/2㈯
14時〜（文）、11/3㈰10:30〜（亀）、11/19㈫
10:30〜（テ） ￥□無、託児有 対□どなたでも
HP http://www.lexhippo.gr.jp/
☎0120-557-761
■中国語会話サークル 時□火曜（月4回）
①初級者13:30〜14:40 ②中級者15:
00〜16:00 ☎090 -8875 -5723 宇（ウ）
■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
■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 オヤジクラス超初級
実践会話4人迄男性のみ 時□㈭11時〜
場□東陽月□6000円3回☎090-1127-1141
■時事問題を英語で討論 時□毎月曜（月
3回）午後7〜9時 場□江東区産業会館
月□6,000円 米国人講師 ☎3649-5838
e  delac@h5.dion.ne.jp 髙橋

■英語国語塾 場□北砂4、砂町銀座商店
街すぐ 月□4,000、初月0円 入□0円 対□小4
〜中3 学校の成績UPと英語を文章で
話せるようになろう
e  yoshienglish2019@gmail.com
☎090-1760-4376 池田
■韓国語講座 西大島で10月から初級
クラス開講。新規の方前期（6回）無料。
他会場、他のレベルも随時無料見学可。
詳細は下記HPをご覧ください。
場□（総） （東） （豊） （森） e  info@nk-life.net
■みんなで楽しむシニア向けスマホ教室
時□㈯㈰2時間 場□門前仲町or錦糸町
￥□5,000円 対□60歳以上。初心者、スマ
ホをお持ちでない方も歓迎。
お茶菓子有。☎090-3630-8574
☎080-5426-3950 HP nk-life.net

　芸術

■ 門 俳 句 木 の 会・主 宰 鈴 木 節 子
時□第4 ㈭13：00〜16：50 場□（芭） ￥□1,500円

（転生の身は一粒の白露なり　和雄）
初回体験無料 ☎3645-0417 三上・宛
■ボールペン・筆ペン教室 時□毎㈬10〜
17:00。第1・3㈭13〜19:00場□東陽町駅
1分￥□月2回3,500円☎090-1450-1310
小髙。子供・初心者歓迎。HP「桃果会」
■カルチャー恵苑 書教室 一般（高校〜）
漢字を中心に仮名、硬筆も。初心者か
ら習熟者まで。元国立、私立高校で指
導。現読売書法会理事、書象展常任理
事。お気軽に!場□永代通り成瀬ビル6F

（洋服の青山隣）木場駅1分 ☎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。
連絡先 ☎3667-6718 田塚迄
■絵手紙福包の会 脳トレにも最適
健康維持 初心者歓迎 時□第1㈬曜日
13:30〜15:30 場□（亀） ￥□8,500円（6ヵ月）
☎3682 -0458・080 -1191 -0481 保坂
■ 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

　ダンス

イ□日本舞踊若柳流若葉会素の会
時□10/19㈯13:00開場〜16:00 ￥□入場
無料 場□（砂）3F研修室 ☎3638-5155
イ□ダンス花の会 時□10/14（月・祝）11/4（月・祝）
13時〜16時 ￥□800円 場□ （亀）ミキシング
トライアル茶菓子有 ☎3648-2815 秋葉
イ□午後のパーティー 時□10/20㈰13〜
16時場□ （東） ￥□700円ドリンク茶菓子付
ミキシング有り 水仙 ☎3644-4915 袋谷
イ□トモ秋の親睦パーティー 時□10/22

（火・祝）13:15〜16:30 ￥□800円（茶菓子付）
ミキシングトライアル有ワインでおも
てなし ☎3683 -1536 トモダンス日吉
イ□社交ダンス中級グループレッスン
時 場□□11/11㈪（砂）11/25㈪（砂）12/9㈪（東）
12/23㈪（砂）13 :30〜15:30 ￥□1回2000
円 講師（元）JBDFスタンダードA級
☎3681-2151 ウチノ
■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、㈯15:00 1・2年、
15:50 3・4年、16:50 健康、無料体験あり
場□東大島 入会随時 ☎090-5441-9818 川上

■モダンバレエ・ピラティス・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・半年払・1回500円（子供）
場□（東） （総） （文）他対□3才〜女性 ※ピラティス
は男性クラスも有 ☎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※㈮NEW
募集15：40、16：30、17：25、18：25、19：25
☎080-2002-5775 FAX050-3370-0819
■ヒップホップジャズ 踊る楽しさを感じ
て下さい 体力集中力UP無料体験出
来る大人のクラス 場□ （砂） 時□9 :15経験
者10:45 基礎 ☎090-4736-2237 前川
■社交ダンス初心者初級 超初心者大
歓迎。必ず踊れるようになります。時□
㈭10〜12時 場□ （総） 6F 入□1 ,000円 月□
3,600円 超初心者の方はレッスンの前
に個別で対応。勇気を出していらして
ください。☎080 -3252 -9131 木曜会

■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〜
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

　その他

イ□弁護士による無料法律相談会 時□
10/18㈮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 築士による無 料 相談 会
時□10/23㈬10〜12時 場□豊洲文化センタ
ー 空き家活用・リノベーション・売却・
バリアフリー改修等ご相談ください。
「㈱柴総合計画」 ☎3541-2250 柴

■大人のタロット教室会員募集 時□第
2･4土曜15:00〜17:00 場□総合区民セ
ンター 入□1,000円 月□2,500円 初心者
歓迎 ☎3681-1364 後藤

趣味

音楽

スポーツ・健康

ダンス

芸術
学習

その他

江東

無料体験レッスン受付中
ティアラこうとう
月3回（火）
17：00～18：00

和太鼓教室

小学生クラス

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。

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…

リーズナブルにしっかりと♪

＊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❖

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

10/26（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

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

電動ロクロによる本格作陶も可能

60歳以上の健康で働く意欲のある方の入会を募集しています!

●家事援助
　（家庭内清掃、洗濯等）
●植木剪定・草取り
●宛名書き・賞状書き
●襖・障子・網戸の張替え
●屋内外軽作業

シルバー人材センターは、高齢者の働くことを通じた社会参加及び生きがいづくりや、
地域社会への貢献等を目的とした公益社団法人です。

企業・団体・ご家庭の皆さまからの
仕事のご依頼もお待ちしています。

●施設管理、駐輪場管理
●児童通学案内等業務
●その他高齢者向き
　の仕事

まずはお気軽に
ご相談ください！

公益社団法人  江東区シルバー人材センター　
☎3649-3533　江東区東陽6-2-17（高齢者総合福祉センター2階）
ホームページ　http://www.koto-sj.jp/

まだ間に合う秋の講座をご紹介します。お申込み・お問合せは各センターまで!

秋の講座受講生先着順で受付中

時 �□□10/23（水）〜全5回�
10：00〜12：00

￥□□�7,150円
申□□�江東区文化センター�
☎03（3644）8111

時 �□□10/21（月）〜全5回�
14：00〜15：30

￥□□�5,900円
申□□�亀戸文化センター�
☎03（5626）2121

時 �□□11/22（金）〜全3回�
18：30〜20：00

￥□□�4,300円
申□□�森下文化センター�
☎03（5600）8666

時 �□□10/24（木）〜全10回�
10：30〜12：00

￥□□�14,500円
申□□�東大島文化センター�
☎03（3681）6331

時 �□□10/20（日）〜全3回�
10：00〜11：30

￥□□�4,200円
申□□�古石場文化センター�
☎03（5620）0224

時 �□□10/26（土）〜全5回�
14：00〜15：30

￥□□�5,500円
申□□�砂町文化センター�
☎03（3640）1751

時 �□□10/24（木）〜全5回�
14：00〜15：30

￥□□�14,500円
申□□�亀戸文化センター�
☎03（5626）2121

時 �□□11/16（土）〜全3回�
10：30〜12：00

￥□□�4,500円
申□□�総合区民センター�
☎03（3637）2261

東陽町

亀戸

森下

東大島

古石場

砂町

亀戸

区民

江東 会社・お店探訪5

2020年をもっと楽しく!
採点競技の見どころ

擬人化大好き!
大江戸出版事情

吉祥花文字の世界

話す・伝えるを楽しもう！
こどもコミュニケーション教室

世界遺産の魅力を探る
〜ヨーロッパ編〜

はじめての苔テラリウム

言葉を磨く
伝わる大人の表現力
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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 ☆

こうとう文化芸術祭（展示部門）
手工芸展 （開催中）〜10/13（日） − 15：00

道風会かな書道展 10/14（月）〜17（木） 10：00 16：00

こうとう文化芸術祭（展示部門）
書道展 10/22（火・祝）〜27（日） 9：00 16：00

華展 11/2（土）〜3（日・祝） 9：00 16：00

ネイチャー・フェスタkoto! 2019 11/4（月・祝）〜9日（水） 15：00 16：00

森下文化センター
展示ロビー ★ マンガ同人誌「新つれづれ草」マンガ展　電子書籍への道 10/17（木）〜27（日） 9：00 17：00

古石場文化センター
展示ロビー ★

東京都立第三商業高等学校 定時制課程学校紹介
〜創立80周年を来年に控えて〜 10/12（土）〜17（木） 9：00 14：00

豊洲文化センター
ギャラリー ☆

第12回 ギャラリーステージ IHI 管弦楽団 10/18（金） 19：30 21：10

明るい選挙啓発ポスターコンクール 10/30（水）〜11/5（火） 12：00 21：00

みんなでまちをきれいにするポスターコンクール 10/30（水）〜11/5（火） 12：00 21：00

親子でけん玉に挑戦 11/10（日） 10：00 14：30

亀戸文化センター
2階展示ロビー ☆

遊書と字手紙展 10/12（土）〜14（月・祝） 13：00 15：00

彩のある季節の展示 〜秋〜 主 10/17（木）〜23（水） 9：00 21：00

鈴蘭の会押し花作品展 10/26（土）〜11/1（金） 13：00 16：00

第17回 大江戸神輿まつり IN 木場公園フォトコンテスト 11/7（木）〜9（土） 13：00 11：00

砂町文化センター
展示ロビー★

ふれ逢いフォトクラブ写真展 （開催中）〜10/12 （土） − 16：00

生花 アートフラワー キルト展 10/15（火）〜19（土） 11：00 17：00

アリスの風 パープル水彩画展 10/20（日）〜26（土） 12：00 14：00

第38回美術魚拓展 10/27（日）〜11/2（土） 11：00 15：00

石田波郷記念館企画展  昭和と波郷
〜波郷が暮らした昭和の砂町を中心に〜 11/6（水）〜28（木） 9：00 21：00

総合区民センター
展示ホール ☆

大島フェスティバル写真展 （開催中）〜10/11（金） − 12：00

キッズタウンであそぼう！ 10/13（日） 10：00 15：00

公文西大島書写教室成果展 10/19（土）〜23（水） 12：00 15：00

フォトクラブ城東写真展 10/21（月）〜25（金） 13：00 18：00

絵てがみ あゆみの会 二十周年記念絵てがみ展 10/24（木）〜26（土） 12：00 16：00

こうとう子育てメッセ2019 11/4（月・祝） 10：00 15：30

令和元年度明るい選挙啓発ポスターコンクール入賞作品展示会 11/5（火）〜11（月） 13：00 22：00

みんなでまちをきれいにするポスターコンクール 11/5（火）〜12（火） 17：00 12：00

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）

※10/18のみ3階レクホール

プロムナード・コンサート

10/11（金）出演／ 最上谷裕世（フルート）、本村裕香（ピアノ）

10/18（金）出演／ 直野容子（ソプラノ）、坂井薫（メゾソプラノ）、吉野亜矢乃（ピアノ）

10/25（金）出演／ 三藤あや・山口和江（ソプラノ）、 高田幸恵（ピアノ）

11/  8（金）出演／佐藤恭子（ピアノ）

入場
無料

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

10/21（月）
「ピアノを囲んでアンサンブル 弦・管楽器とともに」
出演／アンサンブル アルカス（ピアノ重奏）
内容／ Vn Cl Pfのための組曲（ミヨー） ほか

11/  6（水）
「懐メロ歌謡ミニコンサート」
出演／yasu&kazu（歌謡曲）
内容／北上夜曲、りんどう峠、みかんの花咲く丘 ほか

11/12（火）
「晩秋に やさしい愛の曲を」
出演／リラ・フェアリー（ヘルマンハープ）
内容／ 北の国から〜遥かなる大地より〜 ほか

入場
無料

□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5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4,500円　プラチナA席3,500円（60歳以上）
※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330回
2020年 1/18（土）

14：00開演

指揮／高関健（常任指揮者）
曲目／ 柴田南雄：シンフォニア、矢代秋雄：交響曲、シベリウス：交響曲第2番 ニ長調 作品43

第331回
2020年 2/22（土）

14：00開演

指揮／飯守泰次郎（桂冠名誉指揮者）
ソプラノ／横山恵子　メゾ・ソプラノ／清水華澄　テノール／二塚直紀　バリトン／大沼徹
合唱／東京シティ・フィル・コーア （合唱指揮：藤丸崇浩）
曲目／ベートーヴェン：ミサ・ソレムニス ニ長調 作品123

第332回
2020年 3/14（土）

14：00開演

指揮／高関健（常任指揮者）
トスカ／木下美穂子　カヴァラドッシ／小原啓楼　スカルピア／上江隼人　アンジェロッティ／妻屋秀和
合唱／東京シティ・フィル・コーア （合唱指揮：藤丸崇浩）
曲目／プッチーニ：歌劇「トスカ」（演奏会形式）

ティアラこうとうチケットサービス ☎03-5624-3333
東京シティ・フィル チケットサービス ☎03-5624-4002
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

12/28（土）15：00開演
□東京文化会館 大ホール（東京メトロ上野駅7番出口徒歩5分、京成上野駅正面口徒歩7分）
□全席指定　S席8,500円　A席6,500円　B席4,500円　C席3,500円
指揮／藤岡幸夫（首席客演指揮者）
トロンボーン／鈴木崇弘　ソプラノ／安藤赴美子　メゾ・ソプラノ／林美智子　テノール／城宏憲　バリトン／小森輝彦
合唱／東京シティ・フィル・コーア（合唱指揮：藤丸崇浩）
曲目／エワイゼン：バス・トロンボーンのための狂詩曲、ベートーヴェン：交響曲第9番�二短調�作品125「合唱付き」

東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団 第九特別演奏会 6歳 以上  託児 あり

藤岡幸夫�Ⓒ�Megu 安藤赴美子
Ⓒ�Shingo�Azumaya

林美智子
Ⓒ�Toru�Hiraiwa

城宏憲 小森輝彦

【おとかるクイズ答え】 第1問�Ⓐ江東区文化センター中庭��第2問�Ⓐ時雨忌（しぐれき）��第3問�Ⓐくろ
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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 会員募集

6歳 以上 ご入会いただくと
「特別上映会」無料ご招待等の
嬉しい特典があります。

日程 作品名
10/26（土） 非行少女
11/23（土・祝） 金田一耕助の冒険 ☆

1/25（土） 酔拳（日本語吹き替え）

日程 作品名
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／午後の部15：00開演　□全席自由2,200円（全5回分）

第41期 江東シネマプラザ  今月の上映作品 � 6歳 以上

非行少女（1963年／114分／モノクロ）
10/26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）
監督／浦山桐郎　出演／和泉雅子、浜田光夫

Ⓒ 日活

江東シネマプラザ特別上映会�世界のキタノ特集�6歳 以上

11/9土   「菊次郎の夏」 11：00開演  「HANA-BI」 15：00開演
□古石場文化センター大研修室
□全席自由　 一作品500円（当日700円）、セット券800円（当日1,200円）
北野武監督作品、江東シネマプラザ初上映！

「菊次郎の夏」 夏休み、写真だけを頼りにどこか遠くに暮らしている母親に会いに行く少年。同行者は近所のおじさん。
笑いの中にも涙もありのロードムービーです。第52回カンヌ国際映画祭正式出品作品。

「HANA-BI」 ベネチア国際映画祭グランプリ他、国内外で数々の賞を受賞。世界のキタノを代表する作品。
不治の病の妻を思う刑事。同僚の生と死に直面し、刑事を辞め犯罪に手を染める。残された僅かな時間を愛する妻と逃亡し…。

「HANA-BI」
写真提供：

（株）バンダイナムコアーツ

■こうとう文化芸術祭�開催中�ホール部門 会場はすべて江東区文化センター 入場無料
第57回 江東区民合唱祭（江東区合唱連盟） 10/27（日）10：00開演 ホール

ダンスフェスティバル'19（江東区洋舞連盟） 11/3（日・祝）15：00開演 ホール
第3回 隅田川謡曲大会（江東区謡曲連盟） 11/9（土）10：00開演 レクホール

●入場無料
10/18金  第12回 シビックギャラリーステージ 

IHI管弦楽団によるアンサンブルの夕べ 〜ルネサンスからバロックへ〜
古楽という枠組みを超えて音楽を自由に味わう喜びを大切に現代楽器で演奏します。
音楽監督荒井香織氏による独唱も必聴！
□シビックセンターギャラリー　□19：30開演　全席自由
申込み／当日直接会場へ　問合せ／豊洲文化センター ☎︎03-3536-5061

10/27日 豊洲フェスタ〜江東区音楽家協会がおくる〜親とKidsのクラシック
豊洲フェスタの一環として行う、プロの演奏家によるコンサートです。
□豊洲文化センター　豊洲シビックセンターホール　□11：00・13：30開演　全席自由
申込み／当日直接会場へ　問合せ／豊洲文化センター ☎︎03-3536-5061

11/2土 江東シティオーケストラ第51回定期演奏会 6歳 以上

□ティアラこうとう大ホール　□18：00開演　全席自由
江東区民を中心に組織される江東シティオーケストラの演奏会です。是非お越し下さい。
指揮／田中健、ヴァイオリン独奏／金子昌憲
曲目／ エロール：歌劇「ザンパ」序曲、ブルッフ：ヴァイオリン協奏曲第1番、ドヴォルザーク：交響曲第9番「新世界より」
申込み／当日直接会場へ　問合せ／ホームページ：http：//kameoke.net/

11/3日・祝  第15回 シニアアンサンブル全国大会 in 東京江東 6歳 以上

□ティアラこうとう大ホール　□13：00開演　全席自由
江東区のシニアアンサンブル楽団「てぃあらアンサンブル江東」を初め、関東を中心とした連盟傘下の13楽団が、「今こ
そ青春!」を合言葉に、クラシック、映画音楽、ラテン音楽等多彩な曲を熱演します。
申込み／当日直接会場へ

11/7木 東京シティ・フィル公開リハーサル 6歳 以上

今回は11/9（土）に開催する第329回定期演奏会のリハーサルです。首席客演指揮者・藤岡幸夫によ
る、オーケストラの音創りをお楽しみいただけます。
□ティアラこうとう大ホール　□11：00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 藤岡幸夫

Ⓒ青柳聡

発売中の公演
10/12土

14：00開演
�ティアラ・クラシックス2019�小野弘晴テノールリサイタル� 6歳 以上

□ティアラこうとう小ホール　□全席指定4,000円

10/12土
16：00開演

永遠のポップスコンサート
□亀戸文化センターカメリアホール
□全席指定4,000円　中学生以下2,000円 ※3歳以下ひざ上無料（当日各500円増）

10/13日
14：00開演

�和楽器演奏集団�独楽�－けやぐ－� 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500円増）

10/13日
16：00開演

�芸能山城組「交響組曲AKIRA」×劇場アニメ「AKIRA」� 6歳 以上

□ティアラこうとう大ホール　□全席指定2,500円

10/16水
18：30開演

�花岡詠二インターナショナル・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5,000円

10/23水
19：00開演

�Beyond�Cinema�－無声映画の名作と室内楽のマリアージュ『笑う男（1928年公開）』� 12歳 以上

□江東区文化センターホール　□全席指定5,500円

10/24木
19：15開演

�上方落語�九雀亭　ゲスト／笑福亭希光
□亀戸文化センター和室　□全席自由　2,500円（当日500円増）

10/25金
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.26� 6歳 以上

□ティアラこうとう小ホール　□全席指定4,000円

10/26土
15：00開演

�バジ・アサド�Guitar�Recital� 6歳 以上

□亀戸文化センターカメリアホール　□全席指定5,000円（当日500円増）

10/27日
16：00開演

オブサンズ・ジャズ・オーケストラ定期演奏会�ヴァイオリンとビッグバンド�魅惑のコラボレーション
□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

10/30水
14：00開演

�風間杜夫ひとり芝居�平和三部作�一挙上演!!��「正義の味方」「ピース」新作「あの時代」� 6歳 以上

□亀戸文化センターカメリアホール　□全席指定5,000円

10/30水・31木
19：00開演

�舞踊作家協会�連続公演第207回�「ティアラこうとう連続公演25周年記念公演」� 6歳 以上

□ティアラこうとう小ホール　□全席自由3,000円

11/1金〜3日 �座☆吉祥天女�第15回公演�『佃の渡し』　1日・2日14：00・18：30開演　3日12：30開演
□深川江戸資料館小劇場　□全席自由　4,300円（当日500円増）

11/2土
14：00開演

�【シリーズ�気軽に伝統芸能】�日本のミュージカル！浪曲（ろうきょく）を聴いてみよう� 5歳 以上

□ティアラこうとう小ホール　□全席自由　2,500円　※1面 サロン・ドゥ・ティアラもご覧ください。

11/2土
16：00開演

�和太鼓に選ばれた男�佐藤健作ソロ公演�ちはやぶる� 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4,500円

11/4月・祝
14：00開演

�〜皆さんでご一緒に〜�生伴奏で歌謡曲をうたおう!� 10歳 以上

□東大島文化センターレクホール　□全席自由　900円

11/8金
19：00開演

�ティアラマンスリーコンサートVol.213�林晶子ソプラノリサイタル�〜ドイツリートと日本歌曲の夕べ〜� 6歳 以上

□ティアラこうとう小ホール　□全席自由　2,000円

11/9土
11：00・15：30開演

�ティアラこうとう�アートシネマ上映会2019�オペラ映画「ばらの騎士」� 6歳 以上

□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

11/10日
14：00開演

�花岡詠二プレゼンツ�KOTOユースポップス&ジャズフェスタ2019� 4歳 以上

□ティアラこうとう大ホール　□全席指定1,800円、大学生以下1,200円

11/10日
16：00開演

�なぎら健壱コンサート2019�〜下町情歌Part15〜� 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

11/16土
14：00開演

�第7回�東大島亭�林家なな子＆林家あずみ二人会� 6歳 以上

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

11/17日
16：30開演

�カタヤマケイジ・コンサート2019“風林火山”�メジャーデビュー35周年コンサート� 6歳 以上

□豊洲文化センター豊洲シビックセンターホール　□全席指定　4,000円

11/22金
18：30開演

�カントリー&ウエスタン�I�SAW�THE�LIGHT�Vol.48� 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）

11/23土・祝
15：00開演

�ティアラこうとうプロデュース�東京シティ・フィルPOPSオーケストラ�「映画音楽」&「TVドラマ主題曲」� 6歳 以上

□ティアラこうとう大ホール　□全席指定 S席4,000円、A席3,500円　江東区民／S席3,800円、A席3,300円

11/30土
14：00開演

�風間杜夫落語会　特別ゲスト／古今亭菊之丞� 6歳 以上

□亀戸文化センターカメリアホール　□全席指定　3,500円

11/30土・
12/1日

�東京シティバレエ団�TOKYO�CITY�BALLET�LIVE2019�「シティ・バレエ・サロンvol.8」� 6歳 以上

11/30 17：30開演　12/1 11：00・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　3,500円

12/1日
15：30開演

�津軽三味線�脩一朗&大地�〜和の真髄〜� 6歳 以上

□亀戸文化センターカメリアホール　□全席指定　3,500円（当日500円増）

12/7土
11：00・15：30開演

�ティアラこうとう�アートシネマ上映会2019�オペラ映画「ドン・ジョヴァンニ」� 6歳 以上

□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

12/7土・8日

�Happyクリスマス★ミュージカルコンサート
12/7 親子向け11：00・14：00開演、大人向け17：00開演　12/8 親子向け11：00開演、大人向け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　 【親子向け】3,000円　こども（小学生以下）2,000円 

【大人向け】5,000円　学生（中学生以上）3,000円　こども（小学生以下）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。

12/8日
15：00開演

�岡本知高�Concerto�del�Sopranista�2019� 6歳 以上

□ティアラこうとう大ホール　□全席指定5,500円

12/14土
�〜小野明子&フレンズ〜�Vol.5�魅惑のアンサンブル� 6歳 以上

Aプログラム14：00開演、Bプログラム18：00開演　□ティアラこうとう小ホール
□全席指定　1公演券3,000円　A・Bプログラムセット券5,000円

12/28土
15：00開演

�二兎社「私たちは何も知らない」� 6歳 以上

□亀戸文化センターカメリアホール　□全席指定　5,000円

1/7火
18：30開演

�「ローマの休日」全編上映ライブコンサート�〜ローマ・イタリア管弦楽団〜� 6歳 以上

□ティアラこうとう大ホール　□全席指定S席7,500円、A席5,000円、見切れ席3,500円

1/22水
19：00開演

�初春バレエ祝賀コンサート�〜キエフ・クラシック・コレクション〜� 6歳 以上

□江東区文化センターホール　□全席指定3,800円

2/1土
15：00開演

�東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団�第60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

第6回�クッキング・フェスタ� 3歳 以上

〜アマチュア焼き菓子・蒸し菓子コンテスト&講演会〜
12/1日　□16：00開演　□総合区民センターレクホール
□全席自由1,000円
アマチュアのお菓子コンテストと講演会をドッキングさせたイベント。事前審査を通過した出場
者が作るスイーツを、パティシエ鎧塚俊彦さんら専門家が審査するコンテストで、来場者も試食し
投票します。講演会は鎧塚さんがスイーツの魅力を話します。
出演・審査員／鎧塚俊彦、中川二郎（「パティスリーキャロリーヌ」オーナーシェフ）、大久保洋子（元実践女子大学教授）

鎧塚俊彦

年忘れお笑いらいぶ� 4歳 以上

12/14土　□14：00開演　
□東大島文化センターレクホール　
□全席自由1,800円　中学生以下1,000円
シニア（75歳以上）1,600円

（当日各200円増）
年の瀬に「ワッハッハー！」。大笑いで締めくくりま
しょう。サイン色紙が当たる、お楽しみ抽選会もあります。
出演／ おぼん・こぼん、エド山口、石黒サンペイ、2代目東京コミックショウ、薩長同盟　司会／松田洋子

 おぼん・こぼん 薩長同盟エド山口

Kir�Saxophone�Quartet�オータムコンサート
11/10日　□14：00開演　□古石場文化センター大研修室
□全席自由　1,000円　小学生以下300円　江東区民割800円 ※当日各200円増
0歳からOK！こどもから大人まで、音楽の秋を楽しみませんか？サクソフォーン奏者4名によるコ
ンサートです。※未就学児で席を利用しない場合は無料
曲目／R.ロジャース（編曲 真島俊夫）：My Favorite Things、松村崇継（編曲 浅利真）：生命の軌跡 ほか

RAKUGOもんすたぁず� 6歳 以上

12/1日　□14：00開演　□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）
真打4人組による落語寄席。素敵なプレゼントがあたるかも!? 抽選会あり。
出演／古今亭志ん陽、柳家小傳次、柳家燕弥、春風亭三朝

ティアラマンスリーコンサートVol.214� 6歳 以上

「行く秋によす〈楽の音〉」
12/6金　□19:00開演　□ティアラこうとう小ホール　□全席自由2,000円
晩秋にシックなクラシック音楽をお送りします。
出演／ 杉山茂（ヴァイオリン）、影山香苗（ピアノ）、鈴木史子（ピアノ）、本村佳子（ピアノ）、丸山和子（ソプラノ）、 

門倉光太郎（バリトン）、大場ひでみ（ピアノ）
曲目／ ブラームス：ヴァイオリンソナタ 第2番 イ長調 作品100、 

ベートーヴェン：ピアノソナタ 第17番 ニ短調 作品31-2「テンペスト」、ブラームス：ハンガリア舞曲より（連弾） ほか

谷山浩子コンサート2019� 6歳 以上

12/7土　□17：30開演　□江東区文化センターホール
□全席指定6,000円
これまでに40作品以上のオリジナルアルバムをリリースし、その独自の高い音楽性と詩の世界は、
根強いファンに長く支持され続けています。ピアノの弾き語りでたっぷりお届けします。 谷山浩子

東京ブラスソサエティ�第47回クリスマスコンサート� 6歳 以上

12/13金　□18：30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
テーマは「令和元年に、日本から世界に発信する金管バンドによる日本の詩（うた）」。
わらべ歌など、おなじみの曲をお楽しみください。
指揮／山本武雄、太田聡　曲目／浜辺のうた、シンフォニック・ジブリonブラス、赤とんぼ ほか

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
12/15日　□11：00開演、13：30開演　□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
0歳から入場OK！　クラシックからアニメの曲まで、親子一緒に楽しみましょう。   
※おむつ替え・授乳コーナーあり。
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・バレエ団団員、YUKKIY（司会・歌）

西山健治プロデュース�クリスマスジャズコンサート
〜日本ジャズ界の巨匠たちをお迎えして〜�Part2
12/15日　□15：00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）
第一部はアマチュア・ビッグバンド、ドリームスクエアジャズオーケストラ+千葉友紀
（ボーカル）がクリスマスナンバーを演奏。第二部は日本ジャズ界の人間国宝的存在、五十
嵐明要（アルトサックス）、原田忠幸（バリトンサックス）を迎えます。
出演／トリオ17th：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）ほか
ゲスト／木村由紀夫（ドラム）　友情出演／ケン・バルディス（ボーカル）

五十嵐明要 原田忠幸

高石ともや年忘れコンサート2019� 6歳 以上

12/21土　□15：00開演　□亀戸文化センターカメリアホール
□全席指定5,500円
「フォーク・ソングの元祖」とも呼ばれる高石ともや。1966年デビュー、シンガーソングライターとして
話題作を発表し続ける一方、マラソンでも活躍を続けています。東京では唯一行われる恒例の年忘れ
コンサートです。　ゲスト／坂本健 高石ともや

さくら弦楽四重奏団2019� 6歳 以上

12/24火・26木　□19：00開演　□ティアラこうとう小ホール
□全席自由3,000円
ベートーヴェンの作品から中期の傑作「ラズモフスキー第3番」と、シューマン、ブラームス、とド
イツの作品を演奏いたします。弦の室内楽の響きをお楽しみください。
出演／山口裕之、丹羽道子、臼木麻弥、銅銀久弥 さくら弦楽四重奏団

春風亭小朝プロデュース�新春寄席�小朝・昇太�二人会� 6歳 以上

2020�1/5日　□15：30開演
□ティアラこうとう大ホール　□全席指定3,800円
※2階席は1階席が売り切れ次第販売します。
毎年恒例の正月落語会。ティアラこうとうお馴染みの話芸の名手、春風亭小朝と今
や幸せということばはこの人のためにあるといっても過言ではない春風亭昇太が
新年の福を呼び込むべく楽しい高座を披露致します。初笑いはティアラこうとうで！
出演／春風亭小朝、春風亭昇太、林家木久蔵、ロケット団 春風亭小朝 春風亭昇太

新春邦楽「和っしょい」�Vol.9� 6歳 以上

2020�1/11土　□15：00開演　□亀戸文化センターカメリアホール
□全席指定3,500円（当日500円増）
毎年恒例の新年を彩る邦楽公演。今回は篠笛と太鼓の実力者4人で結成された「四人囃子」
を中心に披露します。
出演／四人囃子（山田路子、朱鷺たたら、はせみきた、小泉謙一）
ゲスト／木津かおり（民謡）　ナビゲーター／鏡味味千代（太神楽師）

國松竜次ギターリサイタル�2019－2020冬� 6歳 以上

2020�1/26日　□14：30開演　□ティアラこうとう小ホール　
□全席自由3,000円　学生2,000円　（当日各500円増）
國松竜次のオリジナル曲を中心に、スペインやラテンのスタンダード、映画音楽や日本民謡といった親し
みやすい編曲作品を加えたプログラムです。
出演／國松竜次（ギター）
曲目／エストレリータ、ハタリ！のテーマ、ニューシネマパラダイスのテーマ、「47の日本民謡」より ほか 國松竜次

深川江戸資料館�THE�伝統芸能� 6歳 以上

よね吉・千五郎ふたり会「笑えない会�Legacy」
2020�1/26日　□15：00開演　□深川江戸資料館小劇場
□全席自由　4,000円（当日500円増）
落語の桂よね吉と狂言の茂山千五郎が、あえて「笑えない」演目で真剣勝負します。
トーク 桂よね吉、茂山千五郎、落語「不動坊」桂よね吉、狂言「空腕」茂山千五郎、茂山茂、
落言「冷庫知新」
作・演出／村上慎太郎（夕暮れ社　弱男ユニット主宰）
出演／桂よね吉、茂山千五郎、茂山茂、島田洋海、桂二乗、桂よね一、豊田公美子 桂よね吉　茂山千五郎

木村大ギターコンサート�Vol.4� 6歳 以上

木村大×渡辺香津美ギターコンサート
2020�2/22土　□14：30開演　□ティアラこうとう大ホール
□全席指定　5,000円 ※当日500円増
クラシックギター界のプリンス“木村大”シリーズの4回目は、日本が世界に誇るジャズ・ギ
タリスト“渡辺香津美"との待望の初共演です。
出演／木村大（ギター）、渡辺香津美（ギター）
曲目／グリーンスリーヴス、映画「ひまわり」のテーマ、エルビート、地中海の舞踏、禁じられた遊び

木村大 渡辺香津美
ⒸYosuke Komatsu

（ODD JOB）

歌麿夢芝居�恋しや恋し母子草－深川の巻－� 6歳 以上

2020�2/22土・23日　□14：00開演　□深川江戸資料館小劇場
□全席自由　2,500円（当日500円増）　学生1,500円
浮世絵師、喜多川歌麿と栃木との関わりを描いた演劇『歌麿夢芝居』。四度目となる今回は、
劇中の歌麿の出生地で、生みの母が晩年を過ごした地でもあり、歌麿の晩年の画力を再評
価させた大作『深川の雪』を描いた地、深川で満を持しての公演です。 夢芝居 其の参 オールキャスト

秋川雅史コンサート�聴いてよく分かるクラシック2� 6歳 以上

2020�2/27木　□13：30開演　□ティアラこうとう大ホール
□全席指定　5,700円
聴いて学んで得するコンサートの第2弾。テノール歌手・秋川雅史が、音楽の歴史を
わかりやすく解説しながらお送りするコンサートです。
出演／秋川雅史、小島さやか（ピアノ）
曲目（予定）／ 新井満：千の風になって、ヴェルディ：歌劇「マクベス」〜あぁ、父の手

は〜、カッチーニ：アヴェ・マリア ほか 秋川雅史

東京シティ・バレエ団／ティアラ“くるみ”の会� 4歳 以上

第34回�くるみ割り人形
12/21土・22日 祝
□ 21日 13：00開演、17：00開演、  

22日 15：00開演
□ティアラこうとう大ホール
□全席指定　 S席5,000円 

A席4,500円
プロのバレエ団とオーケストラ、そしてこどもたちが創り出す夢の世界を、ご家族そろって
お楽しみください。
出演／東京シティ・バレエ団、ティアラ“くるみ"の会
指揮／福田一雄　構成・演出・振付（イワーノフの原型による）／石井清子
演奏／東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団　合唱:江東少年少女合唱団

主な配役 21日 22日
金平糖の女王 斎藤ジュン 飯塚絵莉

コクリューシュ王子 キム・セジョン 福田建太
クララ 庄田絢香 松本佳織

客間のクララ 星合愛香★ 柳町珠希★
くるみ割り人形 吉留諒 岡田晃明

★はティアラ“くるみ”の会の出演者です。

※ 配役および出演者は 
変更になる場合があります。

Ⓒ 鹿摩隆司

ふるさとこうとう音楽のつどい�Vol.26
12/15日　□14：00開演
□ティアラこうとう大ホール　□全席自由1,500円
指揮／土田政昭
合唱／江東区民合唱団　演奏／江東フィルハーモニー管弦楽団
出演／ 鳥海仁子（ソプラノ）、石田滉（メゾソプラノ）、高柳圭（テノール）、狩野賢一（バス）
曲目／ モーツァルト：レクイエム、ベートーヴェン：コリオラン序曲、チャイコフスキー：組曲「眠れる森の美女」
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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 10月10日（木） 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 ☎0120−500−315

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 10月10日（木） AM 10：00〜 電話受付開始

2019年10月10日発行
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