
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は3面です。

大賞
コマ漫画の部・ジュニア「世代交代」
川越千歳さん（埼玉県さいたま市）

大賞
ストーリー漫画の部・一般
「ねこのレストラン」

木村由美さん（埼玉県朝霞市）

大賞＆区長特別賞
イラストの部・ジュニアA「たのしいプール」

兼松宗平さん（江東区白河）

大賞
イラストの部・一般「シュート」
佐藤忠史さん（北海道札幌市）

大賞
コマ漫画の部・一般

「いつのまにか映らなくなったテレビ」
杉山しげゆきさん（新潟県三条市）

お待ちして
おります!

9/15（日）に江東区文化センターで
開催された「お江戸深川大講談まつ
り」にこども講談師が出演！第二大
島小学校の3年生4名が、「張り扇」で
「釈台」をリズミカルにたたきながら、
講談ならではの独特の調子で熱演。
会場は拍手喝采
でした。
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11/10（日）に開催した審査会の結果、各賞が決定いたしました。
このほかの入賞者一覧や授賞式、今回の全応募作品等の展示会
【1/4（土）〜19（日）】は2面参照。

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

【審査員】 山根青鬼（漫画家・のらくろトリオ）、江波じょうじ（漫画家）、 
たちいりハルコ（漫画家）、ウノ・カマキリ（漫画家）

江東まちのマイスター展
〜革製品の匠・石川〜

ミニコミ誌
「ぶらり豊洲2019」発行

特別展 「 築山秀夫コレクション/ 
スチル・フォトで甦る小津安二郎展」

森下文化センター／田河水泡・のらくろ館 古石場文化センター

豊洲文化センター

中川船番所資料館

新春に様々な催しを開催しま
す。当日は、先着50名様に福茶
のサービスもあります。資料館
でお正月をお楽しみください。
時   1/2（木）・1/3（金） 
9：30〜17：00 
（入館は16：30まで）
場   常設展示室

ご家族、お友だちをお誘い合わせのうえお越しください。

和服で来館の方、深川七福神めぐりのご開帳で授与された「色紙」をお持ちの方は2日間に
限り、割引料金で観覧できます。（【深川江戸資料館】大人400円→300円、【芭蕉記念館】大
人200円→150円、【共通】小中学生50円→30円）

深川江戸資料館のお正月 イベント 芭蕉記念館のお正月深川江戸資料館 芭蕉記念館

問   深川江戸資料館　白河1-3-28　☎03-3630-8625　FAX.03-3820-4379

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

問   豊洲文化センター　豊洲2-2-18 
☎03-3536-5061　FAX.03-5560-0505 展示内容・開催時間・観覧料・休館日等の詳細は公式HPでご確認ください。

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

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

東砂を拠点に、人気ブランドの革製品を委託
生産で請け負う製造会社「石川」。選び抜かれ
た素材、優れた職人により製造された革製品
を展示します。また、製造にいたるまでの緻密
な工程や工具などもご紹介します。
時   1/7（火）〜2/16（日）9：30〜17：00 
（入館は16：30まで）
場   1階展示コーナー　￥   無料（1階のみ）

豊洲文化センターでは、豊洲・湾岸地域の魅力を紹介す
るミニコミ誌を作成しました。これは区民協働事業「み
んなでつくるミニコミ誌」の中で受講生が実際に街を
取材し、記事にしたものです。どうぞご覧ください。
【配架場所】区内各文化センター、図書館ほかで無
料配布します。またホームページでもダウンロー
ドできます。

NHK主催展覧会関連文化講演会
日本書紀成立1300年 特別展 「出雲と大和」
入場無料、受講者には展覧会の招待券をおひとり1枚�
差し上げます。
時   1/7（火）19：30開演　場   豊洲シビックセンターホール
対   300名　師   的野克之（島根県立古代出雲歴史博物館 参与）
申   ①12/13（金）9：00〜 ②12/15（日）9：00〜 
豊洲文化センターへ電話で（先着順） ☎03-3536-5061

【展覧会概要】
時   1/15（水）〜3/8（日）　場   東京国立博物館（台東区上野公園13-9）

江東区ゆかりの映画監督・小津安二郎の紹介展示コーナーを拡
張した企画展を開催します。最近発見されたスチル・フォトや
シネマフェスティバル（4面参照）で上映される小津監督作品に
関する資料等を展示します。『東京物語』や『彼岸花』での撮影時
の様子、その他オリジナルポスター等もあります。� �
※�12/14（土）13：30〜14：00�全国小津安二郎ネットワーク
副会長の築山秀夫さんによるギャラリートーク（無料）を開催。

時   開催中〜1/31（金）9：00〜21：00
場   小津安二郎紹介展示コーナー、1階展示ロビー　￥   無料

お正月の特別開館 1/2（木）・3（金）
9：30～17：00（入館は16：30まで）

深川芭蕉庵のあったこの地で初笑いを。
出演は地元の落語家・昔昔亭桃之助、三遊
亭好の助。
時   1/3（金）10：00〜、14：00〜
場   会議室
￥   展示室観覧料 
（大人200円、小・中学生50円）に含む

落語で初笑い イベント

昔昔亭桃之助 三遊亭好の助
（撮影：橘蓮二）

日本には季節ごとに恒例の行事がありますが、その
中で最も大切にされてきたのは、一年の最初の行事、
お正月です。日本全国の地域色豊かなお雑煮に地酒
を添えて、巨大な日本列島のオブジェの上にリアル
に再現します。皆様のご家庭の味を探してみてくだ
さい。会期中の土日祝日には、関東と関西の雑煮の試
食も行います（各日14：45〜、先着50名）。「区内七
福神紹介展」「切り絵で描く七福神展」もあわせて開
催しています。
時   1/2（木）〜15（水）9：30〜17：00（入館は16：30まで）
場   レクホール

新春特別展 展示
「全国の雑煮と酒で祝うお正月」

江戸時代末期、天保年間（1840年頃）の深川の
町に当時の正月飾りを再現します。大店の店先
には一対の松飾り。長屋入口には軒飾り。若水
を汲む井戸には注連（しめ）飾り。船宿に入ると
海老や昆布のおめでた尽くしで飾られた鏡餅。
掘割の猪牙舟には輪飾り。常設展示室の町の
人々もすがすがしい新年を迎えます。その様子
を再現した正月飾りをお楽しみください。
時   12/24（火）〜1/15（水）9：30〜17：00 
（入館は16：30まで）
場   常設展示室

江戸庶民の年中行事再現
「正月飾り」 展示

正月飾り

新春�箏の調べ
【1/2】11：00〜11：30 獅子舞

【両日】
10：00〜、11：30〜、 
14：00〜 （各30分）

江戸独楽曲芸
【1/3】11：00〜、
13：00〜（各30分）

ミニ和凧を
つくろう
【1/3】10：00〜16：00
※実費

着物DE江戸の町
着付け体験
【両日】11：00〜16：30
※2面参照

水引細工
【1/3】10：00〜16：00
※実費

七福神かかし展示
【両日】9：30〜17：00

羽根つきコーナー
【両日】10：00〜15：00

第15回
のらくろマンガ賞 受賞作品決定！ 応募総数192点！

たくさんの作品、
ありがとう
ございました！

美しく仕上げられた長財布 展示品一例：撮影風景の写真

受
講
生
募
集

小津安二郎は、自身の映画に
当時活躍していた画家が描
いた本物の絵画を登場させ
ました。この講座では、小津を
はじめとする映画監督たちと
美術の関わりを学び、映画と
いう芸術について考えます。
時   2/1〜3/7 土曜日 全4回 
14：00〜15：30

場   第1・2研修室　対   25名
￥   3,700円（教材費含む）
師   古賀重樹（日本経済新聞文化部編集員）
申   電話・窓口で（12/24（火）締切） 
古石場文化センター　古石場2-13-2 
☎03-5620-0224　FAX.03-5620-0258

映画と美術
江東地域の史料
を解説します。古
文書解読の入門
編なので文字の
くずしだけでな

く、時代背景や当時の社会や生活のあり方
についても解説します。
時   1/29〜3/4 水曜日 全6回 
10：30〜12：00

場   会議室　対   25名
￥   3,600円（教材費含む）
師   久染健夫（中川船番所資料館職員）
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

古文書解読講座
「書き残された江東」
〜江戸時代の江東地域を読む〜

日本最初の詩歌集『万葉集』には、後の『源氏
物語』などのもとになる日本人の自然観が
豊かに伝えられています。『万葉集』の歌々
の中から日本人が形作ってきた季節感をめ
ぐり、民俗学的な話題も交え考えます。� �
※詳細は2面参照。
時   1/18、2/15・29、3/7・21 土曜日 全5回 
10：20〜12：00

場   会議室　対   38名
￥   3,200円（教材費含む）
師   伊藤高雄 
（國學院大學栃木短期大学、 
國學院大學ほか兼任講師）

申   芭蕉記念館　常盤1-6-3 
☎03-3631-1448　FAX.03-3634-0986

冬季文学講習会
「『万葉集』と日本人の季節感」

古石場文化センター 中川船番所資料館 芭蕉記念館

講師著書
『 1秒24コマの美 
黒澤明、小津安二郎、 
溝口健二』

区民の皆さんが企画し、運営していただ
く「区民企画講座」を募集します。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。ご応募を
お待ちしております。※募集・審査基準
に関することは、お問い合わせください。
講座実施期間
2020年6月〜10月
申   パンフレット折込みの申込み用紙へ記入
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。ホームページ
からもダウンロード可。   
※1/15（水）必着

問   江東区文化センター　東陽4-11-3 
☎03-3644-8111 FAX.03-3646-8369

企画募集スタート！
区民による区民のための講座
「区民企画講座」

江東区文化センター

講師：伊藤高雄

芭蕉直筆の句空宛書簡をはじめ芭蕉と蕉門俳人の
書簡を展示。その内容や背景、書簡の中に登場する
俳人についての関連資料もあわせて紹介します。
時   12/12（木）〜4/26（日）9：30〜17：00 
（入館は16：30まで）
場   展示室

後期企画展 展示
「芭蕉の書簡・俳人の書簡」

句空宛書簡

芭蕉の俳句かるたをやってみよう
   イベント時   1/3（金）13：00〜15：00　場   2階研修室　￥  無料

2019年12月10日

豊洲文化センター6冊めのミニコミ誌「ぶらり豊洲2019」が完成しました。来年開催される東京2020大会の観戦ガイドから
豊洲ぐるり公園での楽しみ方やグルメまで、街を愛する受講生が実際に取材した記事は読みごたえあり。ぜひご覧ください。
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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！ 2 2 7 2 5 9
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ホームページ http://www.san-ai.jp/

2つの季節の展示
◆「クリスマスのこどもたち by クレイクラフト」

柔らかくてマシュマロのような粘土のクレイクラ
フト。その仕上がりはとても軽くエレガントな雰
囲気です。クリスマスを楽しみにしているこども
たちの様子をクレイクラフトで表現した作品の展
示です。12/15（日）体験教室あり。先着受付中。
時 ��12/10（火）〜26（木）�　場 ��1階展示ロビー
出展 ��髙橋美貴（DECOクレイクラフトアカデミー

上級講師）ほか

カルナビに広告を掲載しませんか
2020年度分募集

本紙「カルチャーナビKOTO」に広告を掲載しませ
んか。来年度の広告掲載希望者を募集します。
江東区内の文化・芸術情報紙として、毎月10日に
発行しています。発行部数は約11万部。江東区内
の文化センター、資料館、公共施設、駅広報スタン
ドなどに設置。また、日刊新聞6紙に折込みます。

中川船番所周辺散策ツアー「初詣ツアー」

新年を迎え、大島地区周辺の神社や広重の名所江
戸百景にも描かれた「逆井（さかさい）の渡し跡」な
どを巡ります。
時 ��1/5（日）13：30〜15：30
場 ��東大島神社、逆井の渡し跡、浅間神社など
対 ��小学生以上15名
※小学3年生以下は保護者同伴
￥ ��大人200円、小中学生80円（観覧料含む）
師 ��江東区文化観光ガイド�ほか
申 ��電話・窓口で（先着順）

新春特別展関連公開講座
江戸の正月のぞいてみたら…
〜�テーブルアーチスト�
からみる江戸の暮らし〜

1/2（木）から開催する特別展「全国の雑煮と酒で
祝うお正月」主催のジャパンテーブルアーチスト
協会より、江戸時代のお正月の料理や風習などを
紹介します。現在との比較をお楽しみください。
時 ��1/10（金）14：00〜15：30
場 ��小劇場
￥ ��400円（常設展示室観覧料）
師 ��児玉雅子・酒見薫・福島雅代（テーブルアーチ　
スト・食卓教育アドバイザー）

申 ��電話・窓口で

資料館をもっと楽しむ公開講座
江戸っ子が呑んでいた酒
〜江戸っ子はのんべえだった?〜

江戸ではうまい酒が呑め、「江戸は呑みだおれの
町」といわれたほど、江戸っ子は酒をたくさん飲ん
だといいます。江戸の酒事情を紹介します。
時 ��1/15（水）14：00〜15：30
場 ��小劇場
￥ ��400円（常設展示室観覧料）
師 ��飯野亮一（食文化史研究家）
申 ��電話・窓口で

江東区英語ボランティアガイド向け
講演会�受講生募集！

来る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。今回は東京の水運がテーマです。
時 ��1/11（土）10：00〜11：40　場 ��第1・2研修室
対 ��英語ガイド活動中の方又は目指す方30名
￥ ��無料
師 ��久染健夫（中川船番所資料館職員）
内 ��多くの河川・運河などの水路を持つ江東区。東
京全体の水路にも焦点をあて、埋め立てや掘割
など、江戸東京ならではの歴史を学びます。外
国人へ「水運」を紹介する
ための引き出しづくりにお
役立てください。

※講義はすべて日本語
申 ��電話・窓口で（先着順）
締 ��12/24（火）

展示室・図書室休室
12/10（火）、11（水）は展示替えのため休室します。

冬季文学講習会「『万葉集』と日本人の季節感」
受講生募集（1面のつづき）

申 ��電話・窓口・FAX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）・性別を必ず明記。

締 ���12/26（木）必着�※応募者多数の場合は抽選。�
結果は郵送で通知します。

第2土曜日はジュニア俳句教室
1月はお正月スペシャル

今回のジュニア俳句教室は、「古志」主宰の大谷弘
至さんを講師にお迎えして、歌留多（かるた）とり
も楽しむスペシャル版です。
時 ��1/11（土）9：00〜12：00
※8：45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）

芭蕉記念館新春俳句会
時 ��1/22（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84円切手を貼付・宛名
明記の封筒をお持ちください。

内 ��兼題�「水仙」1句と「新年雑詠（新年の季語なら
何でも可）」2句

申 ��電話・窓口で（先着順）

外国人のための日本文化体験
Japanese�culture�experience�for�foreigners

日本の「あそび」を体験しませんか。参加無料です。
Would�you� like� to�experience� traditional�
children's�games�and�pastimes?
On�Saturday,�11th�Jan.�14：00〜16：00�at�the�
Toyosu�Civic�Center�Gallery
時 ��1/11（土）14：00〜16：00　場 ��1階ギャラリー

森下ものづくりカフェ参加者募集
縫わずに作る�大人のリボンバッグ

月に一度、お茶を飲みながら、楽しく「ものづくり」
をしませんか。1月のものづくりカフェは、大人か
わいいリボンバッグを作ります。シックな色目で
上質なリボンをふんだんにあしらったバッグは、
普段のお出かけからセレモニーまで様々な場面で

今回ののらくろマンガ
賞では3つの部門ごと
にテーマを決めて募集
しました。
①コマ漫画の部
　テーマ「時代変化」
②ストーリー漫画の部
　テーマは自由
③イラストの部
　テーマ「スポーツ」
◆作品展示会
今回の全応募作品、歴
代の大賞受賞作品も展
示します。
時 ��1/4（土）〜19（日）�
9：00〜21：00

場 ��1階展示ロビー
￥ ��入場無料
◆授賞式
のらくろマンガ賞の授
賞式では、審査員によ
る作品講評もあわせて
行います。どなたでも
ご参加いただけます。
時 ��1/19（日）14：00〜
場 ��2階多目的ホール
￥ ��入場無料
申 ��当日直接会場へ

第15回�のらくろマンガ賞入賞者一覧（1面のつづき）
ご応募いただいた中から選ばれた各部門の入賞者と作品タイトルを紹介します。

◆第24回 迎春展

新春にふさわしい生け花、和凧、フラワーアレンジメ
ントの展示です。ぬりえコーナーもあります。
時 ��1/4（土）〜16（木）（団体ごとに会期が異なります）
協力 ��江東区茶華道会／田淵和夫（日本の凧の会会　

員・江戸凧保存会会員）／フラワーアレンジメ
ント

てくてく水辺ウォーク参加者募集
「新年�鷽替えでにぎわう亀戸」
川に囲まれた江東区の水辺に親しむ「てくてく水
辺ウォーク」。今回は城東地域の起源、亀戸をガイ

広告掲載料金（版下代・消費税を含む）

江戸和竿師の製作実演
〜伝統工芸の技と優美「竿好」〜

江戸和竿の「竿好」
より吉澤均氏をお招
きし、和竿の製作実
演をご覧いただきま
す。質問にも直接お
答えします。
時 ��1/5（日）�
13：00〜16：00

場 ��1階展示コーナー　￥ ��無料（1階のみ）
師 ��吉澤均（竿好）　申 ��当日直接会場へ

水辺のワークショップ
「凧作り&凧あげ」
ビニールシートや竹ひごなどの軽素材で、風が弱
くてもあげやすい凧を作ります。イラストを描い
た「マイ凧」を旧中川河川敷であげてみましょう。
時 ��1/5（日）10：00〜12：00
場 ��会議室、旧中川
対 ��3歳以上15名※小学3年生以下は保護者同伴
￥650円（材料費含む）

伝統芸能公開
場 ��常設展示室火の見櫓前　￥ ��観覧料に含む
申 ��当日直接会場へ
◆江戸庶民の語り物 新内流し
切々とした哀調を特
色とし、唄も三味線も
泣くように弾き語り、
江戸庶民の語り物と
して親しまれました。
時 ��12/14（土）�
14：00〜15：00

出 ��新内多賀太夫ほか
◆落語
江戸庶民の大きな楽しみの一つ
であった落語。落語の世界そのも
のである常設展示室、江戸の町並
みの中で、江東区ゆかりの落語家
の出演により落語を一席お楽し
みいただきます。
時 ��12/21（土）14：00〜14：30
出 ��三遊亭好の助

着物DE江戸の町�着付け体験
レンタル着物を着て展示室を見学しませんか。お
正月の江戸情緒を味わいましょう。
時 ��1/2（木）・3（金）11：00〜16：30
場 ��常設展示室
対 ��身長140cm以上の方�※140cm以下は要相談
￥ ��女性2,000円、男性3,000円�
※前日までの予約は500円引き

1月「手作り体験教室」参加者募集
豊洲日曜にぎわい市では、アマチュアハンドメイ
ド作家による体験教室を開催します。
時 ��1/12（日）10：00〜15：00　場 ��1階ギャラリー
対 ��どなたでも（未就学児保護者同伴）
申 ��当日直接会場へ（先着順）
◆キュートなミニボックス+タグを作りませんか?
お好みの紙、スタンプをパ
ンチで抜いたパーツ等で飾
りつけをして、オリジナルの
ボックスやタグを作ります。
￥ ��500円
◆ キリム織で 

ミニコースターを作ろう
絨毯を織るひつじの糸（ウー
ル）で、ミニコースター（8セ
ンチ）を織ります。どんな模
様が出てくるのか？お楽し
みに。
￥ ��500円

活躍します。A4ヨコサイ
ズ（マチあり）の使いやす
い大きさです。
時 ��1/26（日）�
①10：00〜�
②13：30〜

場 ��エントランス
対 ��各回8名
￥ ��5,000円
師 ��安斉恵美（Salon�de�Memory主宰）
申 ��電話・窓口で（先着順）

ドとともに巡りま
す。鷽替え神事な
ど新年の雰囲気
を味わいながら
歴史を学び、亀戸
の街歩きを楽し
みましょう。
見どころ �
香取神社、梅屋敷跡、普門院、亀戸天神社等
時 ��1/24（金）9：00〜11：00
場 ��（集合）東武亀戸線亀戸水神駅�
（解散）亀戸天神社前

※�鷽替え神事に参加希望の方は、本ウォーク終了
後に各自でお並びください。

対 �15歳以上15名（中学生はのぞく）
￥ ��500円（保険代含む）
ガイド ��小名木川リバーガイド認定者
申 ��電話・窓口で（先着順）�
最少催行人数5名（締切時）

締 ��1/17（金）17：00

申 ��財団各施設に設置の申込書にご記入の上、FAX
またはメールにてご提出ください。
〒135-0016�江東区東陽4-11-3
江東区文化センター内
公益財団法人江東区文化コミュニティ財団
管理課�カルナビ広告担当
☎03-3644-8119　FAX：03-3646-8369
メール：culnavi-koto@kcf.or.jp

締 ��1/31（金）�締切後の空き枠は先着順で受付

師 ��寺田浩之（ココペリプラス）
申 ��電話・窓口で（先着順）

水辺のスケッチコンクール作品展
江東区にある川を
テーマに、区内の小
学生が絵を描きまし
た。小名木川、横十
間川、大横川など、川
の風景を個性豊かに
表現しています。
時 ��1/4（土）〜2/2（日）�
9：30〜17：00�※入館は16：30まで

場 ��1階展示コーナー
￥ ��無料（1階のみ）　申 ��直接会場へ

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

伝統工芸公開
場 ��常設展示室企画展示コーナー前
￥ ��観覧料に含む　申 ��当日直接会場へ
◆建具
建具職は、障子、ガラス戸、木
製扉などを製作します。実演
をする友國三郎さんは、地元
深川で永年にわたり建具店
を営み、浜離宮に復元された
松の御茶屋の建具製作に参
加するなど、幅広い仕事を手
掛けています。匠の技を間近
でご覧ください。
時 ��12/15（日）13：30〜15：30
出 ��友國三郎（江東区登録無形文化財保持者）
◆あめ細工
祭礼や縁日に夜店を出し、注文通りの形にあめを
作って売るのがあめ細工で
す。煮詰めた水あめを棒（葭）
の先につけ、握り鋏と指を
使って細工し、細筆で彩色し
ます。みなさんのリクエスト
に応えてあっという間に形
づくる様子は必見です。
時 ��1/4（土）13：30〜15：30
出 ��青木喜（江東区指定無形
文化財保持者）

〒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 

小名木川リバーガイドが案内します

〒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 

お福分け鶴（写真）のほか、おりがみ、コマ回しなど ミニコースター作品例

ミニボックス+タグ作品例

〒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 

江戸時代の小名木川の様子
（中川船番所資料館）

〒135-0006 常盤1-6-3
☎︎03-3631-1448 FAX.03-3634-0986

〈第2・4月曜日休館〉祝日の場合は開館、翌日休館

芭蕉
記念館

〒136-0072 大島9-1-15
☎︎03-3636-9091 FAX.03-3636-9094

〈月曜日休館〉祝日の場合は開館、翌日休館

中川船番所
資料館

昨年は茅の輪くぐりを体験

河川敷での凧あげを楽しみましょう「竿好」吉澤均

こどもたちの力作がせいぞろい

〒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

新内多賀太夫 ほか

三遊亭好の助

建具の実演を行います

あめ細工

〒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 

ブラック、ネイビー、ブラウンの
3色からお選びください

部　　門 賞 作品タイトル
受賞者名

（ペンネーム）
※敬称略

コ
マ
漫
画 「
時
代
変
化
」

一般 

大賞 いつのまにか映らなくなったテレビ ※ 杉山しげゆき
優秀賞 人工知能搭載 小林尚武
優秀賞 キャッシュレス時代 青山智美
佳作 温暖化 北極の氷が消える 杉本健吾
佳作 無題 三堀凧童
佳作 のらくろ冒険隊 のらプレッソ
佳作 至福の時 中村怜子

ジュニア 
（中学生以下）

大賞 世代交代 ※ 川越千歳
優秀賞 今と昔 佐藤ひかり
佳作 マンガも変わる? 須田あいり
佳作 かんちがい デビ
佳作 たのしい宇宙旅行 富田裕正

ス
ト
ー
リ
ー
漫
画

一般

大賞 ねこのレストラン ※ 木村由美
優秀賞 まって まって センパイ 赤井犬（アカイイヌ）
優秀賞 したぎどろぼう 今井守一
佳作 ちらゆき姫 KAORI
佳作 ふたりの秘密 下里亜紀子
佳作 「またね」 酒井愛弓

ジュニア 
（中学生以下）

優秀賞 動物軍隊 木下紗良
優秀賞 ボッチャへの挑戦 REN

イ
ラ
ス
ト「
ス
ポ
ー
ツ
」

一般

大賞 シュート ※ 佐藤忠史
優秀賞 四人乗りボブスレー 石川ゴエ
優秀賞 Usagi to Kame EVOLUTION 千谷暁
佳作 BALLとの出会い〜どれにしようかな? 木下佳威
佳作 大相撲豪州場所 杉山しげ行
佳作 カヌー　おやつ号 洋光
佳作 バトミントン。「エイ!!」 塩谷治生

ジュニアA 
（小学生以下）

大賞 ほか たのしいプール【区長特別賞】 ※ 兼松宗平
優秀賞 おべんとうばこの運動会 鈴木 佑
優秀賞 きゃくせきの中からのらくろをさがせ 寺嶋祥加
佳作 がんばれ! さかだち! 新井 遥
佳作 狙うは的のど真ん中! 和田澪夏
佳作 サッカー場 谷藤文音
佳作 夜練 織田澤寧音

ジュニアB 
（中・高生）

優秀賞 かけ持ち部員の朝 マッキィ
優秀賞 海から見た景色 木戸由紀乃
佳作 倒立 猿谷漱大
佳作 挑戦!! 門井那央

※作品は1面に掲載しました。
Ⓒ  田河水泡 

／講談社

ご応募
ありがとう
ございます

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
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。
※�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14・15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 ��12/20（金）
※�応募者多数の場合は抽選。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 1/9・16・23・30（木）全4日間 1/10・17・24・31（金）全4日間

時間 14：00〜15：30 14：00〜15：30

会場
森下文化センター

森下3-12-17 ☎03-5600-8666
東大島文化センター

大島8-33-9 ☎03-3681-6331

種別 掲載面 サイズ
（縦×横）

掲載料金
（1コマ分）

カラー
広告

1面 48㎜×92㎜ 48,000円

1面ハーフ 48㎜×44㎜ 24,000円

4面 60㎜×60㎜ 26,000円

モノクロ
広告

3面本文内 40㎜×60㎜ 15,000円

2面・3面 40㎜×74㎜
13,000円

特集面 40㎜×74㎜

回 日程 内容（予定）

1 1/18（土） 万葉びとと自然と

2 2/15（土） 小さなものたちの声

3 2/29（土） 旅の中からの発見

4 3/7（土） 贈答のことばと心と

5 3/21（土） 雪月花に託す思い

※すべて10：20〜12：00
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　学習

イ□みんなで楽しむシニア向けスマホ
教室 時□12/22㈰10:00〜12:00 場□住
吉駅3分 ￥□月4,000円 対□60歳以上 現
在3名受講中（全員女性の初心者です）
月2回 ㈯ ㈰ 開講 ☎090-3630-8574
■英語国語塾 場□北砂4、砂町銀座0分
入□0円月□6,000円、初月0円 まだ間に合
う中学英語クラス、中2 水曜16時半〜
中1 土曜15時〜。小学生国語新設。
e  yoshienglish2019@gmail.com
☎090-1760-4376 池田
■しゃべる英語 苦手な貴方も話せる様
に 時□㈭昼・夕 場□東陽 月□6,000円3回〜
各70分、3〜4人迄 ☎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

　ダンス

イ□午後のパーティー 12月8日㈰ 13〜16
時 場□（東） ￥□700円、1月13日（月・祝）13〜16時
場□（東） ￥□700円 ☎090-9044-3146袋谷
イ□トモXマスパーティー 時□12/19 ㈭
13:00〜16:00場□ （東） ￥□1 ,000円（軽飲
食付）トライアルの方粗品有お待ちし
てます ☎3683 -1536 トモダンス日吉
イ□T&K忘年ダンスの集い 時□12/22㈰
18:40〜21:00 場□（豊）7Fレク ￥□1,000円
ミキシング・トライアル有（お茶とお菓
子） ☎080-8828-5698（植田）

イ□Xマスパーティー 時□12/22㈰13時
〜16時半 場□（文）3Fレクホール ￥□1,200
円 ミキシング、トライアルあり、アテ
ンダント多数待機、果物・飲物付、
広い会場で楽しく踊れます。江東区
ダンス連盟 ☎3647-5944 高橋
イ□昼のパーティー 時□12/24㈫13〜16□
時、時□1/5 ㈰13〜16時 場□（東）  ￥□700円
ミキシング有 ☎3681-5232 丸山
イ□ダンス花の会 時□1/5㈰13:00〜16:00
場□（亀） ￥□800円 歓迎 ☎3648-2815秋葉
■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
■ヒップホップジャズ 時□㈫9:15 経験者
10:45 基礎、無料体験あり 場□ （砂）楽し
いダンスでリフレッシュして体力気力
UPします ☎090-4736-2237 前川
■ヒップホップジャズ 時□㈬㈮16:50 1・2
年、17:45 3・4年、18:35 5・6年、19:30
特別クラス、㈮16:00園児、㈯15:00 1・2
年、16:50 4・5年、17:50健康、場□東大島
無料体験あり 興味のある方いつでも 
待ってます ☎090-5441-9818 川上
■楽しい社交ダンス はじめてみませんか
時□㈪19:30〜20:30㈫15:00〜16:00

（初級17:00〜17:30）18:30〜19:30
㈭14:30〜15:30スタンダードのみ
場□白河4-6 -2 -4FダンススタジオM2
☎3820 -2741 気軽にご連絡を 稲毛
■社交ダンス ￥□基礎から学べる個人
レッスンベーシックコース10回22,000
円 各グループレッスン（キッズ、ヤング
サークル） 場□清澄白河駅徒歩1分
白幡ダンススクール ☎5639-2660
HP http://www.shirahatads.com
■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
■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〜
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
■ウィンナワルツ出演ダンサー募集
来る1/4開催のニューイヤーコンサー
トでオーケストラの前で踊る男女ペア
ダンサー10組を募集 場□ （テ） ￥□10 ,000
円（ペア）まずはお問合せ下さい。
e  traumsymphoniker@gmail.com

　趣味

イ□型紙いらずの着物リメイク体験教室
時□12/12㈭10時〜和布小物教室
場□総 合 区 民センター ￥□1 ,500円
時□12/13㈮ 14時 〜 着 物 リメイク
場□江東区文化センター ￥□2 ,500円
☎03-3645-7581 老沼秀子

■子どものための囲碁入門教室!◯●
時□①月3回程度㈰10:15〜12:00 ②毎月
第1・3・（5）㈪18:00〜19:30 場□①（船） ②（文）
￥□①②共に無料 対□5歳から中学生 まず
は見学してください。e  ito-kenichi@
ezweb.ne.jp ☎090-1200-7064 伊藤
■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

　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

（万物に宿る光や秋の風　三野博正）
初回体験無料 ☎3645-0417 三上・宛
■ 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
■ 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

　スポーツ・健康

■テニス教室 場□江東区内コート ￥□1回
900円 対□一般男女（平日） 小中学生

（土日） ☎090-8811-4842 崎口
e  sakia6c@r6.ucom.ne.jp
■健康ヨガ&ストレッチ 対□女性 時 場□□
第1・3 ㈪ 10 :00 （総）、第2・4 ㈪ 9 :20 （森）
少人数60分でゆったりのびのび楽し
くヨガ ￥□（総）または（森）3ヶ月6回7,200円
共通12回券あり ☎050 -3580 -4522
e  yogaderefresh@gmail.com 浦（ウラ）
■合気道を楽しむ 中学生以上誰でも参
加でき、心身共に充実させる武道。時□
毎週㈭ ㈯19：00〜 場□深川スポーツセン
ター 月□初心者3,000円有段者5,000円
HP http：//aikikai-fukagawa.com/
☎3641-2760 深川合気会 相川
■太極拳葦の会 時□原則毎週㈰10時
〜11時半 場□□ （亀） 6F和室 月□2 ,500円
いつでもどこでも誰でもできる太極拳
をしましょう。年齢問いません。
e  taikyokukenn_shirai@yahoo.co.jp
☎090-3595-0089 白井
■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

　音楽

■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
■ピアノ生徒募集 詳細はお電話で。
発表会にむけて練習中 場□木場3
☎3630 -9065 山崎（桐朋学園大卒）
■やさしいピアノ教室 子供〜大人大
歓迎 場□千石2 ☎3649-2838 松本

■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
■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）
■スウィング歌唱教室 声が出ない方
初心者や御年輩も基礎から丁寧にご
指導。演歌、POPS、JAZZ、カラオケ他。
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
■ヴォーカルマンツーマンレッスン
いきものがかり〜高橋真梨子までお
好きな曲で現役プロ講師が丁寧に指
導。ボイストレーニングも充実。体
験60分 ￥□1,500円で実感。お気軽に！
場□西大島 ☎5609 -8949 ヴォイスマン

■歌声  時□毎週㈫14〜16時 場□住吉駅
1分歌声ニド ￥□1,000円飲み物付童謡唱
歌抒情歌ロシア民謡歌謡曲等ピアノ伴
奏で皆で歌います ☎3635-1662 村上
■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

　その他

イ□若手落語研鑽会  四噺  其の九
時□12/19㈭19:15〜21:10 場□（資）B1レク
￥□2 ,000円本寸法を志す若手噺家
の競演!! 出演:雷門音助、三遊亭楽
天、立川寸志、三遊亭わん丈『双蝶々
（通し）』 ☎6884 -6632 四噺事務局

イ□弁護士による無料法律相談会 時□
12/20㈮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□12/25㈬9:30〜11:00 場□豊洲文化
センター 空き家活用・リフォーム・バ
リアフリー・売却 ご相談ください。
㈱柴総合計画 ☎3541-2250 柴
イ□①「じぶんで作る！食べたいのはど
っち！」 ②「【じぶんのことば】上映」 時□
1/6㈪ ①15時 ②18時半 場□（総）7階 ￥□500□
円（子供無料）対□どなたでも。「カレー
VSシチュー対決」&「子供達のドキュメ
ンタリー鑑賞」☎090-1200-7064 伊藤
■ 大人のタロット占い会員募集
時□月2回土曜15:00〜17:00 場□（総） （森） （文）
入□1000円月□2500円 初心者歓迎
☎3681-1364 後藤

音楽

スポーツ・健康

ダンス

芸術

趣味
その他

学習
第12回

ゲスト：和太鼓チーム　音心（onjin）

1/26
～あけぼの～

日本習字 有明教室
火曜日 15：00～20：00（月3回）（ペン・筆ペン・毛筆・硬筆）
無料体験随時開催!お気軽にお問い合わせください。

江東区有明2-3-5 ☎090-8455-5351（村上）　 ariake.sport@gmail.com

12月26日（木）
書初め練習会
小1・2年生はえんぴつかきぞめ
小3～中学生は毛筆かきぞめ
どなたでも参加できます!
冬の課題を一緒に仕上げましょう!
開始時間：午前の部10：00～ 午後の部13：00～ ※時間はお尋ねください。
受講時間：約60～90分程度　参加費（お一人様）：硬筆¥1,500 毛筆¥2,000

事前にご予約ください!

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

12/14（土）15:30～17:00
4,400

3,850

表示価格は全て税込み価格です。

3,850
8,800ナード・アロマアドバイザー

ミュージアム
カレンダー
※このほか、
　各館の常設展示を
　ご覧いただけます。

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）

12
月

1
月

2
月

新春特別展
「全国の雑煮と酒で祝うお正月」
2020年1/2（木）～15（水）

企画展
「江戸のまんが」
（開催中）2020年11/8（日）まで

後期企画展
「芭蕉の書簡・俳人の書簡」
12/12（木）～2020年4/26（日）

江戸庶民の年中行事再現
「正月飾り」
12/24（火）～ 2020年1/15（水）

特別展
「路面電車と江東」
（開催中）2020年2/16（日）まで

江東まちのマイスター展
～革製品の匠・石川～　
2020年1/7（火）～2/16（日）

冬の釣具展示「タナゴ竿」　
（開催中）2020年3/15（日）まで

施設名 12月28日（土） 12月29日（日）
〜1月1日（水・祝）

1月2日（木）・
    3日（金） 1月4日（土）

江東区文化センター

通常開館 年末年始休館

年始休館

通常開館

森下文化センター

古石場文化センター

豊洲文化センター

亀戸文化センター

砂町文化センター

東大島文化センター

総合区民センター

ティアラこうとう

深川江戸資料館 正月特別開館
（※）芭蕉記念館

中川船番所資料館 年始休館

当財団が管理運営を行っている施設予約システム利用者登録は、3年に一度、登録更新の手続きが必要です。
【対象】  登録番号（8桁）の先頭番号が「2」の方　例）20011080

12月中旬以降、対象団体の方に、ご案内を送付させていただきます。
2020年4月1日以降も施設予約システムのご利用を希望される方は、各施設に設置の「施設利用者登録申込
書」に必要事項を記入し、登録要件に該当する確認書類（※）をご用意の上、各施設の窓口にて更新の手続きを
お願いいたします。郵送・ファクスでのお手続きはできません。
※�お手続きの詳細（登録要件、確認書類等）はご利用施設の窓口・電話または財団ホームページ（www.kcf.or.jp） 
でご確認ください。ホームページからは申込書等のダウンロードもできます。

【手続き期間】 2020年1月5日（日）から3月31日（火）まで

施設予約システム利用者登録更新手続きのご案内

公益財団法人江東区文化コミュニティ財団各施設 年末年始のご案内

※�深川江戸資料館は常設展示室、レクホールのみ、芭蕉記念館は展示室、芭蕉庵史跡展望庭園のみオープンします。�
施設予約およびチケット予約等の業務は1月4日（土）より行います。

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 ☆

北朝鮮当局による拉致問題パネル展 開催中〜12/16（月） − 22：00

髙田光木柳句展 12/22（日）〜28（土） 10：00 17：00

森下文化センター
展示ロビー ★

山根青鬼 画業70周年記念展 開催中〜12/22（日） − 21：00

第15回 のらくろマンガ賞 応募作品展示会 主 1/4（土）〜19（日） 9：00 21：00

古石場文化センター
展示ロビー ★

特別展「築山秀夫コレクション／
スチル・フォトで甦る小津安二郎展」  

主 開催中〜1/31（金） 9：00 21：00

豊洲文化センター
ギャラリー ☆

第13回 シビックギャラリーステージ 主
Merry Merry Christmas コンサート 12/22（日） 14：00 14：40

ADVENT OF LUCIFER 12/28（土） 11：00 20：00

熊猫中国語展示会 1/13（月・祝）〜1/15（水） 13：00 16：00

東大島文化センター
展示ロビー ★

クリスマスのこどもたちbyクレイクラフト 主 開催中〜12/26（木） 9：00 21：00

第24回 迎春展 主 1/4（土）〜16（木） 9：00 21：00

砂町文化センター
展示ロビー★ 明るい選挙啓発ポスターコンクール 12/18（水）〜12/24（火） 15：00 12：00

総合区民センター
展示ホール ☆

宇都木慎吾　個展 12/13（金）〜15（日） 12：00 17：00

クレイスペース、冬のワークショップ始まります！ 12/20（金）〜22（日） 11：00 18：00

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）

プロムナード・コンサート

12/13（金）出演／下川れいこ（チェンバロ）
12/20（金）出演／小林紀子（ヴィオラ）、仲谷由起子（ピアノ）
12/27（金）出演／ミックス・コンサート
  1/10（金）出演／櫻岡史子（パンフルート）

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

12/12（木）
「筑前琵琶日本旭会 雅会」
出演／筑前琵琶日本旭会 雅会
内容／筑前琵琶弾き語り「会津娘子隊」「赤垣源蔵」

12/16（月）
「いつかどこかで聴いたクリスマスソング」
出演／イノコとノンクン プラス（ブラスアンサンブル）
内容／ Winter Wonderland〜すてきな雪景色〜、

White Christmas、恋人がサンタクロース 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
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
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
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�

プラチナS席7,500円　プラチナA席5,500円（60歳以上）�
※江東区民は一般料金（Ｓ席〜Ｃ席）より各200円引

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
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イベント・おまつり
などに
ご活用ください!

江東区文化センター
KOTO街かどアーティスト担当

☎03-3644-8111

江東区文化コミュニティ財団が認定した
「KOTO街かどアーティスト」が、
区内で音楽演奏や大道芸などの
パフォーマンスを披露します。

詳しくは、区内各文化センターに設置の
パンフレットをご覧いただくか、
下記までお問い合わせください。

日程 作品名
1/25（土） 酔拳（日本語吹き替え）
2/22（土） ふりむけば愛 ☆

日程 作品名
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1,300円（全3回分）
※会員特典など詳細はお問い合わせください。

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

江東シネマフェスティバル� 6歳 以上

12/14土・15日　□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　★ゲスト付き1回券800円（当日各200円増）
　障害者1回券は各200円引

上映日 開演時間 作品名＆ゲスト・イベント

12/14
（土）

10：00 『雨月物語』（溝口健二監督作品）【フィルム上映】優秀映画鑑賞推進事業

12：20
★『突貫小僧』（小津安二郎監督作品・短縮版）【フィルム上映】（英語字幕付き）

『大学は出たけれど』（小津安二郎監督作品・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

14：30 ★『シコふんじゃった。』（周防正行監督作品）（相撲芸人あかつ お笑いミニライブあり）

12/15
（日）

10：00 『ウォーターボーイズ』（矢口史靖監督作品）【フィルム上映】

12：20
★『東京日和』（竹中直人監督作品）【フィルム上映】
ゲストトーク／映画監督・俳優 竹中直人

15：30
『彼岸花』（小津安二郎監督作品）
【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）】

※ 12/14（土）  デジタルハリウッド大学の学生が作成した「シネフェス」CMの最優秀作品発表 9：45〜
【両日】  シネマ盛り上げ隊!ボランティア自主企画「令和モダンガール&モダンボーイ」フォトコーナー 

10：00〜16：00 、シネマカフェ 11：00〜 売切れ次第終了、アマチュア弁士発表会 11：40〜12：10 
「夏休みこども映画教室」制作作品上映コーナーあり

竹中直人 澤登翠

●ご招待�【親子20組40名様をご招待】
2020 3/1日  舞踊作家協会連続公演第209回 親子で楽しむ創作ダンス鑑賞 踊る絵本「もこもこもこ」

こどもも大人も楽しめる絵本。絵本をテーマにした創作ダンスを親子で楽しめます。お子様とご一緒に絵本の素晴ら
しさとともに、身体を使って表現することの楽しさを再発見しませんか?
□ティアラこうとう小ホール □16：00開演 □全席自由
出演／ 花柳かしほ、松本大樹、Wakabaダンスグループ・パレット、スティーブン・シーゲル、 

真島恵理バレエスタジオ
申込み／ 往復はがきに住所・氏名・電話番号を記入のうえ、 

〒135-0002江東区住吉2-28-36ティアラこうとう 
「踊る絵本」係までご応募ください。〆切12/31消印有効 ※申込多数の場合は抽選

●入場無料
2020 2/2日  第6研修室から奏でるMyコンサート

「ベルリンからの贈りもの〜フルート&クラリネット・アンサンブル〜」
ベルリン国立歌劇場管弦楽団のソロ・クラリネット、フルート奏者をお迎えして、フルート
&クラリネットのアンサンブルをお送りします。
□東大島文化センター第6研修室　□14：00開演　□全席自由
曲目（予定）／モーツァルト：ディヴェルティメント ほか
申込み／12/10より東大島文化センター窓口または電話で ☎03-3681-6331

12/13金 日立ソレイユ室内合奏団クリスマスファミリーコンサート
日立グループ社員によるクリスマスコンサート。指揮者コーナーや楽
器体験もお楽しみに。16：30より入場整理券を配布します。
□江東区文化センターホール　□18：15開演　□全席自由
出演／日立ソレイユ室内合奏団、ぷかポン
曲目／パプリカ、さんぽ〜となりのトトロ〜、そりすべり ほか

12/22日  第13回シビックギャラリーステージ
江東区音楽家協会による♪Merry Merry Christmasコンサート。総勢10名による「クリスマ
スコンサート」です。誰でもが楽しめるようなクリスマスらしい曲をお届けします。
□豊洲シビックセンターギャラリー　□14：00開演　□全席自由
曲目／ホワイトクリスマス、Motion、O holy night、そりすべり ほか（予定）
申込み／当日直接会場へ（先着順）

指揮者コーナーの様子 ぷかポン

昨年度の公演より

発売中の公演
12/10火
19：15開演

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

12/13金
18：30開演

�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

□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

12/14土
14：00開演

�年忘れお笑いらいぶ�〜おぼん・こぼん、エド山口�ほか〜� 4歳 以上

□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）

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

12/15日
11：00・13：30

開演

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
□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

12/15日
14：00開演

�ふるさとこうとう音楽のつどい�Vol.26
□ティアラこうとう大ホール　□全席自由 1,500円

12/15日
15：00開演

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
□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）

12/21土・
22日

�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� 託児 あり �4歳 以上

12/21 13：00・17：00開演　12/22 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　 21日 残席僅か 　 22日 完売

12/24火・
26木

19：00開演

�さくら弦楽四重奏団2019� 6歳 以上

□ティアラこうとう小ホール　□全席自由 3,000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

1/5日
15：30開演

�花岡詠二プレゼンツ�新春�室内楽&スイング・コンサート� 6歳 以上

□ティアラこうとう小ホール　□全席自由 4,000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

1/11土
15：00開演

�新春邦楽「和っしょい」�Vol.9� 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）

1/12日
14：00開演

第6研修室から奏でるMyコンサート�室内楽グループBBQ�結成15周年記念コンサート
□東大島文化センター第6研修室　□全席自由 500円

1/18土
18：00開演

山崎ハコ�45周年コンサート�with�安田裕美� 6歳 以上

□亀戸文化センターカメリアホール　□全席指定 5,800円

1/19日
14：00開演

�RAKUGOもんすたぁず�スペシャル公演�新春寄席　ゲスト／柳家喬太郎� 6歳 以上

□古石場文化センター大研修室　□全席自由 2,800円（当日200円増）

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

1/25土・
26日

25日 16：00開演
26日 15：00開演

�第41回江東オペラ公演�歌劇「コジ�ファン�トゥッテ」�字幕付き原語上演� 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 4,000円

1/25土
14：00開演

�第8回�東大島亭�林家けい木＆立川志の太郎�二人会� 6歳 以上

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

1/26日
14：30開演

�國松竜次ギターリサイタル�2019－2020冬� 6歳 以上

□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）

1/26日
15：00開演

�深川江戸資料館�「THE�伝統芸能」�よね吉・千五郎ふたり会「笑えない会�Legacy」�6歳 以上

□深川江戸資料館小劇場　□全席自由 4,000円（当日500円増）

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

2/15土
15：00開演

�森口博子コンサート�in�KOTO� 6歳 以上

□江東区文化センターホール　□全席指定 4,500円

2/15土
14：00開演

�ティアラクラシックス2020�米津真浩ピアノ・リサイタル� 6歳 以上

ショパン、�リスト、ベートーヴェン�を弾く
□ティアラこうとう小ホール　□全席指定 4,000円

2/15土・
16日

15日 17：00開演
16日 15：00開演

�東京シティ・バレエ団�『眠れる森の美女』全幕� 5歳 以上

□ティアラこうとう大ホール
□全席指定 SS席10,000円　S席8,000円　A席5,000円　 SS席完売
※学生席3,000円（東京シティ・バレエ団のみ扱い03-5638-2720）

2/22土
14：30開演

�木村大ギターコンサート�Vol.4�木村大×渡辺香津美ギターコンサート� 6歳 以上

□ティアラこうとう大ホール　□全席指定 5,000円 ※当日500円増

2/22土・
23日・祝
14：00開演

�歌麿夢芝居�恋しや恋し母子草－深川の巻－� 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）　学生1,500円

2/23日・祝
14：00開演

�コトリンゴ�Live�2020�きさらぎ�reunion�with�クリバス� 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

2/27木
13：30開演

�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

□ティアラこうとう大ホール　□全席指定 5,700円

第13回�江東バンドFESTIVAL
粋でイナセないいバンド！
2020�2/9日　□14：00開演
□江東区文化センターホール
□全席自由 1,000円　小学生以下500円 ※4歳以上要チケット
予選を勝ち抜いた15組のバンドが演奏とパフォーマンスを競う江東バンドFESTIVAL。ジャンル、年代問わず多彩なバ
ンドが勢ぞろい！今年のグランプリはどのバンドの手に?
ゲスト審査員／叶高（サーカス）　ゲスト出演／NEST Jazz Orchestra（第12回グランプリ）

NEST Jazz Orchestraゲスト審査員／叶高（サーカス）

砂町文化亭「柳家小三治・柳家小里ん二人会」� 6歳 以上

2020�2/12水　□19：00開演
□砂町文化センター3階研修室
□全席指定 3,800円　シニア（60歳以上）3,500円（当日各200円増）
人気・実力ともに当代随一の小三治師匠、その芸はまさに円熟の域にあります。 
重要無形文化財保持者（人間国宝）である小三治師匠の古典落語の妙味と、柳派の
滑稽落語の世界を大事にし、廓噺に造詣が深く当代一の名手と称される小里ん師
匠との二人会をお楽しみください。 柳家小三治 柳家小里ん

おとぎの森へようこそ�人形劇「3びきのこぶた」
2020�2/23日・祝　□11：00開演
□森下文化センター多目的ホール
□全席自由 1,000円　こども500円（小学生以下）
親子ペア1,300円（当日各300円増）
※2歳以下は、大人1人につき1名まで無料。シート席・椅子席あり。
可愛いこぶたたちとオオカミのお話「3びきのこぶた」の人形劇と、楽しい歌やダン
スで親子いっしょに遊びましょう！思わず大人も童心に帰る、素敵なステージをお届けします。

栗コーダーカルテット&ビューティフルハミングバード� 6歳 以上
（2部のみ）

2020�3/8日　□江東区文化センターホール
【1部：0歳から入場できる ほのぼのコンサート】

　□13：30開演　 □全席指定 1,500円　中学生以下1,000円 
※2歳以下ひざ上無料

【2部：じっくり聴きたい 大人のコンサート】
　□16：30開演　□全席指定 2,500円　中学生以下1,000円
「ピタゴラスイッチ」でおなじみの栗コーダーカルテットとビューティフルハミングバードが2年ぶりに江東区文化セン
ターへやってきます。1部は親子でほのぼの60分、2部は大人向けでじっくり120分お楽しみください。

栗コーダーカルテット&ビューティフルハミングバード

シリーズ第9弾!�江戸前人情喜劇「亀戸駅裏旅館〜同窓会篇〜」
2020�3/14土　□15：00開演　□亀戸文化センターカメリアホール
□全席指定4,000円　小学生以下2,000円
歌あり・コントあり・喜劇あり！！ 山口弘和（コント山口君
と竹田君）の特別書下ろしシリーズ第9弾。「亀戸駅裏旅
館」で起きる大騒動！笑って、泣いて、下町人情にあふれる
喜劇をたっぷりお楽しみください。公募で選ばれた区民
の方々の出演もお見逃しなく！
出演／コント山口君と竹田君、テツandトモ、カンカラ、俵山栄子、押田佐代子、花原あんり ほか

コント山口君と竹田君 テツandトモ カンカラ

上方落語�九雀亭
2020�1/15水　□19：15開演
□亀戸文化センター和室
□全席自由 2,500円（当日500円増）
桂九雀が東京・亀戸で落語会を開催しています。番組は当日のお楽しみ…。
出演／桂九雀　ゲスト／三遊亭楽八 桂九雀 三遊亭楽八

舞踊作家協会�連続公演第208回�「FREE�STYLE�WORKS」�6歳 以上

2020�2/1土　□19：00開演　□ティアラこうとう小ホール
□全席自由 3,000円
異なるイマジネーションと作品スタイルを持つ4人の作家が集合！其々の感覚の違いの中に素敵な出会
いが有りますように…。
作家／関口啓、三浦太紀、江原朋子、執行伸宜　芸術監督／執行伸宜

CAPCOM�Electone�コレクション
2020�2/8土　□13：30・17：00開演
□江東区文化センターホール　□全席指定 5,500円
“ゲーム映像"と“エレクトーン演奏”がシンクロするエンタテインメ
ントコンサート！「モンスターハンター」「ロックマン」でおなじみ、
CAPCOMが贈るエレクトーンコンサート。
出演／826aska、あだっちゃん、くすもん ほか くすもんあだっちゃん826aska

深川江戸資料館�「THE�伝統芸能」� 6歳 以上

柳家さん喬独演会
2020�2/14金　□19：00開演
□深川江戸資料館小劇場　□全席指定 3,600円
古典落語の名手、柳家さん喬。人情噺と言えばさん喬と称賛され、円熟
した高座にファンは増加の一途。紫綬褒章の貫禄か、ますます磨きのか
かった至芸は観るものを魅了します。
出演／柳家さん喬、柳家寿伴 柳家寿伴柳家さん喬

【台風19号による振替公演】� 6歳 以上

和楽器演奏集団�独楽�－けやぐ－
2020�2/20木　□18：30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）
和太鼓を中心に津軽三味線・箏・笛・唄などを加え、独自の世界観を築き上げ
てきた 「和楽器演奏集団 独楽」。亀戸公演は今年で15年目を迎えます。
出演／植木陽史（和太鼓）、川口真満（箏）、京極由加（津軽三味線・唄）ほか

寄席�都笑亭Vol.126スペシャル� 6歳 以上

2020�2/21金　□18：30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 1,000円（当日500円増）
26年目の都笑亭は、この師匠からスタート！古今亭菊之丞師匠です。都笑亭へは2度目のお目見え、5階
ホールの都笑亭スペシャルをお楽しみに！ ゲスト／古今亭菊之丞

白井貴子「北山修／きたやまおさむ」を歌う
『涙河』完成記念コンサート� 6歳 以上

2020�2/22土　□15：00開演 □亀戸文化センターカメリアホール
□全席指定 5,800円
80年代ロックの女王、白井貴子がアルバム『涙河』収録曲を中心に、自身の代表曲も織り交ぜ、お届
けするコンサート。『涙河』はザ・フォーク・クルセダーズのメンバーである北山修氏より「きたやま
ソング」を歌い継ぐ歌手として抜擢されたことから生まれました。「あの素晴らしい愛をもう一度」
などの名曲に加え、運命的な出会いが生んだ新曲を含む珠玉のアルバムです。
曲目（予定）／あの素晴らしい愛をもう一度、白い色は恋人の色、さらば恋人、Chance！、SOMEDAY ほか

白井貴子

【台風19号による振替公演】� 6歳 以上

ティアラ・クラシックス2019�小野弘晴テノールリサイタル
2020�2/24月・祝　□19：00開演
□ティアラこうとう小ホール □全席指定 4,000円
「ずばり！！ クラシック名曲コンサート」で圧倒的なテノールの魅力を聴かせた小野弘晴。テノールの名曲
は勿論、人気ナポリ民謡も歌い上げます。
出演／小野弘晴（テノール）、青木智哉（ピアノ）
曲目（予定）／星は光りぬ、誰も寝てはならぬ、清きアイーダ、オ・ソレ・ミーオ、カタリ・カタリ、帰れソレントへ ほか

小野弘晴

0歳からのコンサート
「親子でジャズ！ジブリから童謡まで」
2020�3/7土　□12：00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 2,000円　こども（小学生以下）1,000円 ※2歳以下ひざ上無料
親子で楽しめる「0歳からのコンサート」が2年ぶりに豊洲シビックセンターホールに帰ってきま
す！赤ちゃんから大人まで、ご家族みんなが大好きなジブリの名曲から童謡までを、楽しいジャズアレンジでお贈りします。
出演／立石一海トリオ〈立石一海（ピアノ）、佐藤忍（ベース）、鈴木麻緒（ドラム）〉、川島葵（司会）
曲目（予定）／となりのトトロ、アンパンマンのマーチ、どんぐりころころ ほか

立石一海トリオ

坂本冬美コンサート2020� 6歳 以上

2020�3/23月　□昼の部14：00開演　夜の部18：00開演
□ティアラこうとう大ホール　□全席指定  S席7,500円　A席6,500円
数々の名曲を女心の深い想いで表現し、昭和歌謡の担い手、伝統の浪曲継承者として圧巻の歌声
を披露します！坂本冬美の魅力がたっぷり詰まった心揺さぶるコンサートにご期待ください！
曲目（予定）／夜桜お七、祝い酒、男の火祭り、また君に恋してる ほか 坂本冬美

林家たい平独演会� 6歳 以上

2020�3/22日　□14：00開演
□森下文化センター多目的ホール
□全席自由 3,600円（当日300円増）
人気、実力ともに兼ね備えた落語家・林家たい平が、森下文化センターに登
場。毎年完売の人気公演です。今年もたっぷり二席、お楽しみください。
出演／林家たい平、林家あずみ 林家たい平林家あずみ
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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 12月10日（火） 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 12月10日（火） AM 10：00〜 電話受付開始

2019年12月10日発行
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