
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。

松尾芭蕉とフランドル（現ベルギー）を代表する画家・ブリューゲルは
活躍した時代や芸術分野こそ違いますが、自然を観察し、作品に反映す
るなど共通点を持っています。芭蕉の俳句とブリューゲルの絵画を鑑
賞し、共通点を解説します。（主催：現代俳句協会、国際俳句交流協会）

江戸時代、庶民の女性たちを中心に春秋の
彼岸に広まった「江戸六阿弥陀詣」の地を訪
ねます。その周辺の歴史も探ります。

水陸両用バスやカヌー、小型ヨットなど水辺の乗り物が旧中川に大集合!資料館でも予約なしで楽しめ
るイベントが盛りだくさん。また、小・中学生は展示室の観覧料無料です。詳細はHPをご覧ください。 
（https：//www.kcf.or.jp/nakagawa/）

東京シティ・バレエ団によるレクチャーコンサート
（年度4回実施）。舞台上で見ていたバレエを間近で！
第1回目は「バレエの基本の動き」を解説付きでダン
サーが実践し、参加者の皆様も簡単な動きを体験して
いただきます。プロのダンサーによるパフォーマンス
&レクチャーをお楽しみください。

クラシックバレエの名作「白鳥の湖」が落語に！東京シティ・バ
レエ団とのコラボレーション公演5/24（日）「鶴の池 −バレエ
「白鳥の湖」−」について語ります。  ※公演情報は4面参照。

時   4/10（金）14：00～15：30（受付13：30）　場   会議室
対   50名　￥   1,000円（資料代含） ※当日払い
師   イオン・コッドレスク（俳画家、俳人、ルーマニア・コンスタンツァ俳句協会初代
会長、コンスタンツァ・オヴィディウス大学准教授（美術史・比較芸術））

申   電話・窓口で（先着順） 
芭蕉記念館　常盤1-6-3　☎03-3631-1448　FAX.03-3634-0986

時   上記日程 土曜日 13：30～16：00　対   20名
￥   4,300円（全4回分教材費・保険代含む）・交通費実費
師   久染健夫（中川船番所資料館職員）
申   電話、窓口、FAX、はがき（①講座名 ②氏名・フリガナ ③生まれ年・性別 ④郵便
番号・住所 ⑤電話・FAX番号を明記）で（締切3/24（火）応募者多数の場合抽選）  
中川船番所資料館　大島9-1-15　☎03-3636-9091　FAX.03-3636-9094

予選を勝ち抜いた14バンドが最終決戦に進んだ今回の江東バンドFESTIVAL。第
13回目となる今回のグランプリは「フラワーズ」に輝きました。江東区文化コミュニ
ティ財団賞は「The Larimar Larimar」、当日来場された皆さんが選ぶ、粋でイナセ
ないいバンド賞は「B.N.A.」、東京ベイネットワーク㈱ご提供の東京ベイネットワーク
賞は「うんならかす」がそれぞれ受賞されました。皆さん、おめでとうございます !

第13回
江東バンドFESTIVALグランプリ決定!

【14（土）のみ開催】
●16ミリマンガ映画上映会

【15（日）のみ開催】
●万華鏡づくり
●水引ストラップづくり

時   3/14（土）、15（日）10：00～15：30
場   旧中川・川の駅周辺、中川船番所資料館
￥   イベント参加は実費（100円～） 
観覧は小・中学生無料、大人150円（特別割引観覧料）

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

時   5/13（水）12：00～12：50　場   サブ・レクホール　対  50名　￥   500円
師   信田洋子（東京シティ・バレエ団）、東京シティ・バレエ団 団員
申   4面チケット申込方法参照
問   江東区文化センター　東陽4-11-3　☎03-3644-8111　FAX.03-3646-8369

時  4/7（火）14：00～15：30　場   ティアラこうとう大会議室
￥   500円（ティアラ友の会会員は無料）
師   柳家花緑、安達悦子（東京シティ・バレエ団芸術監督）、 
飯塚絵莉、福田建太（東京シティ・バレエ団）

申   電話で（先着順） 
ティアラこうとうチケットサービス　☎03-5624-3333

ルーマニアの俳画家・俳人 イオン・コッドレスク氏来日記念講演
『芭蕉とブリューゲル～自然への二つのアプローチ』

歴史講座
「江戸六阿弥陀を巡る」

リバーフェスタ江東2020
「ここが !! 水辺ゆうえんち」

東京シティ・バレエ団
ワンコイン・バレエ・レクチャー

～舞台芸術をもっとたのしむつどい～
サロン・ドゥ・ティアラ Vol.1
柳家花緑が語る 落語バレエの世界

芭蕉記念館

中川船番所資料館 中川船番所資料館

江東区文化センター ティアラこうとう

第15回
のらくろマンガ賞 区長特別賞・大賞受賞

日本全国から192点の作品が届きました

2/9（日） 開催

こどもたちにエール・森下文化センター

5歳から80代まで幅広い年代の方が描いた力作から、区長特
別賞・大賞に輝いたのは、イラストの部「たのしいプール」兼
松宗平さん。スポーツの楽しさを表現した作品で、マンガ家
ウノ・カマキリ先生から「人の目をひきつけるインパクトがす
ごい !! 」との講評をいただきました。おめでとうございます。

区長特別賞・大賞
兼松宗平（かねまつそうへい）さん
（江東区・5歳）
1/19（日）第15回のらくろマンガ賞授賞式より

春の講座 受講生募集! 3/10〜 受付開始! 特集面をご覧ください。目
か
ら
ウ
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江東区文化コミュニティ財団が育成するジュニア3団体が、ティアラこうとう大ホー
ルで新たな舞台を創り上げます。 江東シネマプラザは月に一度の映画上映会です。 

予約なしで映画を鑑賞でき、うれしい特典がいっぱいの 
江東シネマプラザ会員になりませんか?ヘンゼルとグレーテルの兄妹が森でお菓子の家を見つけ、恐ろしい魔女に捕まりますが、知

恵と勇気で危機を脱出…というグリム童話の有名な物語。オペラ「ヘンゼルとグレーテル」
では、優しいお母さん、陽気なお父さん、そして魔女に捕まっていた大勢のこどもたちが登
場します。そのオペラをもとにバレエ作品として創作されたのが今回の作品です。
こどもが主役であるこの作品を、今回は演奏や合唱も含め、こどもたちの力で上演します。
指揮に井田勝大氏を迎えて、5月の公演に向けて現在練習を重ねています。魔女のソリスト
には、江東少年少女合唱団の卒団生で、プロとして活躍している友光曜子さんを迎えます。
2020年「こどもの日」に開催する、こどもによる芸術の祭典。どうぞお楽しみに！
※公演情報は4面をご覧ください。

今期上映の作品見どころ
映画監督として11本しか手掛けなかった伊丹
十三監督の作品「タンポポ」は今では観ることが
少なくなった35㎜フィルムでの上映です。映写機
を間近で見ることが出来るのは古石場ならでは
です。また少年たちのひと夏の冒険「スタンド・バ
イ・ミー」（予定・日本語吹き替え）など、昨年に引き
続き外国作品も上映。古石場ゆかりの小津監督の
「晩春」は近年デジタル修復された綺麗な映像で
お楽しみいただけます。その他、多彩なラインナッ
プを用意していますので、ぜひご鑑賞ください。
※上映スケジュールは4面をご覧ください。

【特典1】  特別上映会にご招待！
【特典2】  すてきなグッズが当たる特別抽選会に参加できます
【特典3】  全11回の上映会を予約なしでご鑑賞できます
【特典4】   上映映画に関する情報を掲載した「江東シネマ倶楽

部だより」を上映会でプレゼント

時   4/25（土）～2021年3/27（土） 
午前の部11：00開演、午後の部15：00開演

場   大研修室　対   6歳以上
￥   全席自由4,000円（全11回分）

申   電話、窓口で（先着順） 
※午前の部または午後の部のどちらかを選択 
古石場文化センター　古石場2-13-2 
☎03-5620-0224　FAX.03-5620-0258ティアラこうとう　住吉2-28-36　☎03-5624-3333　FAX.03-3635-5547

KOTOのこどもたちによる
「ヘンゼルとグレーテル」

5/5（火・祝）17時開演・6（水・祝）15時開演 懐かしい名作映画を大画面で上映、特典いっぱい!
第42期 江東シネマプラザ新規会員募集

ティアラこうとう
江東区文化センター

古石場文化センター

ティアラこうとうジュニアバレエ団 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

井田勝大 Ⓒ Ayumu_Gombi

『スタンド・バイミー』
Copyright Ⓒ1986 Columbia Pictures 
Industries, Inc. All Rights Reserved.

月に一度はシネマの日

『タンポポ』 Ⓒ 伊丹プロダクション

イオン・コッドレスク

柳家花緑

安達悦子

日程 見学先

5/9（土） 與楽寺（北区田端）、無量寺（北
区豊島）

5/23（土） 常楽院跡（台東区池之端）

5/30（土） 西福寺（北区豊島）、恵明寺（足立区江北）
6/13（土） 常光寺（江東区亀戸） 六阿弥陀六番 常光寺

（亀戸4）

六阿弥陀道道標
（延宝7年）

「江戸名所図会」
六阿弥陀詣

水辺の乗り物大集合

江東バンドFESTIVALグランプリ受賞 「フラワーズ」

リアル釣りゲーム ※両日開催 無料16ミリマンガ映画 ※14日（土）のみ

発売中

開催中
止
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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！ 1 3 6 1 6 8

3
新型コロナウイルス感染症の動向により、事業を中止または延期する場合があります。ホームページにて周知しますので 
ご了承ください。各種事業にご参加の際は、マスクの着用等のご配慮をお願いするとともに、咳エチケット、手や指を洗う
などの感染予防にご協力をお願いします。また風邪のような症状がある方は、ご参加を控えていただくようお願いします。
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短期間で上達♪
清水満里子音楽歌謡スクール　門前仲町駅前教室

☎090-4376-2231

 個人・グループ
出張レッスンも
たまわります。

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

※（木）午後・月謝3,000円～

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

きっかけはお見合から！！

結婚相談室 初・再婚・年齢不問

創業昭和50年　伝統と信頼の
全国仲人連合会・
江東東陽支部

☎０３-３６４７-７５８１
江東区東陽１－３３－１２－１０１
営業時間 午前１０：００～午後6：００
　　　　 木曜日定休ホームページ http://www.san-ai.jp/

第2土曜日はジュニア俳句教室
時 ��4/11（土）9：30〜11：30
場 ��研修室　対 ��小学生20名
￥ ��無料　申 ��電話・窓口で（先着順）

春の文学散歩
深川界隈を文学散歩してみませんか?
時 ���3/28（土）13：00〜16：00（受付開始12：30）
対 ��20名　￥ ��300円（保険代含む、当日払い）
師 ��神谷早苗（元東京都近代文学博物館�学芸員）
コース ��芭蕉記念館（集合）→芭蕉稲

荷神社→正木稲荷神社→万
年橋→田河水泡・のらくろ
館→高橋→霊厳寺→深川江
戸資料館→紀伊国屋文左衛
門の碑→滝沢馬琴誕生の地→採荼庵跡→
小津安二郎生誕の地→髪結新三の舞台→
伊能忠敬旧居跡→深川不動堂→富岡八幡
宮（解散）

申 ��電話・窓口で（先着順）

（予定）

第2回「MIZU展」出展作品募集
4/27（月）〜5/8（金）に
2階展示ロビーにて開
催する「MIZU展」の出
展作品を募集します。
￥ ��1点1,000円�
（展示に伴う道具代、
授賞式に伴う諸経費代）�
※出展サイズは6号以上（相談可）。出展は2点まで

内 ��水彩画であればテーマの指定なし。
申 ��江東水彩協会へ電話で�
☎080-5907-1807（菅野）または�
　080-3021-1897（照沼）��

締 ��3/24（火）

合同成果展・1日体験教室 開催
日頃、総合区民センターで活動しているグループ
と江東手工芸協会による、作品展示と1日体験教室
を開催します。
【合同成果展】
時 ���3/22（日）〜4/5（日）�
9：00〜21：00�
（最終日は16：00まで）
場 ��2階展示ホール

「 令和の春が来た 
お祝いづくし、風呂敷」展

「祝い」をテーマに、風呂敷が大集合。木綿古布収
集家・豊田満夫氏所蔵による吉祥文様の風呂敷、約
200点を紹介します。東京開催を祝して作られた
1964TOKYOオリンピック記念風呂敷も展示しま
す。また、研究会会員がレクチャーするふろしき包
み体験コーナーでのレッスンも開催します。
時 ��3/20（金・祝）〜22（日）9：30〜17：00�
（入館は16：30まで）�※最終日は16：00まで
場 ��レクホール　￥ ��観覧料に含む
申 ��当日直接会場へ

江戸庶民の年中行事再現「雛節句」
常設展示室の江戸の町並
みに当時の「雛節句」を再
現します。長屋や船宿に
立ち雛・土雛・古今雛など
のさまざまな雛人形や菱
餅、蛤などの供物（レプリ
カ）を展示して雛節句を祝います。
時 ��（開催中）〜3/15（日）9：30〜17：00�
（入館は16：30まで）
場 ��常設展示室　￥ ��観覧料に含む

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。講座修了者をボランティアとして登録する
ことで、東京2020大会で江東区独自のボランティ
アとして活動してもらう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。
※�当財団では、区の業務委託を受け、文化センター
等8館で開講します。

ティアラこうとう地域感謝祭
今年のテーマは「笑おう�歌おう�やってみよう」。
こどもも大人もみんなで気軽に“ちょこっと体験”
を楽しみ、体験ポイントをたくさん集めましょう。
予約なしで参加できるイベントもたくさんありま
す。ご家族そろって、ティアラこうとうに遊びに来
てください。

【1日体験教室】
時 ��3/29（日）�※内容・時間は下表をご覧ください。
場 ��2階展示ホール　申 ��要事前申込み

伝統芸能公開「江戸の物売りと大道芸」

江戸の人々の暮らしを支えた様々な物売りや、街
角を賑わせた大道芸を再現します。路地裏まで訪
れる「あさり売り」「納豆売り」や、毎回人気の「南京
玉すだれ」など、江戸の賑わいを解説つきでお楽し
みください。
時 ��3/14（土）�①11：30〜12：10�②14：00〜14：40
場 ��常設展示室火の見櫓前　￥ ��観覧料に含む
出 ��日本大道芸・大道芸の会
申 ��当日直接会場へ

民俗芸能公開 特別版「木場の木遣」
木場の木遣（きやり）は、木場の川並が鳶口一つで
材木を操るときの労働歌で、互いの息を合わせる
ため、掛け声のように即興の詩をつけて歌ったも
のです。そのため、木の大きさによる仕事のテンポ
の違いから、それぞれのフシ（間）の異なるものが
できました。伝統の響きをお楽しみください。

時 ��3/15（日）�①13：30〜14：00�②15：00〜15：30
場 ��常設展示室火の見櫓前
出 ��木場木遣保存会・木響会
￥ ��観覧料に含む　申 ��当日直接会場へ

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 ��4/11（土）�※応募者多数の場合抽選します。�
申込者には当選・落選を問わず、郵送にて通知。

伝統工芸公開「刀剣研磨」
日本刀は古来より神への奉
納や武士の魂として、切れ
味だけでなく、美的さを尊
ぶ芸術的な要素が重んじ
られてきました。刀剣研磨
は他の実用的な刃物を研
ぐ工程とは異なり、刀身の
地鉄や刃文の美しさを引き
出すことが大きな特徴で
す。匠の技を、間近でご覧ください。
時 ��3/21（土）13：30〜15：30
場 ��常設展示室企画展示コーナー前
出 ��臼木良彦（江東区登録無形文化財保持者）
￥ ��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。
時 ��4/4（土）�
11：00〜15：30

場 ��常設展示室
対 ��身長140cm以上の方�
※140cm未満の方は要相談

￥ ��女性2,500円、男性3,500円�
※前日までの予約は500円引き

師 ��渡辺多充子（和服・着物着付けこんしぇるじゅ）
申 ��ぎゃらりーひまわり�☎03-5809-8841または、
当資料館まで

時 ��3/22（日）�
※�内容・時間は下表をご覧ください。

申 ��電話・窓口で

昨年度の様子

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

〈第2・4月曜日休館〉祝日の場合は開館

総合
区民センター 

1日体験教室イベント一覧
イベント名 時間 対象・定員 費用

和布のマルチポーチ（和布の小物講座） ①10：00 ②11：00
③13：00 ④14：00

中学生以上各回5名 500円

お日様柄の「バックチャーム」または「ネックレス」（クレイスペース） ①10：00 ②12：00
③14：00

小学生以上各回6名 1,400円

パッチワーク「かしわもち」（モアイクラブ） ①10：00 ②13：00 一般成人各回6名 500円

木目込で作る「ふくろう」または「干支 子」（木目込同好会） ①10：00 ②13：00 小学4年生以上各回5名 1,000円

ローズバドストラップ（江東手工芸協会：吉村光代） ①10：00 ②13：00 小学生以上各回6名 500円

チューリップのキーホルダー（江東手工芸協会：石井秋美） ①10：00 ②13：00 小学生以上各回5名 400円

※小学２年生以下保護者同伴

和布のマルチポーチ お日様柄のネックレス

ローズバドストラップ

パッチワーク「かしわもち」

チューリップのキーホルダー

楽しいお茶会

〒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

親子でリトミック !
（講師：羽純）

ティアラこうとう地域感謝祭イベント一覧
★は事前申込み（先着順）。当日の持ち物などは、申込み時にご案内します。

イベント名 内容 時間
春らんまん寄席（大ホール） ★ 江戸落語や太神楽曲芸 12：30〜13：45
春のファミリーコンサート（0歳から入場可） ジブリ、ディズニーの名曲など 11：00〜12：00
みんなDEスポーツ 話題のボッチャや室内カーリング、ボーリングなど 11：00〜14：45
楽しいお茶会（先着100名） 立礼・茶菓子付き（100円） 11：00〜15：00
体験♪ヘルマンハープ 体験＆ミニコンサート

11：00〜16：00
出没！街かどアーティスト 楽しい大道芸、陽気な音楽隊など
体験ポイントラリー 体験ポイントを集めて景品をもらおう
似顔絵コーナー 水彩画で描く似顔絵（実費）
0歳からの親子でリトミック！（各回30組・写真） ★ 生演奏にのせてからだをうごかそう ①12：10 ②14：00
春のファミリーコンサート「名曲コンサート」 アリア、革命のエチュード、春など 15：00〜17：00
ジュニアオーケストラ　スプリングコンサート ヘンゼルとグレーテル、ラデツキー行進曲など 17：00〜

〒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 

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

日本の「あそび」を体験しませんか。
Would�you� like� to�experi-
ence�traditional�children's�
games�and�pastimes?
On�Saturday,�21st.�March�
14：00〜16：00�at�the�Toyo-
su�Civic�Center�Gallery
時 ���3/21（土）14：00〜16：00　場 ��1階ギャラリー

3月「手作り体験教室」参加者募集
豊洲日曜にぎわい市では、体験教室を開催します。
時 ��3/22（日）10：00〜15：00　場 ��1階ギャラリー
◆アロマサシェ
天然100%の精油と自然素材を使っておしゃれな
香り袋を制作、インテリアやプレゼントにもおす

すめです。
※�入荷状況によりお花が変わる場
合があります。

対 ��どなたでも（未就学児保護者同伴）
￥ ��500円
申 ��当日直接会場へ（先着順）

豊洲手作り市＆体験教室運営者募集
◆募集内容
時 ��5/24（日）10：00〜15：00　場 ��1階ギャラリー
対 ��【共通】本人の手作り品に限る。食料品は不可。
販売を業としている方の出店は不可。

【体験教室】①初心者向けで時間内に作品が出来
上がること。②参加費は材料費など実費程度。
③運営参加費徴収などを各自で行うこと。

￥ ��500円（長机2台、椅子2脚を用意します）
申 ��江東区内の各文化センターに設置の応募用紙に記
入の上、豊洲文化センター窓口またはFAXで提出。

締 ��3/24（火）必着。
　※�申し込み多数の場合は区内在住の方を優先の

上、抽選します。

アロマサシェ作品例

〒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 

〒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

森下ものづくりカフェ参加者募集
ミニ兜飾り

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。リ
ビングや床の間に飾れ
る可愛らしい五月飾り
です。大きな貝を兜に
見たて金襴緞子などを
貼っていきます。
時 ��4/12（日）10：00〜15：00　場 ��エントランス
対 �12名　￥ ��3,000円
師 ��宮永悦子（深川つるし飾りの会主宰）
申 ��電話・窓口で（先着順）

第2レクホール空調設備工事に伴う
施設の貸出休止について

第2レクホール空調設備工事に伴う貸出休止を予
定しています。また、工事期間中は騒音や振動等が
予想されるため、他の施設も貸出を制限させてい
ただく場合があります。詳細は森下文化センター
までお問合せください。
【施設貸出休止期間（予定）】
2020年10月1日（木）から12月下旬

〒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 

作品見本（高さ約9センチ）

味わいがある今戸焼きの土雛

日本大道芸・大道芸の会

臼木良彦

着物を着て見学してみませんか

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

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 5/7・14・21・28（木） 5/8・15・22・29（金） 5/8・15・22・29（金） 5/9・16・23・30（土）

時間 14：00〜15：30 10：00〜11：30 14：00〜15：30 10：00〜11：30

会場 砂町文化センター
北砂5-1-7 ☎︎3640-1751

豊洲文化センター
豊洲2-2-18 ☎︎3536-5061

総合区民センター
大島4-5-1 ☎︎3637-2261

東大島文化センター
大島8-33-9 ☎︎3681-6331

木目込人形

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）

5
月

3
月

4
月

特別展
「おくのほそ道」美術館
－読む・歩く・創る－
4/29（水・祝）～9/13（日）

「令和の春が来た
 お祝いづくし、風呂敷」展
3/20（金・祝）～22（日）

企画展
「江戸のまんが」
（開催中）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）

企画展
「昭和の暮らし展
  ～冬の生活用具～」
（開催中）～4/19（日）まで

春の釣具展示
「渓流竿」
3/17（火）～5/24（日）

冬の釣具展示「タナゴ竿」　
（開催中）3/15（日）まで

江戸庶民の年中行事再現
「雛節句」
（開催中）3/15（日）まで

採荼庵跡

紙相撲 kamizumo

春の釣具展示「渓流竿」
釣具資料を季節ごとに楽しん
でいただけるよう、3階釣具
展示コーナーをリニューアル
しました。ヤマメ、イワナなど
の渓流釣りに使用する江戸
和竿を展示します。
時 ��3/17（火）〜5/24（日）�
9：30〜17：00�
（入館は16：30まで）
場 ��3階釣具展示コーナー
￥ ��観覧料（大人200円、小・中
学生50円）

申 ��当日直接会場へ

水辺のスケッチ
水彩色鉛筆で春の水辺
をスケッチしませんか？
雨天時は館内で実施し
ます。
時 ��4/19（日）�
9：00〜12：00

場 ��会議室
対 ��小学生〜大人まで15名�
（小学3年生以下は保護者同伴）
￥ ��750円（保険料含む）
師 ��菅野たみお（サロン・ド・パリ会員）
申 ��電話・窓口で（先着順）

水辺のワークショップ
春の自然観察ピクニック

春の旧中川には、この季節ならではの野草や鳥、水
の生き物が現れます。それらを自然の中で講師の
ガイドと一緒に観察
します。※雨天中止
時 ��4/19（日）�
10：00〜12：00

場 ��旧中川
対 ��小学生以上20名
　※�小学3年生以下

は保護者同伴
￥ ��1,000円（観覧料・保険料含む）
師 ��ココペリプラス
申 ��電話・窓口で（先着順）

水辺のワークショップ
春の野草のハーバリウムキーホルダー

旧中川の周辺に生息
する春の野草など
で、自分だけのハー
バリウム（植物標本）
を作ります。
時 ���4/19（日）�
13：30〜15：30

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

￥ ��1,300円（材料費含む）
師 ��ココペリプラス
申 ��電話・窓口で（先着順）

〒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

竿かづ作のヤマメ竿

初めてでも丁寧に指導します 本物の試験管を使って製作します

今後の予定
6/21（日）（5/10募集）

シフォンリボンで作る
フリフリバッグ

5/24（日）（4/10募集）

ワイヤーで作るマルチカラー
ブレスレット&ピアス（イヤリング）

1964年オリンピック記念風呂敷 寿ぎの鶴
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　ダンス

イ□初級講習会 時□3/22㈰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
イ□水仙午後のパーティー 時□3/29㈰13〜
16時ドリンク付ミキシング有リボン待
機場□（東）￥□700円 ☎3644-1915袋谷安子
イ□水仙午後のパーティー 時□4/12㈰13〜
16時茶菓子付 場□ （東） ￥□700円 ミキシン
グ有リボン待機 ☎3683 -6067下木屋
■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 時□㈮9:15経験
者10:45 場□（砂）基礎無料体験有。楽しく
踊って かぜにまけない体でアンチエ
イジングを ☎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
経験者、㈮16:00園児、㈯15:00 1・2年、
15:50  3・4年、16:50健康、場□東大島
無料体験あり 発表会で踊って集中力
体力をつけよう ☎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
■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

■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
■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〜
16:00 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

　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

（あいさつの終り合掌桜咲く 節子）
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□冬木町会
館 書に関する知識や書く楽しさを深
めながら一人ひとりの経験にあわせて、
わかりやすく丁寧に指導いたします。
☎3667-6718 田塚迄

■ 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

　学習

■みんなで楽しむシニア向けスマホ
教室 時□3/20（金・祝）10〜12時 場□ティアラ
こうとう　月□4 ,000円　対□60歳以上
現在6名在籍（全員女性の初心者です）
月2回㈯㈰開講 ☎090-3630-8574
■英語手遊び会2020 思考の問題を英
語で指導することで英語で考える力を
養う英語による知育教室です。対□年少
〜年長場 時□□（古）㈫㈮、教育センター㈪、
対□小1〜2 場 時□□木場六、㈬㈭ ☎3640 -
1711 e  inokmama0623@gmail.com
■子供4才から英会話 場□ （森） （豊） 大島
※ネイティヴ講師8人までのクラス
月□7 ,000円 「グローリーアカデミー」で
google検索 ☎03-3684-2945
■英語国語塾 場□北砂4、砂町銀座0分
入□0円 月□初月0円、4,000円〜6,000円
新小6・新中1生 3月4月の月謝無料
大 人 初 心 者、小 学 生 国 語 新 設
e  yoshienglish2019@gmail.com
☎090-1760-4376 池田・東間
■英語多読教室 時□㈫場□東雲1￥□4回
6,000円（体験無料）絵本や動画で楽し
く自然な英語を身に付けましょう。
HP magic.englishtadoku.com
e  magic.english.tadoku@gmail.com
■初心者おとなの英会話 場□ （森） （豊）大島
ネイティヴ講師が一人一人レベルにあ
わせて笑顔のレッスン ￥□15回 18,000円
☎090-2536-2493 サミーカーター
■やさしく楽しい英会話 時□㈪〜㈯好き
な時間可場□西大島駅5分月□5,000円〜
4回 会話中心 ☎080-3409-3638 吉田

■しゃべる英語 苦手な貴女も話せる様
に 時□㈭夕・夜 場□東陽 月□6,000円 3回
〜 各70分 3〜4人迄 ☎090-1127-1141
■黄文藍中国語教室 入門〜上級 時□㈪
〜㈯ 場□東陽町駅1分 ￥□3ヵ月16,000円。
少人数制。個人有。小中学生。中検試験
会場 HP 「黄文藍」検索 ☎070-6514-5133

　スポーツ健康

■テニス教室 場□江東区内のコート ￥□
1回2時間1,000円 対□一般男女（平日）
☎090-8811-4842 崎口
e  sakiabc@r6.ucom.ne.jp
■空手道剛柔流誠伸義塾 時□毎㈫㈮
少年18〜19:10 一般19:30〜21 場□富岡
北集会所深川1-11 -18 月□少年5,000
円 一般5,500円 ☎3893 -2010 矢口
■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□㈮10時 場□（森） 月□3,000円
☎3649-2352 有賀
■（タイ式ヨガ）ルーシーダットン和楽
時□3/11・25㈬10:15〜11:30 場□パルシテ
ィ江東（扇橋） ￥□1 ,000円 対□どなたで
も（1歳半〜保育室利用可 1回300円
事前予約要）e  waraku0358@gmail.
com ☎080 -7296 -0322 和楽 上田

■ 健 康ヨガ＆ストレッチ 対□女 性
時 場□□（総）第1・3㈪10:00 （森）第2・4㈪9:20
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

　音楽

イ□60代からのらくらくピアノ体験会
時□3/26㈭10:30〜12:00 場□島村楽器
ミュージックサロン亀戸 ￥□無料 対□
中高年・初心者の方対象。お気軽にご
参加下さい。☎3684-3370
イ□青春うた倶楽部 時□4/22㈬10:30〜
12:00 場□島村楽器ミュージックサロン
亀戸 ￥□1,500円 対□中高年・初心者の
方。体を動かしながら懐かしのあの曲
歌いませんか？ ☎3684-3370
■ピアノ春の生徒募集！ 詳細はお電話
で。土日レッスン対応 場□木場3山崎
☎03-3630 -9065（桐朋学園大ピ卒）
■ピアノ教室 初心者、ご年配の方大
歓迎。場□千石2 ☎3649-2838 松本
■ピアノ教室 レベルに合わせて丁寧
に指導します 対□3才から ※見学可 場□
東陽4 ☎3644 -6833 マスミ音楽教室
■アマチュアピアニストサロン会員募集
40歳以上のクラシックピアノ同好会で
す。場□（豊） （テ） e  playground.op1@gmail.
com HP playground-jp.net
■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
■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。POPS、演歌、カラオケ他。
時□10〜21時。個人可。体験無料。場□（森） （テ）

☎6318-0360 電話対応平日10〜18時

■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
■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
■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

　趣味

イ□型紙いらずの着物リメイク体験教室
4/25㈯ 午後2時〜4時 ￥□2,500円
☎・FAX03-3645-7581
 e  oinuma@ka.baynet.ne.jp
■タイカービング和楽 時□㈫㈭9:30〜
11:30 場□パルシティ江東（扇橋） ￥□
1,500円（材料費別、体験可） 対□15歳以
上（1歳半〜保育室利用可 1回300円事
前予約要）e  waraku0358@gmail.com
☎080-7296-0322 彫刻工房和楽上田
■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編み教室
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

　その他

イ□弁護士による無料法律相談会 時□
3/19㈭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
イ□奨学金等の進学資金無料説明会
江東区教育委員会後援 主催NPO法人
若者の進学応援プロジェクト 時□3/21
㈯13:30〜14:20 場□（総）第2研修室 対□高
校生・保護者（予約不要）相談等の詳細
は HP www.singakuouen.jp御覧下さい
■開運の為の占い講座 時□月2回土曜13
:30〜17:00場□（総） （森） （文）入□2,000円月□3,000
円4月生募集3名限 ☎3681 -1364後藤
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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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日本習字有明教室
【日時】火曜日（月3回）15：00～20：00
【対象】幼児～成人
【教科】かきかた・毛筆・ペン・筆ペン
（幼～中学生は、かきかた・毛筆 両方ご指導します!）

《教室アシスタントさん同時募集中!》
年齢不問。月1回からの勤務でOKです。
お問い合わせお待ちしております。

2020年度新規競書ご入会キャンペーン実施中!
住所：江東区有明2-3-5

☎090-8455-5351
ariake.sport@gmail.com

無料体験授業、随時開催! お気軽にお問い合わせください!

場所・大島2-39-7　ビアレイド岩月1F
3,000

3681-1152

一日体験もあります。

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

3/21（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

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

クレッシェンド音楽教室

info@cresc-ms.comMail

ピアノ（月～土）3 才～大人
リトミック（火～土）0 才～6 才

☎03-6220-0326
ピアノとリトミック、絶対音感の説明会と無料体験受付中!

豊洲・東雲
教室

「一音会式絶対音感トレーニング」で、お子様に一生の宝物をつけてあげませんか?
リトミックは国立音大付属幼稚園のプログラムを取り入れています。
ピアノは、読譜力と表現力が身につく楽しいレッスンです。
ピティナ《豊洲CANALステーション》代表
2019年ピティナコンペティションで、教室から生徒74名が予選で受賞し7名が
全国大会に進出しました。講師7名が指導者賞を受賞しました。

リトミック新学期
0歳～3歳新クラス
体験受付中 !

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 ☆

2019年度講座・自主グループ成果発表展「小さなギャラリー」 主
書道教室 3/10（火）〜14（土） 13：00 15：00
絵てがみ虹の会

3/15（日）〜21（土） 9：00 15：00
江東きりえの会（体験教室有 3/17（火）・18（水） 10：30〜15：00）
陶芸サークルひまわり

3/22（日）〜28（土） 9：00 15：00
型紙いらずの着物リメイク研究会（体験教室有 3/28（土） 11：00〜15：00）
鎌倉彫文月会／江彩会（水彩画サークル）

3/29（日）〜4/4（土） 9：00 15：00
坂くに子のパッチワーク（体験教室有 4/2（木）・4（土） 13：00〜14：30）
聖山会（水墨画） ※講師による席画実施（4/19（木） 14：00〜15：00） 4/5（日）〜11（土） 9：00 15：00

森下文化センター
展示ロビー ★

2019年度講座成果展 主
楽しいソープカービング 3/13（金）〜28（土） 13：00 17：00
はじめてのいけばな 3/14（土）〜17（火） 9：00 17：00
プロに学ぼう！マンガ道場 3/22（日）〜28（土） 9：00 17：00

古石場文化センター
展示ロビー ★

自主グループ・利用団体成果発表展 主
自由に描くパステル画教室、公文書写教室 3/8（日）〜14（土） 9：00 14：00
〜革のぬくもり〜 レザークラフト、しらゆり絵画教室 3/15（日）〜21（土） 9：00 14：00
すまいる会（水彩色鉛筆画）、土画の会（絵画、工芸作品） 3/22（日）〜28（土） 9：00 14：00

施設名 イベント名 開催期間 初日
開始時刻

最終日
終了時刻

豊洲文化センター
ギャラリー ☆

魅力百様、江東区。オンライン観光写真コンテスト2019 入賞作品の展示会 3/10（火）〜13（金） 13：00 16：00

外国人のための日本文化体験 主 3/21（土） 14：00 16：00

中日文化交流促進会「書画展」 4/1（水）〜3（金）、
7（火）〜10（金）

12：00
（4/7は13：00）

18：00

亀戸文化センター
展示ロビー ★ 魅力百様、江東区。オンライン観光写真コンテスト2019 入賞作品の展示会 3/18（水）〜25（水） 12：00 16：00

東大島文化センター
展示ロビー ★

東大島文化センター日本画教室成果展 主 〜3/13（金） 9：00 18：00

東京セントポーリアの会 セントポーリア展 3/28（土）、29（日） 10：00 14：30

第23回 自主グループ・サークル成果発表展 主  鎌倉彫文月会 4/12（日）〜18（土） 9：00 15：00

砂町文化センター
展示ロビー ★

はこべら俳句大会受賞作品展 主 開催中〜3/22（日） 17：00

モリケン会絵手紙展示会 3/24（火）〜30（月） 12：00 15：30

ふれ逢いフォトクラブ 写真展 4/1（水）〜7（火） 11：00 16：00

総合区民センター
展示ホール ☆

第27回 江東区国際交流のつどい   開催中止 3/15（日）

総合区民センター合同成果展・1日体験教室 主 3/22（日）〜4/5（日） 9：00 16：00

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

3/13（金）出演／田染泉（ピアノ）

3/20（金）
出演／�肱岡美智代（箏）、今村やよい（ソプラノ）、�

鶴岡亜紀（ピアノ）
3/27（金）出演／安藤美保（ピアノ）
4/10（金）出演／今井理栄子（フルート）、池村京子（ピアノ）

□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）
児童合唱／江東少年少女合唱団
曲目／プッチーニ：歌劇「トスカ」（演奏会形式）

第333回
4/11（土）
14：00開演

指揮／高関健（常任指揮者）　ピアノ／デジュー・ラーンキ
曲目／�ブラームス：ピアノ協奏曲第2番�変ロ長調、�

リヒャルト・シュトラウス：交響詩「ツァラトゥストラはかく語りき」

第334回
5/1（金）
19：00開演

指揮／秋山和慶　ヴァイオリン／山根一仁
曲目／�ラヴェル：組曲「マ・メール・ロワ」、ドビュッシー：交響詩「海」、�

グラズノフ：ヴァイオリン協奏曲�イ短調、�
ストラヴィンスキー：バレエ組曲「火の鳥」（1919年版）

第335回
6/26（金）
19：00開演

指揮／藤岡幸夫（首席客演指揮者）　チェロ／宮田大
曲目／�ディーリアス（フェンビー編）：2つの水彩画、�

吉松隆：チェロ協奏曲「ケンタウルス・ユニット」、�
ヴォーン・ウィリアムズ：交響曲第2番「ロンドン交響曲」

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

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

プロムナード・コンサート
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）
入場無料

マイ・ステージKOTO
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）
入場無料

3/28（土） 「Koto Youth Choir 9th concert」
出演／�Koto�Youth�Choir�

（合唱）
内容／�歩くうた、それじゃ、�

花は咲く�ほか
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砂町上妙寺 花まつり
チャリティーお堂コンサート
４月12日（日）午後1時30分開演
開場は30分前。午後3時30分頃終了予定

～音楽とオリンピック2020＆ベートーヴェン生誕250年～

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

会　場 上妙寺本堂（全席自由席） 江東区東砂１-４-６
献花料 大人2,000円　中学生以下1,000円
 献花料は全て、江東区社会福祉協議会へ
 寄付させて頂きます。
出　演 和洋調和楽アンサンブル・アンビエンス
 チェロ･フルート・ヴァイオリン・箏・尺八・ピアノ
 ・ソプラノによる本格クラシック。

施設予約システム利用者登録更新手続きはお済みですか?
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   
4月1日以降も施設予約システムの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】 3月31日（火）まで

日程 作品名 監督 主な出演
4/25（土） タンポポ ★ 伊丹十三 山崎努、宮本信子

5/23（土） 晩春（4Kデジタル修復版） 小津安二郎 笠智衆、原節子

6/27（土） 座頭市 北野武 ビートたけし、浅野忠信

7/25（土） 風のある道 ■ 西河克己 芦川いづみ、北原三枝

8/22（土） スタンド・バイ・ミー（予定） ☆ ロブ・ライナー ウィル・ウィートン、リバー・フェニックス

9/26（土） 八つ墓村 ★ 市川崑 豊川悦司、浅野ゆう子

10/24（土） キューポラのある街 浦山桐郎 吉永小百合、浜田光男

11/28（土） 戦場のメリークリスマス 大島渚 デヴィット・ボウイ、坂本龍一、ビートたけし

1/23（土） 助太刀屋助六 岡本喜八 真田広之、鈴木京香

2/27（土） 楢山節考 ■ 木下惠介 田中絹代、高橋貞二

3/27（土） クレイマー、クレイマー（予定） ☆ ロバート・ベントン ダスティン・ホフマン、メリル・ストリープ

☆…日本語吹き替え　★…35mmフィルム　■…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4,000円（全11回分）

懐かしい名作映画を大画面で上映、特典いっぱい !
第42期 江東シネマプラザ 新規会員募集

6歳 以上

『キューポラのある街』 Ⓒ 日活

『座頭市』
画像提供：バンダイナムコアーツ

『晩春』 Ⓒ1949/2015 松竹株式会社

第41期 江東シネマプラザ  今月の上映作品 � 6歳 以上

早春（1956年／144分／モノクロ）FM放送による音声ガイド付
3/28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）
昭和30年代、東京に住むサラリーマン夫婦が主人公。結婚8年目の夫婦は倦怠期。夫の不倫や妻の家出、いつの時代にもど
こにでもある夫婦の危機・あり方を描いた作品。小津監督と野田高梧が合同で脚本を手掛けた。
監督／小津安二郎　出演／淡島千景、池部良、岸惠子

『早春』 
Ⓒ1956 松竹株式会社

●入場無料
3/15日  第14回シビックギャラリーステージ

魅力あふれる、さまざまなアマチュアバンドが、春一番の風を起こします。
お気軽にお聴きください。終演は、19：20予定です。
□豊洲シビックセンターギャラリー　□12：00開演　□全席自由
出演／Luck Stokes、鈴幸座、Wタケちゃんズ、Springles ほか
申込み／当日直接会場へ　問合せ／豊洲文化センター ☎03-3536-5061

3/22日  ティアラこうとうジュニアオーケストラ 
スプリングコンサート

未来を創るこどもたちのフレッシュな演奏をお楽しみください。
□ティアラこうとう大会議室　□17：00開演　□全席自由
指揮／松川智哉（東京シティ・フィル指揮研究員）
曲目／ヘンゼルとグレーテルより、アイネ・クライネ・ナハトムジークより、ラデツキー行進曲 ほか

5/29金  東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団 
公開リハーサル

常任指揮者 高関健による、第61回ティアラこうとう定期演奏会のリハーサル風景を公開。
本番と同じホールで、クラシックの音創りの過程をお楽しみください。
□ティアラこうとう大ホール　□11：00〜　□入場無料
申込み／ティアラこうとうチケットサービス　03-5624-3333

高関健
Ⓒ 金子力

TV Judy Show 
Programs

開催中
止

発売中の公演
3/10火
19：15開演

上方落語�九雀亭　ゲスト／鈴々舎八ゑ馬� 6歳 以上

□亀戸文化センター和室　□全席自由 2,500円（当日500円増）

3/14土
15：00開演

シリーズ第9弾!�江戸前人情喜劇「亀戸駅裏旅館～同窓会篇～」
□亀戸文化センターカメリアホール　□全席指定 4,000円　小学生以下 2,000円

3/14土
15：00開演

豊洲フレッシュアーティストサポート公演2020� 6歳 以上

スプリングクラシックコンサート
□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 1,000円

3/14土
14：00開演

第9回�東大島亭�三遊亭わん丈独演会� 6歳 以上

□東大島文化センター第1和室（全席イス席）　□全席自由 1,500円（当日300円増）

3/19木
19：00開演

日本音楽家ユニオン�ビッグバンドとラテンバンドの饗宴�partⅡ� 6歳 以上

□森下文化センター多目的ホール　□全席自由 2,700円（当日300円増）

3/22日
11：00/14：30開演

ふれあいこどもまつり�ミュージカル「アルプスの少女ハイジ」
□亀戸文化センターカメリアホール　□全席指定 2,500円（当日300円増） ※2歳以下ひざ上は無料

3/22日
14：00開演

林家たい平独演会� 6歳 以上

□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）

3/23月
昼の部14：00開演
夜の部18：00開演

坂本冬美コンサート2020� 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6,500円

3/27金〜
29日

深川とっくり座�第49回目公演�丹青の「柳田格之進」
□27日19：00開演、28日14：00/19：00開演、29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

3/29日
14：00開演

無声映画鑑賞会�春爛漫！ニコニコ大会2020� 6歳 以上

□古石場文化センター大研修室
□全席自由 1,500円　中学生以下1,000円 ※当日500円増、学生100円増

4/3金
18：30開演

ティアラマンスリーコンサートVol.216�あったかいんだからコンサート� 6歳 以上 �
第4弾�穂積磨矢子
□ティアラこうとう小ホール　□全席自由 3,500円

4/4土
14：00開演

天満敦子ヴァイオリン・リサイタル�“こころ揺さぶる魂の音色”� 6歳 以上

□ティアラこうとう大ホール　□全席指定 4,800円

4/4土
18：30開演

Viva�la�Musica�2020�神谷満実子�Spring�Concert�Part.13� 6歳 以上

音楽は映像にさそわれて
□ティアラこうとう小ホール　□全席指定 4,300円

4/14火
12：00開演

ティアラ・ワンコイン・コンサート2020�東京シティ・フィル�Presents�ピアノ三重奏コンサート�4歳 以上

□ティアラこうとう大ホール　□全席自由 500円

4/18土
14：00開演

2020年！𠮷田正記念オーケストラ～元気が出るコンサート～ 6歳 以上

□ティアラこうとう大ホール　□全席指定　S席3,000円　A席2,500円

4/19日
11：00/13：30開演

～0歳からシニアまで楽しめる～�トリオベールファミリーコンサート
□総合区民センターレクホール
□全席自由 1000円　こども（3歳～小学生）500円（2歳以下無料・要チケット）

4/19日
16：30開演

松田昌コンサート2020�−音・楽40年の軌跡−� 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 5,000円

4/24金
19：00開演

ティアラ�JAZZ�LIVE�2020�� 6歳 以上

後藤雅広�白石幸司�スインギン・クラリネット・デュオ�Part.27
□ティアラこうとう小ホール　□全席指定 4,300円

4/25土・
26日

14：00開演

第42回江東オペラ�歌劇『トゥーランドット』�（全幕字幕付き原語上演）� 6歳 以上

□ティアラこうとう大ホール　□全席自由 4,000円

5/5火祝・
6水祝

KOTOのこどもたちによる「ヘンゼルとグレーテル」� 託児 あり �4歳 以上

5日 17：00開演、6日 15：00開演
□ティアラこうとう大ホール　□全席指定　S席2,500円　A席2,000円　B席1,000円

5/16土
14：00開演

林家正蔵・たけ平�親子会�其の四� 6歳 以上

□亀戸文化センターカメリアホール　□全席指定3,200円（当日200円増）

5/23土
14：30開演

江東子ども劇場鑑賞会�歌と砂絵のコンサート「とりのうた」
□ティアラこうとう小ホール　□全席自由 2,500円 ※3歳以上要チケット 2歳以下ひざ上無料

5/24日
15：00開演

柳家花緑の落語バレエ「鶴の池」−バレエ「白鳥の湖」� 託児 あり �4歳 以上

□ティアラこうとう大ホール　□全席指定 3,500円　江東区民200円引

5/27水
19：00開演

素浄瑠璃の会�復曲浄瑠璃「花魁莟八総」富山の段� 6歳 以上

□深川江戸資料館小劇場　□全席指定2,500円　江東区民2,300円

5/30土
15：00開演

東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団� 託児 あり �6歳 以上 �
第61回ティアラこうとう定期演奏会
□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

5/31日
16：30開演

森山良子コンサートツアー2020～2021� 6歳 以上

□ティアラこうとう大ホール　□全席指定 6,800円

6/13土
16：00開演

稲垣潤一�コンサート2020� 6歳 以上

□ティアラこうとう大ホール　□全席指定 6,800円

6/14日
13：00/16：30開演

柳家さん喬一門会� 6歳 以上

柳家喬の字改メ五代目柳家小志ん真打昇進襲名披露記念公演
□江東区文化センターホール　□全席指定 4,000円

6/21日
17：30開演

渡辺美里�35th�Anniversary�Live�Love�Life�Sweet�Emotion�Tour�2019-2020� 4歳 以上

□ティアラこうとう大ホール　□全席指定 8,250円（当日500円増）

開催中止

開催中止

開催中止

開催中止

新型コロナウイルス感染症の動向により、事業を中止または延期する場合があります。ホームページにて周知しますのでご了承ください。

上方落語�九雀亭
4/15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／小宮孝泰（コント赤信号）

桂九雀 小宮孝泰

寄席�都笑亭�Vol.127� 6歳 以上

4/23木　□18：30開演　□豊洲文化センターレクホール　□全席自由 500円
今宵は笑って過ごしましょう！　出演（予定）／久寿里菊之助 ほか

舞踊作家協会�連続公演第210回� 6歳 以上

【世界の昔ばなし】
5/2土　□17：30開演 □ティアラこうとう小ホール
□全席自由 3,000円
2020年度がスタートします。世界中の昔ばなしを創って踊ります。   
むかしむかし〜 Once upon a time 〜il y a long temps〜
出演／舞踊作家協会会員　芸術監督／雑賀淑子

東京シティ・バレエ団� 4歳 以上

ワンコイン・バレエ・レクチャー
5/13水　□12：00開演
□江東区文化センターサブ・レクホール　□全席自由 500円
東京シティ・バレエ団によるレクチャーコンサート（4回実施）。第1回目は「バレエの基本の動き」
を解説付きでダンサーが実践し、参加者の皆様も簡単な動きを体験していただきます。プロのダ
ンサーによるパフォーマンス&レクチャーをお楽しみください。内容は1面参照。
解説／信田洋子（東京シティ・バレエ団）　出演／東京シティ・バレエ団 団員 信田洋子

カントリー＆ウエスタン� 6歳 以上

I�SAW�THE�LIGHT�Vol.49
5/22金　□18：30開演　□ティアラこうとう小ホール
□全席指定 4,500円 ※当日500円増
新しいカントリーと懐かしいウエスタンをお届けします。   
ゲストに業界の洒落男 杉はじめ。シティライツの新譜も発売します。
出演／石田新太郎とシティライツ、石田美也
ゲスト／杉はじめ

第10回�東大島亭�三遊亭ふう丈・港家小ゆき二人会�6歳 以上

5/30土　□14：00開演
□東大島文化センター第1和室（全席イス席）
□全席自由 1,500円 ※当日300円増
注目の若手が隔月で開催する落語会、「東大島亭」。記念すべき第10回目は、
昨年に続き2度目の出演となる三遊亭ふう丈と港家小ゆき（浪曲）の二人会で
す。熊本県山鹿市出身の二人による落語と浪曲を、和室（全席イス席）でお楽
しみください。
出演／三遊亭ふう丈、港家小ゆき（曲師：沢村美舟） 三遊亭ふう丈 港家小ゆき

東京シティ・フィルPresents
コンサート・バンビーニVol.15
親子できこう・うたおう・おどろうコンサート
6/7日　□11：00開演・13：30開演
□豊洲文化センターレクホール
□ 全席自由 1,000円 

こども（3歳〜小学生）500円 
※3歳未満でも座席が必要な場合は有料

0歳から入場OK！クラシックからアニメの曲まで親子で一緒に楽
しみましょう。ゲストに東京シティ・バレエ団のバレエダンサーも
登場します。（公演時間約45分）   
※おむつ替え・授乳コーナーあり ※前方マット席、後方イス席
出演／ 東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団ピックアップメンバー、東京シティ・バレエ団、Yukkiy（歌）

“社会風刺コント集団”� 6歳 以上

ザ・ニュースペーパー�Live2020�
6/6土　□14：00開演・17：30開演
□亀戸文化センターカメリアホール　□全席指定4,800円
政治、経済、事件、芸能…etc。タイムリーな社会問題を「笑いと批判」に変え
る!ライブにこだわり続けるザ・ニュースペーパーのライブでしか見られな
いコントをお楽しみに !!
出演／ザ・ニュースペーパー

丘みどりコンサート2020�
～演魅�Vol.2～
with�中尾唱とエヴァーグリーンバンド� 6歳 以上

7/3金　□14：00開演　□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
NHK紅白歌合戦3年連続出場！今、演歌界の新星として、もっとも輝く歌声をお見逃しな
く。バンド演奏に合わせ、全力で歌い演じる「演魅」の世界をお楽しみください。
曲目（予定）／五島恋椿、白山雪舞い、紙の鶴、鳰の湖、佐渡の有笛 ほか 丘みどり

0才からのジャズコンサート�～�Kuni�Mikami�from�New�York�～
5/27水　□10：30/13：30/15：30開演　□総合区民センターレクホール
□ 全席自由 1,200円　こども（0歳〜小学生）300円　当日各300円増
ニューヨークで活躍するピアニスト
による赤ちゃんから大人まで楽しめ
る本格ジャズコンサート。NYのベテ
ランピアニスト、クニ三上が率いるト
リオによる演奏で、ジャズの名曲のほ
か、クラシックやアニメ曲もジャズで
演奏します。毎年大好評のコンサー
ト、総合区民センターで11回目の開
催です。赤ちゃん連れはもちろん、大
人だけの入場も歓迎です。
※ シート席、おむつ替え・授乳コーナーあり
出演／ クニ三上（ピアノ）、池田聡（ベース）、田村陽介（ドラムス）
曲目（予定）／ パプリカ、リパブリック讃歌、シューベルトの子守唄 ほか

過去の公演より

クニ三上
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チケットのお申込み方法 江東区文化コミュニティ財団
施設一覧1   チケット取扱施設へ電話予約 

右表財団施設一覧「チケット取扱」のある施設へ

2   チケット取扱施設での窓口予約
3   インターネットでの予約 
（会員登録が必要です） 
https：//www.kcf.or.jp

●�チケット購入後の変更・キャンセルは一切できません。
●�チケットの表示価格は、すべて税込です。
●�各種割引をご利用の場合は、チケットお引き取りの際に�
証明できるものをご提示ください。

【開館時間】9：00〜22：00
（深川江戸資料館・芭蕉記念館・中川船番所資料館の各展示室は9：30〜17：00）

【休館日】
★ 毎月第1・3月曜休館�(ただし祝日の場合は開館)
☆ 毎月第2・4月曜休館�(ただし祝日の場合は開館)
● 毎月第2・4月曜休館�(ただし祝日の場合は開館し、翌日休館)
〇 毎週月曜休館�(ただし祝日の場合は開館し、翌日休館)

● 新発売のチケット 3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 3月10日（火） AM 10：00〜 電話受付開始

2020年3月10日発行
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