ふるいしば

江東区古石場文化センターの情報紙

深川ワイナリー
新観光スポット！
深川ワイナリーはじめました。

ぼくの名前はワインマン。

地元の人はもちろん、北海道から沖縄

ワインの特徴がわかるよ！

古石場ニュース

“深川”で生産！

ボトルに描かれたワインマンの
表情に注目！度数や熟成度合が
目やほっぺに表現されています！

ワイナリーがあり、“深川ワイナリー” ワインを作る過程で必要な、ブドウの実の除梗・
の出店は地元で大きく話題になりまし

破砕、果実と茎・枝を分ける作業を地域の方か

た。ワイン醸造歴 18 年の醸造家上野

らボランティアを募って行うそうです。文字通

浩輔氏が日本全国はもとより世界から

り“深川”で「みんなで創る」ワインなのです。

選りすぐりのぶどうを集めて、一本一

人気の見学会は予約必須です、ぜひ休日に訪れ

本心を込めて醸造したワインがお店に

てみてくださいね♪

見学の時間（土日祝二部制） ①13:00 ～

住所 : 東京都江東区古石場1-4-10 ＴＥＬ：03-5809-9565
URL : www.fukagawine.tokyo
Ｆ Ｂ：www.facebook.com/Fukagawawinery/
平日：10：00〜18：00 不定休
金土日祝：10：00〜22：00（17：00よりバータイム）
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九吾郎ワインテーブル（ワインバル）

住所：東京都江東区白河1-3-10 ＴＥＬ：03-5875-9516
URL：www.q56.tokyo ＦＢ：www.facebook.com/q56.tokyo/
全日：17:00~22:00（L.O22：30）
土日祝のみランチ：11:30~14:00 年始以外定休日なし
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小津安二郎生誕の地

まちの元気印 こどもの集まる文化センター
「友達と待ち合わせ♪」「勉強しなきゃ！」「今日は習い事だ～」
たくさんのこどもたちが色々な目的で毎日文化センターを訪れます♪

古石場文化センターの周りには幼稚園や小学校
がたくさんあり、こどものイベントは毎回大勢

江東区
こども情報

の人で賑わいます。７月に行う「こども夏まつ
り」も毎回大盛況 ! この日はなんと人気の映画

並んでいます。

大江戸線清澄白河駅
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ぼくの顔を見るとね、

まで日本全国の観光客が訪れる“深川
ワイナリー”。実は江東区には２軒も

季刊

越中島駅

発行
江東区古石場文化センター
〒135-0045 江東区古石場 2-13-2
電話 03(5620)0224
FAX 03(5620)0258
毎月第 1・3 月曜日 休館

URL：www.ichimatsuya.tokyo
Ｆ Ｂ：www.facebook.com/ichimatsuya.tokyo
平日 10:00~20：00 土日祝11：00〜19：00 水曜定休

が無料で観れます♪また、中面で紹介する講座
特集の中にはこども向け講座が３つも！
文化センターに来てみんなでたくさん楽しいこ
とを発見してくださいね !
★文化センター職員がこどもによく聞かれること！？
「ぼくのカード届いてないですか？」
１階談話ロビーで遊んでいるこどもが多いため、毎日
のように落し物が届きます！ゲームやカードはなかな
か見つからないことも多いのでみんな気を付けてね！
「お部屋の場所を教えて下さい！」
塾・書道・お絵かき・ダンス、色々なお稽古に通うこ
どもが窓口で部屋の場所を訪ねていきます。みんな挨
拶がハキハキしていてこちらも元気になります。

ｆ

古石場文化センターの旬な情報は facebook ぺージをチェック！

いいね！

イベント

映画

通称 “こカル”

って
みなさん知っていますか？
正式名称は「カルチャーナ
ビ KOTO こども特集号」。年
に２回発行しています。こ
どもが見やすいようにふり
がなやわかりやすい言葉を
使っているのでぜひ親子で
みて下さいね！

こども文化祭
昨年から始まったイベント
です。今年も江東区文化セ
ンター（東陽町）でこども
によるこどものための祭典
を開きます！詳細はホーム
ページなどでお知らせしま
すのでチェックしてくださ
いね♪

New!HP

江東区文化コミュニティ財団では４～
９月を前期、１０～翌年３月までを後

昭和の名画を中心に大画面で上映

期と大きく２期に分け、多岐にわたる

20 周年

ジャンルの講座を開催しています。江
東区内の文化センターごとに企画され
た講座は全部でなんと５５講座！学び
の季節にぴったりなこの春に、ぜひ講

会員になると
４つの特典付！

座を受けてみませんか？

特典１
全 11 回の上映会を予約なしでご鑑
賞いただけます。
※今期より 1 年 11 回になりました。

古石場文化センターの講座の特色
◆映画関連が毎度充実！

© 日活

当センターは世界的映画監督・小津安二郎が深川
生まれであることから、地域の皆様が映画に触れ
る機会を設けています。この機会に深～い映画の
世界に飛び込んでみませんか！？

◆古石場はこどもがいっぱい！
１頁目でもお伝えしましたが、とにかく文化セン
ターは訪れるこどもが多い！そのため、こどもや
親子参加型の講座も多数あります。

◆歴史深い土地柄
歴史のことや地域を理解する講座は古石場文化セ
ンターだけでなく他の施設でも豊富です！意外と
知らない江東区の知識を発見できるかも！？
講座の詳細は「カルチャーナビ KOTO」
またはホームページをご覧ください。

お申込み期間

3/10（金）〜 24（金）

※はがき・ＦＡＸの場合は 3/24 必着
申込方法：窓口・電話・ＦＡＸ・はがき・インターネット

古石場文化センター開講講座
全１０講座はこちら！
※①～③はこども対象

①こどもの考える力を育てよう！
～こどもの哲学～

© 東宝

映画のまち深川で、映画を観よう
映画のまちって？――名監督・小津安二郎
は深川で生まれ、深川の風景を愛しました。
古石場文化センターでは小津監督作品の上
映や紹介展示コーナーを設けています。「江

②たいけんはっけん 理数系

東シネマプラザ」は名画を楽しむ会員制の

③こどものためのお箏教室

上映会です。

④僕はトウフ屋だから…
コトバで巡る小津安二郎
⑤江戸っ子たちの書
～深川を愛した書家
三井親和（みついしんな）を知る～

⑥澤登翠の弁士にチャレンジ！
⑦懐かしの鉄道情景
～映画と模型でふりかえる～

第３９期

特典２
上映会のときに、 上映作品に関する
ちょっとした話などを掲載した 「江東
シネマ倶楽部だより」を差し上げます。

特典３
特別上映会に無料ご招待します。

特典４
すてきなグッズが当たる特別抽選会
を実施します。

「江東シネマ倶楽部」 新規会員募集

期間
平成 29 年 4 月 22 日 （土） ～平成 30 年 3 月 24 日 （土） 全 11 回
時間
午前の部 ： 11 時開演 / 午後の部 ： 15 時開演
全席自由
年会員
一般 4,000 円 （全 11 回分）
※途中入会についてはお問い合わせください。

⑧江戸城水辺散歩

※臨時会員券は上映月の 10 日より販売します。 年会員が定員に達した場合は販売しません。

⑨暮しにグリーンを 苔玉盆栽

会

⑩江東区文化観光ガイド
養成講座 初級Ⅰ

場

： 江東区古石場文化センター ２階 大研修室
お申込みの問合せ ：

